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 【第１会場】（農学部総合館 W302 号室） 

 

 

9:30～10:30  座長： 福井 清一（京都大学大学院農学研究科） 
１－１ Effect of climate variables in yield of major food crops in Nepal       ※ 

－A time series analysis－ 
Niraj Prakash JOSHI（広島大学大学院）・ 

              Keshav Lall MAHARJAN（広島大学）・ 
                 Luni PIYA（広島大学大学院） 

１－２ 家畜防疫上の補償制度に関する経済分析                                  ※ 
山口 道利（京都大学大学院） 

10:30～11:30  座長： 藤本 高志（大阪経済大学経済学部） 
１－３ Potential impacts on environmental burdens from agriculture  
     caused by a Free Trade Agreement between Japan and the EU       ※ 

TSUGE Ichino（北海道大学大学院）・ 
                                MASUDA Kiyotaka（滋賀県立大学）・ 

    YAMAMOTO Yasutaka（北海道大学） 
  １－４ 酪農における規模拡大と労働制約及び潜在価格の変化             ※ 

鎌田 譲（北海道大学大学院） 
13:00～14:30  座長： 河合 明宣（放送大学教養学部） 
  １－６ インドにおける養蚕業の発展と国際協力 

                                              石崎 程之（名古屋学院大学）・ 
佐々木 結（JICA インド事務所） 

         １－７ A Role of Remittances for Smoothing Household Income Variations  
in Rural Cambodia 

Likanan LUCH（京都大学大学院） 
  １－８ カンボジア農村における子供の成長へのリスク・プーリングと社会的ネットワ

ークの役割 
三輪 加奈（釧路公立大学） 

14:30～15:00  座長： 大田 伊久雄（愛媛大学農学部） 
１－９ 1990 年代アラスカ州トンガス国有林野保全政策に関する一考察 

奥田 郁夫（名古屋市立大学） 
 
 
 
 
 
 

 
※は優秀賞審査対象報告 
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【第２会場】（農学部総合館 W306 号室） 
 
 
9:30～10:30  座長： 胡 柏（愛媛大学農学部） 
２－１ 「生態移民」政策による牧畜経営の変化と課題                             ※ 
    －内モンゴル自治区における移民村を事例として－ 

       長命 洋佑（学振特別研究員・龍谷大学）・ 
呉 金虎（内蒙古財経学院経済与資源開発研究所） 

 ２－２ 地域経営タイプの農家楽の組織に関する研究                               ※ 
－中国貴州省雷山県郎徳上寨を事例にして－ 

         髙田 晋史（京都府立大学大学院）・ 
            宮崎 猛（京都府立大学）・ 

                   王 橋（中国社会科学院人口・労働経済研究所）  
10:30～11:30  座長： 浅見 淳之（京都大学大学院農学研究科） 
２－３ 中国四川省における兼業農家の労働力流動に関する考察                     ※ 

范 丹（筑波大学大学院） 
 ２－４ 中国畜産物生産の地域区分と技術効率性に関する計量的研究                 ※ 

姚 万軍（南開大学経済学院）・ 
                      衣笠 智子（神戸大学） 

13:00～14:30  座長： 家串 哲生（山形大学農学部） 
 ２－６ 都市農村交流産業による地域振興シナリオの評価 
     －地域産業連関分析を用いて－ 

友國 宏一（近畿中国四国農業研究センター） 
 ２－７ 地域連携活動における農村地域サテライトの役割と課題 

内平 隆之（神戸大学大学院）・ 
          中塚 雅也（神戸大学） 

 ２－８ 農業水利施設の長寿命化対策の経済効果 
     －動学応用一般均衡分析の適用－ 

國光 洋二（農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所） 
14:30～15:30  座長： 佐々木 正剛（岡山県立久世高等学校）  
 ２－９ 米国における教育ファーム事業の実態と展開の論理 

伊庭 治彦（神戸大学） 
 ２－10 小学校における異学年での農業体験学習の意義 

室岡 順一（近畿中国四国農業研究センター） 
 
 
 
