
　「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

福田竜一 Ⅲ．「掛川地域塾」を通じた掛川市農協の
後継者対策

農協における組合員後継者対
策調査 25調-no.7 2013年1月

河原昌一郎 29回セミナー講演 民主化後の台湾外交と
中台関係

J.S.S.C : Japan Society 
f o r  Secu r i t y  &  C r i s i s 
Management : organization 
magazine：学術社団日本安
全保障・危機管理学会機関誌

第23巻 2013年2月

樋口倫生 世界の農業は今 FTAを推進する韓国にお
ける農業政策 農業 No.1569 2013年2月

會田陽久 カントリーレポート：韓国

行政対応特別研究「世界の主
要国・地域の農業，貿易を巡
る事情，政策等に関する研究」
平成24年度カントリーレポート 
　　カナダ，フランス，ブラ
　　ジル，アフリカ，韓国，
　　欧米国内食料援助

第4号 2013年3月

河原昌一郎 世界の農業は今 注目される中国のトウモ
ロコシ需給動向 農業 No.1570 2013年3月

草野拓司 カントリーレポート：アフリカ

行政対応特別研究「世界の主要
国・地域の農業，貿易を巡る
事情，政策等に関する研究」平
成24年度カントリーレポート 
　　カナダ，フランス，ブラ
　　ジル，アフリカ，韓国，
　　欧米国内食料援助

第４号 2013年3月

矢部勝也・
米澤千夏・
國井大輔ほか

フィールドセンター北山地区針葉樹林地に
おける航空機ハイパースペクトルリモート
センシングによる森林管理の可能性の検討 

複合生態フィールド教育研究
センター報告/東北大学大学
院農学研究科附属複合生態
フィールド教育研究センター

第28号 2013年3月

清水純一 2012年ブラジル農業の回顧

行政対応特別研究「世界の主要
国・地域の農業，貿易を巡る
事情，政策等に関する研究」平
成24年度カントリーレポート 
　　カナダ，フランス，ブラ
　　ジル，アフリカ，韓国，
　　欧米国内食料援助

第4号 2013年3月

須田文明 フランスにおける食品消費の最近の動向

行政対応特別研究「世界の主要
国・地域の農業，貿易を巡る
事情，政策等に関する研究」平
成24年度カントリーレポート 
　　カナダ，フランス，ブラ
　　ジル，アフリカ，韓国，
　　欧米国内食料援助

第4号 2013年3月

（平成25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

須田文明 欧米における国内食料援助政策の動向

行政対応特別研究「世界の主要
国・地域の農業，貿易を巡る
事情，政策等に関する研究」平
成24年度カントリーレポート  
　　カナダ，フランス，ブラ 
　　ジル，アフリカ，韓国， 
　　欧米国内食料援助

第4号 2013年３月

薬師寺哲郎・
高橋克也

食料品の買い物における不便や苦労とその
改善に向けての住民の意向―大都市郊外団
地・地方都市・農山村における意識調査か
ら―

農村生活研究 第56巻
第2号 2013年3月

吉井邦恒
カナダのGrowing Forward 2 の概要につ
いて―農業リスク管理政策の変更点を中心
に―

行政対応特別研究「世界の主要
国・地域の農業，貿易を巡る
事情，政策等に関する研究」平
成24年度カントリーレポート  
　　カナダ，フランス，ブラ 
　　ジル，アフリカ，韓国， 
　　欧米国内食料援助

