
　「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

明石光一郎 ミャンマー：コメと豆類の需給動向

プロジェクト研究［主要国農業
戦 略 ］ 研 究 資 料 　 平 成27年 度 
カントリーレポート　総括編，食
料需給分析編

第９号 2016年３月

明石光一郎 インドネシア：主要農産物の需給と農業政策

プロジェクト研究［主要国農業
戦 略 ］ 研 究 資 料 　 平 成27年 度 
カントリーレポート　総括編，食
料需給分析編

第９号 2016年３月

明石光一郎 インドネシア－主要農産物の需給と農業政策－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カ
ントリーレポート：中国，インド，
インドネシア，中南米，アフリカ

第11号 2016年３月

明石光一郎 ミャンマー－コメと豆類の需給動向ー

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：タイ，ベトナム，
ミャンマー，オーストラリア，ロ
シア，ブラジル

第12号 2016年３月

浅井真康 デンマークの今次CAP（2014-2020）の実施
状況と課題

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度カン
トリーレポート：EU（CAP改革，
フランス，スコットランド，デン
マーク，フィンランド，酪農）

第10号 2016年３月

浅井真康 フィンランドの農業戦略と今次CAP（2014-
2020）の実施状況

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：EU（CAP改革，
フランス，スコットランド，デン
マーク，フィンランド，酪農）

第10号 2016年３月

泉原　明 中南米：地域統合と農業の変容

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 2016年３月

泉原　明 中南米－地域統合と農業の変容－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カ
ントリーレポート：中国，インド，
インドネシア，中南米，アフリカ

第11号 2016年３月

井上荘太朗 タイ：輸出型農業の発展と保護政策のコメ輸出
への影響

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 2016年３月

（平成28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

井上荘太朗 タイ－輸出型農業の発展と保護政策のコメ輸出
への影響－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：タイ，ベトナム，
ミャンマー，オーストラリア，ロ
シア，ブラジル

第12号 2016年３月

岡江恭史 ベトナム：コメ政策のジレンマ

プロジェクト研究［主要国農業
戦 略 ］ 研 究 資 料 　 平 成27年 度 
カントリーレポート　総括編，食
料需給分析編

第9号 2016年3月

岡江恭史 ベトナム－コメ政策のジレンマ－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：タイ，ベトナム，
ミャンマー，オーストラリア，ロ
シア，ブラジル

第12号 2016年3月

勝又健太郎・吉井邦恒 米国：農業法に基づく経営安定政策－これまで
の変遷と実施状況－

プロジェクト研究［主要国農業
戦 略 ］ 研 究 資 料 　 平 成27年 度 
カントリーレポート　総括編，食
料需給分析編

第9号 2016年3月

勝又健太郎・原口和夫・
浅井真康

EU：新共通農業政策（CAP）－これまでの変遷
と新CAPの実施状況－

プロジェクト研究［主要国農業
戦 略 ］ 研 究 資 料 　 平 成27年 度 
カントリーレポート　総括編，食
料需給分析編

第9号 2016年3月

勝又健太郎 EUの共通農業政策（CAP）の変遷と新CAP改
革（2014-2020年）の概要

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：EU（CAP改革，
フランス，スコットランド，デン
マーク，フィンランド，酪農）

第10号 2016年3月

勝又健太郎 米国農業法における経営安定政策の変遷とその
背景

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：米国，フランス，
韓国，GMO（米国，EU）

第13号 2016年3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27年度　カン
トリーレポート：米国，フランス，
韓国，GMO（米国，EU）

第13号 2016年3月

河原昌一郎 中国：中国の食糧問題

プロジェクト研究［主要国農業
戦 略 ］ 研 究 資 料 　 平 成27年 度 
カントリーレポート　総括編，食
料需給分析編

第9号 2016年3月

河原昌一郎 中国－中国の食糧問題－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カ
ントリーレポート：中国，インド，
インドネシア，中南米，アフリカ

第11号 2016年3月

木下順子
EUの酪農政策改革と市場動向－生乳クオータ制
度廃止・酪農パッケージ・ロシアの禁輸措置の
影響等－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：EU（CAP改革，
フランス，スコットランド，デン
マーク，フィンランド，酪農）

第10号 2016年3月

草野拓司 インド：主要農産物の需給と農産物価格政策

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第9号 2016年3月
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草野拓司 アフリカ：主要地域の主食と政策

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第9号 2016年3月

草野拓司 インド－主要農産物の需給と農産物価格政策－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カ
ントリーレポート：中国，インド，
インドネシア，中南米，アフリカ

第11号 2016年３月

草野拓司 アフリカ－主要地域の主食と政策－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カ
ントリーレポート：中国，インド，
インドネシア，中南米，アフリカ

第11号 2016年３月

小泉達治・古橋　元 2025年における世界の食料需給見通しの概要
－世界の食料需給モデルによる予測－

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 2016年３月

小泉達治 バイオ燃料と食料需給

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 2016年３月

小泉達治
気候変動下における国際米価格の変動と農業投
資の影響－ASEAN８ヶ国を対象としたシミュ
レーション－

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 2016年３月

清水純一 ブラジル：食料供給力の拡大過程と課題

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 2016年３月

清水純一 ブラジル－食料供給力の拡大過程と課題－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：タイ，ベトナム，
ミャンマー，オーストラリア，ロ
シア，ブラジル

第12号 2016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27年度　カン
トリーレポート：米国，フランス，
韓国，GMO（米国，EU）

第13号 2016年３月

鈴木栄次 EUにおける遺伝子組換え作物の規制状況等につ
いて

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：米国，フランス，
韓国，GMO（米国，EU）

第13号 2016年３月

須田文明 フランスの新農業基本法制定とその背景

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：米国，フランス，
韓国，GMO（米国，EU）

第13号 2016年３月

玉井哲也 オーストラリア：自由主義的な農業・貿易政策

プロジェクト研究［主要国農業戦
略］研究資料　平成27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 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

玉井哲也 オーストラリア－自由主義的な農業・貿易政策－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：タイ，ベトナム，
ミャンマー，オーストラリア，ロ
シア，ブラジル

第12号 2016年３月

長友謙治 ロシア：穀物輸出国としての発展可能性

プロジェクト研究［主要国農業
戦 略 ］ 研 究 資 料 　 平 成27年 度 
カントリーレポート　総括編，食
料需給分析編

第９号 2016年３月

長友謙治 ロシア－穀物輸出国としての発展可能性－

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：タイ，ベトナム，
ミャンマー，オーストラリア，ロ
シア，ブラジル

