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食料供給プロジェクト［品目
別分析］研究資料　需要拡大小麦のフードシステムにおける国内産小麦の位 に向けた主要農水産物サプラ 第4号 2017年7月吉田行郷 置付け イチェーンにおける課題と取
り組むべき方向

小林茂典 野菜

食料供給プロジェクト［品目
別分析］研究資料　需要拡大
に向けた主要農水産物サプラ
イチェーンにおける課題と取
り組むべき方向

第4号 2017年7月

食料供給プロジェクト［品目
別分析］研究資料　需要拡大

八木浩平・三澤とあ子 果実 に向けた主要農水産物サプラ 第4号 2017年7月
イチェーンにおける課題と取
り組むべき方向

髙橋祐一郎 国産水産物の需要拡大の可能性に関する考察

食料供給プロジェクト［品目
別分析］研究資料　需要拡大
に向けた主要農水産物サプラ
イチェーンにおける課題と取
り組むべき方向

第4号 2017年7月

食料供給プロジェクト［品目
別分析］研究資料　需要拡大アジア市場における日本産農林水産物の潜在的池川真理亜 に向けた主要農水産物サプラ 第4号 2017年7月需要力の試算 イチェーンにおける課題と取
り組むべき方向

玉井哲也 価格・所得等政策の横断的把握

プロジェクト研究［主要国農業戦
略横断・総合］研究資料　平成
29年度カントリーレポート：横
断的・地域的研究，需給見通し

第５号 2018年3月

プロジェクト研究［主要国農業戦東アジアにおける食料品・飲料貿易の動向－重力樋口倫生・井上荘太 略横断・総合］研究資料　平成モデルで調整された貿易結合度(GMATI)指数を 第５号 2018年3月朗・伊藤紀子 29年度カントリーレポート：横利用して－ 断的・地域的研究，需給見通し

小 泉 達 治・ 古 橋 元・
池川真理亜

2027年における世界の食料需給見通しの概要
－世界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
略横断・総合］研究資料　平成
29年度カントリーレポート：横
断的・地域的研究，需給見通し

第５号 2018年3月

プロジェクト研究［主要国農業戦農業投資が気候変動下における国際小麦価格に 略横断・総合］研究資料　平成小泉達治 与える影響予測－農業研究開発投資等及び農業 第５号 2018年3月29年度カントリーレポート：横インフラ開発・維持投資による影響－ 断的・地域的研究，需給見通し

勝又健太郎 米国の農業法における経営安定政策の現状，変
遷，今後の動向

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月 
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吉井邦恒 収入保険と農業経営の安定化－アメリカを事例
として－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月

鈴木栄次 米国における SNAP－Ed（補充的栄養支援プロ
グラム教育）の現状と課題について

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月

浅井真康 EUの農村振興政策－その概要と青年農業者支援
政策，農業環境政策－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月

須田文明 フランスにおける小麦＝パンのフードシステム

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月

桑原田智之 英国－EUからの離脱による農業・食料分野にお
ける政策環境，通商条件等の変化－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月

樋口倫生 韓国におけるコメ政策の展開

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月

明石光一郎 台湾－コメ消費減少と食料消費の多様化－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
米国（米国農業法，農業経営の
安定化と農業保険，  SNAP－
Ed），EU（CAP農村振興政策，
フランス，英国），韓国，台湾

第６号 2018年3月

井上荘太朗 タイ－主要品目と政策の動向－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
タイ，ベトナム，オーストラリ
ア，ロシア，ブラジル

第７号 2018年3月

岡江恭史 ベトナム－コメおよび農地に関する政策とその
背景

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
タイ，ベトナム，オーストラリ
ア，ロシア，ブラジル

第７号 2018年3月

玉井哲也 オーストラリア－農業支援政策の拡大と縮小の
歴史的経緯－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
タイ，ベトナム，オーストラリ
ア，ロシア，ブラジル

