
　「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

勝又健太郎 米国の農業分野のWTO紛争と対応戦略

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート　米国，WTO，ロシ
ア

第５号 2015年３月

鈴木栄次 米国における遺伝子組換え作物の生産状況，規
制状況等について

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート　米国，WTO，ロシ
ア

第５号 2015年３月

長友謙治 カントリーレポート：ロシア

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート　米国，WTO，ロシ
ア

第５号 2015年３月

原口和夫 フランスにおける新共通農業政策（CAP）の適
用

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート　EU（フランス，デ
ンマーク）

第６号 2015年３月

浅井真康 デンマークの農業戦略と新共通農業政策（CAP）
の適用

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート　EU（フランス，デ
ンマーク）

第６号 2015年３月

須田文明 フランスの農業構造と農地制度－最近の研究の
整理から－

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート　EU（フランス，デ
ンマーク）

第６号 2015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26年度カント
リーレポート：インド，アルゼン
チン，ベトナム，インドネシア

第７号 2015年３月

泉原　明 カントリーレポート：アルゼンチン

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：インド，アルゼン
チン，ベトナム，インドネシア

第７号 2015年３月

岡江恭史 ベトナム

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：インド，アルゼン
チン，ベトナム，インドネシア

第７号 2015年３月

明石光一郎 インドネシア

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：インド，アルゼン
チン，ベトナム，インドネシア

第７号 2015年３月

明石光一郎 インドネシアのパーム油の生産と輸出動向

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：インド，アルゼン
チン，ベトナム，インドネシア

第７号 2015年３月

（平成27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

吉井邦恒
2014年農業法セーフティネット・プログラム
の選択－アメリカの農業者はPLC とARC のど
ちらを選んだのか－

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：米国農業法，ブラ
ジル，韓国，欧州酪農

第８号 2015年３月

清水純一 ブラジル：近年の穀物生産の動向と外国人の農
地取得に関する制限について

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：米国農業法，ブラ
ジル，韓国，欧州酪農

第８号 2015年３月

樋口倫生 韓国のFTA国内対策

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：米国農業法，ブラ
ジル，韓国，欧州酪農

第８号 2015年３月

木下順子 欧州における酪農協の概況と乳価の動向

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成26年度カント
リーレポート：米国農業法，ブラ
ジル，韓国，欧州酪農

第８号 2015年３月

國井大輔・澤内大輔・
林　岳

木質バイオマスの需給マッチングをもとにした
環境及び経済の多角的影響評価―岩手県西和賀
町の家庭における薪利用を事例に―

地域学研究 第44巻
第４号 2015年３月

Daisuke 
SAWAUCHI, 
Daisuke KUNII,
Yasutaka 
AMAMOTO

Carbon Dioxide Emissions and Energy Self-
Sufficiency of Woody Biomass Utilization 
for Residential Heating: A Case Study of 
Nishiwaga, Japan