第12号 2016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27年度　カン
トリーレポート：EU（CAP改革，
フランス，スコットランド，デン
マーク，フィンランド，酪農）

第10号 2016年３月

原口和夫 スコットランド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27年度　カン
トリーレポート：EU（CAP改革，
フランス，スコットランド，デン
マーク，フィンランド，酪農）

第10号 2016年３月

樋口倫生 韓国：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27年度カント
リーレポート　総括編，食料需給
分析編

第９号 2016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27年度　カン
トリーレポート：米国，フランス，
韓国，GMO（米国，EU）

第13号 2016年３月

吉井邦恒 アメリカ2014年農業法に基づく農業経営安定
対策の実施状況

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料　平成27年度　カン
トリーレポート：米国，フランス，
韓国，GMO（米国，EU）

第13号 2016年３月

井上荘太朗 コメント 農業経営研究 第54巻 
１号 2016年４月

清水純一 アグリビジネス 新版現代ブラジル事典（新評論） 2016年４月

吉井邦恒 アメリカの農業保険の最近の動向 月刊NOSAI 第68巻 
第４号 2016年４月

石橋紀也
東北大学・農林水産政策研究所共催シンポジウ
ム　津波被災地の農業復興にみる法人経営の役
割

農林水産政策研究所レビュー No.71 2016年５月

上林篤幸 「USDA（米国農務省）2025年見通し」の概要
（小麦について） 製粉振興 No.582 2016年５月

木下順子 欧州の酪農協と乳業の概況 農林水産政策研究所レビュー No.71 2016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

國井大輔・林　　岳・
澤内大輔

木質エネルギー利用による森林管理や地域経済
への影響評価―岩手県西和賀町を事例に― 農林水産政策研究所レビュー No.71 2016年５月

小泉達治・古橋　元 2025年における世界の食料需給見通し 農業 No.1612 2016年５月

高橋克也 超高齢社会における食料品アクセス問題の現状
と将来 農林水産政策研究所レビュー No.71 2016年５月

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 農林水産政策研究所レビュー No.71 2016年５月

橋詰　登 2015年センサス（概数値）にみる農業構造変
動の特徴と地域性 農村と都市をむすぶ No.775 2016年５月

平形和世 農村におけるつながりの価値・機能について 農林水産政策研究所レビュー No.71 2016年５月

八木浩平 「食の外部可」の進展と果物（一） 果実日本 第71巻 
５月号 2016年５月

吉井邦恒 アメリカ2014年農業法に基づく農業保険の拡充 月刊NOSAI 第68巻 
第５号 2016年５月

吉田行郷 「はじめの一歩」を踏み出してみれば コトノネ Vol.18 2016年５月

吉田行郷 国内産麦の需要に応じた生産に向けた今後の対応
方向～各地で取り組まれた品種転換から学ぶ～ 農林水産省ホームページ 2016年５月

伊藤紀子 ケニア稲作農村における農民の生業と社会関係 日本アフリカ学会第53回学術大会
研究発表要旨集 2016 2016年６月

伊藤紀子 農村の社会関係とコミュニティ：ケニアとイン
ドネシアの事例

国際開発学会第17回春季大会発表
要旨集録 2016 2016年６月

草野拓司 アフリカにおける穀物の需給動向と生産におけ
る課題－トウモロコシとコメに焦点を当てて－ 海外食料需給レポート2015 2016年６月

小泉達治 世界の穀物等の需給動向と構造的変化 Agrio（時事通信社） 第113号 2016年６月

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－ フードシステム研究 第23巻 

１号 2016年６月

清水純一 C農協（V県）
総研レポート『平成27年度農協の
米販売の多様化と金融機能に関す
る調査』

2016年６月

清水純一 ブラジルの農産物輸出拡大の要因と課題 農林水産省『海外食料需給レポー
ト2015』 2016年６月

清水純一 農産物輸出大国ブラジルと日本 農業 No.1613 2016年６月

高橋克也 高齢者の食と健康 農業と経済 第82巻 
第７号 2016年６月

高橋克也 安全感から見た消費者意識 中嶋・新山編『食の安全・信頼の構
築と経済システム』（農林統計出版） 2016年６月
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種市　豊・八木浩平 カットフルーツにおける国産果実利用の課題－
カットリンゴの物流と商流に焦点をあてて－ 企業経営研究 19号 2016年６月

長友謙治 ロシアの農業組織の法人形態の変化と農業生産
の回復 比較経済研究 第53巻 

第２号 2016年６月

橋詰　登 農村地域政策の体系化と政策課題―中山間地域
等直接支払制度に焦点をあてて－ 農業経済研究 第88巻 

第１号 2016年６月

曲木若葉 地域労働市場の構造転換と農家労働力の展開 農業経済研究 第88巻 
第１号 2016年６月

曲木若葉 東北水田地帯における高地代の存立構造－秋田
県旧雄物川町を事例に－ 農業問題研究 第47巻 

第２号 2016年６月

三澤とあ子 近年の消費者ニーズに合わせた国産果物の提供 果実日本 第71巻 
６月号 2016年６月

八木浩平 生鮮果物とカットフルーツに関する消費者の意
識構造（二） 果実日本 第71巻 

６月号 2016年６月

吉井邦恒 カナダの農業保険の最近の動向 月刊NOSAI 第68巻 
第６号 2016年６月

吉田行郷 近年の北海道産小麦の生産・使用状況の変化と
今後の課題 Pain雑誌「パン」 第63巻 

第７号 2016年６月

吉田行郷 小麦の需要構造の変化と小麦生産
フードシステム学叢書第１巻『現
代の食生活と消費行動』（監修：斉
藤修）農林統計出版

2016年６月

浅井真康 フィンランドの普及システム 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年７月

勝又健太郎 EUの新共通農業政策（CAP）改革の概要と実施
状況 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年７月

木下順子 EU（欧州連合）の酪農政策－生乳クォータ制度
廃止と「酪農パッケージ」の概要－ 農業 No.1614 2016年７月

Tatsuji KOIZUMI,  
Hideki KANAMARU

Contribution of Agricultural Investments 
to Stabilizing International Rice Price 
Vo lat i l i ty  under  C l imate Change – 
Simulation for eight ASEAN countries –