第７号 2018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

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平

長友謙治 ロシア－世界最大の小麦輸出国へ－ 成29年度カントリーレポート： 第７号 2018年3月
タイ，ベトナム，オーストラリ
ア，ロシア，ブラジル

長友謙治 ロシア－土地（農地）制度を巡る経緯と現状－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
タイ，ベトナム，オーストラリ
ア，ロシア，ブラジル

第７号 2018年3月

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平ブラジル－農業セクター概観と主要穀物（大豆・林瑞穂 成29年度カントリーレポート： 第７号 2018年3月トウモロコシ）産業の動向－ タイ，ベトナム，オーストラリ
ア，ロシア，ブラジル

菊池由則 中国－経営の効率性，農業生産の持続性等を重
視する中国の農業政策－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
中国，インド，インドネシア，
メキシコ，アフリカ，フィリピ
ン

第８号 2018年3月

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平

インドにおける主要農業政策方向性－公的分配 成29年度カントリーレポート：草野拓司 2018年3月システムと農業投入財政策に着目して－ 中国，インド，インドネシア， 第８号

メキシコ，アフリカ，フィリピ
ン

伊藤紀子 インドネシア－食料増産から商業的農業の拡大
へ－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
中国，インド，インドネシア，
メキシコ，アフリカ，フィリピ
ン

第８号 2018年3月

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平

メキシコ－NAFTA完成後における農産物貿易の 成29年度カントリーレポート：宮石幸雄 2018年3月変化－ 中国，インド，インドネシア， 第８号

メキシコ，アフリカ，フィリピ
ン

伊藤紀子 アフリカ－コメの需給と関連政策－

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：
中国，インド，インドネシア，
メキシコ，アフリカ，フィリピ
ン

第８号 2018年3月

プロジェクト研究［主要国農業
戦略横断・総合］研究資料　平
成29年度カントリーレポート：明石光一郎 フィリピン－世界有数のコメ輸入国－ 2018年3月中国，インド，インドネシア， 第８号

メキシコ，アフリカ，フィリピ
ン

神﨑百合子
農村地域内外の企業や NPO等との連携による持
続性の高い生物多様性保全活動に関する分析及
び政策支援のあり方に関する研究

農林水産政策研究所レビュー No.83 2018年5月

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 伊藤紀子 農林水産政策研究 29 2018年9月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－

農林水産政策研究 29 2018年9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

八木浩平・大橋めぐみ・
菊島良介・内藤恵久

農産物ブランドにおける生産管理体制の構築に
対する消費者評価－鹿児島県産黒豚を事例に－ 農林業問題研究 54(3) 2018年9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.2　農業労働力に関す
る分析から 農林水産政策研究所レビュー No.85 2018年9月 

Hiroki SASAKI 
Do Japanese citizens move to rural areas 
seeking a slower life? Differences between 
rural and urban areas in subjective well-being 

Bio-based and Appl ied  
Economics 

7(1) 2018年10月 

Mayumi SATO 
Gender Statistics and Women Participa-
tion in Japanese Agriculture 

7th Global Forum on Gen-
der Statistics 2018年11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.3 農地に関する分析
から 農林水産政策研究所レビュー No.86 2018年11月

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
クセス困難人口の動向－平成 27年国勢調査に基
づく推計結果－

