２０１１年度 日本農業経済学会早稲田大会 特別セッション 会場・時間割一覧表
６月１１日（土）

於：財団法人早稲田奉仕園

日本農業経済学会事務局
2011/5/26現在
特別セッション会場

時間割

講堂
（スコットホール１階）
座長

テーマ･報告者等

リバティホール
（奉仕園会館地下１階）
座長

〈 特別セッション １ 〉
≪９：００～１１：３０≫

午前
の部

（全体テーマ）
3.11大震災による食料・農業・農村への影響と
今後の課題－復旧段階での現地報告ー（仮
題）
【報告者】
第１報告 小賀坂行也（東北大学大学院
：JA仙台）
伊藤房
第２報告 森田明（宮城大学）
雄（東北
第３報告 小山良太（福島大学）
大学）,川
第４報告 横山英信（岩手大学）調整中
村保（宮
城大学）

テーマ･報告者等

〈 特別セッション ３ 〉
≪９：００～１１：３０≫
(全体テーマ)
日仏における食料産業クラスター戦略－理
論、政策と実証分析－
【報告者・討論者】
① 報告者：Karine Daniel (PRES L’UNAM ,

木南莉
莉（新潟
大学）、
Karine
LARESS ESA A ngers, and INRA
Daniel
LERECO), Nejla BEN ARFA
(PRES
( PRES L ’UNAM , LARESS ESA and
L'UNAM,
ABIES AgroParisTech)
LARESS
討論者：八木洋憲（東京大学）
ESA
古澤慎一（東京大学）
Angers
and ② 報告者：古澤慎一（東京大学）
・木南莉莉(新潟大学)
INRA,
討論者：フランス側1名
LERECO
徳永澄憲（筑波大学）
France）
④ 報告者：阿久根優子（麗澤大学）
討論者：フランス側１名
木南章（東京大学）

昼休み（12：00～12：45）
〈 特別セッション ２ 〉

〈 特別セッション ４ 〉

≪１２：４５～１５：００≫
（全体テーマ）
ポリバレント化する農業・農村経済学とその総
合化－Part１－
【報告者】
① 報告者：泉田洋一（東京大学）
② 報告者：地域農林経済学会
・加古敏之（神戸大学）
泉田洋 ③ 報告者：日本村落研究学会
一（東京
・立川雅司（茨城大学)
大学） ④ 報告者：日本農業史学会
・清水洋二（拓殖大学）
⑤ 報告者：日本有機農業学会
・大山利男(立教大学)
⑥ 報告者：東北農業経済学会
・青柳斉（新潟大学）

≪１２：４５～１５：１５≫
（全体テーマ）
農業経済学分野における大型プロジェクト研
究の推進と外部資金導入のあり方
【報告者】
① 報告者：門間敏幸（東京農業大学）
長谷部 ② 報告者：新山陽子（京都大学）
正（東北 ③ 報告者：両角和夫（東北大学）
大学）、
柳村俊 【コメンテーター】
介（北海 佐藤了（秋田県立大学）
道大学） 梅本雅（中央農業総合研究センター）

〈 特別セッション ５ 〉
≪１５：３０～１７：５５≫

午後
の部

米倉等
（東北大
学）、加
賀爪優
（京都大
学）

（全体テーマ）
グローバル化するアジア農村の技術・制度変
化と貧困層のゆくえ
【報告者】
① 報告者：福井清一（京都大学大学院農学
研究科）、高篠仁奈（東北大学
大学院農学研究科）、アグン、ヘ
リアント（ガジャマダ大学農学部）
② 報告者：Sombounmy Phomtavong(Graduate School of Agriculture, Kyoto
University) and Seiichi Fukui(Graduate School of Agriculture,Kyoto
University)
③ 報告者：三輪加奈（釧路公立大学経済学部）
④ 報告者：高篠仁奈（東北大学大学院農学
研究科）、ケシャブ、ラル・マハラ
ジャン（広島大学大学院国際協
力研究科）、福井清一（京都大学
大学院農学研究科）、
⑤ 報告者：ケシャブ、ラル・マハラジャン（広
島大学大学院国際協力研究科）
ジョシ、ニラズ・プラカシュ （広島
大学大学院国際協力研究科）
【コメンテーター】
不破信彦（早稲田大学）
矢倉研二郎（阪南大学）

