
　「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。（平成24年度）

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

鈴木宣弘・
木下順子 反面教師としての英国酪農協 農業協同組合経営実務 第67巻

第4号 2012年4月

鈴木宣弘・
木下順子 所得形成における価格交渉力の重要性 週刊農林 2012年 

4月25日号 2012年4月

河原昌一郎 中国の食品安全問題 農林水産政策研究所レビュー No.47 2012年5月

鈴木宣弘・
木下順子 食料安全保障と健全な国内農業の意義 農業協同組合経営実務 第67巻 

第5号 2012年5月

Toshitaka
Katsuki

The Reality and Challenges of Imple-
menting Farm Village Revitalizations 
in Collaborations with Diversified Or-
ganizational Entities; Japan’s Case

The 8th Forum for Agricul-
ture Policy in North East 
Asia

2012年6月

Kawasaki, Kenta-
ro, Takeshi Fujie, 
Kentaro Koito, 
Norikazu Inoue, 
Hiroki Sasaki

Conservation Auctions and Compli-
ance: Theory and Evidence from Labo-
ratory Experiments

Env i ronmenta l  and Re-
source Economics

Volume 52, 
 Issue 2 2012年6月

小林茂典 6次産業化の展開方向と課題 月刊NOSAI 第64巻 
第６号 2012年6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

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

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―国勢調査および商業統計メッシュ
統計を利用して―」

GIS・理論と応用 20巻
１号 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

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 第64巻 

第6号 2012年6月
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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

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

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

香月敏孝 多様な主体と連携した農村活性化の実態と
課題（韓文） 世界農業（韓国農村経済研究院） 43 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

勝又健太郎 米国FTAにおけるセンシティブ品目の輸入
急増 農林水産政策研究所レビュー No.48 2012年7月

草野拓司 （ブックレビュー）『インド農村金融論』 農林水産政策研究所レビュー No.48 2012年7月

小泉達治 ブラジルにおけるサトウキビ農業生態学的
ゾーニング制度：背景,内容,評価 農林水産政策研究 第19号 2012年7月

小泉達治 ブラジルのバイオディーゼル混合率引き上
げが世界大豆・大豆製品需給に与える影響 農林水産政策研究 第19号 2012年7月

小林茂典 野菜の用途別需要の動向と対応課題 農林水産政策研究所レビュー No.48 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

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

内藤恵久 地理的表示の保護制度について 農業協同組合経営実務　 第67巻 
第7号 2012年7月

福田竜一 第3部Ⅴ　高齢者福祉への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第1部Ⅱ　「新しい公共」問題からみた都市
農協の地域に根ざす取り組み

総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第2部Ⅳ　高齢者福祉への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第2部Ⅴ　葬祭関連事業への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第3部Ⅵ　葬祭関連事業への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第4章第4節N経営体とO経営体（F市)
 ＜Uターン＞

総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

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
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福田竜一 第5章　熊本県における新規就農の概況と支
援体制

総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

福田竜一 第5章第2節P経営体（A市）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

福田竜一 第5章第3節Q経営体（M村）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

吉井邦恒 アメリカ・カナダの農業保険政策（下）カ
ナダの農業保険をめぐる最近の動向 月刊NOSAI 第64巻 

第7号 2012年7月

吉井邦恒 アメリカおよびカナダの農業保険
平成21-23年度科学研究費補助
金（基盤研究（B））研究成果報
告書

2012年7月

吉井邦恒 農業者のリスク意識と新たな農業保険の需
要 

平成21-23年度科学研究費補助
金（基盤研究（B））研究成果報
告書

2012年7月

勝又健太郎 世界農業はいま　アメリカ 月刊農業くまもと「アグリ」 No.286 2012年8月

Junko Kinoshita, 
Nobuhiro Suzu-
ki, and Harry M. 
Kaiser

Perceived Total Demand Elasticities 
in a Product-Differentiated Oligopo-
listic Market: A Generalized Bertrand 
Model

Kozo Sasaki, ed., Food Con-
sumption: Empirical Studies 
of Japanese Dietary（Tsuku-
ba-Shobo,Tokyo）

