
　「研究活動一覧」は，当所研究員の研究活動と研究内容
や関心分野を，読者の皆様に提供することを目的として
います。研究内容の詳細につきましては，直接担当研究
員までお問い合わせください。

① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

吉井邦恒 カナダの農業保険をめぐる最近の動向につ
いて 月刊NOSAI 63巻４号 2011年４月

株田文博
食料貿易の三極化傾向が引き続き拡大する
－畜産物，乳製品の国際価格は上昇基調で
推移－

デーリィマン 第61巻５号 2011年５月

清水純一 ブラジルの食料需給と農産物貿易 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

高橋克也 「これからの「正義」の話をしよう－いま
を生き延びるための哲学－」（書評） 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

橋詰　登 水田農業の構造変化とその地域性に関する
統計分析 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

吉田行郷 水田営農の構造変化と地域性に関する現地
調査結果に基づく分析 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

須田文明 作物遺伝資源をめぐる管理の多様性 池上・原山編著「食と農のいま」
（ナカニシヤ出版） 2011年６月

橋詰　登 農地の所有・利用構造の変化と地域性－統
計にみる1990年以降の農地利用の動き－

原田純孝編著『地域農業の再
生と農地制度』（農山漁村文化
協会）

2011年６月

吉田行郷 多様な展開を見せる集落営農 全国農業新聞 農声 2011年６月24日

株田文博 2020年の世界食料需給はタイトに 日本政策金融公庫
AFCフォーラム 第59巻４号 2011年７月

小泉達治 FAPRIによる世界の農産物需給予測の概
要～世界小麦需給予測を中心に～ 製粉振興 No.535 2011年７月

高橋克也 米粉用米の実需の現状と課題
農林中金総合研究所・総研レ
ポート『米粉・飼料米・水田
放牧を巡る最近の動向』

22基礎研
No.4 2011年７月

高橋克也 「食と農の安全・安心と農学の課題」コメ
ント

東北大学大学院農学研究科公
開シンポジウム記録 2011年７月

増田敏明，
勝又健太郎 「EUの価格所得政策と農業の構造」 農林水産政策研究所レビュー 第42号 2011年７月

吉田行郷 小麦の国際価格変動下における国内産小麦
需要の変化について 農林水産政策研究所レビュー 第42号 2011年７月

（平成23年度）
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著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

Yoshii. K, and T.
Oyama

Applying Mathematical Programming 
Food Supply Model for Improving 
Japan’s Food Self-Sufficiency Ratio

Lecture Notes in Operations 
R e s e a r c h （ I S O R A ： 
International Symposium 
on Operations Research 
and Its Applications）