第4号 2013年3月

長友謙治 急成長した黒海沿岸地区と世界の穀物需給 農業と経済 臨時増刊号 2013年4月

吉井邦恒 スペインの農業保険制度 月刊NOSAI 第65巻
第4号 2013年4月

井上荘太朗 ASEAN経済の統合深化と農業・農業政策
の変化 農林水産政策研究所レビュー 第53号 2013年5月

井上荘太朗・
須田文明・
松田裕子・
李　裕敬

海外における農村イノベーション政策と6
次産業化―EU，フランス，韓国の事例を
中心に―

農林水産政策研究所レビュー 第53号 2013年5月

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

小野智昭 解散要因など今後も精査必要 全国農業新聞 2013年5月

増田敏明・
勝又健太郎

世界の農業・農政 EU次期CAP法案の修正
審議の概要と背景： グリーニング措置の扱
いをめぐって 

農林水産政策研究所レビュー 第53号 2013年5月

川崎賢太郎
「社会科学のリサーチデザイン―定性的研
究における科学的推論」および「社会科学
の方法論争―多様な分析道具と共通の基
準」（書評）

農林水産政策研究所レビュー 第53号 2013年5月

國井大輔・
澤内大輔

地域内における木質バイオマス利用の多角
的影響評価―岩手県西和賀町を事例に― 農林水産政策研究所レビュー 第53号 2013年5月

長友謙治 世界の農業は今「ロシア農業の現状と課題
―穀物を中心として」 農業 No.1572 2013年5月

吉井邦恒 イタリアの農業保険制度と2014年EU共
通農業政策改革 月刊NOSAI 第65巻

第5号 2013年5月

江川　章 農業における人材確保・育成の特徴と課題 月刊地方議会人：未来へはば
たく地方議会

第44巻
第1号 2013年6月

草野拓司 インドにおける砂糖消費と生産の動向 農業 No.1573 2013年6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

高橋克也・
薬師寺哲郎

食料品アクセス問題の実態と市町村の対応
―定量的接近と全国市町村意識調査による
分析から―

フードシステム研究 第20巻
第1号 2013年6月

藤岡典夫
安全性判断に係る「専門技術的」行政裁量
に関する一考察：「受け容れ可能なリスク
の水準」の決定に焦点を当てて

早稲田大学大学院法研論集 No.146 2013年6月

薬師寺哲郎・
高橋克也

食料品アクセス問題における店舗への近接
性―店舗までの距離の計測による都市と農
村の比較―

フードシステム研究 第20巻
第1号 2013年6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

2013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

井上荘太朗 農村イノベーション政策の国際比較と6次
産業化

サプライチェーンプロジェク
ト研究資料『海外における農
村イノベーション政策と6次産
業化』

 第3号 2013年7月

井上荘太朗・
須田文明・
後藤一寿

フランスにおける地域埋め込み型クラス
ター―香水・香料クラスターPASSと地元
地域の関係―

サプライチェーンプロジェク
ト研究資料『海外における農
村イノベーション政策と6次産
業化』

 第3号 2013年7月

後藤一寿・
井上荘太朗・
須田文明

フランスにおける研究開発型フードクラ
スター―健康・栄養・味覚クラスタ―
VITAGORAのオープン・イノベーション

サプライチェーンプロジェク
ト研究資料『海外における農
村イノベーション政策と6次産
業化』

 第3号 2013年7月

株田文博 あらためて「農業」の意味を考える：新た
な「枠組み」の構築を目指して 農林水産政策研究所レビュー 第54号 2013年7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

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・茂野隆一・坂内 久
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

須田文明・
井上荘太朗・
後藤一寿

フランスにおける地域競争力政策の展開
サプライチェーンプロジェク
ト研究資料『海外における農
村イノベーション政策と6次産
業化』

 第3号 2013年7月

高橋克也 食料品の購買実態と自治体の対応

清水純一・茂野隆一・坂内 久
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
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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

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・三上直之編著『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・三上直之編著『萌
芽的科学技術と市民』（日本経
済評論社）

2013年7月

橋詰　登 中山間地域における担い手型市町村農業公
社の役割と展開方向

清水純一・茂野隆一・坂内 久
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

Mitsuyasu YABE,  
Takashi HAYASHI,  
Burnei NISHIMURA

Economic Analysis of Consumer 
Behavior and Agricultural Products 
Based on Biodiversity Conservation 
Value

J. Ram Pillarisetti, Roger 
Lawrey, Azman Ahmad eds.  
“Multifunctional Agriculture 
Ecology and Food Security  
: International Prespective” 
Nova Publishers, New York

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・茂野隆一・坂内 久
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

福田竜一 第2章第2節第3項　D経営体 平成24年度　新規就農経営体
の課題と金融に関する調査 25調-no.2 2013年7月

福田竜一 第3章第1節　兵庫県の新規就農者の動向
と支援

平成24年度　新規就農経営体
の課題と金融に関する調査 25調-no.2 2013年7月

福田竜一 第3章第２節第１項　F経営体 平成24年度　新規就農経営体
の課題と金融に関する調査 25調-no.2 2013年7月

藤岡典夫 震災と予防原則

清水純一・茂野隆一・坂内 久
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・茂野隆一・坂内 久
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