2012年8月

清水純一 新規就農者の動向と支援
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

2012年8月

清水純一 Ｃ経営体（Ｂ町）
総研レポート　平成24年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

2012年8月

長友謙治 ロシアの穀物事情 DAIRYMAN（デーリィマン） 第62巻 
第8号 2012年8月

橋詰　登 農業集落の現状と維持・再生に向けた課題 月刊NOSAI 第64巻 
第8号 2012年8月

増田敏明 EUの直接支払と次期共通農業政策改革 青森農業ほか農業普及機関誌 746号 2012年8月

吉井邦恒
カナダにおける農業経営安定対策の変遷
―1980年代後半以降の農業政策の見直し
との関連に留意して―

行政対応特別研究 [主要国横断] 
研究資料
平成23年度カントリーレポー
ト 米国，カナダ，ロシア及び大
規模災害対策（チェルノブイリ，
ハリケーン・カトリーナ，台湾・
大規模水害）

第3号 2012年8月

吉田行郷 九州産小麦の需要に応じた生産拡大に向け
た今後の対応方向 製粉振興 No.548 2012年8月

若林剛志 第4章第2節L経営体（Y町）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-No.2 2012年8月

若林剛志 第5章第4節R経営体（K市）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-No.2 2012年8月

李　裕敬
韓国の作業受託型稲作経営におけるパート
ナーシップの形成条件：慶尚北道慶州市の
作業受託組織を事例に

農業経営研究 第50巻 
第2号 2012年9月

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

No.53 20



江川　章 新規参入者に対する就農支援策の特徴とJA
の役割 月刊JA 第58巻 

第9号 2012年9月

江川　章 JAによる新規就農者支援の特徴と課題 農業協同組合経営実務 第67巻 
第10号 2012年9月

小野智昭 北海道南西沖地震（奥尻島） 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

小野智昭 北海道南西沖地震（奥尻島） 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

香月敏孝 雲仙普賢岳の噴火 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

香月敏孝 雲仙普賢岳の噴火 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

勝又健太郎 カントリーレポート：米国

行政対応特別研究 [主要国横断] 
研究資料
平成23年度カントリーレポー
ト 米国，カナダ，ロシア及び大
規模災害対策（チェルノブイリ，
ハリケーン・カトリーナ，台湾・
大規模水害）

第3号 2012年9月

勝又健太郎 米国の価格所得政策の変遷とその決定要因 プロジェクト研究［構造分析プ
ロ（欧米韓）］研究資料 第2号 2012年9月

株田文博 食料の量的リスクと課題：国内外の食料安
全保障概念と対応策の系譜を踏まえて 農業経済研究 第84巻 

第2号 2012年9月

株田文博

総合討論
我が国が直面する食料のリスクと日本農
業の課題：現代日本農業のベースライン
(2)2012年度大会討論大会報告

農業経済研究 第84巻 
第2号 2012年9月

木下順子・
鈴木宣弘 EUの生乳取引市場改革 農業協同組合経営実務 第67巻 

第9号 2012年9月

鈴木宣弘・
木下順子　 食料政策と人間安全保障

岩浅昌幸・柳平彬編著『「人間の
安全保障」の諸政策』（法律文化
社）

2012年9月

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レビュー No.49 2012年9月

澤内大輔
カーボン・オフセット制度を利用した農業
分野の温室効果ガス排出削減：カナダ・ア
ルバータ州の取組

Techno Innovation No.84 2012年9月

杉戸克裕 昭和三陸津波 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

杉戸克裕 昭和三陸津波 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

橋詰　登 新潟県中越地震 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

橋詰　登 新潟県中越地震 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

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
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羽子田知子・ 
吉田行郷

大区画圃場整備を契機とした担い手の確保
に関する分析

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

羽子田知子・ 
吉田行郷

大区画圃場整備を契機とした担い手の確保
に関する分析

震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

福田竜一 阪神・淡路大震災 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

福田竜一 阪神・淡路大震災 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

福田竜一　 公共体としての農協経営の存立構造分析 平成24年度　日本農業経営学会
研究大会　報告要旨 2012年9月

古橋　元 世界の食料需給 農村と都市をむすぶ 第62巻 
第9号 2012年9月

薬師寺哲郎
食の外部化の進展と小麦粉等の購入形態の
変化―小麦粉等の直接・間接の供給先はど
のように変わってきたか？―

製粉振興 第549号 2012年9月

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる最近の状
況 海外果樹農業ニュースレター 第9号 2012年9月