No.14 2011年８月

増田敏明 「EU共通農業政策－ドーハ・ラウンドと次
期改革－」

所内プロジェクト［二国間］
研究資料
平成22年度カントリーレポー
ト　EU，米国

第３号 2011年８月

松田裕子 世界の農政　最新事情　欧州連合（EU） 全国農業新聞 2011年８月26日

吉田行郷 北海道産小麦のサプライチェーンにおける
需要拡大に向けた課題 製粉振興 No.536 2011年８月

株田文博 世界の食料需給の中長期的な見通し （社）地域環境資源センター　
バイオエタノール通信 2011 No.7 2011年９月

鎌田　譲 酪農における規模拡大と労働制約及び潜在
価格の変化 農林業問題研究 第47巻

第２号 2011年９月

食料品アクセス研
究チーム

食料品アクセス問題の現状と対応方向
－フードデザート問題をめぐって－ 農林水産政策研究所レビュー 第43号 2011年９月

震災対応プロジェ
クトチーム

東日本大震災の復興に向けたプロジェクト
研究の推進について 農林水産政策研究所レビュー 第43号 2011年９月

須田文明 美食的イメージを支える制度：フランス
AOCの場合 食料と安全 ９月号 2011年９月

高橋克也 「東アジアにおける食のリスクと安全確保」
（書評） 農業経済研究 83巻２号 2011年９月

増田敏明 「次期CAP改革－チオロシュ農業委員によ
る公共財供給へのパラダイムシフト－」

構造分析プロジェクト（欧米
韓）研究資料 第１号 2011年９月

矢部光保・
林　　岳

生きものブランド米における生物多様性の
価値形成

九州大学大学院農学研究院学
芸雑誌

第66巻
第２号 2011年９月

江川　章 「独立就農者」の育成が農業人材確保のカ
ギ AFC　Ｆorum 59巻７号 2011年10月

清水純一 ブラジル産トウモロコシの拡大過程
清水達也編『変容する途上国
のトウモロコシ需給－市場の
統合と分離－』（アジア経済研
究所）

アジア経済研
究所研究双書，
No.596

2011年10月

株田文博 2020年における世界の食料需給の見通し （財）肥料経済研究所　季刊肥
料時報 2011 No.2 2011年11月

澤内大輔 国内クレジット制度による農家の省エネル
ギー機器への投資促進効果 農林水産政策研究所レビュー 第44号 2011年11月

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる最近の状
況 農林水産政策研究所レビュー 第44号 2011年11月

吉田行郷 小麦の国際価格動向とその影響 農業と経済 第77巻
第11号 2011年11月
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著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

吉田行郷
指定障害者支援施設こころみ学園（社会福
祉法人こころみる会）－ココ・ファーム・
ワイナリーとの有機的な結び付きによるワ
イン用ぶどうの生産－

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2011年11月

飯田恭子，香月敏
孝，吉田行郷，小
林茂典，出田安利，
松島浩道

農業分野における障害者就労と農村活性化
に関する研究

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

江川　章 ＪＡによる新規就農支援の取り組みと課題 月刊JA 第682号 2011年12月

株田文博・
吉田泰治

将来の食料需要増のアジア太平洋諸国の貿
易・産業への影響－アジア国際産業連関表
によるフードシステム産業の分析－

フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

小泉達治・
澤内大輔

ブラジルのサトウキビ増産に伴う土地利用
変化への影響 フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

澤内大輔
食料品製造業における温室効果ガス排出の
特徴：算定・報告・公表制度データによる
基礎的検討

フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

澤内大輔・
桟敷孝浩

排出量取引制度下における省エネルギー機
器投資の経済性評価：バラ切花農家による
ヒートポンプ導入のリアル・オプション分
析

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

須田文明 ガイドブックによる嗜好的評価の学習と
コーディネーション フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

高橋克也 食品安全・安心問題の政策革新
－フードシステム視点からの実証と検討－ 政策研究大学院大学博士論文 2011年12月

高橋克也 食品アクセス問題とは何か－その実態と求
められる対策－ 『クリンネス』 第313号 2011年12月

松久　勉
農業雇用者の就業実態
－総務省「就業構造基本調査」の組替集計
から－

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

吉田行郷 小麦の国際価格の高騰・急落を経た国内産
小麦需要の変化

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

飯田恭子・香月敏
孝・吉田行郷・小
林茂典・出田安利・
松島浩道

福祉施設における農業分野の障害者就労の
実態と課題

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

小野智昭 「戸別所得補償モデル対策」実施の影響　
座長解題 農業問題研究 第43巻

第２号 2012年１月

食料品アクセス問
題研究チーム

GISによる食料品アクセス問題についての
可視化と解決方策の提言 ArcGIS事例集 CaseStudies Vol.8 2012年１月

橋詰　登 中山間地域における農業振興型市町村第三
セクターが抱える課題と支援方策 農林水産政策研究所レビュー 第45号 2012年１月

増田敏明・
勝又健太郎

「次期CAP改革法案
－直接支払による公共財供給へ－」 農林水産政策研究所レビュー 第45号 2012年１月

薬師寺哲郎 様変わりする食料消費への対応が課題 AFCフォーラム 第59巻
第10号 2012年１月
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著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