河原昌一郎 世界の水資源問題
『インテリジェンスレポート』
（（株）インテリジェンス・ク
リエイト）

2013年8月

澤内大輔 小麦粉製造業及び関連業種における温室効
果ガス排出の特徴 製粉振興 No.560 2013年8月

須田文明 フランスの農地をめぐる制度と市場 農業 No.1575 2013年8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 北関東産小麦の需要に応じた生産に向けた
今後の対応方向 製粉振興 No.600 2013年8月

草野拓司 インドにおける穀物需給の課題と飼料穀物
の消費展望

海外食料需給レポート2012
（農林水産省） 2013年9月

薬師寺哲郎・
高橋克也・
田中耕市

住民意識からみた食料品アクセス問題―食
料品の買い物における不便や苦労の要因― 農業経済研究 第85巻

第2号 2013年9月

薬師寺哲郎・
高橋克也 日本における食料品アクセス問題 農林水産政策研究所レビュー 第55号 2013年9月

吉田行郷 主産地毎にみた国産小麦の需要拡大に向け
た今後の対応方向 米麦改良 2013年

9月号 2013年9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 農林水産政策研究所レビュー 第55号 2013年9月

若林剛志 カンボジア南部における養鶏の動向：舎飼
養鶏減少要因の検証 農業経営研究 第51巻

第2号 2013年9月

吉田行郷 農業・福祉の連携で成功へ 全国農業新聞
2013年10
月11日付け

紙面3面
2013年10月

井上荘太朗・
須田文明・
松田裕子・
李　裕敬

海外の農村イノベーション政策―6次産業
化，食料産業クラスター，農村アニメー
ター―

フードシステム研究 第20巻
第3号 2013年11月

上林篤幸 「OECD-FAO農業見通し　2013-2022」
の概要（穀物関係部分） 製粉振興 No.563 2013年11月

小野智昭 平野の純農村で農村文化を伝える
鈴村源太郎著『農山漁村宿泊
体験で子どもが変わる地域が
変わる』（農林統計協会）

2013年11月

草野拓司 （研究成果）インドにおける飼料穀物の消
費展望 農林水産政策研究所レビュー 第56号 2013年11月

小柴有理江・
吉田行郷

農業と福祉の連携の形成過程に関する研究
―農業分野における障害者就労の事例か
ら―

2013年度農業問題研究学会
秋季大会報告要旨 2013年11月

小柴有理江・
吉田行郷・
香月敏孝

農業と福祉の連携の形成過程に関する研究
―農業分野における障害者就労の事例か
ら―

2013年度農業問題研究学会
秋季大会報告要旨 2013年11月

平林光幸・
小野智昭

直接所得補償が個別経営の規模拡大に及ぼ
す効果の階層間格差―秋田県及び岩手県の
事例から―

2013年度農業問題研究学会
秋季大会個別報告要旨 2013年11月

吉田行郷
農が福祉を取り入れることの意義―社会福
祉法人等の農業分野への進出が農業・農村
に及ぼす影響―

農業と経済 第79巻
第10号 2013年11月

井上荘太朗・
後藤一寿

分科会座長解題「農村イノベーション政策
の国際比較」 農業経営研究 第51巻

第4号 2013年12月

小野智昭 後期高齢農家の農業労働力と農業リタイア
年齢に関する一考察

2013年度日本農業経済学会
論文集 2013年12月

小林茂典 六次産業化のタイプ分け
高橋信正編著『「農」の付加価
値を高める六次産業化の実践』

（筑波書房）
2013年12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

須田文明・
戸川律子 テロワール産品の真正性と地域ガバナンス フードシステム研究 第20巻

第3号 2013年12月

橋詰　登 （書評）安藤光義編著『日本農業の構造変
動：2010年農業センサス分析』 農業経済研究 第85巻

第3号 2013年12月

平林光幸・
小野智昭

東北地域における「枝番管理」型集落営農
組織の特徴と展望―秋田県X地区を事例に
―

2013年度日本農業経済学会
論文集 2013年12月

薬師寺哲郎 食料品小売店舗数の変動要因―GMSが生
鮮品専門店数の変動に及ぼした影響― フードシステム研究 第20巻

第3号 2013年12月

Kawasaki, Kentaro  
and Erik ichtenberg

Econometrics Analysis of Grading 
Standards : The Ordered Fractional 
Approach

A m e r i c a n  J o u r n a l  o f 
Agricultural Economics

Vol.96,
Issue 1 2014年1月

高橋祐一郎 （新刊書紹介）蟹工船興亡史 日本水産学会誌 第80巻
第1号 2014年1月

高橋祐一郎 （新刊書紹介）食品におけるGMP・サニ
テーション 日本水産学会誌 第80巻

第1号 2014年1月

吉田行郷 新たな時代を迎えた国内産小麦に関する研