Journal  of  Envi ronmental 
Protection Vol.6 2015年４月

薬師寺哲郎 食料品アクセス問題の現状とその影響 農流技研会報 302 2015年４月

浅井真康 デンマークに最先端農業と普及システム 農林水産政策研究所レビュー No.65 2015年５月

井上荘太朗 農村におけるイノベーションを担う人材とその
育成―EU・韓国・日本の動き― 農林水産政策研究所レビュー No.65 2015年５月

上林篤幸 農業懇話会　世界の農産物需給の現状および今
後の展望 農業 No.1599 2015年５月

上林篤幸 「USDA（米国農務省）2024年農業見通し」の
概要（小麦について） 製粉振興 No.576 2015年５月

Tatsuji KOIZUMI Biofuel Development and Perspectives in 
Asia

Bioenergy, Energy Science 
and Technology, Studio Press 
LLC, USA

2015年５月

玉井哲也 政権交代に伴うオーストラリアの環境関連政策
の転換 農林水産政策研究所レビュー No.65 2015年５月

長友謙治 ソ連崩壊以降におけるロシアの畜産業の変化と
穀物輸出余力への影響

ロシア・東欧研究（ロシア・東欧
学会年報） 43 2015年５月

古橋　元
2024年における世界の食料需給見通し―世界
食料需給モデルによる予測結果および中国人口
変動の影響分析―

農林水産政策研究所レビュー No.65 2015年５月

吉田行郷
主産地毎にみた近年の国内産大麦・はだか麦に
対する需要の変化と需要拡大に向けた新たな動
き

農林水産政策研究所レビュー No.65 2015年５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

浅井真康 デンマークの農業経営アドバイザー：有償化で
高度なプロ集団に デジタル農業情報週刊誌「Agrio」 第65号 2015年６月

井上荘太朗 タイにおける輸出型農業の形成と変容 農業経済研究 第87巻
第１号 2015年６月

長友謙治 ソ連崩壊後のロシア農業の軌跡と現段階 ロシアNIS調査月報 2015年７月号
（創刊千号特集） 2015年６月

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

研究フォーラムの記録＜発表資料
集＞（日本教育経営学会研究推進
委員会）

2015年６月

井上荘太朗・岡江恭史・
明石光一郎

東南アジア諸国のコメ政策動向：タイ，ベトナ
ム，インドネシア 農林水産政策研究所レビュー No.66 2015年７月

川崎賢太郎 農家は長寿か：農業と疾病・健康との関係に関
する統計分析 農林水産政策研究所レビュー No.66 2015年７月

Tatsuji KOIZUMI Biofuels and Food Security in Developing 
Countries

Food Security: Challenges, 
Role of Biotechnologies and 
Implications for Developing 
count r ies ,  Nova Sc ience 
Publishers, USA 

2015年７月

小柴有理江・吉田行郷 地方公共団体等による農福連携の支援体制の構
築 農林水産政策研究所レビュー No.66 2015年７月

小柴有理江・吉田行郷
「農業分野における障害者就労」に関する研究紹
介：地方公共団体等による農福連携の支援体制
の構築に関する研究

働く広場　2015年８月号 通巻455号 2015年７月

佐藤孝一 県域における農業融資体制の整備状況（F県域） 総研レポート「平成26年度　農協
の農業融資体制に関する調査」 2015年７月

佐藤孝一 農業資金を中心とする農協の融資体制と融資状
況（E農協）

総研レポート「平成26年度　農協
の農業融資体制に関する調査」 2015年７月

橋詰　登 （書評）齊藤昭編著『「農」の統計にみる知のデ
ザイン』

歴史と経済（政治経済学・経済史
学会） 第228号 2015年７月

樋口倫生 韓国のFTA国内対策－被害補填直接支払制度を
中心に－ 農林水産政策研究所レビュー No.66 2015年７月

平林光幸 変わる稲作，地域で連携を 全国農業新聞 ７月24日号 2015年７月

小野智昭 第１章　研究課題と調査地の位置づけ 構造分析プロジェクト資料［実態
分析］研究資料 第５号 2015年８月

小野智昭 第２章１．農業構造と担い手の変化 構造分析プロジェクト資料［実態
分析］研究資料 第５号 2015年８月

小野智昭・平林光幸 第２章２．集落営農組織の類型 構造分析プロジェクト資料［実態
分析］研究資料 第５号 2015年８月

小野智昭・平林光幸 第２章３．個別経営の経済環境 構造分析プロジェクト資料［実態
分析］研究資料 第５号 2015年８月
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（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

小野智昭・平林光幸 第３章　秋田県大仙市C地区 構造分析プロジェクト資料［実態
分析］研究資料 第５号 2015年８月

小野智昭・平林光幸 第４章　岩手県花巻市D地区 構造分析プロジェクト資料［実態
分析］研究資料 第５号 2015年８月

小野智昭 第５章　東北水田農業の担い手の現状と展望 構造分析プロジェクト資料［実態
分析］研究資料 第５号 2015年８月

内藤恵久 地理的表示法の解説 地理的表示法の解説（大成出版社） 2015年８月

八木浩平・三澤とあ子・
種市　豊

カットフルーツのサプライチェーンに関する研
究－国産りんごの加工仕向け拡大に向けて－

食料供給プロジェクト【品目別】
研究資料 第１号 2015年８月

浅井真康 デンマークの農業経営アドバイザーについて JATAFFジャーナル Vol. 3
No.9 2015年９月

浅井真康 デンマーク有機農業における家畜排せつ物の取
引を介したパートナーシップの現状 農林水産政策研究所レビュー No.67 2015年９月

岡江恭史 ベトナムの農村金融政策 農林水産政策研究所レビュー No.67 2015年９月

大橋めぐみ ６次産業化の地域性 農業経済研究 第87巻
第２号 2015年９月

株田文博
グローバル化が進展するアジア諸国のフードシ
ステムの経済連関：付加価値連鎖を通じた我が
国国民経済に及ぼす影響を中心に

フードシステム研究 第22巻
２号 2015年９月

Tatsuji KOIZUMI Biofuels and Food Security Renewable and Sustainable 
Energy Review Vol.52 2015年９月

