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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

Toshitaka KATSUKI

The Reality and Challenges 
of Implementing Farm Village 
Revitalizations
in Collaborations with Diversified 
Organizational Entities; Japan’s Case

The 8th Forum for 
Agriculture Policy in North 
East Asia

2012年６月

長友謙治 関連資料Ⅰ食料需給に係る研究成果「ロシ
ア」 海外食料需給レポート2011 2012年６月

薬師寺哲郎 高齢化社会における食料消費と食料品アク
セス問題 明日の食品産業 第427号 2012年６月

薬師寺哲郎・
高橋克也

生鮮食料品販売店舗への距離に応じた人口
の推計－国勢調査と商業統計のメッシュ統
計を利用して－

GIS：理論と応用 第20巻
第１号 2012年６月

薬師寺哲郎・
吉田行郷

食の外部化と食用農水産物の購入形態の変
化

2012年度日本フードシステム
学会大会要旨 2012年６月

吉井邦恒 アメリカ・カナダの農業保険政策（上）ア
メリカの農業保険をめぐる最近の動向 月刊Ｎｏｓａｉ 64巻６号 2012年６月

吉田行郷 農業分野における障害者就労の先駆け「こ
ころみ学園」に学ぶ 農村と都市をむすぶ 第62巻

第６号 2012年６月

吉田行郷・
薬師寺哲郎

九州産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向

2012年度日本フードシステム
学会大会要旨 2012年６月

香月敏孝・吉田行郷・
吉川美由紀

社会福祉法人・特例子会社等の農業分野へ
の進出の現状と課題

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年７月

勝又健太郎 世界農業はいま　アメリカ あおもり農業 第63巻
第７号 2012年７月

小林茂典 野菜の用途需要の動向と対応課題 農林水産政策研究所レビュー 第48号 2012年７月

澤内大輔 ニュージーランド排出量取引制度における
農業分野の取組 農林水産政策研究 第19号 2012年７月

高橋克也 「食の終焉－グローバル経済のもたらしたも
うひとつの危機－」(書評） フードシステム研究 第19巻

第１号 2012年７月

内藤恵久・須田文明・
羽子田知子

地理的表示の保護制度について：EUの地理
的表示の保護制度と我が国への制度の導入

行政対応特別研究「地理的表示」
研究資料 2012年７月

福田竜一 （書評）服部信司著『TPP問題と日本農業』 農業経済研究 第84巻
第１号 2012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

食料品アクセス問
題研究チーム 食料品アクセス問題の可視化 第8回GISコミュニティーフォーラム 2012年５月31日

食料品アクセス問
題研究チーム 震災前後の食料品アクセス状況の変化 第8回GISコミュニティーフォーラム 2012年５月31日

薬師寺哲郎 高齢化社会における食料をめぐる諸問題 日本加工食品卸協会特別講演会 2012年６月15日

須田文明 フランスにおける地域競争力政策の展開 2012年度日本フードシステム学会個別報
告 2012年６月17日

薬師寺哲郎
食の外部化と食用農水産物の購入形態の変
化－産業連関表を利用した食品工業の分類
方法の検討とその応用－

2012年度日本フードシステム学会個別報
告 2012年６月17日

吉田行郷 九州産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向

2012年度日本フードシステム学会個別報
告 2012年６月17日

長友謙治 ロシアの農業・農政－穀物を中心として－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年６月19日

須田文明 規格による統治について 東京大学経済学研究科政治経済学ワーク
ショップ 2012年６月30日

香月敏孝 障害者施設における農業活動の実態と課題 農業と福祉の連携に関するセミナー
（農林水産政策研究所主催） 2012年７月3日

吉田行郷
特例子会社の農業分野への進出の現状と課
題～社会福祉法人等の進出との比較分析結
果から～

農業と福祉の連携に関するセミナー
（農林水産政策研究所主催） 2012年７月3日

平林光幸 水田農業の構造変動と大規模水田経営の動
向～新潟県長岡市越路地区を事例に～

2012年度日本地域政策学会全国大会
農業・農村分科会報告 2012年７月15日

澤内大輔 カナダ及びオーストラリアのカーボン・オ
フセット制度における農業分野の取組 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年７月17日

草野拓司 インドの農村金融に関する研究 資源経済論研究会
（明治大学農学部資源経済論研究室） 2012年７月18日

吉井邦恒・
勝又健太郎

アメリカ2012年農業法をめぐる最近の動
き 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年７月24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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