究―日本の小麦需給に関する研究の変遷― 製粉振興 No.565 2014年1月

草野拓司
インドの信用農協における高返済率を支え
る協同組合間連携―マハラシュトラ州の事
例から―

農林水産政策研究 第21号 2014年2月

澤内大輔 【コラム】ニュージーランドの農業政策 農業と経済 第80巻
第2号 2014年2月

清水純一 ブラジル―急成長する先進国の動き― 『日本農業年報60　世界の農
政と日本』（農林統計協会） 2014年2月

内藤恵久 地理的表示の保護制度と表示について 日本食肉加工情報 No764 2014年2月

長友謙治 ロシアの穀物生産増加の要因と今後の課題
―小麦を中心として― 農林水産政策研究 第21号 2014年2月

林　　岳・
田中耕一郎

温暖化緩和策及びそのコベネフィットの概
念整理と既存施策の温暖化緩和効果の検証
―福岡県築上町における飼料米生産・利用
を事例として―

農林水産政策研究 第21号 2014年2月

廣川　治 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 月刊養豚情報 第42巻

第2号 2014年2月

井上荘太朗 タイのコメ政策の影響と混乱 農林水産政策研究所レビュー 第58号 2014年3月

井上荘太朗 カントリーレポート：タイ
プロジェクト研究［主要国農
業戦略］研究資料　
平成25年度 カントリーレポート： 
　　中国，タイ，インド，ロシア

第1号 2014年3月

江川　章
第2章　新規就農の動向と支援の特徴
第6章　産地と地域社会を維持する新規参
入支援
第7章　総括と展望

農村金融研究会編『新規就農
を支える地域の実践～地域農
業を担う人材の育成～』（農林
統計出版）

2014年3月

No.59 16



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

両角和夫・鈴木利徳・
坂内　久・江川　章・
若林剛志

第3章　農業法人で技術を磨いた新規参入
者に対する就農支援

農村金融研究会編『新規就農
を支える地域の実践～地域農
業を担う人材の育成～』（農林
統計出版）

2014年3月

両角和夫・鈴木利徳・
坂　内久・江川　章・
若林剛志

第4章　有機野菜の産地維持をめざす農協
や農業者グループの新規参入支援

農村金融研究会編『新規就農
を支える地域の実践～地域農
業を担う人材の育成～』（農林
統計出版）

2014年3月

川崎賢太郎 農業環境政策に関する研究レビュー：アメ
リカを対象として

法政大学比較経済研究所／西
澤栄一郎編『農業環境政策の
経済分析』（日本評論社）

2014年3月

草野拓司 カントリーレポート：インド
プロジェクト研究［主要国農
業戦略］研究資料
平成25年度カントリーレポート
　　中国，タイ，インド，ロシア

第1号 2014年3月

小柴有理江・
吉田行郷 障害者就労による農業の６次産業化 2013年度日本農業経済学会

創立90周年記念大会報告要旨 2014年3月

澤内大輔・
國井大輔

気候変動が農業所得に及ぼす影響の評価手
法開発―農業集落別データを用いたリカー
ディアン・モデル分析―

温暖化プロジェクト研究資料 
地球温暖化がもたらすコベネ
フィットの解明とその評価

第1号 2014年3月

清水純一 ブラジルの農業政策 農業と経済 第80巻
第2号 2014年3月

高橋祐一郎 （新刊書紹介）ズワイガニの漁業管理と世
界市場 日本水産学会誌 第80巻

第3号 2014年3月

長友謙治 第11章　ロシア－課題を抱える中での
WTO加盟

『日本農業年報60　世界の農
政と日本』（農林統計協会） 2014年3月

長友謙治 第5章　カントリーレポート：ロシア
平成25年度プロジェクト研究

「主要国農業戦略」研究資料　
カントリーレポート：
　　中国，タイ，インド，ロシア

第1号 2014年3月

橋詰　登 人口減少下における農山村地域の変容と地
域社会の存続要件―教育環境に着目して―

人口減少社会における学校制
度の設計と教育形態の開発の
ための総合的研究最終報告書

（国立教育政策研究所）
2014年3月

平林光幸・
小野智昭

秋田県における「枝番管理」型集落営農組
織の特徴と展望―秋田県C地区を事例に―

構造分析プロジェクト［実態
分析］研究資料　農業構造の
変動と地域性を踏まえた農業
生産主体の形成と再編―各地
域の現状分析―

第4号 2014年3月

平林光幸 小田切徳美編「農山村再生に挑む―理論か
ら実践まで―」（ブックレビュー） 農林水産政策研究所レビュー 第58号 2014年3月

平林光幸・
小野智昭

現段階における山間地域水田農業の存続要
件―ほ場整備・集落営農組織・中山間地域
等直接支払―

2014年度日本農業経済学会
創立90周年記念大会個別報告
要旨

2014年3月

藤岡典夫 予防原則と比例原則―環境リスク管理にお
ける「保護の水準」の分析から―

早稲田大学モノグラフ103／
早稲田大学出版部 2014年3月

須田文明 地域ブランド：ふたつの真正性について
桝潟俊子・谷口吉光・立川雅