田中淳志 農業生産における生物多様性保全の取組と生き
ものブランド農産物

生物多様性のブランド化戦略（筑
波書房） 2015年９月

林　岳・矢部光保 コウノトリ育むお米が生み出す経済相乗効果 生物多様性のブランド化戦略（筑
波書房） 2015年９月

平林光幸・小野智昭
東北稲作・畜産複合地域における水田農業の展
開と担い手構造－岩手県花巻市の開田地域（D地
区）を事例に－

農林水産政策研究所レビュー No.67 2015年９月

三澤とあ子・八木浩平 国産りんごのカットフルーツ仕向け拡大に向け
て 農林水産政策研究所レビュー No.67 2015年９月

八木浩平 我が国における大豆粕フードシステムの構造遷
移 フードシステム研究 第22巻

２号 2015年９月

吉田行郷 東海産小麦の需要に応じた生産に向けた今後の
対応方向（前編） 製粉振興 No.578 2015年９月

吉田行郷 地域農業の担い手として期待される社会福祉法
人等

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.665 2015年９月

佐藤真弓 豪雪山村における地域資源利用の変容と地域社
会－長野県のスキー場立地地域を事例として－ 村落社会研究ジャーナル 第22巻

第１号 2015年10月
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薬師寺哲郎 健康長寿を支えるフードシステムの課題 食品と開発 693号 2015年10月

吉田行郷 地域農業の担い手として期待される社会福祉法
人等（その２）

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.670 2015年10月

泉原　明 大豆化の進展によるアルゼンチン農業生産シス
テムの変化 農林水産政策研究所レビュー No.68 2015年11月

上林篤幸 「OECD-FAO農業見通し2015－2024」（穀物
部分） 製粉振興 No.579 2015年11月

小野智昭 集落営農の法人化における法人形態（農事組合
法人，株式会社）の選択について 農林水産政策研究所レビュー No.68 2015年11月

菊島良介・中嶋晋作 国営かんがい排水事業の地域農業への影響評価 農村計画学会誌 第34巻
論文特集号 2015年11月

平林光幸・小野智昭 山間農業地域における集落営農法人成立の「場」
について

2015年度農業問題研究学会秋季
大会個別報告予稿集 2015年11月

吉井邦恒・他著 アメリカの収入保険制度
JC総研ブックレットNo.11 農業
収入保険を巡る議論　我が国の水
田農業を考える（筑波書房）

2015年11月

吉田行郷 東海産小麦の需要に応じた生産に向けた今後の
対応方向（後編） 製粉振興 No.579 2015年11月

吉田行郷 「地産地消」で国産小麦を後押し 小麦粉ジャパンwoman’s リポー
ト（朝日新聞） 2015年11月

玉井哲也 外国のFTA影響分析の事例－オーストラリアの
場合

『ポスト貿易自由化』時代の貿易
ルール（農林統計出版） 2015年12月

内藤恵久 地理的表示に関する国際的な保護ルールと国内
制度

『ポスト貿易自由化』時代の貿易
ルール（農林統計出版） 2015年12月

内藤恵久 我が国の地理的表示保護制度 農林漁業の産地ブランド戦略（ぎょ
うせい） 2015年12月

内藤恵久 国際的な地理的表示保護の状況 農林漁業の産地ブランド戦略（ぎょ
うせい） 2015年12月

橋詰　登 農業集落の小規模・高齢化と脆弱化する集落機
能－農業集落の動態統計分析と将来推計から－ 農業問題研究 第47巻

第１号 2015年12月

Takashi HAYASHI
Measuring rural–urban disparity with the 
Genuine Progress Indicator:A case study 
in Japan

Ecological Economics Vol.120 2015年12月

平林光幸 （書評）西川邦夫著『「政策転換」と水田農業の
担い手』 農業問題研究 第47巻

第１号 2015年12月

平林光幸・小野智昭 山間農業地域における水田作上層農の存立条件
－広島県庄原市E地区を事例に－ 農業経済研究 第87巻

第３号 2015年12月

八木浩平・山本淳子・
河野恵伸

生鮮果物及びカットフルーツに関する購買行動
の規定要因　首都圏の消費者を対象として フードシステム研究 22巻

３号 2015年12月
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吉田行郷 地域農業の担い手として期待される社会福祉法
人等（その３）

