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見通し(その 2)(住宅需給、公営住宅再整備,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、

建築歴史・意匠,計画系)       337-340 

086 住宅需給の予測結果の検討 : 札幌市の居住水準と住宅需要の将来見通し(その 3)(住宅

需給、公営住宅再整備,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計

画系)       341-344 

087 地方中小都市における市街地再編の視点からみた公営住宅の立地と役割 : 砂川市を

事例として : 地方中小都市における都市再編に関する研究(1)(住宅需給、公営住宅再整

備,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)      345-348 

088 道内公営住宅団地建替えを契機とした都市再編の動向と展望 : 地方中小都市におけ

る都市再編の可能性に関する研究(2)(住宅需給、公営住宅再整備,建築計画、都市計画・

農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       349-352 

089 戸建住宅地における敷地内空地の評価 : 住宅市街地の整備計画に関する研究(12)(住

環境整備、コミュニティ,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,

計画系)       353-356 

090 戸建住宅地の街区内住環境形成に関する計画的考察 : 帯広市の第一種住居専用地域

を事例として : 住宅市街地の整備計画に関する研究(13)(住環境整備、コミュニティ,

建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       357-360 

091 密度規制緩和が行われた第一種住居専用地域居住者の居住環境改善意向 : 住宅市街

地の整備計画に関する研究(14)(住環境整備、コミュニティ,建築計画、都市計画・農村

計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       361-364 

092 札幌市の木造アパート地区の建物更新と居住実態に関する研究 : その 1 街区構成と

建物形態の変容(住環境整備、コミュニティ,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、



建築歴史・意匠,計画系)       365-368 

093 室蘭市中央地区の現況分析と居住環境整備計画(住環境整備、コミュニティ,建築計画、

都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       369-372 

094 住民のまちづくり意識と学習プロセス : 新通り市場での動きを事例として : 住民参

加型まちづくり研究(1)(住環境整備、コミュニティ,建築計画、都市計画・農村計画・住

宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       373-376 

095 農村地域における高齢社会のコミュニティプランニングに関する研究 : 稲作農村雨

竜町における高齢者活動の実態と意向(住環境整備、コミュニティ,建築計画、都市計

画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       377-380 

096 持家の補修と居住者の建築協定等への意識について : 色彩から見た街並み形成と住

民意識に関する研究(独立住宅・集合住宅,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、

建築歴史・意匠,計画系)       381-384 

097 地下室の温熱環境の評価と設計手法の提案 : 地下室での温熱環境の測定、SET^*によ

る評価の予測をもとにしたディテールや計画手法の提案(独立住宅・集合住宅,建築計画、

都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       385-388 

098 高齢者の自立生活を支援するグループホームに関する研究 : Part1.北海道音更町ふれ

あい住宅の事例研究(独立住宅・集合住宅,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、

建築歴史・意匠,計画系)       389-392 

099 集合住宅における大型住戸の平面計画に関する調査研究 : 100m^2 以上の大型集合住

戸の基本的特徴と住戸内領域構成について(独立住宅・集合住宅,建築計画、都市計画・

農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       393-396 

100 北国型集合住宅住戸の住み方と居住性 : 積雪寒冷地の集合住宅に関する研究(3)(独立

住宅・集合住宅,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)      

397-400 

101 北国型集合住宅住棟 住宅地の使われ方と居住性 : 積雪寒冷地の集合住宅に関する研

究(4)(独立住宅・集合住宅,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,

計画系)       401-404 

102 札幌市の歴史的建物の変貌動向に関する研究(その 1)(街並保全と復元,建築計画、都市

計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       405-408 

103 札幌市の歴史的建物の変貌動向に関する研究(その 2)(街並保全と復元,建築計画、都市

計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       409-412 

104 大正初期の小樽区色内町の産業分布と建築配置 : 棟方虎夫『小樽』(大正 3 年)を基本

史料として(街並保全と復元,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意

匠,計画系)       413-416 

105 南小樽地区の戦前期遺構について(街並保全と復元,建築計画、都市計画・農村計画・住

宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       417-420 



106 大正中期および昭和戦前期の小樽色内通り街並みの復原 : 〔その 1〕街並みの特徴(街

並保全と復元,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)      

421-424 

107 大正中期および昭和戦前期の小樽色内通り街並みの復原 : 〔その 2〕街並み復原図と

主要建築(街並保全と復元,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,

計画系)       425-428 

108 開拓使麦酒醸造所の洋風官舎(北海道近代建築史,建築計画、都市計画・農村計画・住宅

問題、建築歴史・意匠,計画系)       429-432 

109 旧又十藤野家漁業店および関連建築 : 網走市における歴史的建築遺構の調査報告

(1)(北海道近代建築史,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計

画系)       433-436 

110 遠藤商店および関連建築 : 網走市における歴史的建築遺構の調査報告(2)(北海道近代

建築史,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)      437-440 

111 明治・大正期の北海道における営業倉庫の建築について(北海道近代建築史,建築計画、

都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       441-444 

112 札幌市における明治・大正期の建築の 3 遺構 : 旧正見病院・旧吉田別邸・旧出納邸(北

海道近代建築史,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)      

445-448 

113 建築家石井喜助(1893?1977)(北海道近代建築史,建築計画、都市計画・農村計画・住宅

問題、建築歴史・意匠,計画系)       449-452 

114 パタン王宮スンダラ・チョクの立断面の寸法計画について(建築史一般,建築計画、都市

計画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       453-456 

115 今世紀初頭フィンランドにおける中層都市住居の建設について : ヘルシンキ・カタヤ

ノッカ地区のマンテュ・ブロック(建築史一般,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問

題、建築歴史・意匠,計画系)       457-460 

116 建築家 Josep Vilaseca i Casanovas について その 1. : 19?20 世紀初頭に亘るカタロニ

ア建築思潮に関する研究(建築史一般,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築

歴史・意匠,計画系)       461-464 

117 建築家 Josep Vilaseca i Casanovas について その 2. : 19?20 世紀初頭に亘るカタロニ

ア建築思潮に関する研究(建築史一般,建築計画、都市計画・農村計画・住宅問題、建築

歴史・意匠,計画系)       465-468 

118 Hayashi House 三態 : Frank Lloyd Wright 研究・156(建築史一般,建築計画、都市計

画・農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       469-472 

119 北海道農業集落の高齢化・過疎化動向からみた類型化と分布に関する研究 : 北空知・

十勝中北部・根釧の 8 町を対象として(住環境整備、コミュニティ,建築計画、都市計画・

農村計画・住宅問題、建築歴史・意匠,計画系)       485-488 
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