司 編著『食と農の社会学』（ミ
ネルヴァ書房）

2014年4月

Takashi Hayashi,  
Ekko C. van Ierland,  
Xueqin Zhu

A holistic sustainability assessment 
tool for bioenergy using the Global 
Bioenergy Partnership (GBEP) 
sustainability indicators

Biomass and Bioenergy Article in 
press 2014
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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

橋詰　登 日本における中山間地域農業の現状と課題―中
山間直接支払制度の今後のあり方を視野に―

2013年度日本農業経済学会特別セッショ
ン 2013年3月30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 2013年度日本農業経済学会大会報告 2013年3月30日

草野拓司 アフリカにおける食料需給の動向と展望に
関する考察

資源経済論研究会（明治大学農学部資源経
済論研究室） 2013年5月8日

吉井邦恒 収入保険をめぐるトピックス 平成25年度中間指導職養成研修会（全国農
業共済協会） 2013年5月20日

薬師寺哲郎 少子高齢化の進展と今後の食料消費 栃木県食品産業協会 2013年5月24日

吉井邦恒 収入保険をめぐるトピックス 平成25年度第1回初級管理職研修会（全国
農業共済協会） 2013年5月29日

河原昌一郎 中国の食料・食品生産事情について―食品
安全問題を中心に― 日本技術士会・農業部会 2013年6月1日

藤岡典夫 WTOと食の安全 一般社団法人　品質と安全文化フォーラム 2013年6月5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 第17回大会環境法政策学会分科会報告 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

薬師寺哲郎 食料品小売店舗数の変動要因―GMSが生
鮮品専門店数の変動に及ぼした影響―

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17日

Takashi Hayashi,  
Mitasu Amamoto

Assessment of eco-efficiency in 
agriculture in Japan: An application 
of System of Environmental and 
Economic Accounting（SEEA）and 
Sustainable Value（SV）

10th Biennal Conference of the 
European Society for Ecological 
Economics

2013年6月19日

草野拓司 アフリカにおける食糧需給と農業政策 資源経済論研究会（明治大学農学部資源経
済論研究室） 2013年7月3日

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

2 0 1 3  K A E A - J A E A - R E S T  J o i n t 
Symposium（韓国農業経済学会） 2013年7月4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

小柴有理江 条件不利地域振興を担う人材の養成－奥能
登地域における取り組みを事例として－

日本地域政策学会第12回全国研究【京都】
大会 第2分科会 2013年7月7日

小林茂典 6次産業化の現状と課題 日本地域政策学会第12回全国研究【京都】
大会 第2分科会 2013年7月7日

薬師寺哲郎 日本における食料品アクセス問題 第9回北東アジア農政研究フォーラム国際シ
ンポジウム 2013年7月11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回北東アジア農政研究フォーラム国際シ
ンポジウム 2013年7月11日

小林茂典 日本における6次産業化の政策方向と課題 農業・農村資源の6次産業化政策開発シンポ
ジウム（韓国・農村振興庁） 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

吉井邦恒 最近の農業政策をめぐる状況について 秋田県農業共済組合連合会・全県NOSAI役
職員研修会 2013年8月2日

吉田行郷 農業と福祉の連携で広がる障害者就農の可
能性 政策研究大学院大学農業政策短期特別研修 2013年8月6日

藤岡典夫 WTOにおけるSPS紛争処理
SPS措置に係る日本の定量的経済分析及び
WTO/SPS紛争解決に係る日本の経験に関
するセミナー（台湾行政院農業委員会）