吉井邦恒 アメリカの2012年農業法をめぐる最近の
動き 農林水産政策研究所レビュー  第49号 2012年9月

吉田行郷
過去の復興事例等の分析による東日本大震
災復興への示唆～農漁業の再編と集落コ
ミュニティの再生に向けて～

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

吉田行郷 三宅島雄山の噴火 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

吉田行郷
過去の復興事例等の分析による東日本大震
災復興への示唆～農漁業の再編と集落コ
ミュニティの再生に向けて～

震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

吉田行郷 三宅島雄山の噴火 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9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

農村活性化プロジェクト研究資
料 第5号 2012年10月

河原昌一郎 世界農業はいま　第４回中国　―食糧増産
を図る中国― あおもり農業 第63巻 

第10号 2012年10月

木下順子・  
鈴木宣弘

EU共通農業政策（CAP）の一貫性・柔軟性・
主導性 農業協同組合経営実務 第67巻 

第11号 2012年10月

内藤恵久 地理的表示の保護制度について 製粉振興　 No.550 2012年10月

薬師寺哲郎・ 
高橋克也

震災前後にみる食料品アクセス状況の変化
―食料品販売店舗まで500m以上の人口割
合―

日本フードシステム学会編『東
日本大震災とフードシステム』

（農林統計出版社）
2012年10月

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる動き DAIRYMAN（デーリィマン） 第63巻 
第10号 2012年10月

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
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吉田行郷・小野智昭・
香月敏孝・杉戸克裕・
吉井邦恒・橋詰　登・
江川　章・福田竜一・
平林光幸・鈴村源太郎・
羽子田知子