薬師寺哲郎 食料・農業 統計でみる日本　2012
（（財）日本統計協会） 2012年１月

上林篤幸
農産物各品目の今後10年間の世界的な需
給および価格の見通し－「OECD-FAO農
業見通し　2011-2020」の概要

「明日の食品産業」
（（財）食品産業センター刊）

2012年
1，2月号 2012年１月

江川　章 中山間地域の農業振興に取り組む市町村第
三セクターの現状と課題

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

須田文明 地理的表示と６次産業化：フランスのバロ
ニエ地方の事例から Techno Innovation No.81 2012年２月

橋詰　登 農業振興型市町村第三セクターの特徴－郵
送調査の二次分析から－

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

橋詰　登
作業受託から借地経営に展開した「担い手
型農業公社」の現状と課題－（有）ＫＨ町
公社（広島県ＫＨ町）の事例－

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

橋詰　登 中山間地域の農業振興に取り組む市町村第
三セクターの現状と課題

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

吉井邦恒 北米における農業経営政策の展開
日本農業経営学会編『農業経
営研究の軌跡と展望』（農林統
計出版）

2012年２月

小野智昭
水田農業における地域農業の担い手と構
造変化～富山県と佐賀県の旧村を事例と
して～

農林水産政策研究所レビュー 第46号 2012年３月

小野智昭，吉田行
郷，香月敏孝，橋
詰登

水田地帯における地域農業の担い手と構
造変化－富山県と佐賀県の古村を事例と
して－

2012年度日本農業経済学会
大会報告要旨 2012年３月

長友謙治 ロシアの穀物を巡る状況 農林水産政策研究所レビュー 第46号 2012年３月

橋詰　登
近年の農業構造変化の特徴と展開方向
－2010年センサスの分析から－【座長解
題】

農業問題研究学会2012年度
春季大会報告予稿集 2012年３月

平林光幸 家族経営の動向と特徴－都府県における上
層農家を中心に－

農業問題研究学会春季大会シ
ンポジウム（大会テーマ：近
年の農業構造変化の特徴と展
開方向－2010年センサスの
分析から－）

2012年３月

薬師寺哲郎・
吉田行郷

産業連関表からみた食用農水産物・食料品
の商業マージン率の動向

2012年度日本農業経済学会
大会報告要旨 2012年３月

吉田泰治・
株田文博

フードシステムの成長がアジア諸国の経済
に与える影響分析－アジア国際産業連関表
による分析－

九州大学大学院農学研究院学
芸雑誌 第67巻1号 2012年３月

吉田行郷・
薬師寺哲郎

北海道産小麦の需要拡大に向けた今後の対
応方向

2012年度日本農業経済学会
大会報告要旨 2012年３月

吉井邦恒
米国の政府支払プログラムの支払対象要
件と支払限度―Actively Engaged in 
Farmingルールを中心に―

構造分析プロジェクト（欧米
韓）研究資料 第１号 2012年３月
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② 口頭発表および講演

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

小林茂典 農業の６次産業化の展開方向と課題 農林水産政策研究所定例研究会 2011年４月12日

橋詰　登 近年の農業構造変化の特徴と地域性－農業
センサス等の分析から－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年５月17日

吉田行郷 主要水田作地域における近年の農業構造変
化の特徴と地域性について 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年５月31日

清水純一 ブラジル産トウモロコシの拡大過程と今後
の見通し 日本ラテンアメリカ学会 2011年６月５日

清水純一 ブラジルの食料需給 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年６月７日

澤内大輔・
桟敷孝浩

排出量取引制度下における省エネルギー機
器投資の経済性評価

2011年度日本農業経済学会　ポスター報
告 2011年６月11日

鎌田　譲 米の需要構造変化と北海道産米の契約生産
に関する実証的研究 農林水産政策研究所定例研究会 2011年６月14日

玉井哲也 オーストラリアの貿易戦略とその動向－農
産物輸出に着目して－

早稲田大学日米研究機構研究会「農業・食
料の世界的枠組み形成と国際交渉にかかわ
る研究」第２回研究会（早稲田大学）

2011年６月17日

薬師寺哲郎・
高橋克也

食料品アクセスに関する住民の意識（食料
品アクセス問題１）－食料品の買い物にお
ける不便や苦労の現状－

2011年度日本フードシステム学会大会個
別報告 2011年６月19日

高橋克也・
薬師寺哲郎

食料品アクセスに関する市町村の意識（食
料品アクセス問題２）－対策の重要度と重
視する対策－

2011年度日本フードシステム学会大会個
別報告 2011年６月19日

薬師寺哲郎・
高橋克也

震災前後の食料品アクセス状況の変化（食
料品アクセス問題３）－メッシュデータを
利用した店舗までの距離に応じた人口割合
等の推計－

2011年度日本フードシステム学会大会東
日本大震災関連特別セッション 2011年６月19日

小泉達治・
澤内大輔

ブラジルのサトウキビ増産に伴う土地利用
変化の影響

2011年度日本フードシステム学会大会　
個別報告 2011年６月19日

小野智昭 2010年秋大会ミニシンポの成果から 農業問題研究学会2011年度春季大会 2011年６月19日

株田文博・
吉田泰治

将来の食料需要増のアジア太平洋諸国の貿
易・産業構造への影響－食品産業等を中心
にアジア国際産業連関表による分析－

2011年度日本フードシステム学会大会個
別報告 2011年６月19日

澤内大輔
食料品製造業における温室効果ガス排出の
特徴：算定・報告・公表制度データによる
実証分析

2011年度日本フードシステム学会大会　
個別報告 2011年６月19日

小泉達治・
澤内大輔

ブラジルのサトウキビ増産に伴う土地利用
変化の影響

2011年度日本フードシステム学会大会　
個別報告 2011年６月19日

吉田行郷 小麦の国際価格変動下における国内産小麦
需要の変化について 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年６月21日

