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1．『農林業問題研究』第 53 巻第 2 号（第 206 号）の発刊案内
（＊J-STAGE 上では、6 月 30 日より閲覧可能の予定。閲覧方法は 2 頁をご参照ください。）
1）目次
＜研究論文＞
6 次産業の商品開発と販路開拓に関する一考察
―古座川ゆず平井の里と西日本産直協議会の関係性に着目して―

青木美紗

担い手減少下の地域農業における国産濃厚飼料イアコーン導入と農地管理の可能性
―北海道の畑作経営を事例として―

竹内重吉・久保田哲史

農地・水・環境保全向上対策の政策評価
―滋賀県を対象として―

小宮山碧・伊藤順一

＜個別報告論文＞
戦後東北地方における生活改善普及事業の推進方策
―宮城県を中心に―

中間由紀子・内田和義

地域固有農産物の開発プロセスにおける主体間関係
―大和の伝統野菜「結崎ネブカ」を事例として―

國吉賢吾・中塚雅也

農業経営組織における雇用管理・人材育成の動向に関する考察
武藤幸雄
農業経営におけるリレーションシップの管理に関する考察
―「つき合い」取引の経済性と規定性を視点として―

木原奈穂子

＜書評＞
伊庭治彦・高橋明広・片岡美喜 編著『農業・農村における社会貢献型事業論』
冨吉満之
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2）編集後記
新たに本誌の常任編集委員になりました。これ

とが可能となり、内容はもちろん書式に至るまで、

まで数々の学会誌の常任編集委員をしてまいり

委員が責任をもつ必要が生じているためです。そ

ましたが、その中でも本誌はかなり厳正な査読が、

れに対応して、会員の皆様にも、水準の高さはも

委員によって行われている印象を持っておりま

ちろん、形式もしっかりフォーマットに対応して

す。電子ジャーナル化によって誰もが目にするこ

投稿をしていただくようお願い申し上げます。
（A）

オンラインでの本学会誌の閲覧方法
地域農林経済学会のホームページ（http://a-rafe.org/2/0）から、
「学会誌」→「農林業問題研究 J-STAGE」
→「農林業問題研究」または“Journal of Rural Problems”をクリックすると、J-Stage の本誌サイト
に飛ぶことができます。
（J-STAGE は独立行政法人科学技術振興機構(JST) が構築した「科学技術
情報発信・流通総合システム」のサイトです）。

2．2017 年度近畿支部大会のご案内
地域農林経済学会近畿支部代表

会期がせまっております。お手数ですが、参加

多田稔（近畿大学）

ご希望の方は、できるだけ早急に上記問合せ先ま

下記の要領で、2017 年度地域農林経済学会近畿

でご連絡下さい。その際、懇親会への参加につい

支部大会を開催いたします。今年度は、恒例の若

てもお知らせ下さい。

手研究者による個別報告に加えて、地域セッショ
ン「アクションリサーチを用いた大学の地域連携

【プログラム】

を考える」を開催いたします。会員の皆様には、

13:30～

開場、受付

若手研究者の育成という観点からも積極的なご

14:00～14:05

開会の挨拶（福井清一 会長）

参加をお願い申し上げます。本支部大会は、非会
員の方にも開放しておりますので、お誘いあわせ

【地域セッション】アクションリサーチを用いた

てご来場下さい。皆様の多数のご参加をお待ちし

大学の地域連携を考える

ております。

14:05～14:10

セッション開会の挨拶・趣旨説明

青木美紗（奈良女子大学）
記
日

◆14:10～14:40

時：2017 年 7 月 8 日（土）14：00～18：00

学生による地域連携活動の実践と展開－奈良県

（開場は 13：30～）

における健楽農業を事例に－

場

所：奈良女子大学文学系 N 棟 N202 教室

交

通：近鉄奈良駅（1 番出口）から徒歩約 5 分

報告者：小林那奈子
（奈良女子大学生活環境学部）

http://www.nara-wu.ac.jp/nwu/intro/access/map/index

◆14:40～15:00

.html

アクションリサーチによる食文化観光の実践－

参加費：無料（懇親会費は別途）

大学と NPO の協同を事例として－

問合せ先：近畿大学農学部水産学科
TEL: 0742-43-7268

多田稔

報告者：片上敏喜（日本大学）

FAX: 0742-43-1316

E-mail: tadam＠nara.kindai.ac.jp (＠は半角に修正)