水田地帯における地域農業の担い手と構造
変化―富山県及び佐賀県を事例として― 構造分析プロジェクト研究資料 第1号 2012年10月

井上荘太朗 世界農業はいま～ASEAN諸国の米を巡る状
況～ あおもり農業 第63巻 

第11号 2012年11月

上林篤幸 OECD-FAO　農業見通し　2012-2021 
の概要（穀物部分） 製粉振興 第551号 2012年11月

河原昌一郎 中国の三農問題と飼料需給問題（セミナー
概要紹介） 農林水産政策研究所レビュー No.50 2012年11月

河原昌一郎 世界農業はいま―中国― 月刊農業くまもと「アグリ」 No.289 2012年11月

木下順子 英国における生乳取引制度の変遷と生産者
組織の役割 農林水産政策研究所レビュー No.50 2012年11月

鈴木宣弘・  
木下順子

海外の農業政策を知り，日本農業のこれか
らを考える（１） 農業協同組合経営実務 第67巻 

第12号 2012年11月

Trung, N., 
K.Yoshii & T. Oya-
ma

Investigating the recent changes of 
Japan’s food self-sufficiency ratio

World Congress of Adminis-
trative & Political Science 
2012

2012年11月

平林光幸・
小野智昭

秋田県平地水田地帯における農業構造変動
と担い手の存在形態

2012年度農業問題研究学会秋
季大会  個別報告要旨 2012年11月

吉田行郷 内麦需要拡大への課題 米麦日報 第13609号 
～13620号 2012年11月

井上荘太朗 世界農業はいま―ASEAN諸国の米を巡る状
況― 月刊農業くまもと「アグリ」 第25巻 

12号 2012年12月

井上荘太朗 世界農業はいま　ASEAN 農業普及 第64巻 
第12号 2012年12月

井上荘太朗・
須田文明・
後藤一寿

南仏の香水・香料クラスターPASSの成果
と含意 フードシステム研究 第19巻 

第3号 2012年12月

小野智昭・吉田行郷・
香月敏孝・橋詰　登・ 
杉戸克裕

水田農業における組織経営体の実態と構造変
化－富山県と佐賀県の旧村を事例として－

2012年度日本農業経済学会論
文集 2012年12月

鎌田　譲・ 
薬師寺哲郎

東日本大震災における水産加工業に被災状
況と復旧の要因分析

2012年度日本農業経済学会論
文集 2012年12月

河原昌一郎 世界農業はいま―中国―食糧増産を図る中
国 農業普及 第64巻 

第12号 2012年12月

鈴木宣弘・  
木下順子

海外の農業政策を知り，日本農業のこれか
らを考える―日本農業過保護論の間違い

【２】―
農業協同組合経営実務 第67巻 

第13号 2012年12月

小柴有理江・ 
大仲克俊

北陸地域の農業構造変動―農地流動化の進
展と農業経営体の展開

安藤光義編著『農業構造変動の
地域分析―2010年センサス分
析と地域の実態調査』（農山漁村
文化協会）

2012年12月

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
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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 フードシステム研究 第19巻 
第3号 2012年12月

長友謙治 ロシアの農業と農政 農業普及 第64巻 
第12号 2012年12月

長友謙治 ロシアの農業と農政 あおもり農業 第63巻 
第12号 2012年12月

橋詰　登
集落営農展開下の農業構造と担い手形成の
地域性―2010年農業センサスの分析から
―

安藤光義編著『農業構造変動の
地域分析―2010年センサス分
析と地域の実態調査』（農山漁村
文化協会）

2012年12月

林　　岳

生物多様性保全型農業への転換がもたらす
経済コベネフィットの評価―兵庫県豊岡市
におけるコウノトリ育む農法を事例として
―

地域学研究 42巻 
3号 2012年12月

薬師寺哲郎・ 
吉田行郷

産業連関表からみた食用農水産物・食料品
の商業マージン率の動向

2012年度日本農業経済学会論
文集 2012年12月

薬師寺哲郎 高齢化社会における食料品アクセス問題―
その現状と解決への課題― 製粉振興 第552号 2012年12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―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―

フードシステム研究 第19巻 
第3号 2012年12月

吉田行郷・ 
薬師寺哲郎

北海道産小麦の需要拡大に向けた今後の対
応方向

2012年度日本農業経済学会論
文集 2012年12月

上林篤幸
世界農業と農産物市場の動向－世界農業お
よび農産物市場のこれまでの歩みとこれか
らの方向－

土地改良 280号 2013年1月

木下順子
農業協同組合：求められる使命（第22回）
海外の農業政策を知り、日本農業のこれか
らを考える：日本農業過保護論の間違い（3）

農業協同組合経営実務 第68巻 
第1号 2013年1月

木下順子 書評：荒幡克己著『米生産調整の経済分析』 農林水産政策研究所レビュー No.51 2013年1月

草野拓司 （世界の農業・農政）インドにおける飼料穀
物消費の動向と展望 農林水産政策研究所レビュー No.51 2013年1月

清水純一 21世紀におけるブラジル農業の発展 農村と都市をむすぶ 第63巻 
第1号 2013年1月

鈴木宣弘・ 
木下順子

海外の農業政策を知り，日本農業のこれか
らを考える－日本農業過保護論の間違い

【３】－
農業協同組合経営実務 1月号 2013年1月

長友謙治 ロシアの農業と農政 月刊農業くまもと「アグリ」 第26巻 
第1号 2013年1月

橋詰　登 日本農業・農村の現状と課題―農業センサ
スから―

寺西俊一・石田信隆編著『農林
水産業の未来をひらく』（中央経
済社）

2013年1月

橋詰　登 （座長解題）近年の農業構造変化の特徴と展
開方向―2010年センサスの分析から― 農業問題研究 第44巻 

第2号 2013年1月

平林　光幸 家族経営の動向と特徴―都府県における上
層農家を中心に― 農業問題研究 第44巻 

第2号 2013年1月

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
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増田敏明 次期CAP法案―「公共財供給政策」へのパ
ラダイムシフトと政治調整― 農業 No.1568 2013年1月

吉田行郷 国内産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向 農林水産政策研究所レビュー No.51 2013年1月