内藤恵久 地理的表示の保護制度について－我が国の
農業施策としての地理的表示－

知的財産学会　企画セッション「地理的表
示に関する知財戦略とそのための基盤整備」
の中での発表

2011年６月25日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

平林光幸 大規模水田作経営の存立構造とその特徴 農林水産政策研究所定例研究会 2011年６月28日

Takashi Hayashi Environmental Co-Benefit of Domestic 
Rice Feed Consumption in Japan

22th Pac i f ic  Regiona l  Sc ience 
Confrence 2011年７月４日

吉井邦恒 米国の価格所得政策に関するデータ分析
－生産費・販売価格・政府支払い－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年７月５日

増田敏明 「EU共通農業政策の価格所得政策」 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年７月５日

松田裕子 東日本大震災後の日本農業と農政
ドイツ連邦ヨハン・ハインリヒ・フォン・
チューネン研究所（連邦農林省直属の研究
所）

2011年７月６日

林　　岳 国民の豊かさ指標と農業・農村における評
価 農林水産政策研究所定例研究会 2011年７月12日

内藤恵久 地理的表示の保護制度に関する現状と課題 鹿児島県黒豚生産者協議会技術研修会 2011年７月13日

高橋克也 「食と農の安全・安心と農学の課題」コメ
ント

東北大学大学院農学研究科公開シンポジウ
ム 2011年７月22日

薬師寺哲郎・
高橋克也

食料品アクセス問題の現状と対応方向－い
わゆるフードデザート問題をめぐって－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年８月２日

株田文博 2020年における世界の食料需給の見通し （財）肥料経済研究所　平成23年度第２回
セミナー 2011年８月10日

松田裕子 EU直接支払の構造と機能 農林水産政策研究所定例研究会 2011年８月23日

Yoshii. K, and T. 
Oyama

Applying Mathematical Programming 
Food Supply Model for Improving 
Japan’s Food Self-Sufficiency Ratio

The 10th International Symposium 
o n  O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  a n d 
its Appl icat ions in engineer ing, 
technology and management （ISORA 
2011）, Dunhuang, China 

2011年８月28日

林　　岳
国際バイオエネルギー・パートナーシップ
（GBEP）のバイオマスエネルギーの持続
可能性指標 

農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年８月30日

福田竜一 農業法人制度改革による地域農業の枠組み
変化と農協の対応 第47回東北農業経済学会秋田大会 2011年９月３日

吉井邦恒
農業者のリスク意識と保険需要に関するア
ンケート分析－東北地方の調査結果を中心
に－

第47回東北農業経済学会秋田大会 2011年９月３日

澤内大輔 農業分野におけるカーボン・オフセット制
度の比較分析 環境科学会2011年会（環境科学会） 2011年９月８日

内藤恵久
地理的表示の保護制度について－EUの地
理的表示保護制度と日本における今後の展
開－

東京工業大学「食の未来創成研究会」での
発表 2011年９月９日

小林茂典 業務・加工用生鮮野菜の動向と今後の展開
方向

平成23年度農産物流通研究会（農業開発研
修センター） 2011年９月15日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

吉田行郷 過去の復興事例等の分析による東日本大震
災への含意 庶務課長会議報告（大臣官房秘書課） 2011年９月16日

薬師寺哲郎 高齢化社会と食料供給－食料消費，食料品
アクセス，サプライチェーン－ 食品産業中央協議会専門委員等意見交換会 2011年９月16日

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる最近の状
況 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年９月20日