 
 

※は優秀賞審査対象報告 
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【第３会場】（農学部総合館 W406 号室） 

 
 
9:30～10:30  座長： 増田 佳昭（滋賀県立大学環境科学部）  
３－１ 大かぶ・千枚漬けのフードシステム                       ※ 

     －契約取引の現状と課題－ 
大住 あづさ（京都大学大学院） 

３－２ 食文化の地域ブランド形成過程における事業者間取引に関する研究         ※ 
片上 敏喜（京都府立大学） 

10:30～11:30  座長： 岸本 喜樹朗（桃山学院大学経営学部） 
３－３ 地産地消を通じた地域ブランド形成の可能性                   ※ 
    －CVM による宝塚市民の北摂栗モンブランの評価－ 

          岩本 博幸（東京農業大学）・ 
前川 真司（UCLA Extension） 

３－４ Collection and marketing of non-timber forest products by 
 Chepang Community in Chitwan district of Nepal                ※ 

          Luni PIYA （広島大学大学院）・ 
Keshav Lall MAHARJAN（広島大学）・           
Niraj Prakash JOSHI（広島大学大学院）  

13:00～14:00  座長： 前田 幸嗣（九州大学大学院農学研究院） 
３－６ 急変する大豆需給と間違った政策対応 
    －中国の大豆輸入急増とその政策的背景について－ 

沈 金虎（京都大学） 
３－７ 北東アジア連携の基盤とは何か 

飯國 芳明（高知大学） 
14:00～15:30 座長： 島 義史（北海道農業研究センター） 
３－８ 住民主導型地域経営体の展開を可能にする要因 
    －和歌山県田辺市上秋津地域を事例として－ 

            森下 裕之（京都府立大学大学院）・ 
         中村 貴子（京都府立大学）・ 

 田ノ岡 朋子（京都府立大学大学院） 
３－９ 茶業農家をとりまく環境変化と経営形態についての考察 

藤田 洋平（鳥取大学大学院） 
 
３－10 地域づくり活動に対応した集落 SNS の開発と効果 

中塚 雅也（神戸大学） 
 

 

 

※は優秀賞審査対象報告 
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【第４会場】（農学部総合館 W414 号室） 

 

 
9:30～10:30  座長： 富岡 昌雄（滋賀県立大学環境科学部） 
４－１ 農業生産組織の「見える化」による現場力の強化                  ※ 

佐々木 正剛（岡山県立久世高等学校） 
４－２ 棚田の保全と利用の変遷                            ※ 

－広島県井仁の棚田の事例分析－ 
桂 英（広島大学大学院）・ 

            山尾 政博（広島大学）・ 
                           細野 賢治（広島大学） 

10:30～11:30  座長： 糸原 義人（山口大学農学部）  
４－３ 加工原料産地における出荷調整行動に関する一考察                 ※ 
    －福井県若狭地域を事例として－ 

川崎 訓昭（京都大学大学院） 
４－４ The Changes of Paddy Farm Production and Income During and  
    Post The First Application of Taiwan Farming Technology in South Sumatra, 
        Indonesia                                                              ※ 

Nina LISANTY（三重大学大学院） 
Hiromi TOKUDA（三重大学） 

13:00～14:00  座長： 内田 和義（島根大学生物資源科学部） 
４－６ 日露戦争を契機とする牛価高騰と食肉供給の多様化 

野間 万里子（京都大学大学院） 
４－７ 戦時体制下における馬資源実態 
    －馬の徴発が農家経営に及ぼした影響について－ 

大瀧 真俊（京都大学大学院） 
14:00～14:30  座長： 足立 芳宏（京都大学大学院農学研究科） 
４－８ 農協婦人部の結成理念と実態 
    －山口県を事例に－ 

中間 由紀子（島根大学大学院）・ 
                    内田 和義（島根大学） 

14:30～15:30  座長： 宇山 満（近畿大学農学部）   
４－９ コメ関税率削減に備えた稲作構造改善政策の動的調整 

武藤 幸雄（香川大学） 
４－10 米国における外国企業による農地取得規制の現状と含意 

内山 智裕（三重大学）  
 
 
 