江川　章 農家以外の農業事業体の動向とその特徴 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

小野智昭 水田農業における担い手形成と農地集積 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

鈴木宣弘・  
木下順子 ここが間違っている，日本の農業問題

 鈴木宣弘・木下順子著『ここが
間違っている!日本の農業問題 』

（家の光協会）
2013年2月

小柴有理江 大規模組織経営体による農地集積の進展と
経営展開―富山県砺波市を事例として―

地域政策研究（高崎経済大学地
域政策学会）

第15巻 
第3号 2013年2月

橋詰　登 2010年農業センサス分析の視点 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

橋詰　登 2010年農業センサスにみる構造変動と展
開方向

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

橋詰　登 集落営農展開下での農地利用の変化と地域
性

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

橋詰　登 農業地域類型別にみた構造変化とその特徴 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

平林光幸 都府県における大規模農家の動向と特徴 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

平林光幸 統計分析に見る大規模農家の動向とその特
徴－都府県15ha以上農家に焦点を当てて－

地域政策研究（高崎経済大学地
域政策学会）

第15巻 
第3号 2013年2月

松久　勉 最近の販売農家の世帯員・農業労働力の動
向

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

松久　勉 農業センサスにおける農業雇用労働力の存
在形態

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

吉田行郷 特例子会社による農業分野への進出の現状
と課題

農林水産政策研究所ホームペー
ジ 2013年2月

會田陽久 韓国の農業と化学肥料の需給と肥料産業 肥料時報 4号 2013年3月

井上荘太朗 カントリーレポート　―タイ―

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
　　中国・タイ

第1号 2013年3月

井上荘太朗 アジア太平洋地域における貿易とFTAネッ
トワーク

早稲田大学日米研究機構『農業・
食料の世界的枠組み形成と国際交
渉にかかわる研究』2012年度農
林中央金庫研究委託事業報告書

2013年3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

2012年度日本農業経済学会大
会要旨 2013年3月

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
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鎌田　譲 北海道稲作における規模の経済性―食管法
廃止以降を対象に― フロンティア農業経済研究 2013年3月

鎌田　譲 中食市場における製品差別化の実証分析―
量販店を対象に―

2012年度日本農業経済学会大
会要旨 2013年3月

河原昌一郎 世界農業はいま④中国―食糧増産を図る中
国― 農業いばらき 2013年

3月号 2013年3月

河原昌一郎 カントリーレポート　―中国―

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
　　中国・タイ

第1号 2013年3月

河原昌一郎 中国の飼料需給問題

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
　　中国・タイ

第1号 2013年3月

草野拓司 カントリーレポート：インド

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
　　ロシア、インド

第2号 2013年3月

清水純一 国際価格高騰のなかで輸出増大をうかがう
南米地域

農業と経済　2013年4月　臨
時増刊号

第79巻 
第3号 2013年3月

武田公子・横山壽一・
久保美由紀・小柴有理江・
神崎淳子

過疎集落の生活実態にみる政策課題―珠洲
市内三集落調査より―

金沢大学環日本海域環境研究セ
ンター『日本海域研究』 第44号 2013年3月

内藤恵久
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―

農林水産政策研究 第20号 2013年3月

長友謙治 第２部　穀物輸出国となったロシアと今後
の課題

平成23年度世界の食料需給の中
長期的な見通しに関する研究　
研究報告書

2013年3月

長友謙治 第１章　カントリーレポート：ロシア・CIS
諸国

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
　　ロシア、インド

第2号 2013年3月

平林光幸・ 
小野智昭

東北地域における近年新たに設立された集
落営農組織の特徴と展望―秋田県X地区を事
例に―

日本農業経済学会個別報告要旨 2013年3月

増田敏明 次期CAP法案の審議状況―「公共財供給政
策」への転換をめぐって―

プロジェクト研究[構造分析プロ
（欧米韓）]研究資料 第1号 2013年3月

吉井邦恒 フランスの作物保険制度 プロジェクト研究[構造分析プロ
（欧米韓）]研究資料 第1号 2013年3月

吉井邦恒 EUの農業保険等に関する現地調査から上：
フランスの作物保険制度 月刊NOSAI 第65巻 

第3号 2013年3月

吉田行郷 北海道産小麦と九州産小麦とで異なる需要
拡大に向けた対応方向 製粉振興 No.555 2013年3月

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
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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

