
　「研究活動一覧」は，当研究所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 

Mayumi SATO 

Women's Participation in Family Farm 
Management:Analysis of Current Situation 
by Census of Agriculture and Forestry in 
Japan 

The 13th FANEA Interna-
tional Symposium Materi-
als

2018年5月

小泉達治 バイオ燃料が世界の食料需給及びフードセキュ
リティに与える影響 農林水産政策研究 第28号 2018年7月

佐藤真弓
農山村における新規居住者の地域人材としての

「二面性」－長野県飯田市の地域住民組織を事例
とした活用可能性－

農林水産政策研究 第28号 2018年7月

林 岳・ 西 澤 栄 一 郎・
合田素行

地域資源を活用したむらづくりにおけるソー
シャル・キャピタルの役割－滋賀県近江八幡市白
王町を事例として－

農林水産政策研究 第28号 2018年7月

髙橋祐一郎 水産物消費に関する消費者の意識（上） 水産界（大日本水産会月刊誌） 1603 2018年8月

松久勉 農業雇用者に関連した政策の特徴と推移 農業と経済 2018年
9月号 2018年8月

吉田行郷 ー農福連携の現状と課題(第4回)ー
進展する農業分野での障害者就労 Agrio（時事通信社） 第219号 2018年8月

平林光幸・曲木若葉・
橋詰登 研究課題と調査地の位置付け

平成 28年度行政対応特別研究
［飼料用米］研究資料　飼料用
米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

2018年8月

曲木若葉・平林光幸 青森県五所川原市における飼料用米生産とその
展開

平成 28年度行政対応特別研究
［飼料用米］研究資料　飼料用
米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

2018年8月

平林光幸・曲木若葉 茨城県稲敷市及び坂東市における飼料用米生産
とその展開

平成 28年度行政対応特別研究
［飼料用米］研究資料　飼料用
米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

2018年8月

平林光幸 岐阜県養老町における飼料用米生産とその展開

平成 28年度行政対応特別研究
［飼料用米］研究資料　飼料用
米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

2018年8月

曲木若葉 島根県出雲市における飼料用米生産とその展開

平成 28年度行政対応特別研究
［飼料用米］研究資料　飼料用
米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

2018年8月

曲木若葉
補論 島根県中山間地域における集落営農組織と
飼料用米生産－島根県邑南町を事例に－

平成 28年度行政対応特別研究
［飼料用米］研究資料　飼料用
米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

2018年8月

平林光幸・曲木若葉 大分県宇佐市における飼料用米生産とその展開

平成 28年度行政対応特別研究
［飼料用米］研究資料　飼料用
米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

2018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

平成28年度行政対応特別研究

要約と残された課題 ［飼料用米］研究資料　飼料用曲木若葉・平林光幸 2018年8月米生産が地域農業構造に与え
る影響に関する調査研究

菊池由則・草野拓司・
伊藤紀子・井上荘太
朗

研究成果：アジアにおける食料消費の多様化と農
業・農政動向：中国・インド・インドネシア・タ
イ

農林水産政策研究所レビュー No.85 2018年9月

菊池由則 中国における近年の主な農業水利政策の動向 農林水産政策研究所レビュー No.85 2018年9月

須田文明 フランスにおける農業構造政策をめぐる議論と
農地制度改革の動向 農林水産政策研究所レビュー No.85 2018年9月

北東アジア農政研究フォーラム第13回国際シン上野忠義 農林水産政策研究所レビュー No.85 2018年9月ポジウムについて

平林光幸
『コミュニティー・キャピタル論 近江商人，温州
企業，トヨタ，長期繁栄の秘密』 /西口敏宏・辻
田素子著　ブックレビュー

農林水産政策研究所レビュー No.85 2018年9月

伊藤紀子 ケニアにおける稲作開発の進展 国際農林業協力 41(2) 2018年9月

髙橋祐一郎 水産物消費に関する消費者の意識（中） 水産界（大日本水産会月刊誌） 1604 2018年9月

ー農福連携の現状と課題(第5回)ー吉田行郷 Agrio（時事通信社） 第223号 2018年9月進展する農業分野での障害者就労

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 

Mayumi SATO 

Women's Participation in Family Farm 
Management:Analysis of Current Sit-
uation by Census of Agriculture and 
Forestry in Japan 

The 13th FANEA International Sympo-
sium Materials 2018年6月1日

菊島良介・高橋克也・
伊藤暢宏

食料品購買チャネル選択と食料品摂取の関
係 日本フードシステム学会 2018年6月16日

高橋克也 食料品アクセス問題の現状と今後 日本フードシステム学会 2018年6月16日

高橋克也 新たな食料品アクセスマップからみた食料
品アクセス問題 JAGES研究会 2018年6月24日

福田竜一・草野拓司・
寺林暁良

農泊地域における中間支援組織と取組農家
の関係分析

第 54回東北農業経済学会・秋田大会　個別
報告 2018年8月25日

吉田行郷
農福連携の現状と大麦での可能性について
～全国各地での水田作での取組から考える
～

大麦農食連携研究開発プラットフォーム 2018年8月25日

井上荘太朗・伊藤紀子・
高橋克也・市川容子・
内山愉太・香坂玲

地域振興における多様な組織の連携構造―
鶴岡市における社会ネットワーク分析―

日本農業経営学会 2018年研究大会　個別
報告 2018年9月2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 国内産大麦の需要の変化と需要に応じた生
産に向けて 

北陸ブロック麦生産対策・品質分析担当者
会議 2018年9月6日

河原昌一郎・髙橋祐一
郎・末永芳美

ホタテガイの中国向け輸出拡大と国内産地
への影響等に関する考察 平成30年度日本水産学会秋季大会 2018年9月17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

平成 30年度近畿中国四国農業試験研究推進
会議 作物生産推進部会冬作技術研究会 2018年9月19日

吉田行郷 農福連携の現状と課題 ～全国での取り組み
から～ 全国農福連携推進協議会・農福連携講習会 2018年9月22日 

最近の刊行物
農林水産政策研究
第29号
　【研究ノート】
　　伊藤紀子
　　　ポスト緑の革命期のインドネシア・ジャワにおける低投入農法の普及過程
　　　―有機SRI（System of Rice Intensification）の普及事例の社会ネットワーク分析―

　　菊島良介・高橋克也
　　　食料品アクセス問題における買い物サービス利用が食品摂取の多様性に及ぼす影響
　　　―農林水産情報交流ネットワーク事業全国調査結果の分析―

−14− 




アクセシビリティレポート


		ファイル名 : 

		181127_pr86_08.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。
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