15:00～15:10
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【個別報告（邦文）】※報告 20 分・質疑 10 分

※Presentation: 20 minutes, discussion: 10 minutes
◆16:40～17:10
◆15:10～15:40

農作業事故の現状と農作業安全の展開方向－兵

Assessing the Impact of Rice Technology Adoption on

庫県における死亡事故分析を中心として－

Farmers’ Well-being in Rural Bangladesh

報告者：鈴木淳（兵庫県農業協同組合中央会）
座

Presenter: Ariful Mohammad Islam (Kyoto

長：池上甲一（近畿大学）

◆17:10～17:40

University)

チャット形式の調査による農産物に対する消費

Chair: Seiichi Fukui (Kyoto University)
◆15:40～16:10

者ニーズの解明
報告者：矢野佑樹（千葉大学）・中村哲也（共

Consumer's Evaluation of Rice Attributes in Laos: an

栄大学）・丸山敦史（千葉大学）

Application of Hedonic Approach
座

Presenter: Oula Bouphakaly (Kyoto University)

長：山口道利（龍谷大学）

◆17:40～18:00

Chair: Seiichi Fukui (Kyoto University)
◆16:10～16:40

農福連携における地域循環型農業形成の課題－

Implementation of Good Agricultural Practices of Rice

岡山県「Ａ社会福祉法人」農業系廃棄物利用を中

Cultivation in Myanmar: from the viewpoint of

心に－
報告者：丸谷昂司（近畿大学）

agricultural extension

座

Presenter: Soe Paing Oo (Nagoya University)

長：駄田井久（岡山大学）

Chair: Minoru Tada (Kindai University)
18:00～18:05
終了後

閉会の挨拶

懇親会（希望者）
ふるってご参加ください。

場

所：未定

会

費：3,500 円程度（学生は 2,500 円）
学生報告者は無料

3．学会賞推薦締切の延長
2017 年度学会賞・学会奨励賞、および特別賞の推薦募集の締め切り日を下記の日付まで延長いたしま
す。会員の皆様には、改めて積極的にご推薦いただきますようお願いいたします。
記
提出締切日：2017 年 7 月 8 日(土)（必着）
なお、募集の詳細および推薦様式等は、下記の URL を参照して下さい。
（庶務担当理事）

http://a-rafe.org/28/0

4．お知らせ
第 67 回地域農林経済学会大会は、2017 年 10 月 27 日（金）から 10 月 29 日（日）に、高知大学（朝
倉キャンパス）にて開催されます。詳しくは同封の大会案内状をご覧下さい。
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★編集後記
ニューズレター第 11 号をお届けします。本ニューズレターは、紙媒体による学会誌の廃止にともない、それに代
わる会員各位への情報提供と会員相互の交流をめざして開始されました。今号では、近畿支部大会（奈良女子大学）
の詳細をご案内するとともに、学会大会案内状と会費請求書が同封されております。地区大会、学会大会への積極
的なご参加にくわえて、確実な学会活動を支えるための会費納入をよろしくお願い申し上げます。
会員相互のよりよいコミュニケーションにむけて、皆さまからのご意見やご要望、ご提案をお待ちしております。
組織・広報担当常任理事（秋津元輝 akitsu＠kais.kyoto-u.ac.jp、または、中村貴子 taka＠kpu.ac.jp）まで、積極的にお
知らせ下さい。（M.A.）

会員情報の確認・修正について
オンライン会員管理情報システム（以下、e-naf）を導入後、会員ご自身でオンラインにて登録
情報を更新していただくことが出来るようになりました。
昨年 12 月末（新入会の方へは入会時）にお送りしております会員 ID（会員番号）および初回パ
スワード（仮パスワード）により下記システムにアクセスして頂き、会員情報の確認・修正をお
願いいたします。
https://www.e-naf.jp/ARFE/member/login.php
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