井上荘太朗 アジア太平洋地域における貿易とFTAネッ
トワーク 早稲田大学日米研究機構研究会 2012年4月27日

株田文博 世界食料需給の構造変化：将来見通し 全農山形生産資材大会講演 2012年5月22日

増田敏明 次期共通農業政策改革法案
―公共財供給へのパラダイムシフト― 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年5月29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

井上荘太朗・
須田文明・
後藤一寿

南仏の香水・香料クラスターPASSの成果
と含意

2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

後藤一寿・
井上荘太朗・
須田文明

フランスにおけるフードクラスターの展開
とVITAGORAの活動

2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

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 2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

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―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大会　個
別報告 2012年6月17日

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　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

吉井邦恒 収入保険及び戸別所得補償制度について 北海道農政部農業経営課 2012年6月22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） 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） 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
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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
状況
・米国農業法における経営安定政策（セー
フティネット）の変遷と決定要因

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年7月24日

清水純一 世界農産物貿易に占めるブラジルの比重と
セラード農業開発の貢献 第5回ProSAVANA-JBM勉強会（JICA) 2012年7月31日

Takashi Hayashi, 
Mitasu Yamamo-
to

Is Japanese agriculture improving its 
eco-efficiency? -An application of the 
System of Environmental and Eco-
nomic Accounting (SEEA)-

International Conference of Agricultural 
Economicsts 2012年8月23日

吉井邦恒 米の収入変動緩和対策の効果に関する予備
的分析―東北地方の事例を中心に― 第48回東北農業経済学会 2012年8月25日

吉田行郷
過去の復興事例等の分析による東日本大震
災復興への示唆～農漁業の再編と集落コ
ミュニティの再生に向けて～

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年9月4日

株田文博 世界食料需給の構造変化と日本のフードシ
ステムの課題 関東農林水産関連企業環境対策協議会講演 2012年9月13日

福田竜一 公共体としての農協経営の存立構造分析 平成24年度日本農業経営学会研究大会　個別
報告会 2012年9月22日

若林剛志 カンボジア南部における養鶏の動向 平成24年度日本農業経営学会研究大会　個別
報告会 2012年9月22日

吉井邦恒 アメリカの農業政策 東北大学大学院農学研究科 2012年9月26日

河原昌一郎 中国の食品安全問題 農林水産政策研究所研究成果発表会 2012年10月2日

香月敏孝 障がい者就農支援―全国の取り組みから―
平成24年度群馬県就労支援ネットワーク強
化・充実事業講演会・セミナー（社会福祉法
人明清会）

2012年10月17日

長友謙治 ロシアの穀物輸出増加の要因と今後の課題
―生産面を中心として―

2012 年度比較経済体制学会 第11回秋期大
会 2012年10月20日

鎌田　譲 東日本大震災における食品産業の操業再開
に関する分析 第62回地域農林経済学会大会 2012年10月21日

澤内大輔・
國井大輔

家庭における木質バイオマス利用のGISを用
いた影響評価：岩手県西和賀町での事例分
析

第62回地域農林経済学会大会 2012年10月21日

吉田行郷
国内産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向～北海道産小麦と九州産小麦の比較分
析から～

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年11月6日

Fumihiro Kabuta
Policy Planning,  Monitoring & Evalua-
tion in Japan-Policy for Food, Agricul-
ture & Rural Areas

5th International Conference on “Ren-
ovation in Planning, Monitoring and 
Evaluation in the Agriculture and Rural 
Development Sector”(Organized by 
Ministry of Agriculture and Rural Devel-
opment, Vietnam)

2012年11月14日

吉井邦恒 農業経営安定対策をめぐる話題 北海道農政部農業経営課 2012年11月21日
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小野　智昭
集落営農進展地域における農地流動化と受
け手の将来動向―富山県と佐賀県の旧村を
事例として―