JARQ: Japan Agricultural 
Research Quarterly. 50（３） 2016年７月

小泉達治・古橋　元 2025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－ 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年７月

小柴有理江 農林水産省における農福連携の支援体制 （独）高齢・障害・求職者雇用支援
機構『働く広場』 467号 2016年７月

小林茂典 進む業務・加工用野菜の国内生産 農業と経済 2016・７/
８合併号 2016年７月

須田文明 『地域振興のためのパートナーシップ』アンドレ・
トール，ドミニック・ヴォレ共編（BookReview） 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年７月
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髙橋祐一郎 （新刊書紹介）The shell 綺麗で希少な貝殻コレ
クション303 日本水産学会誌 Vol.82 

No.４ 2016年７月

八木浩平 リンゴの業務・加工用契約栽培の意義と課題 果実日本 第71巻 
７月号 2016年７月

吉井邦恒 北米の経営安定対策における農業保険の位置づ
け 月刊NOSAI 第68巻 

第７号 2016年７月

浅井真康 デンマークの有機農業政策 農業 1615号 2016年８月

浅井真康 バイオガス関連政策と主体間関係－デンマーク
での取組を事例に－

新たな価値プロジェクト研究資料 
農村における地域資源の活用とそ
の効果－バイオマスのエネルギー
利用を中心として－

第３号 2016年８月

池川真里亜・徳永澄憲
市場ポテンシャルと冷蔵庫普及率が日系冷凍食
品企業海外立地選択に及ぼす影響に関する計量
分析：東アジアを事例として

地域学研究 第46巻 
１号 2016年８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

新たな価値プロジェクト研究資料 
農業・農村の新たな機能・価値の
評価手法開発

第１号 2016年８月

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及び地域経
済への影響評価－岩手県西和賀町における木質
チップボイラー導入を事例に－

新たな価値プロジェクト研究資料 
農村における地域資源の活用とそ
の効果－バイオマスのエネルギー
利用を中心として－

第３号 2016年８月

國井大輔
複数の大規模木質バイオマス発電所における燃
料木材の競合－岩手県における大規模木質バイ
オマス発電所を事例に－

新たな価値プロジェクト研究資料
農村における地域資源の活用とそ
の効果－バイオマスのエネルギー
利用を中心として－

第３号 2016年８月

小泉達治 世界のトウモロコシ，大豆の生産・貿易構造の
変化 Agrio（時事通信社） 第120号 2016年８月

小柴有理江 農業と福祉の連携をどのように進めるか 全国社会福祉協議会『月刊福祉』 第99巻 
第９号 2016年８月

佐々木宏樹 主観的幸福度アプローチによる都市と農村との
比較分析

新たな価値プロジェクト研究資料 
農業・農村の新たな機能・価値の
評価手法開発

第１号 2016年８月

佐々木宏樹・西田貴明 農業・農村の有する価値と企業の社会的行動－
行動経済学的視点からの考察－

新たな価値プロジェクト研究資料 
農業・農村の新たな機能・価値の
評価手法開発

第１号 2016年８月

佐藤真弓 UIターン等による世代交代が促す地域資源利用
の多様化ー長野県飯山市を事例としてー

新たな価値プロジェクト研究資料 
農業・農村の機能・価値の維持増
進を図る方策の検討

第２号 2016年８月

田中淳志
Conservation Activities of The Blakiston’s  
Fish Owl in the NISHIBETSU River Basin 
through Restoration of Riparian Forests

A S E P （ A s i a n  S t u d e n t s 
Environment Platform） 2016年８月

田中淳志 大学生の農林業・農山村体験から見る農林業・
農山村の価値

新たな価値プロジェクト研究資料 
農業・農村の機能・価値の維持増
進を図る方策の検討

第２号 2016年８月
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Suminori TOKUNAGA,  
Mitsuru OKIYAMA, 
Maria IKEGAWA

Impact of Climate Change on Regional 
Economies Through Fluctuations in 
Japan’s Rice Production: Using Dynamic 
Panel Data and Spatial CGE Models

（書名）S o c i o e c o n o m i c 
Environmental Policies and 
Eva l ua t i ons  i n  Reg iona l 
Science: Essays in Honor of 
Yoshiro Higano

（出版社）Springer, Tokyo

2016年8月

林　　岳 真の進捗指標（GPI）を用いた都市農村格差の計測
新たな価値プロジェクト研究資料 
農業・農村の新たな機能・価値の
評価手法開発

第１号 2016年８月

林　　岳
小規模木質バイオマス発電の経済性評価－岩手
県陸前高田市生出地区における木炭発電の費用
推計－

新たな価値プロジェクト研究資料 
農村における地域資源の活用とそ
の効果－バイオマスのエネルギー
利用を中心として－

第３号 2016年８月

林　　岳・國井大輔・
仲田俊一

IRENAとの協同によるバイオエネルギー評価
ツールの開発

新たな価値プロジェクト研究資料 
農村における地域資源の活用とそ
の効果－バイオマスのエネルギー
利用を中心として－

第３号 2016年８月

吉井邦恒 農業保険の意義と評価について 月刊NOSAI 第68巻 
第８号 2016年８月

吉田行郷 農業分野での障害者の働く場の創出に向けた取
組とその農業・農村への影響 農村と都市をむすぶ No.778 2016年８月

吉田行郷 企業の力，企業のスピード感 コトノネ Vol.19 2016年８月

吉田行郷 民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステ
ムの変容に関する研究 農林水産政策研究叢書 第11号 2016年８月

河原昌一郎 中国の食糧需給をめぐる動向 農林水産政策研究所レビュー No.73 2016年９月

小泉達治 2025年における世界の食料需給見通し 農林水産・食品産業技術振興協会 
「JATAFFジャーナル」

Vol.４
No.９ 2016年９月

小泉達治 バイオ燃料と食料需給 Agrio（時事通信社） 第125号 2016年９月

徳永澄憲・沖山　充・
池川真里亜

気候変動が我が国の農業生産に与える影響ー動
学的パネルデータ分析―

気候変動の農業への影響と対策の
評価（養賢堂） 2016年９月

橋詰　登
センサスに見る農業構造変動の特徴と地域性―

「2015年農林業センサス結果の概要（確定値）」
の分析から―

農林水産政策研究所レビュー No.73 2016年９月

平形和世 国内外の農産物等における知的財産を保護する
制度や科学技術に関する比較分析 農林水産政策研究所レビュー No.73 2016年９月

福田竜一
『実践ソーシャル・イノベーション－知を価値に
変えたコミュニティ・企業・NPO-』　野中郁次郎・
廣瀬文乃・平田透共著（BookReview）

農林水産政策研究所レビュー No.73 2016年９月

Martin G, Moraine M, 
Ryschawy J, Magne M-A, 
Asai M, Sarthou J-P, 
Duru M, Therond O