６ＡＢＣ号室
（日本キリスト教会館６階）
座長

テーマ･報告者等

〈 特別セッション ６ 〉
≪９：３０～１１：３０≫
（全体テーマ）
流域保全の経済分析－水質保全と生物多様
性保全を中心に－
【報告者】
① 座長解題：栗山浩一（京都大学）
② 報告者：西澤栄一郎（法政大学）
③ 報告者：吉田友美（京都大学）
栗山浩
④ 報告者：西村武司・松下京平
一（京都
・藤栄剛（滋賀大学）
大学）

2011年度 日本農業経済学会早稲田大会 個別報告（ポスター報告） 会場・時間割一覧表
６月１１日（土）

於：財団法人早稲田奉仕園

日本農業経済学会事務局
2011/5/26現在

区分
12:00-12:45

第１会場（100号室・セミナーハウス１階）

第２会場（101号室・セミナーハウス１階）

報告課題・報告者

報告課題・報告者

来訪者対応

来訪者対応

農業集落における耕作放棄地の発生要因に関する計量分
中国棚田地帯における土地利用変化の推計と要因分析－衛星
析 －不完備パネルデータによるランダム効果プロビットモ
データと社会経済データの結合－
デルの適用－
1

12:50-13:00
高山太輔・中谷朋昭 （北海道大学農学研究院）

佐藤赳・中嶋康博・小川茂男*・高橋太郎(東京大学大学院農学
生命科学研究科・(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工
学研究所*)

農業者の再教育ニーズに関する考察―いわてアグリフロン
3D Spatial Correlation
ティアスクールの受講者を対象に―
2

3

4

13:00-13:10
木下幸雄・木村伸男（岩手大学）

T Takahashi 1, H Aizaki 2, N Guo 3, Y Nakashima1,S Ogawa 2, T
Sato 1, N Yamada 4, X Zheng 3(1The University of Tokyo, 2
National Institute ofAgricultural Engineering,3 Yunnan Academy
ofSocial Sciences, 4 Institute for DevelopingEconomies)

日本の食品関連産業による海外進出と撤退の動向

マラウイにおける小農の作物選択行動－ 土地生産性と信用リ
スクに注目した経営計画モデル分析による接近 －

高橋大輔（日本学術振興会・筑波大学）

米満彩・松下秀介（筑波大学大学院生命環境科学研究科）

日系食品関連企業の中国進出における台湾資本の役割

Effect of Heavy Rainfall Shock on Asset Dynamicsin Rural
Zambia -an examination of wealth-differentiated coping
strategies-

張采瑜(東京大学大学院農学生命科学研究科)

Ken Miura1, Hiromitsu Kanno2, and TakeshiSakurai3 (1Graduate
School of Economics,Hitotsubashi University;2National
AgriculturalResearch Center for Tohoku Region;3Institute
ofEconomic Research, Hitotsubashi University)

13:10-13:20

13:20-13:30

日本における食品監視システムの現状と課題―ドイツとの イタリアにおける水稲栽培の現状と国内およびイタリアの生産費
比較を通じて―
比較
5

13:30-13:40
工藤春代（京都大学大学院農学研究科）

食肉消費に伴う国内仮想窒素移動の推計
6

13:40-13:50
若林司・首藤久人・茂野隆一（筑波大学大学院・生命環境科
学研究科）
排出量取引制度下における省エネルギー機器投資の経済
性評価 ―バラ切花農家によるヒートポンプ導入のリアル・
オプション分析―

7

13:50-14:00
澤内大輔・桟敷孝浩（農林水産政策研究所・中央水産研究
所）

笹原和哉（中央農業総合研究センター北陸大規模水田作研究
チーム）