※は優秀賞審査対象報告 
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【第５会場】（農学部総合館Ｗ420 号室） 

 
 
9:30～10:30  座長： 河村 能夫（龍谷大学経済学部） 
５－１ 日本におけるトランジション・イニシアチブの実態と可能性                 ※ 
      鈴木 曜（神戸大学大学院）・ 

                       中塚 雅也（神戸大学） 
５－２ 地域ナレッジの共有と集落特性の関係性                                   ※ 

山口 創（神戸大学大学院）・ 
                  中塚 雅也（神戸大学） 

10:30～11:30  座長： 末原 達郎（京都大学大学院農学研究科）   
５－３ 篠山市民の猿害に関する被害認識と許容                                   ※ 

     －人と猿の関係性の再構築を目指して－   
布施 未恵子（神戸大学大学院） 

５－４ 都市住民の移住に対する中山間地域の住民の意識                            ※ 
本田 恭子（京都大学大学院）・ 

                 伊藤 浩正（（株）農楽）・ 
                       小田 滋晃（京都大学） 

13:00～14:30  座長： 駄田井 久（岡山大学大学院環境学研究科） 
５－６ 選択実験による農業面源汚染を抑制するための農業政策の評価 
    －中国太湖流域を事例として－ 

王 新艶(京都大学大学院） 
５－７ 生物多様性に配慮した農業の普及過程と集落間格差 

西村 武司（滋賀大学） 
５－８ 環境との調和に配慮した農業農村整備事業における環境便益の定量評価 

                    増田 清敬（滋賀県立大学）・ 
伊藤 寛幸（ルーラルエンジニア）・ 

                   笹木 潤（東京農業大学）・ 
                    山本 康貴（北海道大学） 

14:30～15:00  座長： 土田 志朗（東京農業大学国際食料情報学部） 
５－９ 転換畑におけるヒマワリ導入の可能性 

安武 正史（中央農業総合研究センター）  
 

 

 

 

 

 

 
※は優秀賞審査対象報告 



6 / 9 

【第６会場】（農学部総合館 W502 号室） 

 
9:30～11:00  座長： 竹歳 一紀（桃山学院大学経済学部） 
６－１ コモンズとしての海洋保護区とその持続可能性 
    －フィリピン・ビコール地方タバコ市とサンミゲル島の事例から－ 

新保輝幸（高知大学）・Raul G. BRADECINA（Partido State University）・ 
    諸岡慶昇（高知大学）  

 ６－２ Valuing the Beachscape Beauty of Caramoan, Camarines Sur, Philippines:    

Towards Establishing User Fee System for Sustainable Ecotourism and 
Coastal Resource Management 

                  Raul Giga BRADECINA（Partido State University）・ 
Asa Jose U. SAJISE（University of the Philippines）・ 

   新保 輝幸（高知大学） 
６－３ 上海ガニ養殖への China GAP 認証適用に関する消費者意識の経済分析 
              英 格（九州大学大学院）・陳 廷貴（上海海洋大学）・ 

矢部 光保（九州大学） 
11:00～12:00  座長：隅田 孝（函館大学） 
６－４ 生協における飼料米給与鶏卵へのとりくみ 
    －コープしがのさくらたまご供給事業と組合員の評価を中心に－ 

