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Research Outline

人間環境のあり方を利用者を基本に考えて、部屋から住居、まちまで、
さまざまなスケールの空間を対象に、フィールドワークを通じて、住
宅計画の課題について研究しています。
From the room, house, until town, I study the problem of the
housing planning for the space of various scales to surround a
human being.

進行中の研究内容

住まいの計画、建築設計

Research Contents in Progress

1 地域の実状に即した住宅及び都市計画の施策を検討するために、

最近の研究実績

Recent Research Results

〈著書／Books〉
■ 提言 子育て問題を考える−笑顔の輝く子を育むために−（分担執
筆）、日本小児医事出版社、子育て問題を考える福岡会議編（2007
年9月）、第5章第1節「安心して子育てができる住宅・住環境をめざ
して」益田信也
Proposal; We think about a child rearing problem -To bring up
children of the smile shining (Allotment writing), Japan
Pediatrics Publishing Co., Ltd., The Fukuoka meeting which
considers a child rearing problem, (September 2007), Chapter
5 Section 1,
Aiming for the housing and residential
environment we can do child rearing at ease. , Shinya Masuda

直方市全域における戸建持ち家の老朽危険家屋および空き家住
戸のある共同住宅借家の実態調査を継続しています。戸建持ち家
の更新事例について明らかにしました。

■ 党家村−中国北方の伝統的農村集落（分担執筆）、世界図書出版公
司、日中連合民居調査団編(1992年3月)、第2章「集落の施設」上
和田茂、益田信也、呉茂徳

We continue the survey about actual condition of old
dangerous vacant one of the detached own houses and
apartment rented houses with the unoccupied dwelling unit in
Nogata-shi.

Dang village -Traditional rural village in north of China
(Allotment writing), World Book Publishing Company,
Japan-China Allied group of Residents Survey, (March 1992),
Chapter 2, Facilities in a village , Shigeru Kamiwada, Shinya
Masuda, Wu Maode

2 飯塚市庄内地区における公共施設の再編について、将来のまちづ

くりを意図して、行政・住民・大学の連携により取り組み、移転・
統合化の施設改修のみならず、周辺の他施設を活用した魅力ある
地域拠点整備の検討を行います。
About reorganization of public facilities in Iizuka-shi Shonai
district, aiming to future community design, we work by
cooperation of public administration, a resident and a
university.

〈論文／Published Papers〉
■ 中村直己、益田信也、大西一男：筑前内野宿に関する調査報告 そ
の3．伝統的家屋の事例について(3)、日本建築学会九州支部研究
報告（大分）、第58号、pp.557-560、2019/3
Naoki Nakamura, Shinya Masuda, Kazuo Oonishi: The research
report on 'Chikuzen Uchinosyuku' -Part.3 The case of
traditional houses (3). , AIJ Kyushu Chapter Architectural
Research Meeting, No.58, pp.557-560, March 2019
■ 森江泰理、益田信也：人口減少下の地方都市における空き家・空き
地の実態について その３．福岡県直方市における空き家所有者の
管理と活用意向について、日本建築学会九州支部研究報告、第56
号、pp.137-140、2017/03
Yasumasa Morie, Shinya Masuda: A study on the actual
condition of vacant houses and vacant land in local cities under
the population decrease -Part.3 the management and the
utilization will of the vacant house owner in Nogata-city,
Fukuoka. ,AIJ Kyushu Chapter Architectural Research Meeting,
No.56, pp.137-140, March 2017
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