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上林篤幸 「USDA（米国農務省）2022年農業見通し」
の概要（小麦について） 製粉振興 No.557 2013年５月

吉田行郷 国産大・はだか麦を使用した新たな需要創
出に向けた取組みの現状と課題

2012年度日本フードシステム
学会大会要旨 2013年６月

吉田行郷 長谷美貴広著『戦後日本の麦政策と農協麦類
共販：“もう一つの道”はありえたか』（書評） 農業経済研究 第85巻

第１号 2013年６月

李裕敬
韓国における農外企業の農業参入の現状と
課題－大規模農漁業会社育成事業と農外企
業の参入事例を対象に－

JC総研レポート 夏号
第26号 2013年６月

鎌田  譲 北海道米の産地戦略成功ポイントは何か AFCフォーラム 第61巻
第４号 2013年７月

木下順子 EUの生乳取引市場改革－酪農家の取引交渉
力強化をめざす｢酪農パッケージ｣の概要－

行政対応特別研究［主要国横断］
研究資料　『平成24年度カント
リーレポート：EU，米国，中国，
インドネシア，チリ』（農林水産
政策研究所）

第３号 2013年７月

清水純一 ブラジルにおけるバイオマスエネルギーの
発展と政策形成の背景

清水純一, 坂内久,茂野隆一 編著
　『復興から地域循環型社会の構
築へ－農業・農村の持続可能な
発展－』（農林統計出版）

2013年７月

三上直之・
高橋祐一郎 萌芽的科学技術に向き合う市民 立川雅司, 三上直之 著 『萌芽的科

学技術と市民』（日本経済評論社） 2013年７月

高橋祐一郎・
三上直之・
立川雅司

媒介的アクターへの着目 立川雅司, 三上直之 著 『萌芽的科
学技術と市民』（日本経済評論社） 2013年７月

福田竜一 農産物貿易問題の展開と展望－農政におけ
る新自由主義改革の朝鮮と蹉跌－

清水純一，坂内久，茂野隆一 編
著　『復興から地域循環型社会の
構築へ-農業・農村の持続可能な
発展－』（農林統計出版）

2013年７月

吉井邦恒 農業保険とセーフティネット政策

清水純一，坂内久，茂野隆一 編
著　『復興から地域循環型社会の
構築へ-農業・農村の持続可能な
発展－』（農林統計出版）

2013年７月

吉井邦恒 カナダの農業と農業政策 農業 No．
1574 2013年７月

吉田行郷 被災地における農漁業の再編と集落コミュ
ニティの再生

第9回北東アジア農業政策研究
フォーラム報告資料 2013年７月

吉田行郷 主要水田地域における近年の農業構造変化
の特徴と地域性

「農業者所得補償制度を中心とす
る農政の展開・検証と国際交渉
の帰趨」（日本農業研究所）

日本農業研
究シリーズ

No.19
2013年７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

吉田行郷 特例子会社制度の概要及び進出企業の現状
と課題 産業連携ネットワーク交流会 2013年２月５日

吉田行郷 地域農業を支える障害者就労～農業分野で
多様化する障害者就労の場～ 三重県名張市障害者アグリ就労推進研修会 2013年２月15日

上林篤幸 世界の食料・農業問題から進路を考える－
変化する世界の食料情勢－ 埼玉県立坂戸高校 2013年３月18日

吉田行郷・香月敏孝・
吉川美由紀

農業分野に本格進出した特例子会社の実態
と課題 2012年度日本農業経済学会大会報告 2013年３月30日

藤岡典夫 WTOと食の食品 一般社団法人 品質と安全文化フォーラム 2013年６月５日

小野智昭 集落営農実態調査の結果について 構造問題勉強会 2013年６月14日

藤岡典夫 予防原則に基づく措置に対する比例原則に
よる統制 環境法政策学会 第17回大会 分科会報告 2013年６月15日

鎌田　譲 東日本大震災における食品製造業の原料不
足・入手困難の要因に関する分析

2013年度日本フードシステム学会大会 個別
報告 2013年６月16日

吉田行郷 国産大・はだか麦を使用した新たな需要創
出に向けた取組みの現状と課題

2013年度日本フードシステム学会大会 個別
報告 2013年６月16日

井上荘太朗・
須田文明・松田裕子・
李裕敬

農村イノベーション政策の国際比較－6次
産業化，食料産業クラスター，農村アニ
メーター－

2013年度日本フードシステム学会大会 個別
報告 2013年６月16日

小野智昭
Aging of Paddy Farm Households and 
the Expectation for Community-Based 
Groupe Farminj in Japan

2013　KAEA-JAEA-REST Joint Sympo-
sium 
(韓国農業経済学会）

2013年７月４日

吉田行郷 被災地における農漁業の再編と集落コミュ
ニティの再生 第9回北東アジア農業政策研究フォーラム 2013年７月11日

吉井邦恒 収入保険をめぐるトピックス 北海道農政部農業経営課勉強会 2013年７月17日

吉井邦恒 日本の農業災害補償制度 作物災害保険の拡大を模索するシンポジウム
（韓国・農村振興庁） 2013年７月25日

最近の刊行物
行政対応特別研究［主要国横断］研究資料

第3号 2013年３月 平成24年度カントリーレポート　EU，米国，中国，インドネシア，チリ

サプライチェーンプロジェクト研究資料
第2号 2013年７月 肉類に関するサプライチェーンの分析－国産牛肉，豚肉，鶏肉を比較して－

No.55 17




アクセシビリティレポート


		ファイル名 : 

		130927_pr55_09.pdf




		レポートの作成者 : 

		

		組織 : 

		




[環境設定／ユーザー情報ダイアログで個人と組織の情報を入力します。]


概要


文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。


		手動チェックが必要: 2

		手動チェックに合格: 0

		手動チェックに不合格: 0

		スキップ: 2

		合格: 12

		不合格: 16




詳細レポート


		文書



		ルール名		ステータス		説明

		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要

		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない

		タグ付き PDF		不合格		文書がタグ付き PDF である

		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる

		優先言語		合格		テキスト言語の指定

		タイトル		不合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている

		しおり		スキップ		大きい文書にしおりが存在する

		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である

		ページコンテンツ



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている

		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている

		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している

		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		不合格		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		不合格		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		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		不合格		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		不合格		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		不合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		不合格		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		不合格		適切なネスト






先頭に戻る