2013年8月9日

上林篤幸 今，世界と日本で「食」と「農」はどう動
いているか？

リクルート・キャリアガイダンス・2013
年10月号用講演 2013年8月20日

小野智昭 日本農業の現状と課題―農業センサスの真
実と集落営農の方向― 農地保有合理化事業等基礎研修 2013年8月21日

廣川　治 肉類におけるサプライチェーンの分析
―牛肉，豚肉，鶏肉を比較して― 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年9月3日

草野拓司 インドの穀物需給をめぐる最近の動向 資源経済論研究会（明治大学農学部資源経
済論研究室） 2013年9月10日

草野拓司 インドの穀物需給をめぐる動向 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年9月17日

橋詰　登 人口減少下における農山村の変容と地域社
会の維持存続要件

日 本 教 育 経 営 学 会 研 究 推 進 委 員 会 研 究
フォーラム 2013年9月21日

井上荘太朗・
後藤一寿 農村イノベーション政策の国際的比較 平成25年度日本農業経営学会研究大会　

第2分科会 2013年9月22日

井上荘太朗 農村イノベーション政策の国際比較の視点
（座長解題）

平成25年度日本農業経営学会研究大会　
第2分科会 2013年9月22日

小柴有理江 条件不利地域の人材育成：「能登里山マイ
スター」養成プログラム

平成25年度日本農業経営学会研究大会　
第2分科会 2013年9月22日

林　　岳 持続可能経済福祉指標（ISEW）による 農
村と都市の豊かさ評価 環境経済・政策学会2013年大会 2013年9月22日

若林剛志 AHPによる稲の作付品種選択要因に関す
る研究 平成25年度日本農業経営学会研究大会 2013年9月22日

吉井邦恒 現代農環境政策学特論「アメリカの農業政策」 東北大学大学院農学研究科 2013年9月26日

No.59 19



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 現代農環境政策学特論「6次産業化の現状
と課題」 東北大学大学院農学研究科 2013年9月27日

樋口倫生 韓国の農業財政―FTA対策を中心に― 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年10月1日

國井大輔・
澤内大輔・
林　　岳

地域資源の利用促進政策のための多角的影
響評価：岩手県西和賀町の小規模木質バイ
オマス利用を事例に

日本地域学会第50回（2013年）年次大会 2013年10月14日

小林茂典 野菜の需要動向と対応課題 千葉県農業士協会研修会 2013年10月15日

草野拓司
インドの信用農協における高返済率を支え
る協同組合間連携―マハラシュトラ州の事
例から―

2013年度TINDAS第5回研究会（現代イン
ド地域研究東京大学拠点） 2013年10月28日

川崎賢太郎 農業・資源経済学特別講義IV 東京大学農学生命科学研究科 2013年10月～
2014年1月

吉田行郷
水田農業の構造変化と担い手に関する研究
～平地農業地域及び中山間農業地域におけ
る集落営農と大規模個別経営の課題と展開
方向～

農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年11月5日

吉田行郷
国内産麦の需要拡大に向けた今後の対応方
向～北海道，九州，関東産小麦の比較分析
を中心に～

熊本県麦生産拡大推進大会報告 2013年11月6日

小林茂典 加工・業務用野菜の需要動向 野菜茶業研究所・革新的農業技術に関する
研修会 2013年11月15日

高橋祐一郎
参加型手法における関係者の対話を促進す
る方法について―事前の質問紙調査による
関係者間の親和性の把握―

科学技術社会論学会第12回年次大会 2013年11月17日

江川　章 広域的な地域組織の形成による農村振興に
関する分析 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年11月19日