Crop-livestock integration beyond the farm 
level: a review

Agronomy for Sustainable 
Development 36・53 2016年９月
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林　　岳・佐藤真行 生態系勘定の開発における諸外国の動向と日本
の課題 環境経済・政策研究 第９巻 

第２号 2016年９月

平林光幸
「農山村地域における日本型社会的企業の意義と
政策課題」（早稲田大学　柏雅之）に対するコメ
ント

共生社会システム研究 10（１） 2016年９月

松久　勉
「農業を支える外国人労働力と監理団体による地
域マネシメント」（早稲田大学　堀口健治）に対
するコメント

共生社会システム研究 10巻 
１号 2016年９月

松久　勉 農業における雇用の動向と今後 日本労働研究雑誌 No.675 2016年９月

八木浩平・三澤とあ子・
種市　豊

国産りんごのカットフルーツ用契約栽培に向け
た課題－ゲーム理論を用いて－ 農業市場研究 第25巻 

第２号 2016年９月

吉井邦恒 セーフティネットとしての農業保険制度－アメ
リカ・カナダの農業経営安定対策の事例研究－ 保険学雑誌 第634号 2016年９月

吉田行郷
国内産小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～各地で取り組まれた品種転
換から学ぶ～

米麦改良 2016年 
９月号 2016年９月

吉田行郷 農業と福祉の連携による農業・農村の活性化
（その１）

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.708 2016年９月

吉田行郷
「農福連携：障がい者の農業就労をめぐる社会学
的分析資格」（早稲田大学武田尚子）に対するコ
メント

共生社会システム研究（共生社会
システム学会）『地域再生の新たな
担い手と＜農＞の現場』

Vol.10 
No.１ 2016年９月

菊島良介 農産物直売所における出品者の品質に対する意
識：千葉県F直売所の生鮮野菜出荷者を事例に 農業経営研究 第54巻 

第３号 2016年10月

小泉達治 気候変動と世界の食料安全保障－その影響と軽
減に向けた取り組み－ 農業 No.1617 2016年10月

吉田行郷
国内産小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～各地で取り組まれた品種転
換から学ぶ～

日本の麦の底力（国内産小麦に関
する研究レポート集） 2016年10月

吉田行郷 農業と福祉の連携による農業・農村の活性化
（その２）

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.712 2016年10月

伊藤紀子
モラル・エコノミーの地域間比較：インドネシア・
ケニアの農村社会における食料の消費過程に注
目して

国際開発学会第27回全国大会発表
要旨集録 2016 2016年11月

井上荘太朗 大型FTAの形成と東南アジア諸国の経済と農業 国際農林業協力 第39巻 
第２号 2016年11月

井上荘太朗 タイ：政治に攪乱される米産業の発展 農業と経済 第82巻 
第11号 2016年11月

上林篤幸 OECD-FAO農業見通し2016-2025（穀物部分） 製粉振興 第585号 2016年11月

勝又健太郎 米国農業法の変遷と2014年農業法の実施状況
―経営安定対策を中心にして― 農林水産政策研究所レビュー No.74 2016年11月
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木下順子 欧州における酪農協の概況 農業 No.1618 2016年11月

草野拓司 インドの主要農産物をめぐる諸問題と価格支持
政策の関係―コメ・小麦および砂糖について― 農林水産政策研究所レビュー No.74 2016年11月

小泉達治・古橋　元 2025年における世界の食料需給見通し（上） Agrio（時事通信社） 第133号 2016年11月

佐藤真弓 農業経済学の研究動向
年報・村落社会研究（日本村落研
究学会企画，藤村美穂編，農山漁
村文化協会）

52 2016年11月

髙橋祐一郎 （新刊書紹介）魚食と日本人　水産と人・生活・
地域のかかわり 日本水産学会誌 "Vol.82 

No.６" 2016年11月

西澤栄一郎・合田素行・
林　　岳

地域資源を活用したむらづくりにおける活動の階
層性－滋賀県近江八幡市白王町を事例として－ 農村計画学会誌 第35巻 

論文特集号 2016年11月

林　　岳 生態系サービス評価に関する国内外の動向と展望 農林水産政策研究所レビュー No.74 2016年11月

八木浩平 『農林漁業の産地ブランド戦略　地理的表示を活
用した地域再生』　香坂玲編著（BookReview） 農林水産政策研究所レビュー No.74 2016年11月

吉田行郷 「気力と努力」でひきだす，障害者の潜在能力 コトノネ Vol.20 2016年11月

Lybæk R, Asai M 
＆ Hayashi T

How to Speed up the Deployment of 
Agricultural Based Biogas Technology: 
Case Study of Denmark and Japan

T h e  1 1 t h  G M S A R N  I n t .
Conf.on Innovative Energy, 
Environment, and Development 

2016年11月

浅井真康 世界の農業は今　フィンランドにおける農村振
興政策：LEADERを中心として 農業 No.1619 2016年12月

池川真里亜 東アジアにおける家庭用冷蔵庫の普及と日系冷
凍食品企業の立地国選択 農業経済研究 第88巻 

第３号 2016年12月

伊藤紀子
農民の生計における市場経済的行為とモラル・
エコノミー的行為：ケニアの灌漑事業区への入
植者とその息子たちの事例分析

アフリカ研究 No.90 2016年12月

小野智昭
集落営農合併の統合類型に関する批判的検討：
兵庫県の「２階建て方式」「本支店方式」を事例
にして

農業経済研究 第88巻 
第３号 2016年12月

小泉達治・古橋　元 2025年における世界の食料需給見通し（下） Agrio（時事通信社） 第137号 2016年12月

清水純一 世界のダイズ貿易の変化とブラジル－日本の
ODAが果たした役割－ ARDEC : world agriculture now 第55号 2016年12月

橋詰　登 日本における農村政策の体系化と施策展開－中
山間直接支払制度に焦点をあてて－

第11回北東アジア農政研究フォー
ラム国際シンポジウム 2016年12月

平形和世 農政における農業体験の展開と今日的意義 フードシステム研究 第23巻 
第３号 2016年12月

Ryuichi FUKUDA

A Case Study of Regional Organizations 
Induced by Collaboration of Inhabitants 
and Agricultural Cooperative in Japanese 
Rural Area

The 11th Forum for Agricultural 
Pol icy Research in North 
East Asia “Remort Areas 
Development Agricultural 
Policy Assesment” Institute 
of Agricultural Economics 
and Development Chinese 
Academy o f  Agr icu l tu ra l 
Sciences.