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.677 2015年12月

勝又健太郎 米国とブラジルのWTO綿花補助金紛争―米国の
対応戦略― 農林水産政策研究所レビュー No.69 2016年１月

國井大輔 農業・農村の多面的機能と生態系サービスの定
義と評価手法に関する整理 農林水産政策研究 第25号 2016年１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を事例として― 農林水産政策研究 第25号 2016年１月

清水純一 ブラジル農業の発展と課題 農林水産政策研究所レビュー No.69 2016年１月

橋詰　登 （書評）小田切徳美編著『農山村再生に挑む－理
論と実践－』 歴史と経済 第230号 2016年１月

福田竜一 人口減少・高齢化の中で形成される広域的な地
域組織の特徴と課題　―先進事例の分析から― 農林水産政策研究所レビュー No.69 2016年１月

八木浩平・山本淳子・
河野恵伸

年齢・性別間で果物及びカットフルーツ消費が
偏在する要因－構造方程式モデリングを用いた
分析－

農林水産政策研究 第25号 2016年１月

K.YOSHII ＆
T.OYAMA

A Quantitative Factorial Component 
Analysis to Investigate the Recent 
Changes of Japan’s Weight-Based Food 
Self-Sufficiency Ratio

American Journal of Operations 
Research

Vol.6 
No.1 2016年１月

吉井邦恒 米国の事例から収入保険を考える① 農業共済新聞 2016年
１月４週号 2016年１月

吉田行郷 地域農業の担い手として期待される社会福祉法
人等（その４）

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.680 2016年１月

清水純一 近年のブラジル農業の発展要因 デジタル農業情報週刊誌「Agrio」 第96号 2016年２月

吉井邦恒 米国の事例から収入保険を考える② 農業共済新聞 2016年
２月１週号 2016年２月

吉井邦恒 米国の事例から収入保険を考える③ 農業共済新聞 2016年
２月２週号 2016年２月

吉井邦恒 米国の事例から収入保険を考える④ 農業共済新聞 2016年
２月３週号 2016年２月

吉井邦恒 米国の事例から収入保険を考える⑤ 農業共済新聞 2016年
２月４週号 2016年２月

吉井邦恒 米国の事例から収入保険を考える⑥ 農業共済新聞 2016年
３月１週号 2016年３月

Hiroaki KOBAYASHI, 
Pongthai 
THAIYOTIN, 
Takeshi ISHIDA and 
Sotaro INOUE

Effects of Government Support on Rice 
Farming in Contemporary Thailand: A 
Simulation Analysis

Japanese Journal of Rural 
Economics Vol.18 2016年３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

小泉達治 気候変動と食料安全保障－FAOにおける取り組
み－ 農林水産政策研究所レビュー No.70 2016年３月

小泉達治 気候変動下における国際コメ価格の変動と農業
投資の影響 農林水産政策研究所レビュー No.70 2016年３月

小柴有理江・吉田行郷
地域における農業分野での障害者就労の支援体
制の構築―異分野が連携するプラットフォーム
の形成―

農業経済研究 第87巻
第４号 2016年３月

佐藤真弓
ブックレビュー　『ジェンダーで学ぶ生活経済論

［第２版］現代の福祉社会を主体的に生きるため
に』伊藤純，斎藤悦子編著

農林水産政策研究所レビュー No.70 2016年３月

清水純一 日本とブラジルの食肉貿易事情 ブラジル特報 No.163 2016年３月

鈴木栄次 スペインにおける遺伝子組換え作物の生産状況
等について 農林水産政策研究所レビュー No.70 2016年３月

須田文明 コモンにおける真正性の試験と評価：テロワー
ル・ワインと有機農産物を事例に

山本編著『認知資本主義』（ナカニ
シヤ出版） 2016年３月

薬師寺哲郎 食料品販売店の動向と将来 フ ー ド シ ス テ ム 革 新 の ニ ュ ー
ウェーブ（日本経済評論社） 2016年３月

吉田行郷 地域農業の担い手として期待される社会福祉法
人等（その５）

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.688 2016年３月

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 最近の国内産小麦の需給について 第139回国産麦の民間流通連絡協議会　作業チーム 2015年４月13日