小柴有理江・
吉田行郷・香月敏孝

農業と福祉の連携の形成過程に関する研究
―農業分野における障害者就労の事例から―

2013年度農業問題研究学会秋季大会個別
報告 2013年11月23日

澤内大輔 第4報告「食品のLCAとリサイクル・環境
問題」へのコメント（コメンテータ）

2013年度日本フードシステム学会秋季研
究会 2013年11月23日

平林光幸・
小野智昭

直接所得補償が個別経営の規模拡大に及ぼ
す効果の階層間格差―秋田県及び岩手県の
事例から―

2013年度農業問題研究学会秋季大会個別
報告 2013年11月23日

平林光幸 大仙市中仙地域における 水田農業の構造
変動と担い手

大仙市農業総合指導センター中仙地域部会
専門委員研修会 2013年11月27日

吉田行郷 災害からの農業の復興と集落コミュニティ
の再生

東京大学アグリコクーン・平成25年度バイ
オマス利用研究特論Ⅱ，第7回月例セミナー 2013年11月29日

吉田行郷
広がる農業分野での障がい者就労―こころ
み学園が取り組むワイン用ぶどう生産を中
心に―

第2回コーチングセミナー（長野県須坂市・
須坂技術学園主催） 2013年12月10日

小林茂典 野菜の需要動向と対応課題 近畿農政局・第5回生産者座談会 2013年12月18日

小野智昭 マスタープランの実践と地域農業の活性化
にむけて

いわて農業の未来を拓く担い手を考える研
修会（岩手県農業再生協議会他） 2013年12月19日

内藤恵久 FTA協定等における地理的表示の保護内容
とその国内的担保について

早稲田大学日米研究機構「農業・食料の枠
組み形成と国際交渉にかかわる研究」第6回
研究会

2013年12月20日
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江川　章 日本の食料・農業政策―新規就農の動向と
支援の特徴― 日本農業経営大学校講義 2014年1月15日

吉田行郷
国内産麦の需要拡大に向けた今後の対応方
向～北海道，九州，関東産小麦の比較分析
を中心に～

米麦改良対策全国会議用資料 2014年1月21日

吉田行郷 広がる農業分野での障がい者就労～全国各
地の事例に学ぶ～

近畿ブロック「農業と福祉の連携による就
労・雇用促進ネットワーク」・「農と福祉の
連携検討会」

2014年1月23日

井上荘太朗 タイの政治経済情勢と農業・農政動向 農林水産政策研究所研究成果報告会 2014年1月28日

内藤恵久 地理的表示保護の国際的状況と我が国にお
ける動向 中央大学企業研究所公開研究会 2014年1月28日

吉田行郷
国内産麦の流通実態とそれを踏まえた産地
での対応方向～北海道，九州，関東産小麦
の比較分析を中心に～

JA全農ふくれん麦部会中間管理研修会 2014年1月31日

株田文博 2022年における世界の食料需給見通し 日本植物蛋白食品協会技術セミナー 2014年2月5日

小柴有理江・
吉田行郷・香月敏孝

「農」と「福祉」が輝くまちづくり～農業
分野における障害者雇用の実現に向けて～

障害者アグリ就労推進研究会（三重県名張
市） 2014年2月19日

株田文博 世界の食料需給と日本の食料・農業 平成25年度東村山市市民講座「世界の食料
事情と我が国」 2014年3月5日

吉田行郷 躍進する国産小麦 NHKラジオ第一放送・夕方ホットトーク 2014年3月6日

吉井邦恒 収入保険をめぐるトピックス 平成25年度第3回初級管理職研修会（全国
農業共済協会） 2014年3月12日

小林茂典 加工・業務用野菜を扱う実需者ニーズにつ
いて

関東農政局・加工・業務用野菜に関する現
地検討会 2014年3月19日

井上荘太朗・
須田文明・
後藤一寿

フランスの農村イノベーション政策―企
業・研究機関等のネットワーク形成による
地域競争力の強化―

農林水産政策研究所研究成果報告会 2014年3月25日

川崎賢太郎 国産農産物の品質評価をめぐる課題と展望 2014年度日本農業経済学会創立90周年記
念大会　シンポジウム 2014年3月29日

小野智昭 集落営農実態調査の変遷と集落営農の類型 2014年度日本農業経済学会創立90周年記
念大会 2014年3月30日

小柴有理江・
吉田行郷 障害者就労による農業の6次産業化 2014年度日本農業経済学会創立90周年記

念大会個別報告 2014年3月30日

高橋祐一郎 沖縄県におけるサンマの消費・流通に関す
る考察 平成26年度日本水産学会春季大会 2014年3月30日

平林光幸・
小野智昭

現段階における山間地域水田農業の存続要
件―ほ場整備・集落営農組織・中山間地域
等直接支払―

2014年度日本農業経済学会創立90周年記
念大会個別報告 2014年3月30日

松久　勉 日本における農業労働力に関する施策の推
移と労働力の現状

2014年度日本農業経済学会創立90周年記
念大会　特別セッション報告 2014年3月30日
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