2016年12月
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Noriko ITO

Market Economic Behavior and Moral 
Economic Behavior in Farmers’ Livelihoods: 
The Case Study of the Irrigation Scheme 
Area in Kenya

Proceedings of ７th International 
Workshop on African Moral 
Economy with Professor Goran 
Hyden, Peasant Economy of 
Africa in Comparative and 
Historical Perspectives

2017年１月

勝又健太郎 米国とブラジルのWTO綿花補助金紛争の結末と
将来の農業支援政策の行方 農業 No.1621 2017年１月

河原昌一郎 中国農村の土地制度と土地流動化 農林水産政策研究所レビュー No.75 2017年1月

清水純一

『Development for Sustainable Agriculture 
: The Brazilian Cerrado』Edited by Akio 
Hosono, Carlos Magno Campos da Rocha 
and Yutaka Hongo （BookReview）

農林水産政策研究所レビュー No.75 2017年１月

玉井哲也 オーストラリアの農業競争力白書と北部開発白書 農林水産政策研究所レビュー No.75 2017年１月

内藤恵久・古城大亮・
渡邉桃代 逐条解説　農業協同組合法 大成出版社 2017年１月

橋詰　登 中山間地域問題 農林水産政策研究所レビュー No.75 2017年１月

吉井邦恒 農業経営の安定化と農業保険―アメリカ・カナ
ダの事例研究― 北海道自治体学会　News letter No.78 2017年１月

吉田行郷
農林水産政策研究叢書第11号

『民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステ
ムの変容に関する研究』

農林水産政策研究所レビュー No.75 2017年１月

小泉達治 各機関における世界食料需給見通しとその課題 Agrio（時事通信社） 第145号 2017年２月

小林茂典 農業懇話会　６次産業化の現状と展開方向 農業 No.1622 2017年２月

佐藤真弓 「農村女性ビジョン」の策定・推進にみる生活改
良普及の手法とその意義 農村生活研究 第60巻 

第１号 2017年２月

樋口倫生 韓国農業とFTA 農業 No.1622 2017年２月

福田竜一 地域再生を担う集落連携型地域組織の現状分析
―山口県「手づくり自治区」を対象として― 農林水産政策研究 第26号 2017年２月

八木浩平・薬師寺哲郎
延長産業連関表を用いた食用農水産物の最終購
入形態の推計－延長産業連関表の部門細分・非
競争輸入型化とその利用－

農林水産政策研究 第26号 2017年２月

吉田行郷 農業と福祉の連携による農業・農村の活性化
（その３） アグリビジネス経営塾 No.719 2017年１月

吉田行郷 農業と福祉の連携による農業・農村の活性化
（その４） アグリビジネス経営塾 No.722 2017年２月

浅井真康 デンマークにおけるバイオガス政策とプラント
の普及 農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

石橋紀也・小柴有理江・
吉田行郷

農業分野での障害者就労の推進に向けた地域レ
ベルでの効果的な支援体制の構築

2017年度日本農業経済学会大会
報告要旨 2017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

石原清史・平林光幸・
畠　幸司・小野智昭 宮城県津波被災地における農業の復興

農業・農村プロジェクト（震災復興）
研究資料東日本大震災津波被災地
における農業復興過程に関する現
状と課題

2017年３月

井上荘太朗 タイの経済思想と農業開発の新潮流 農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

上野忠義 北東アジア農政研究フォーラム
第11回国際シンポジウムについて 農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

小野智昭 東北３県における津波被災と復興の概況

農業・農村プロジェクト（震災復興）
研究資料　東日本大震災津波被災
地における農業復興過程に関する
現状と課題

2017年３月

小野智昭 福島県津波被災地における農業の復興

農業・農村プロジェクト（震災復興）
研究資料　東日本大震災津波被災
地における農業復興過程に関する
現状と課題

2017年３月

小野智昭 まとめと今後の課題

農業・農村プロジェクト（震災復興）
研究資料　東日本大震災津波被災
地における農業復興過程に関する
現状と課題

2017年３月

河原昌一郞 中国食糧政策の転換－不透明さを増す食糧需給－ 農業 No.1623 2017年３月

菊島良介 農産物直売所の空間的競争 農業経済研究 第88巻 
第４号 2017年３月

草野拓司 ミクロネシア連邦での素晴らしき日々 農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

久保田純 ６次産業化のさらなる推進に向けて　～高知市
土佐山地域のゆずを活用した取組を事例に～ 農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

吉田行郷
民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステ
ムの変容に関する研究（小麦編）～最新の需給
事情も踏まえた今後の対応方向～

農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

小泉達治 世界食料需給見通しに関するレビュー 農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

小泉達治 米国農務省による世界食料需給見通し 農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

小泉達治 潜在的コメ需要量の推計と国際コメ需給に与え
る影響 農業経済研究 第89巻 

第４号 2017年３月

小泉達治 グローバル視点から考える世界の食料需給・食
料安全保障－気候変動等の影響と農業投資ー 農林統計協会 2017年３月

小柴有理江
『シリーズ田園回帰５　ローカルに生きる　ソー
シャルに働く―新しい仕事を創る若者たち』松
永桂子，尾野寛明編著（BookReview）

農林水産政策研究所レビュー No.76 2017年３月

小柴有理江・吉田行郷・
石橋紀也

障害者就労支援施設における生活困窮者の受け
入れの意義と課題―農業分野での取り組みを事
例として―

2017年度日本農業経済学会大会
報告要旨 2017年３月

佐藤真行・林　岳・
蒲谷　景・馬奈木俊介 生態系サービスと勘定体系 『新・国富論』（中央経済社） 第９章 2017年３月
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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 最近の国内産小麦を巡る状況と各地での新品種
への転換について 第142回民間流通連絡協議会作業チーム 2016年３月15日