山下正行 農林漁業の成長産業化に向けて 長野県農業法人協会経営者セミナー 2015年４月21日

長友謙治 ソ連崩壊後のロシア農業の軌跡と現段階 ROTOBO月例報告会（（一社）ロシアNIS貿易会） 2015年４月27日

古橋　元 「食料需給モデルと『世界の食料需給見通し』」 法政大学生命科学部　応用植物科学科「国際需給論」 2015年５月14日

草野拓司 インドの食料需給動向－インドが世界の食料危
機の脅威に？－ 法政大学特別講義 2015年５月28日

吉井邦恒 アメリカにおける経営安定対策 「収入保険制度のあり方調査研究事業」意見交換会
（JC総研） 2015年５月29日

株田文博
グローバル化が進展するアジア諸国のフードシ
ステムの経済連関－付加価値連鎖を通じた我が
国国民経済に及ぼす影響を中心に－

2015年度　日本フードシステム学会大会シンポジ
ウム（グローバル化とフードシステム） 2015年５月30日

須田文明 文化遺産化される食と農－フランス及びイタリ
アの比較から－ 日本フードシステム学会2015年度大会 2015年５月31日

高橋克也・竹西亜古
他 放射線リスク情報の記憶と伝達　 日本フードシステム学会2015年度大会 2015年５月31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

小泉達治 農業投資が食料ロスおよび国際コメ需給に与え
る影響－部分均衡需給予測モデルによる分析－ 日本フードシステム学会2015年度大会 2015年５月31日

高橋克也・薬師寺哲郎・
大橋めぐみ他 現役世代の食料品アクセス問題と食品摂取 日本フードシステム学会2015年度大会 2015年５月31日

八木浩平・山本淳子・
河野恵伸

果物・カットフルーツに関する購買行動の規定
要因 日本フードシステム学会2015年度大会　個別報告 2015年５月31日

長友謙治 ソ連崩壊後のロシア農業の軌跡と現段階 法政大学生命科学部応用植物学科国際食料需給論特
別講義 2015年６月11日

株田文博 世界の食料問題と日本の食料・農業問題を考え
る

渋谷教育学園幕張高校（スーパーグローバルハイス
クール特別講演） 2015年６月13日

清水純一 ブラジル農業の概要 政策研究大学院大学 2015年６月15日

八木浩平・三澤とあ子・
種市　豊

カットフルーツ製造業者における原料調達チャ
ネルの選択行動－国産りんごのカットフルーツ
仕向け拡大に向けて－

日本農業市場学会2015年度大会（日本農業市場学
会）個別報告 2015年６月28日

Takashi HAYASHI, 
Hiroki SASAKI

Measuring the rural-urban disparity with 
GDP, ISEW and life satisfaction: A case 
study in Japan

The 11th Biennial Conference of the European 
Society for Ecological Economics 2015年７月２日

株田文博 我が国における農産物貿易の自由化－自由化の
経過とその影響－

政策研究大学院大学農業政策コース（国際食料・農
業論） 2015年７月６日

Daisuke KUNII Introduction of Resource Assessment 
using GIS

Asia Pacific Regional Workshop on Biomass 
Energy Resource Assessment 2015年７月７日

吉田行郷 拡大する農業分野での障がい者就労の現状と課
題～全国各地の取組から学ぶ～ 関東農政局・農業分野における障害者就労セミナー 2015年７月８日

清水純一 ブラジル農業の発展と課題 法政大学 2015年７月９日

横山須美・高橋克也
他

放射線リスク情報伝達に関する社会心理学的研
究 第52回アイソトープ・放射線研究会 2015年７月10日

田中淳志 非農学部学生による農山村・農林業体験活動の
動向と影響 第14回日本地域政策学会 2015年７月12日

吉田行郷 農業分野での障害者就労の意義と可能性～全国
各地での取組みから考える～ 法政大学生命科学部応用植物科学科特別講義　 2015年７月14日

吉井邦恒 農業保険制度について 第11回栃木県NOSAI事業推進大会（栃木県農業共
済組合連合会） 2015年７月15日

株田文博 International Agricultural and Forestry 
Policies

筑波大学生命環境学群生物資源学類（Global 30 
Program） 2015年７月18日

吉田行郷 水耕栽培・植物工場による障害者の就労の場づ
くりから学ぶ 第21回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 2015年７月18日

吉田行郷 拡大する農業分野での障がい者就労の現状と課
題～全国各地の取組から学ぶ～ 北陸農政局・北陸地域障害者就農セミナー 2015年７月28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