農林水産政策研究所レビュー No.86 2018年11月

明石光一郎 台湾の食生活の高度化 農林水産政策研究所レビュー No.86 2018年11月

林　岳 生態系サービスの評価の国際的動向 農林水産政策研究所レビュー No.86 2018年11月

鈴木均
ブックレビュー

『アメリカ経済 成長の終焉（上・下）』 /ロバート・
J・ゴードン著，高遠裕子・山岡由美訳

農林水産政策研究所レビュー No.86 2018年11月

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

長友謙治 ロシア：世界最大の穀物輸入国から世界最
大の小麦輸出国へ

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 2018年6月6日

長友謙治 世界の穀物需給と貿易の動向－新興国台頭
の中での輸入国日本－

東北大学大学院農学研究科資源環境政策学
講座（連携講座）集中講義 2018年9月28日

長友謙治 主要国の農業政策の変遷と国際的な政策調整
－世界の穀物貿易の動向と絡めた視点から－

東北大学大学院農学研究科資源環境政策学
講座（連携講座）集中講義 2018年9月28日

長友謙治 ロシアの農業・農政－移行期の混乱から新
興穀物輸出国へ－

東北大学大学院農学研究科資源環境政策学
講座（連携講座）集中講義 2018年9月28日 

Hiroki SASAKI 
Exploring Future Direction of Agri-en-
vironmental Policies: A Comparison 
between Japan and EU

第  68回地域農林経済学会大会　国際シン
ポジウム　An International Symposium 
on Agri-environmental Policies: Com-
bining Theory and Practice

2018年10月14日

② 口頭発表および講演 
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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

吉井邦恒 日米における収入保険の加入推進に当たっ
ての留意点 平成30年度栃木県農業債組合理事監事研修会 2018年10月19日

桑原田智之 

Discussions for Policies after Brexit in 
the UK in the area of agriculture, food 
and related trade, and analyses of 
impacts on productivity and business 
structure

第 77回国際経済学会全国大会（第 16分科
会欧米経済）　個別報告　 2018年10月24日

吉井邦恒 農業者のリスク意識と収入保険 日本リスク研究学会第31回年次大会 2018年11月11日

竹島久美子 首都圏近郊の「市街化調整区域内農地問題」
の展開に関する研究

2018年度農業問題研究学会秋季大会個別
報告 2018年11月17日

伊藤紀子
国際的認定制度と持続的な農村振興：鶴岡・
能登・阿蘇における社会組織の連携構造の
分析

国際開発学会第29回全国大会個別報告 2018年11月24日

農林水産政策研究に関連する学会等の紹介（2019年2月〜3月開催）

当研究所に関連する学会の開催案内をお知らせします。
なお，開催日時・内容等については変更等も考えられますので，事前に学会HP等で再確認をお願いします。

開催大会名・テーマ等 学会名 開　催　日　時 開　催　場　所

林業経済学会2019年春季大会

大会シンポジウム統一テーマ：
「森林の文化的価値と森林政策の課題」 林業経済学会 2019年３月23日（土） 新潟市万代市民会館

平成31年度日本水産学会春季大会

テーマ：Sustainable Development Goals 日本水産学会 2019年３月26日（火） 東京海洋大学品川キャンパス
(SDGs) and Fisheries Science ～30日（土）

2019年度日本農業経済学会大会

シンポジウム（3月30日）
全体テーマ「新基本法制定からの 20年，これ
からの20年」 日本農業経済学会 2019年３月30日（土） 東京大学弥生キャンパス

国際ンポジウム（3月31日） ～31日（日） 〔農学部〕 

全体テーマ「国際農業開発協力の日韓比較：
方法，成果，インパクト評価」

最近の刊行物
農業・農村構造プロジェクト【センサス分析】研究資料
　　日本農業・農村構造の展開過程－2015年農業センサスの総合分析－

農業・農村構造プロジェクト【集落再生】研究資料 第2号
　　平成29年度広域的連携による農業集落の再生に関する研究報告書
　　－青森県・岩手県・岐阜県恵那市における「広域地域組織」の現地調査結果－
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		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要

		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない

		タグ付き PDF		合格		文書がタグ付き PDF である

		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる

		優先言語		合格		テキスト言語の指定

		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている

		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する

		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である

		ページコンテンツ



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きコンテンツ		合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている

		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている

		タブの順序		合格		タブの順序と構造の順序が一致している

		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		不合格		適切なネスト






先頭に戻る