吉田行郷
国内産小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～各地で取り組まれた品種転
換から学ぶ～

全国製粉協議会オーナー会議 2016年３月16日

吉田行郷 農業分野での障害者就労の現状と課題　～都市
部，都市近郊の事例を中心に～ 全国農業協同組合中央会「市民農園等研究会」 2016年４月15日

吉田行郷 障害者が農業・農村で生き生きと働ける社会の
推進 秋元才加のWeekly Japan !!（FM東京） 2016年５月７日

吉田行郷
国内産麦の需要に応じた生産に向けた今後の対
応方向　～各地で取り組まれた品種転換から学
ぶ～

第８回グルテン研究会 2016年５月10日

小泉達治 食料需給の将来予測 明治大学農学部食料貿易論講義（第６回） 2016年５月16日

勝又健太郎・原口和夫・
浅井真康

EUの新共通農業政策（CAP）改革の概要と実施
状況 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年５月26日

草野拓司 インドの食料需給動向－穀物に注目して－ 法政大学特別講義 2016年５月27日

② 口頭発表および講演

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

清水純一 2017年に回復が期待されるブラジル農・畜産
業 ブラジル特報 No.1637 2017年３月

田中淳志・大石卓史 生物多様性ブランド農産物の販売状況と今後の
展望－生きものマーク農産物を中心に－ 農村計画学会誌 第35巻 

４号 2017年３月

平林光幸 近年における都府県大規模水田作農家の形成と
その特徴

2017年度日本農業経済学会大会
報告要旨 2017年３月

吉井邦恒 EUの共通農業政策とリスク管理のためのプログ
ラム 月刊NOSAI 第69巻 

第３号 2017年３月

吉井邦恒 世界の農業保険について－アメリカの収入保険
制度を中心として－ 農政調査時報 No.577 2017年３月

吉田行郷 農業と福祉の連携による農業・農村の活性化
（その５）

アグリビジネス経営塾（日本農業
法人協会） No.729 2017年３月

吉田行郷・福田竜一・
吉井邦恒・小野智昭 岩手県津波被災地における農業の復興

農業・農村プロジェクト（震災復興）
研究資料　東日本大震災津波被災
地における農業復興過程に関する
現状と課題

2017年３月

吉田行郷・小柴有理江・
石橋紀也

企業出資の障害者福祉施設の農業分野への進出
の意義と課題―農業分野に進出している社会福
祉法人等，特例子会社との比較から―

2017年度日本農業経済学会大会
報告要旨 2017年３月
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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 国際的なフードセキュリティに関する論点と考察 日本国際地域開発学会2016年度春期大会個別報告 2016年５月28日

木村有紀
（NTTデータ経営研究所 

国内外の農産物等における知的財産を保護する
制度や科学技術に関する比較分析 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年５月31日

清水純一 ブラジル農業：発展と課題 法政大学生命科学部 2016年６月３日

伊藤紀子 ケニア稲作農村における農民の生業と社会関係 2016年日本アフリカ学会第53回学術大会個別報告 2016年６月４日

小泉達治 世界の食料需給の中長期的な見通し 東京大学農経オープンセミナー 2016年６月９日

吉田行郷 農業分野での障害者雇用の現状と可能性について
～農業分野に進出した企業の事例を中心に～ 高齢・障害・求職者雇用支援機構研究会 2016年６月９日

伊藤紀子 農村の社会関係とコミュニティ－ケニアとイン
ドネシアの事例－ 2016年国際開発学会第17回春季大会個別報告 2016年６月11日

清水純一 ブラジル農業の発展課程 政策研究大学院大学農業政策コース 2016年６月13日

長友謙治 ロシア農業：ソ連崩壊後の変化と今後の可能性 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 2016年６月17日

吉井邦恒 農業セーフティネットとしての収入保険制度に
ついて 日本保険学会第219回関東部会 2016年６月17日

小泉達治 世界各国・地域における潜在的小麦需要量の推計 2016年度日本フードシステム学会個別報告 2016年６月19日

須田文明 文化的産品の価値づけと価格づけ－ワインと香
水，ツーリズムなどを事例として

日本フードシステム学会大会個別報告（日本フード
システム学会） 2016年６月19日

菊島良介・高橋克也・
大橋めぐみ・薬師寺哲郎・
山口美輪

食料品アクセス問題と健康・栄養 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年６月19日

大橋めぐみ・高橋克也・
菊島良介・山口美輪・
薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と住民の食生活への影響 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年６月19日

高橋克也・大橋めぐみ・
菊島良介・山口美輪・
薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と住民の健康と栄養状態 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年６月19日

鳥山大地・菊島良介・
松井隆宏

生産者の農産物直売所に対するニーズの把握－
非出荷者を含むアンケートを用いて－

日本フードシステム学会大会個別報告（日本フード
システム学会） 2016年６月19日

八木浩平・大橋めぐみ・
内藤恵久

地域ブランド産品の品質管理を保証する認証
マークへの消費者評価－選択実験とカテゴリカ
ル構造方程式モデリングを用いて－

日本フードシステム学会2016年度大会 2016年６月19日

鳥山大地・菊島良介・
松井隆宏

生産者の農産物直売所に対するニーズの把握－
非出荷者を含むアンケートを用いて－

日本フードシステム学会大会個別報告（日本フード
システム学会） 2016年６月19日

平形和世 農政における農業体験の展開と今日的意義 日本フードシステム学会大会個別報告（日本フード
システム学会） 2016年６月19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

池川真里亜

Location Choice for Japanese Frozen 
Food Indust ry  in  East  As ia  Us ing 
Domestic and Foreign Market Access 
with the Penetration Rate of Refrigerators 

（【PRSCO Award for Best Paper by Young 
Regional Scientist】受賞）

The 14th Summer Institute of the Pacific 
Regional Science Conference Organisation 2016年６月28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学科特別講義 2016年７月14日

小泉達治 食料需給の将来予測 法政大学生命科学部講義 2016年７月15日

加藤弘貴・重冨貴子 
（公益財団法人流通経
済研究所）

海外における食品ロス削減に向けた業界連携の
取組に関する調査分析 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年７月20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～ 政策研究大学院大学短期特別研修 2016年７月26日