八木浩平・三澤とあ子 国産りんごのカットフルーツ仕向け拡大に向け
て 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2015年７月28日

高橋克也 食料品アクセス問題と高齢者の健康 日本老年学的評価研究・研究会 2015年８月３日

Takashi HAYASHI, 
Da isuke  KUNI I , 
Daisuke SAWAUCHI

Multi-dimensional assessment of wood 
biomass for energy -A case study of 
firewood use in households in Nishiwaga, 
Japan-

The  24th  Pac i f i c  Reg iona l  Sc ience 
Conference 2015年８月８日

Takashi HAYASHI, 
Yoshifumi 
TAKAHASHI

Market internalized value of bio-friendly 
agriculture: An evaluation of impact of 
stork-friendly rice production on a local 
economy

29th International Conference of Agricultural 
Economists 2015年８月12日

八木浩平 北東アジアにおける植物油市場の動態 2015年度北東アジア農業農村発展国際シンポジウ
ム 2015年８月25日

福田竜一 広域地域組織における統治問題への接近 第51回東北農業経済学会新潟大会個別報告 2015年８月29日

吉井邦恒 農業収入の変動状況と経営単位収入保険 第51回東北農業経済学会 2015年８月29日

吉田行郷 国内産麦の需要の変化と需要拡大に向けた新た
な動きについて 京築地域農業・農村活性化推進大会 2015年９月３日

Tatsuji KOIZUMI

Contribution of Agricultural investments to 
stablizing international rice price volatility 
under Climate Change- Simulations for 
ASEAN 8 countries-

日本環境科学会2015年会 2015年９月８日

吉井邦恒 食料供給ネットワークモデルについて 慶應義塾経済学会コンファレンス・下田セミナー 2015年９月12日

吉田行郷 拡大する農業分野での障がい者就労の現状と課
題～全国各地の取組から学ぶ～

東北農政局・東北地域の農業分野における障害者就
労促進セミナー 2015年９月24日

小柴有理江 地方自治体による農業と福祉の連携支援
「岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク」第７
回セミナー（岡山地域農業の障害者雇用促進ネット
ワーク・中国四国農政局）

2015年９月28日

吉井邦恒 現代農環境政策学特論 東北大学大学院農学研究科 2015年９月30日

福田竜一 農業金融論 千葉大学園芸学部園芸別科 2015年10月　　
　 ～2016年１月

吉井邦恒 収入保険制度の導入と設計 第１回収入保険制度にかかる勉強会（十勝地区農協
組合長会） 2015年10月８日

林　岳・佐々木宏樹 GDP，ISEW，主観的幸福度による都市農村格
差の計測 日本地域学会第52回年次大会 2015年10月12日

林　岳・國井大輔・
澤内大輔

木質チップボイラー導入による間伐促進効果の
計測―岩手県西和賀町を事例に― 第130回北海道農業経済学会例会 2015年10月18日

清水純一 ブラジル農業の発展と課題 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2015年10月20日

江川　卓・若林剛志・
福田竜一

人口減少・高齢化の中で形成される広域的な地
域組織の特徴と課題～先進事例の分析から～ 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2015年10月23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

Daisuke KUNII, 
Daisuke SAWAUCHI, 
Takashi HAYASHI

Combined assessment of sustainable 
woody biomass utilization for energy: 
Resource availability, life cycle perspective, 
and economic feasibility - A case study in 
mountainous area in Japan-

Global Cleaner Production and Sustainable 
Consumption Conference 2015 2015年11月１日

長友謙治 ロシア農業の回復と農業組織の変化 第55回比較経済体制学会全国大会 2015年11月７日

平林光幸・小野智昭 山間農業地域における集落営農法人成立の「場」
について

2015年度農業問題研究学会秋季大会個別報告（農
業問題研究学会） 2015年11月７日

高橋祐一郎 水産物流通目詰まりの解消に向けた社会調査の
アプローチ

第22回低・未利用資源有効利用研究連絡会（独立行
政法人水産総合研究センター） 2015年11月８日

出田安利 食料・農業の法律 日本農業経営大学校平成27年度講義（一般社団法人
アグリフューチャージャパン）

2015年11月12日
2015年11月19日
2015年11月26日

吉井邦恒 収入保険制度と経営安定対策―アメリカの事例
を手がかりとして― 農政研修会（北海道農民連盟） 2015年11月18日

小野智昭 東北地方における集落営農組織の動向と展望 集落営農組織支援研修会（宮城県担い手育成支援総
合協議会） 2015年11月25日

吉田行郷 農業分野での障がい者就労～全国各地での取組
み～

平成27年度障がい者（児）就労スキルアップ研修会
（西日本ブロック） 2015年11月28日

小泉達治 気候変動と食料安全保障－コメを中心として－ 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2015年12月１日

