
2012年度 日本農業経済学会大会

学会長挨拶 本間正義

大会シンポジウム
「我が国が直面する食料のリスクと日本農業の課題

―現代日本農業のベースラインⅡ―」

日韓シンポジウム
「口蹄疫と鳥インフルエンザ：韓国と日本における危機管
理の経験と農村経済への影響」

ミニシンポジウム
「農業経済学関連学会からみる震災復興の課題」

特別セッション

個別報告（口頭報告・ポスター報告）

会 場

九州大学箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂大講堂（3月29日）

九州大学伊都キャンパス センター2号館講義室（3月30日）

主催：日本農業経済学会

共催：九州大学大学院農学研究院



2012年3月29日（木） 大会１日目

会場：九州大学箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂大講堂

9:30～ 9:35 大会開会  開催校挨拶

       大会実行委員長 吉田 泰治（九州大学）

9:35～ 9:50 学会長挨拶 本間 正義（東京大学）

9:50～17:30 九州大学大会シンポジウム

『我が国が直面する食料のリスクと日本農業の課題

―現代日本農業のベースラインⅡ―』

座長 柳村 俊介（北海道大学大学院農学研究院）

川村 保 （宮城大学食産業学部）

第１報告 食品安全のためのリスク概念とリスク低減の枠組み

―リスクアナリシスと行政・科学の課題―

         新山 陽子（京都大学大学院農学研究科）

      第２報告 食料の量的リスクと課題―国内外の食料安全保障概念と対応

策の系譜を踏まえて―

株田 文博（農林水産省農林水産政策研究所）

      第３報告 食料リスクと次世代農業経営―課題と展望―

         南石 晃明（九州大学大学院農学研究院）

      第４報告 畜産経営におけるリスク―養豚部門に焦点をあてて―

         宮田 剛志（高崎経済大学地域政策学部）

コメンテーター

松田 友義（千葉大学大学院園芸学研究科）

        三石 誠司（宮城大学食産業学部）

        岡田 直樹（北海道立総合研究機構農業研究本部根釧農業試験場）

    

9:50～12:30  シンポジウム：座長解題及び報告者報告

12:30～13:30  昼休み

13:30～14:30 総会・学会賞表彰など

14:30～17:15  シンポジウム：総合討論

17:15～17:25  座長総括

17:25～17:30  閉会挨拶

(18:00～20:00 懇親会 福岡リーセントホテル 2 階 舞鶴の間）



2012年3月30日（金） 大会２日目

会場：九州大学伊都キャンパス センター2号館講義室

日韓シンポジウム

     9:45～12:00 日韓シンポジウム（会場：3 階 2303 講義室）

『口蹄疫と鳥インフルエンザ：

－韓国と日本における危機管理の経験と農村経済への影響―』

   座長：深川 博史（九州大学）

第 1 報告  Modeling the Impact of Infectious Diseases and Its 
Control for Livestock Industry in Korea Using System 
Dynamics: A Theoretical Approach

Yanghoon Song（Chungbuk National University）
第 2 報告  How Can Economics Contribute to the FMD and HPAI 

Risk Management?
Michitoshi Yamaguchi（Kyoto University）

第 3 報告  口蹄疫発生が韓国畜産業に及ぼした影響
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コメンテーター

山本直之（宮崎大学）

               Duk Huh（Korea Rural Economic Institute）

ミニシンポジウム

13:00～16:00 ミニシンポジウム（会場：4 階 2407 講義室）

『農業経済学関連学会からみる震災復興の課題』

座長：伊藤 房雄（東北大学）

         第１報告 東日本大震災下の東北農業・農村

両角 和夫（東北大学大学院農学研究科）

第 2 報告  東日本大震災から見えてきたフードシステムの課題

川村 保 （宮城大学食産業学部）

第 3報告 東日本大震災・原発事故からの復興と協同組合の役割

冬木 勝仁（東北大学大学院農学研究科）

第 4報告 3.11 大震災から何を学ぶか

伊藤 房雄（東北大学大学院農学研究科）

第 5報告 震災後の正義とケアを考える

―《脱中心化》と《脱集計化》をめざして－

川本 隆史（東京大学大学院教育学研究科）



個別口頭報告、個別ポスター報告、特別セッションスケジュール

（会場、時間の詳細は、別紙一覧をご覧下さい。）

9:30～15:55 個別口頭報告  （2 階 2201～2211 講義室）

個別ポスター報告（2 階 2215～2216 講義室）

10:30～11:40  ［ショートスピーチと審査］

12:00～13:00  ［一般会員閲覧者への対応］           
16:45～17:00  ［ポスター賞授与式］            

10:00～16:00 特別セッション （3 階 2304～2306、2308 講義室）

（参考）役員会等諸会議
2012 年３月２８日（水）

13:00～17:00 大会シンポジウム最終打合せ

         場所：箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂大会議室（4 階）

17:00～18:00 正副会長等会議

場所：箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂大会議室（4 階）

     18:00～20:00 理事会                     
場所：箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂大会議室（4 階）

     
2012 年３月２９日（木）

  13:30～14:30  総会・学会賞表彰など

場所：箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂大講堂

17:30～18:00  新理事会

                   場所：箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂大会議室（4 階）            

2012 年３月３０日（金）

          
9:50～10:20  ポスター小委員会打合せ

           場所：伊都キャンパス センター2 号館 3 階 2309 講義室

16:45～17:00  ポスター賞授与式

            場所：伊都キャンパス センター2 号館 2 階 2215 講義室

17:15～18:45  農業経済学関連学会協議会

場所：伊都キャンパス センター2 号館 2 階 2213 講義室

……………………………………………………………………………………………………

◎ 大会本部

3月29日（木）箱崎キャンパス 創立五十周年記念講堂小会議室（4階）

3月30日（金）伊都キャンパス センター2号館2階2214講義室