橋詰　登
センサスに見る近年の農業構造変動の特徴と地
域性―「2015年農林業センサス結果の概要（確
定値）」の分析から―

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年７月28日

ASAI M, Martin G, 
Moraine M ＆ Ryschawy J 

An analytical framework for assessing 
crop-livestock systems beyond the farm 
level

EcoSummit 2016（Montpellier, France） 2016年８月29日

ASAI M, INOUE S 
＆　KOSHIBA Y 

Network governance of traditional farming 
systems: a study from Aso region,Japan EcoSummit 2016（Montpellier, France） 2016年８月31日

Takashi HAYASHI, 
Hiroki SASAKI

Can degrowth transition contribute to the 
wellbeing of rural residents ？　 ５th International Degrowth Conference 2016年８月31日

勝又健太郎・吉井邦恒 米国農業法の変遷と2014年農業法の実施状況 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年９月６日

吉田行郷 農福連携の過去・現在・未来Ⅰ ～今，なぜ農福
連携なのか～

あわら・坂井のうふく連携協議会第１回農福連携研
修会 2016年９月16日

菊島良介・吉信槙人・
鳥山大地・松井隆宏

農産物直売所への出荷意向とその規程要因－三
重県H直売所への出荷意向アンケートの分析－ 日本農業経営学会研究大会 2016年９月17日

山本淳子・大浦裕二・
玉木志穂・八木浩平 女性の就業と食の簡便化に関する一考察 日本農業経営学会研究大会 2016年９月17日

玉木志穂・大浦裕二・
山本淳子・八木浩平 行事食における中食の選択要因に関する一考察 日本農業経営学会研究大会 2016年９月17日

吉田行郷
わが国の小麦のフードシステムにおける北海道
産小麦の位置付け－品種転換を機にした各主産
地産小麦の関係変化を中心に－

2016年度北海道農業経済学会大会「岐路に立つ地
域農業～小麦を巡る新展開～」 2016年９月24日

吉井邦恒 現代農環境資源政策学特論（アメリカの農業と
農業政策他） 東北大学大学院農学研究科 2016年９月28日

吉田行郷 地方公共団体等における農福連携の推進体制の
構築について　

全国市町村国際文化研修所「平成28年度研修　食と
農と福祉の連携による魅力的なまちづくり」 2016年９月30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

國井大輔・林　　岳 木質バイオマス発電における資源競合－岩手県
を事例として－ 日本地域学会2016年大会 2016年10月９日

佐藤真弓
都市における「大学と地域農業との連携」を捉
える枠組み－多様化する都市の「農」とその持
続的展開－

第64回日本農村生活研究大会（ラウンドテーブル
「都市農業と地域との交流」） 2016年10月16日

玉木志穂・大浦裕二・
八木浩平・山本淳子 家庭内での総菜のアレンジに関する研究 日本農村生活学会平成28年度大会 2016年10月16日

河原昌一郎 中国農村の土地制度と土地流動化 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年10月18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みから学
ぶ～

佐渡市農福連携促進セミナー 2016年10月19日

山口美輪・高橋克也・
大橋めぐみ・菊島良介・
薬師寺哲郎

山村地域の高齢者における食料品アクセスと栄
養素摂取量との関連 日本公衆衛生学会 2016年10月27日

大橋めぐみ・高橋克也・
菊島良介・山口美輪・
薬師寺哲郎

地方都市中心市街地の女性高齢者における食料
品アクセスの変化とその影響 日本公衆衛生学会 2016年10月27日

菊島良介・高橋克也・
大橋めぐみ・山口美輪・
薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と健康・栄養－大規模個票
データを用いた分析－ 日本公衆衛生学会 2016年10月27日

田中淳志 農林業・農山村を非農学部生が体験することに
よる中期的変化 第66回地域農林経済学会大会 2016年10月29日

八木浩平・菊島良介
農産物ブランドに対する購買行動の規定要因－

『地域ブランド戦略サーベィ2013』の一般化積
率法による分析－

第66回地域農林経済学会大会 2016年10月29日

小泉達治 世界の食料需給の中長期的な見通し 九州大学農学研究院セミナー 2016年11月15日

小野智昭
東日本大震災津波被災地域における大規模経営
体形成とタイプの規定要因－岩手，宮城，福島
３県の事例を比較して－

2016年度農業問題研究学会秋季大会　個別報告 2016年11月３日

吉田行郷 はじめよう農福連携！～全国で広がる農福連携
の取り組み～ あいち農福連携基礎研修 2016年11月４日

出田安利 食料と農業の法律 日本農業経営大学校平成28年度講義
2016年11月９日 
2016年11月15日 
2016年12月１日

Maria IKEGAWA
Empirical Analysis of Japanese Exports of 
Agricultural Products to East Asia: Using 
Gravity Model and Market Access

63rd Annual North American Meetings of the 
Regional Science AssociationNorth American 
Regional Science Council （NARSC）

2016年11月11日

Lybæk R,ASAI M 
＆　HAYASHI T

How to speed up the deployment of 
agricultural based biogas technology: 
Case study of Denmark and Japan

The 11th GMSARN Int. Conf. on Innovative 
Energy, Environment, and Development 

（Kunming, China）

2016年
11月16日-18日

高橋祐一郎 水産サプライチェーンの関係者間の意識析出の
ためのアプローチ－Q方法論の適用（開発中） 低・未利用資源有効利用研究連絡会（中央水産研究所） 2016年11月17日

No.77 2017.5 －34－



講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

草野拓司 インドにおける農業発展と農業構造の変容に 
関する研究 2016年度第５回資源経済論研究会 2016年11月24日

内藤恵久 国際ルールと国内ルールとの接点－農産物・食
品の地理的表示保護を巡るアプローチの相違－

第２回ORIS国際シンポジウム「グローバリゼーショ
ンの進展と新しい世界ルール作り」（早稲田大学地
域・地域間研究機構）

2016年11月24日

吉田行郷 国内産大麦・はだか麦の需要拡大に向けて～主
産地毎の取組の違いから考える～ 農研機構北陸研究拠点冬作物技術研究会 2016年11月24日

伊藤紀子
モラル・エコノミーの地域間比較―インドネシ
ア・ケニアの農村社会における食料の消費過程
注目して―

2016年度国際開発学会第27回全国大会　個別報告 2016年11月27日

小林茂典・宮地正忠・
窪添真史

６次産業化のさらなる推進に向けて～高知市土
佐山地域のゆずを活用した取組を事例に～ セミナー・研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年11月29日