2012年度農業問題研究学会秋季大会　個別
報告 2012年11月23日

小柴有理江 農産物直売所と地域農業 2012年度農業問題研究学会秋季大会　ミニ
シンポジウム 2012年11月23日

平林光幸・
小野智昭

秋田県平地水田地帯における農業構造の変
動と担い手の存立形態

2012年度農業問題研究学会秋季大会　個別
報告 2012年11月23日

清水純一 日本の食糧安保の観点からみたラテンアメ
リカ

ラテンアメリカ協会・海外投融資財団主催セ
ミナー『ラテンアメリカにおける食糧ビジネ
ス-日本にとっての食糧安保の観点からのラテ
ンアメリカの可能性-』

2012年11月28日

澤内大輔・
國井大輔

家庭における木質バイオマス利用の効果分
析 平成24年度農林水産政策研究所シンポジウム 2012年11月29日

Trung, N., K.Yoshii 
& T. Oyama

Investigating the recent changes of 
Japan’s food self-sufficiency ratio

World Congress of Administrative & Po-
litical Science 2012 2012年11月30日

會田陽久 韓国の農業と化学肥料の需給と肥料産業 肥料経済研究会（肥料経済研究所） 2012年12月6日

松田裕子 EU加盟国における地理的表示保護制度の運
用と活用 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年12月18日

草野拓司 インドにおける飼料穀物消費の動向と展望 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12月19日

吉田行郷
国内産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向～北海道産小麦と九州産小麦の比較分
析から～

民間流通連絡協議会作業チーム会合 2013年1月21日

香月敏孝 多様な主体と連携した農村活性化の実態と
課題 愛媛農協懇話会 2013年1月22日

吉田行郷 障害者就労における農業分野への期待／特
例子会社の農業分野への進出の現状と課題 兵庫県特例子会社設置促進連絡会議 2013年1月24日

平林光幸・
小野智昭

花巻市笹間地区における水田農業の現状と
展望―農業構造の変化と担い手確保に向け
た課題―

笹間地区営農再生対策会議 2013年1月29日

會田陽久 TPPと農業を巡る情勢―論点の比較― 九州沖縄農業試験研究推進会議水田作推進部
会 2013年2月1日

内藤恵久　 地域ブランドの保護と地理的表示の保護制
度 高知県土佐市知的財産セミナー 2013年2月1日

清水純一 2012年のブラジル農業 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年2月19日

香月敏孝 直売所総論―農産物直売所の実態と展開方
向を中心に―

高度水産販売技術者活動支援事業講演会（愛
媛県八幡浜市） 2013年2月26日

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研究成果報告会 2013年3月5日

株田文博 2022年における世界の食料需給見通し 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年3月8日
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株田文博 中長期的な世界の食料需給見通しと北海道
農業

平成24年度北海道農業試験研究推進会議本会
議 2013年3月12日

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研究成果報告会 2013年3月15日

井上荘太朗・
古橋　元

政策研におけるASEAN関連研究，ASEAN
の経済・農業の概要

農林水産政策研究所ミニシンポジウム「ASE-
AN経済の統合深化と農業・農業政策の変化」 2013年3月19日

林　　岳・澤内大輔・
國井大輔

西和賀町での薪ストーブ利用促進の効果分
析

西和賀町・農林水産政策研究所との地域活性
化情報交換会 2013年3月22日

川崎賢太郎 農産物の等級に関する計量経済分析 TEA会 2013年3月28日

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大会 2013年3月30日

鎌田　譲 中食市場における製品差別化の実証分析―
量販店を対象に― 2013年度日本農業経済学会大会　個別報告 2013年3月30日

國井大輔・
米澤千夏

メタン発酵による消化液の液肥利用が周辺
水域に及ぼす影響の評価 2013年度日本農業経済学会大会 2013年3月30日

高橋義文・
國井大輔

家畜糞尿の液肥利用とメタン発酵利用がも
たらす温室効果ガスの排出削減効果 2013年度日本農業経済学会大会 2013年3月30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大会　特別セッ
ション 2013年3月30日

若林剛志 農村住民の借入先変更に関する考察 2013年度日本農業経済学会大会　ポスター
報告 2013年3月30日

平林光幸・
小野智昭

東北地域における近年設立された集落営農
組織の特徴と展望―秋田県X地区における集
落営農組織を事例に―

2013年度日本農業経済学会大会　個別報告 2013年3月31日
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