山野 薫（京都大学大学院）・増田 佳昭（滋賀県立大学）  
６－５ 食品のクチコミにおけるオノマトペの効果 

清野 誠喜（新潟大学）・玉置 怜（関口漬物株式会社）・ 
        滝口 沙也加（宮城大学大学院） 

13:00～14:30  座長： 清水 正博（イズミヤ総研） 
６－６ 中山間地域における買い物弱者の現状と対策 

武田 彬奈（岡山大学大学院）・小松 泰信（岡山大学）・ 
        横溝 功（岡山大学） 

６－７ 農産物直売所における出荷会員の立地条件からみた品目選択行動に関する一考   
    察 －T 農協を対象として－ 

福山 豊（鳥取大学大学院）・小林 一（鳥取大学）・ 
   松村 一善（鳥取大学） 

６－８ 実食によるオオムギの消費者需要の喚起可能性 
    －中国中山間地域の直売所訪問者に対する配布調査－ 

芦田 敏文（農村工学研究所）・吉田 晋一（近畿中国四国農業研究センター）・ 
     渡部 博明（近畿中国四国農業研究センター） 
14:30～15:30  座長： 堀田 学（県立広島大学生命環境学部）  
６－９ 青森における輸出向けリンゴの生産・流通・輸出体制に関する研究  

桂 奈菜子（京都大学大学院） 
６－10 乾シイタケ輸出の現状と課題  

古塚 秀夫（鳥取大学）・万 里（鳥取大学） 
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【第７会場】（農学部総合館 W506 号室） 

 
 
9:30～10:30  座長： 厳 善平（桃山学院大学経済学部） 
７－１ 放牧および販売の協同化による牧畜経営改善の効果 
    －中国青海省を事例として－ 
               孫 軍（宮崎大学大学院）・山本 直之（宮崎大学）・ 
               狩野 秀之（宮崎大学）・長谷川 信美（宮崎大学）・ 

曹 旭敏（宮崎大学大学院）・候 生珍（中国青海大学） 
７－２ 中国出稼ぎ農村における農地流動化の特徴と展望 
    －黒竜江省鶏西市Ｈ村の事例から－ 

李 英花（新潟大学大学院）・ 
                                                伊藤 亮司（新潟大学）・ 

                                             青柳 斉（新潟大学） 
10:30～11:30   座長： 細川 隆雄（愛媛大学農学部）  
７－３ 中国吉林省における農村地域生活水準に与える要因に関する研究   

尹 元福（龍谷大学大学院） 
 ７－４ 中国内陸部都市近郊の農業生産と兼業労働の実態分析 
     －陝西省西安市 6 区 4 県の調査を中心として－ 

孫 蓮叶（鳥取大学大学院）・糸原 義人（山口大学）・ 
             小林 一（鳥取大学）・内田 和義（島根大学）               

13:00～14:30  座長： 秋津 元輝（京都大学大学院農学研究科）   
 ７－６ 新規参入者の受け入れにおける地域の農家の支援参加に向けた課題 

島 義史（北海道農業研究センター） 
７－７ 新規就農者支援組織の現段階における取り組みと課題 

堂谷 祐介（岡山大学農学部）・ 
                                                  小松 泰信（岡山大学）・ 

                                           横溝 功（岡山大学） 
  ７－８ グリーンツーリズムの現状と課題 
          －秋田県仙北市と福島県本宮市の事例から－ 

新海 宏美（日本大学） 
14:30～15:30  座長： 近藤 功庸（旭川大学経済学部） 
 ７－９ 農家世帯における中核的労働力の就業選択行動 
          －規定要因の定量的評価と地域性－ 

渡部 博明（近畿中国四国農業研究センター） 
７－10 日本における小麦の全要素生産性とその地域間収束 

中川 雅嗣（滋賀農政事務所）・ 
                        衣笠 智子（神戸大学） 
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【第 8 会場】（農学部総合館 W514 号室） 

 

 
9:30～10:00   座長：古塚 秀夫（鳥取大学農学部）  
 ８－１ アグリビジネスにおけるサプライチェーンマネジメントに関する一考察  
     －山田錦の村米制度と農商工連携－ 

 松原 茂仁（広島大学大学院） 
10:00～10:30   座長： 高田 理（神戸大学大学院農学研究科） 
  ８－２ 業務・加工用野菜の普及による産地振興とＪＡの役割 

坂 知樹（岡山大学大学院）・ 
                          小松 泰信（岡山大学）・ 

                        横溝 功（岡山大学） 
10:30～12:00   座長： 井上 憲一（島根大学生物資源科学部） 
 ８－３ 水稲の水管理作業における技能・知識の内容と特質 
          －滋賀県の雇用型法人経営を対象にした事例分析－ 