吉田行郷 はじめよう農福連携！～全国で広がる農福連携
の取り組み～ 大阪府ハートフルアグリセミナー 2016年12月３日

吉田行郷 進む農業分野での障害者就労～全国各地での取
り組みから学ぶ～ 山梨県農福連携研修会 2016年12月６日

橋詰　登 日本における農村政策の体系化と施策展開－中
山間直接支払制度に焦点をあてて－

第11回北東アジア農政研究フォーラム国際シンポ
ジウム 2016年12月８日

Ryuichi FUKUDA

Current status and Significance of Broad 
Community Organizations Focused on 
Revitalization of Agricultural Villages - 
The Possibility of Citizen-led Community 
Management-

The 11th Forum for Agricultural Policy 
Research in North East Asia “Remort Areas 
Development Agricultural Policy Assesment”

2016年12月８日

Noriko ITO

Market Economic Behavior and Moral 
Economic Behavior in Farmers’ Livelihoods: 
The Case Study of the Irrigation Scheme 
Area in Kenya

2016年度アフリカ・モラル・エコノミー研究会　
個別報告 2016年12月11日

吉田行郷
民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステ
ムの変容に関する研究（小麦編）～最新の需給
事情も踏まえた今後の対応方向～

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年12月20日

小柴有理江 はじめよう農福連携！～全国で広がる農業分野
での障害者就労～ 九州ブロック農福連携推進セミナー 2017年１月16日

吉井邦恒 農業収入保険の仕組みと運用－アメリカの事例
を中心として－ 国立国会図書館説明聴取会 2017年１月18日

小柴有理江 はじめよう農福連携！～全国で広がる農業分野
での障害者就労～ 関東ブロック農福連携推進セミナー 2017年１月19日

吉田行郷 進む農業分野での障害者就労～全国各地での取
り組みから学ぶ～

平成28年度障害者アグリ就労推進研修会（三重県名
張市主催） 2017年１月19日

吉田行郷 はじめよう農福連携！～全国で広がる農業分野
での障害者就労～ 中国四国ブロック農福連携推進セミナー 2017年１月20日

草野拓司 マハーラーシュトラ州の農村協同組合運動 「日本・朝鮮・インド農村地域社会の比較研究－農業
集落と広域地域単位（郷）に着目して」研究会 2017年２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 農業分野における生活困窮者への就労支援の現
状と課題

「農福連携」シンポジウム　～農業を通じた障害者就
労，生活困窮者等の自立支援と農業・農村の活性化～ 2017年２月14日

吉田行郷 農林水産政策研究所における農福連携に関する
研究の歩みと農福連携を巡る事情

「農福連携」シンポジウム　～農業を通じた障害者就
労，生活困窮者等の自立支援と農業・農村の活性化～ 2017年２月14日

吉田行郷 はじめよう農福連携！ ～全国で広がる農福連携
の取り組み～ 愛知県豊橋市農福連携セミナー 2017年2月19日

吉田行郷 はじめよう農福連携！ ～全国で広がる農業分野
での障害者就労～ 東北ブロック農福連携セミナー 2017年２月23日

小野智昭 全国における地域農業の担い手の動向－集落営
農・法人化－ 仙南地域農業経営トップセミナー 2017年３月３日

吉田行郷・浦松亮輔
民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステ
ムの変容に関する研究（大麦編）～最新の需給
事情も踏まえた今後の対応方向～

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2017年３月７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2026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） 2017年３月16日

吉田行郷 農福連携の過去・現在・未来Ⅱ ～福祉サイドか
ら農業へ，農業サイドから福祉へ～

あわら・坂井のうふく連携協議会第３回農福連携研
修会 2017年３月16日

吉田行郷 農福連携の現状と課題 ～全国で広がる農福連携
の取り組み～ 農福連携推進フォーラム（農林水産省主催） 2017年３月24日

曲木若葉 農業構造変動の地域性と土地利用 2017年度農業問題研究学会春季大会シンポジウム
報告 2017年３月26日

橋詰　登 2015年センサスに見る構造変動の特色（座長
解題） 2017年度農業問題研究学会春季大会シンポジウム 2017年３月27日

平林光幸 コメント（「組織経営体の経営展開の新局面」（鈴
村源太郎氏）の報告に対するコメント） 2017年度農業問題研究学会春季大会シンポジウム 2017年３月27日

石橋紀也・小柴有理江・
吉田行郷

農業分野での障害者就労の推進に向けた地域レ
ベルでの効果的な支援体制の構築 日本農業経済学会2017年度大会　特別セッション 2017年３月29日

小柴有理江・吉田行郷・
石橋紀也

障害者就労支援施設における生活困窮者の受け
入れの意義と課題－農業分野での取り組みを事
例として－

日本農業経済学会2017年度大会　特別セッション 2017年３月29日

大橋めぐみ・八木浩平・
内藤恵久

地域ブランドの知識が評価や再購買に与える影
響の分析－鹿児島県と東京都のかごしま黒豚の
消費者調査より－

日本農業経済学会2017年度大会　個別報告 2017年３月29日

小泉達治
スリランカ，バングタデシュ，ネパールにおけ
る農業投資が気候変動下における国際コメ価格
変動に与える影響

日本農業経済学会2017年度大会　個別報告 2017年３月29日

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－

日本農業経済学会2017年度大会　個別報告 2017年３月29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

平林光幸 近年における都府県大規模水田作農家の形成と
その特徴 日本農業経済学会2017年度大会　個別報告 2017年３月29日

S o t a r o  I N O U E , 
Noriko ITO, Tomoo 
HIGUCHI

Trade Sturcture Change in the Asia-
Pacific Region: Network Analysis of Trade 
Flow and Trade Agreement

日本農業経済学会2017年度大会　個別報告 2017年３月29日

吉田行郷・石橋紀也・
小柴有理江

企業出資の障害者福祉施設の農業分野への進出
の意義と課題－農業分野に進出している社会福
祉法人等，特例子会社との比較から－

日本農業経済学会2017年度大会　特別セッション 2017年３月29日
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