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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

吉田行郷 －農福連携の現状と課題(第1回)－進展する農業分野
での障害者就労 Agrio（時事通信社） 第206号 2018年5月

吉田行郷 拡大する農業分野における障害者就労とその農村コミュ
ニティへの影響

第13回日中韓シンポジウム
討議資料 2018年5月

伊藤紀子 インドネシアにおける有機農業の展開：タシクマラ
ヤとスカブミの事例

国際開発学会第19回春季大
会　発表要旨集 2018 2018年6月

内山愉太・梶間周一
郎・香坂玲・小柴有
理江・井上荘太朗・
伊藤紀子・浅井真康

持続可能な農村地域マネジメントに資する社会組織
のネットワーク構造：能登の世界農業遺産認定地域
を対象として

2018年度日本フードシステ
ム学会　報告要旨集 2018 2018年6月

八木浩平・三澤とあ
子・長谷川啓哉

国産りんごの業務・加工用契約取引における農協の
役割 農業市場研究 第27巻1号 2018年6月

吉田行郷 －農福連携の現状と課題(第2回)－進展する農業分野
での障害者就労 Agrio（時事通信社） 第210号 2018年6月

内藤恵久・大橋めぐ
み・八木浩平・菊島
良介

地域ブランド産品の現状と地理的表示保護制度活用
に向けた期待・課題 日本知財学会誌 第15巻 

第1号 2018年6月

吉田行郷 －農福連携の現状と課題(第3回)－進展する農業分野
での障害者就労 Agrio（時事通信社） 第215号 2018年7月

植村悌明 平成30年度研究課題の紹介 農林水産政策研究所レビュー No.84 2018年7月

農業・農村構造プロ
ジェクト センサス
分析チーム

センサス分析シリーズNo.1 
農業の担い手に関する分析から 農林水産政策研究所レビュー No.84 2018年7月

草野拓司 インドにおける農業政策の動向と方向性―公的分配
システムを事例に― 農林水産政策研究所レビュー No.84 2018年7月

福田竜一 農泊に関する研究動向 農林水産政策研究所レビュー No.84 2018年7月

越前未帆

 
穀物理事会での12年間－世界の穀物需給の主たる動
きと勤務の経験 農林水産政策研究所レビュー No.84 2018年7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

宮石幸雄
ブックレビュー 

『ハイチとドミニカ共和国―ひとつの島に共存するカ
リブ二国の発展と今―』山岡加奈子編

農林水産政策研究所レビュー No.84 2018年7月

吉田行郷 農福連携で地域が変わる ④ 季刊地域（農文協） No.34 2018年8月

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 農業分野での障害者就労の現状と課題～北
海道における農福連携の可能性～ 名寄市農福連携推進シンポジウム 2018年4月21日

吉田行郷 農福連携による障がい者雇用の拡大～全国
の事例から学ぶ～

障がい者の就労支援と企業の雇用促進セミ
ナー（白銀会） 2018年5月16日

小野智昭
販売目的の農業生産等を行う組織経営体の
企業形態―農林業センサス個票を用いた形
態区分― 

日本農業経済学会 2018年5月27日

菊池由則 中国：2016年からの食糧価格・所得政策
改革 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2018年5月29日

吉田行郷 拡大する農業分野における障害者就労とそ
の農村コミュニティへの影響 第13回日中韓シンポジウム 2018年5月31日

伊藤紀子 インドネシアにおける有機農業の展開：タ
シクマラヤとスカブミの事例 国際開発学会第19回春季大会　個別報告 2018年6月2日

内山愉太・梶間周一
郎・香坂玲・小柴有
理江・井上荘太朗・
伊藤紀子・浅井真康

持続可能な農村地域マネジメントに資する
社会組織のネットワーク構造：能登の世界
農業遺産認定地域を対象として

2018年度日本フードシステム学会大会 2018年6月17日

八木浩平
訪日外国人におけるグリーン・ツーリズム
体験者の特徴－『訪日外国人消費動向調査』
の個票データを用いて－

2018年度日本フードシステム学会大会 2018年6月17日

高橋克也・池川真里
亜・薬師寺哲郎

新たな食料品アクセスマップからみた食料
品アクセス困難人口の動向－平成27年国
勢調査に基づく推計結果－

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2018年7月4日

竹島久美子・安藤光
義

首都圏近郊の市街化調整区域における農地
流動化施策の役割－貸し手と借り手へのア
ンケート結果から－

2018年度日本農業市場学会大会　個別報
告 2018年7月8日

八木浩平・久保田純・
菊島良介・大橋めぐ
み

地域ブランド産品に対するブランド保護政
策への期待と評価－地理的表示保護制度
(GI)と地域団体商標を対象として－

2018年度日本農業市場学会大会 2018年7月8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　 2018年7月10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 2018年7月26日

Yagi Kohei, Oura 
Yuuji, Junko 
Yamamoto, Tamaki 
Shiho

Determinants of unequal distribution 
of fresh vegetable and cut-vegetable 
consumption across age in Japan

30th International conference of 
Agricultural Economists 2018年7月29日

② 口頭発表および講演
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