        藤井 吉隆（滋賀県農業技術振興センター）・ 
                  福原 昭一（(有)フクハラファーム） 

 ８－４ 中山間地域における稲・麦・大豆２年３作導入の経営評価 
     －主に「麦－大豆作」に注目して－ 

坂本 英美（近畿中国四国農業研究センター） 
 ８－５ 「大規模借地経営体」による借地選択と農地集積効果の計測 

新田 義修（岩手県立大学 前静岡県農林技術研究所） 
13:00～14:00   座長： 矢倉 研二郎（阪南大学経済学部） 
 ８－６ A comparative economic analysis of crop production between improved and  

traditional irrigation system 
          Arif ALAM（鳥取大学大学院）・ 
          KOBAYASHI Hajime（鳥取大学）・ 
          MATSUMURA Ichizen（鳥取大学）・ 
                   Mohammad ESHAM（Sabaragamuwa University of Sri Lanka）

    
 ８－７ Identification of Farmer Group Association Performance 

Heri KURNIANTA（信州大学大学院）・ 
                  SASAKI Takashi（信州大学） 

14:00～15:30   座長： 四方 康行（県立広島大学生命環境学部） 
 ８－８ 農地売買における価格形成過程 

木村 友紀（高崎経済大学大学院） 
 ８－９ 公共牧場の経営問題と利用者ニーズ 

平林 光幸（農政調査委員会） 
 ８－10 多元的な評価構造をもつ酪農家のグリーンケア供給 

佐々木 市夫（帯広畜産大学） 
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 【第 9 会場】（農学部総合館 W520 号室） 

 

 

9:30～10:30   座長： 沈 金虎（京都大学大学院農学研究科） 
 ９－１ 戦前期における農業経営の効率性とその推移 
                  藤栄 剛（滋賀大学）・草処 基（京都大学大学院）・ 

       仙田 徹志（京都大学） 
 ９－２ 水産加工品の比較優位 
     －ツナ缶詰・エビ調製品を中心とした国際比較－ 
                                        多田 稔（近畿大学）・大石 太郎（近畿大学） 
10:30～11:30  座長： 松岡 淳（愛媛大学農学部） 
 ９－３ 企業の農業参入と地域農業との関係に関する一考察 

徳田 博美（三重大学） 
９－４ 宮崎県中山間地域における集落営農の発展と課題 

  村上 常道（宮崎大学大学院）・山本 直之（宮崎大学）・ 
狩野 秀之（宮崎大学）・甲斐 重貴（宮崎大学） 

11:30～12:00   座長： 新保 輝幸（高知大学教育研究部総合科学系黒潮圏科学部門） 
 ９－５ 写真投影法を用いた観光地の空間イメージ情報の抽出 

                                  赤沢克洋（島根大学）・ 
坂口美雄（島根大学生物資源科学部） 

13:00～14:30   座長： 加賀爪 優（京都大学大学院農学研究科） 
 ９－６ 規模の経済性を考慮した農業生産性分析 
     －韓国稲作を事例として－ 
                   近藤 功庸（旭川大学）・山本 康貴（北海道大学）・ 

            慎 鏞光（韓国農村経済研究院） 
 ９－７ 農作業事故における年齢層別死亡者数の時系列分析 

中谷 朋昭（北海道大学） 
 ９－８ Projection of Livestock Product Consumption in Indonesia 

Mujtahidah Anggriani Ummul Muzayyanah（広島大学大学院）・ 
           Keshav Lall MAHARJAN（広島大学） 
14:30～15:30   座長： 辻村 英之 （京都大学大学院農学研究科） 
 ９－９ ガーナにおける稲作の経済性と制約要因 
             角田 毅（山形大学）・ 
             坂上 潤一（国際農林水産業研究センター）・ 
                         安藤 益夫（国際農林水産業研究センター）・ 

Inusah YAHAYA（Savanna Agriculture Research Institute） 
 ９－10 食品のハラル制度と自由貿易の関係 

並河 良一（中京大学）                                                                                                                                             