吉田行郷 近年における国内産小麦需要の変化につい
て 日本食糧協会講演会 2011年９月26日

吉井邦恒 アメリカの農業政策 東北大学大学院農学研究科 2011年９月27日

小林茂典 加工・業務用野菜の需要動向 平成23年度野菜茶業研究会（野菜茶業研究
所） 2011年９月28日

林　　岳 生物多様性配慮型農業生産がもたらす経済
コベネフィットの評価 日本地域学会2011年大会 2011年10月９日

吉田行郷 国内産大麦・はだか麦の需給に関する研究 農林水産政策研究所定例研究会報告 2011年10月11日

吉井邦恒 各国の農業保険制度について 経営局・諸外国における農業保険等に係る
勉強会 2011年10月14日

吉井邦恒 インデックス保険について 経営局・諸外国における農業保険等に係る
勉強会 2011年10月14日

小林茂典 加工・業務用野菜の需要動向 平成23年度農政課題解決研修会（野菜茶業
研究所） 2011年10月14日

宮石幸雄 農業投資のマクロ経済効果　概論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月20日

高橋克也 食品アクセス問題とは何か－その実態と求
められる対策－ 省内ミニ報告会 2011年10月20日

福田竜一 国際経済学　概論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月20日

株田文博 国際経済学　世界食料需給 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月20日

薬師寺哲郎 食をめぐる情勢等について－高齢化社会に
おける食料をめぐる諸問題－ 定時総会講話会（全国油脂販売業者連合会） 2011年10月20日

薬師寺哲郎 産業連関分析入門 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月21日

會田陽久 ミクロ経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月21日，24日

鎌田　譲 ミクロ経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月21日，24日

江川　章 農業金融論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月24日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

樋口倫生 農業投資のマクロ経済効果　生産関数分析 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月25日

吉井邦恒 農業者のリスク意識と新たな 農業保険の
需要について 農林水産政策研究所定例研究会 2011年10月25日

林　　岳 マクロ経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月25日-28日

澤内大輔 環境経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月27-28日

上林篤幸 国際経済学　貿易理論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月27日

福田竜一 国際経済学　貿易理論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月27日

河原昌一郎 国際経済学　概論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月28日

吉田行郷 主要水田作地域における 近年の農業構造
変化の特徴と地域性について 日本農業研究所研究会報告 2011年10月31日

澤内大輔 国内クレジット制度による農家の省エネル
ギー機器への投資促進効果 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年11月１日

林　　岳 環境経済統合勘定による農業の環境効率性
および資源効率性の評価 農林水産政策研究所定例研究会 2011年11月８日

小林茂典 最近の輸入野菜の流通・消費の動向 平成23年度経営研修会（全国中央市場青果
卸売協会） 2011年11月11日

小野智昭
水田農業における地域農業の担い手と構
造変化－富山県と佐賀県の旧村を事例と
して－ 

農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年11月15日

内藤恵久 地理的表示の保護制度について－EUの地
理的表示保護と日本における今後の展開－ 中央大学における講義 2011年11月15日

橋詰　登 加速する日本農業の構造変化 一橋大学特別講義（自然資源経済論Ｃ） 2011年11月16日

林　　岳 Piloting study of GBEP indicators in 
Kyoto, Japan

Global Bioenergy Partnership （GBEP） 
1st Working Group on Capacity 
Building

2011年11月16日

香月敏孝 障害者施設における農業活動の実態と課題 農業と福祉の連携をめざして（社会福祉法
人わかば会） 2011年11月20日

松田裕子 EU直接支払と農地の特質に関する経済分
析（第10回日本農学進歩賞受賞講演） 財団法人　日本農学会 2011年11月21日

高橋克也 自治体から観た食料品アクセスの実態と対
応 中央大学企業研究所公開研究会 2011年11月24日

薬師寺哲郎 食料品店と消費者の距離を中心とした食料
品アクセス問題 公開研究会（中央大学企業研究所） 2011年11月24日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

橋詰　登 中山間地域の農業振興に取り組む市町村第
三セクターの現状と課題 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年11月29日