吉田行郷
農業分野における精神障害者の居場所作りと就
労に向けた支援について～全国各地での取組み
～

日本精神障害者リハビリテーション学会高知大会 2015年12月５日

吉田行郷 農業分野での障害者就労の現状と課題について
～全国各地で進展する農福連携の取組～

平成27年度山梨県障害者就農促進協議会主催研修
会 2015年12月18日

田中淳志 大学生による農山村・農林業体験活動の動向と
体験前後の変化 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年１月19日

薬師寺哲郎 超高齢社会の買い物弱者問題について 専修大学商学研究所定例研究会 2016年１月19日

吉田行郷 広がる農業分野での障害者就労の現状と課題～
全国各地での新たな取り組みから学ぶ～ 平成27年度名張市アグリ就労推進研修会 2016年１月21日

草野拓司 インドにおける主要農産物と価格政策の関係 資源経済論研究会 2016年１月23日

國井大輔・澤内大輔・
林　岳

木質バイオマス利用による森林管理や地域経済
への影響評価～岩手県西和賀町における木質
チップボイラーを事例に～

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年１月26日

吉田行郷 農業分野での障がい者就労の現状と課題～全国
各地の取組から考える～ 平成27年度栃木県ユニバーサル農業推進セミナー 2016年１月26日

吉田行郷 障害者が農業を元気に　はじめよう　農福連携 政府インターネットテレビ「徳光・木佐の知りたい
ニッポン！」 2016年１月28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

八木浩平 カットフルーツのサプライチェーン 落葉果樹研究会（農研機構果樹研究所） 2016年２月２日

小柴有理江 地域で取り組む農福連携～取り組みの拡大に向
けて～

東北農政局・東北地域の農業分野における障害者就
労促進セミナー 2016年２月23日

平林光幸 水稲大規模経営の新たな課題とその対応
平成27年度山武地域の稲作経営を考える会－Part
Ⅱ－（山武農林業振興普及協議会，千葉県農業再生
協議会，千葉県山武農業事務所）

2016年２月24日

高橋克也 我が国における食料品アクセス問題と住民の健
康 平成27年度農林水産政策研究所シンポジウム 2016年３月４日

林　岳・國井大輔・
澤内大輔

木質チップボイラー導入による間伐促進効果の
計測－岩手県西和賀町を事例に－ 第131回北海道農業経済学会例会 2016年３月５日

林　岳・佐々木宏樹 GDP，真の進歩指標，主観的幸福度による都市
農村格差の計測 第131回北海道農業経済学会例会 2016年３月５日

八木浩平 カットフルーツビジネスの課題と対応 カットフルーツプロジェクト研修会（熊本県） 2016年３月７日

田中淳志 河畔林がシマフクロウを守り育てる 早稲田大学環境塾講義（５） 2016年３月16日

吉井邦恒 アメリカの農業所得と収入保険制度 第７回東北大学農学研究科連携講座シンポジウム 2016年３月17日

小泉達治
世界の食料需給の動向と中長期的な見通し－世
界食料需給モデルによる2025年の世界食料需
給の見通し－

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年３月17日

吉田行郷 全国で広がる農福連携！～増やそう！農業分野
での障がい者就労～ 平成27年度農福連携熊本セミナー 2016年３月23日

橋詰　登 農村地域政策の体系化と政策課題－中山間地域
等直接支払制度を中心に－ 2016年度日本農業経済学会大会シンポジウム 2016年３月29日

上田恵介・田中淳志・
原　剛 討論会　われらは何を探し求めているのか 早稲田大学環境塾シンポジウム 2016年３月30日

小野智昭 集落営農の合併パターンに関する批判的検討－
兵庫県の「２階建て方式」を事例として 2016年度日本農業経済学会 2016年３月30日

小泉達治 国際コメ需給における潜在的コメ需要量の計測 2016年度日本農業経済学会 2016年３月30日

高橋克也・大浦裕二
他

わが国における青果物消費の規定要因に関する
分析 2016年度日本農業経済学会 2016年３月30日
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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。
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