薬師寺哲郎 フードシステム論 高崎経済大学地域政策学部
2011年11月-
2011年12月
土曜日５回

長友謙治 ロシアの穀物 庶務課長会議 2011年12月９日

高橋克也 食料品アクセス問題の現状と対応（解題） フードシステム学会特別研究会 2011年12月10日

薬師寺哲郎 食料品アクセス問題の現状分析 日本フードシステム学会第２回特別研究会
『食料品アクセス問題の現状と対応』 2011年12月10日

吉井邦恒 TPPの国内農産物生産に与える影響試算
を考える

日本オペレーションズ・リサーチ学会「政
治と社会と行政のOR」 研究部会 2011年12月16日

玉井哲也 オーストラリアの農業政策の特徴と近年の
論点 大洋州経済学会第41回大会 2011年12月17日

小林茂典 ６次産業化の展開方向と課題 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年12月20日

吉井邦恒 農業保険をめぐるトピックス 全国農業共済協会・農業共済事業運営検討
会 2012年１月18日

吉田行郷 農漁業再編と集落コミュニティの再生～過
去の災害復興事例から学ぶ～

東北農政局・農林水産政策研究所シンポジ
ウム「東北地域の農山漁村の復興・活性化
に向けて」

2012年１月22日

林　　岳 木質バイオマスエネルギー導入の効果とそ
の評価 農林水産政策研究所シンポジウム 2012年１月22日

小林茂典 ６次産業化の展開方向と課題 農林水産政策研究所シンポジウム 2012年１月22日

長友謙治 ロシアの穀物生産・輸出増加の要因と今後
の課題 農林水産政策研究所定例研究会 2012年１月24日

松田裕子 ポスト2013CAP改革における EU直接支
払の課題 －支払の根拠と対象の明確化－ 省内ミニ報告会 2012年１月26日

内藤恵久
地理的表示の保護制度について－EUの地
理的表示保護制度と我が国への制度の導
入－

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年１月31日

内藤恵久 地理的表示の保護制度について 食の地方主権実行委員会（帯広）における
セミナー 2012年２月20日

株田文博・
古橋　元

2021年における世界の食料需給見通しに
ついて－世界食料需給モデルによる予測結
果－

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年２月21日

吉田行郷 農漁業再編と集落コミュニティの再生～過
去の災害復興事例から学ぶ～ 一般財団法人浩志会勉強会 2012年２月28日

小林茂典 野菜の用途別需要の動向と対応課題 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年３月６日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

小林茂典 加工・業務用野菜への取組の要点 加工・業務用野菜生産拡大セミナー（野菜
ビジネス協議会） 2012年３月９日

林　　岳
環境経済統合勘定（SEEA）と持続可能経
済福祉指標（ISEW）の政策利用への適用
可能性

上智大学「幸福度および持続可能性指標に
関するワークショップ」 2012年３月13日

平林光幸 旧越路町法人の現状と到達点～過去の調査
結果との比較を通じて～ 水田経営の現状と移行（JA越後さんとう） 2012年３月15日

小林茂典 野菜の用途別需要の動向と対応課題 第15回野菜需給協議会（農畜産業振興機構） 2012年３月16日

鎌田　譲 東日本大震災における水産加工業の被災状
況と復旧に関する調査・分析 農林水産政策研究所定例研究会 2012年３月21日

Takashi Hayashi Local biodiversity conservation policy 
and its economic impact

The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity （TEEB） Conference 2012年３月21日

橋詰　登
近年の農業構造変化の特徴と展開方向－
2010年センサスの分析から－【座長解
題】

農業問題研究学会2012年度春季大会 2012年３月28日

平林光幸 家族経営の動向と特徴－都府県における上
層農家を中心に－

農業問題研究学会春季大会シンポジウム（大
会テーマ：近年の農業構造変化の特徴と展
開方向－2010年センサスの分析から－（農
業問題研究学会）

2012年３月28日

株田文博 食料の量的リスクと課題－国内外の食料安
全保障概念と対応策の系譜を踏まえて－

2012年度　日本農業経済学会大会シンポ
ジウム 2012年３月29日

吉田行郷 北海道産小麦の需要拡大に向けた今後の対
応方向 日本農業経済学会2012年度大会 2012年３月30日

小野智昭・吉田行
郷・香月敏孝・橋
詰登

水田地帯における域農業の担い手と構造変
化－富山県と佐賀の旧村を事例して－ 日本農業経済学会201２年度大会 2012年３月30日

鎌田　譲・
薬師寺哲郎

東日本大震災における水産加工業の被災状
況と復旧の要因分析 日本農業経済学会2012年度大会 2012年３月30日

高岸陽一郎
中山間地域における子ども宿泊体験の多様
性と民泊がもたらす効果－和歌山県日置川
地域における取組を事例として－

日本農業経済学会2012年度大会　個別報
告 2012年３月30日

松田裕子
ＥＵにおけるSPS受給権の功罪
―ドイツにおける2005年度の運用に焦点
を当てた制度研究―

日本農業経済学会2012年度大会 2012年３月30日
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		注釈を隠している		合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		合格		適切なネスト
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