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２０１３年度 食農資源経済学会 第７回大会のご案内
時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、２０１３年度食農資源経済学会第７回大会を下記の通り開催いたします。多数ご参加いた
だけますようご案内申し上げます。

記
【１】日 程
９月１４日［土］ ◇エクスカーション
◇学会賞選考委員会
◇理事会
９月１５日［日］ ◇報告討論会
◇地区幹事会
◇総 会・理事選挙
◇新理事会
◇懇親会
９月１６日［月］ ◇研究報告会
◇編集委員会
◇書籍刊行企画委員会

１３：００〜１７：００
１７：３０〜１８：００
１８：００〜２０：００
９：００〜１７：３０
１２：００〜１３：００
１３：００〜１４：２０
１７：３０〜１８：００
１８：３０〜２０：３０
９：００〜１６：３０
１２：００〜１３：００
１６：３０〜１７：３０

【２】会場
大会会場 「別府大学 別府キャンパス」 大分県別府市北石垣８２
※ 大学近隣には昼食をとれる店が少なく、お弁当（500円）を申し込まれることをお勧め
します。弁当は数に限りがございます。同封の返信用はがきにて、確実に予約をしてい
ただきますよう、お願い申し上げます。
懇親会会場

「ホテルサンバリーアネックス３階エメラルド」
大分県別府市石垣東１０丁目１−２０

TEL：0977-26-6555

９月１４日［土］
◇エクスカーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大分県宇佐地域
◇学会賞選考委員会・・・・・・・・・・・・・・・・３９号館３９３５演習室
◇理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９号館３９２５演習室
９月１５日［日］
◇報告討論会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７号館メディアホール
◇地区幹事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９号館３９３５演習室
◇総 会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７号館メディアホール
◇新理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９号館３９３５演習室
◇懇親会・・・・・・・・・・・・ホテルサンバリーアネックス３階エメラルド

９月１６日［月］
◇研究報告会・・・・・・・・・・・・・３９号館３９３１教室，３９３２教室
◇編集委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９号館３９２５演習室
◇書籍刊行企画委員会・・・・・・・・・・・・・３９号館３９２５演習室

【３】食農資源経済学会第７回大会 エクスカーション
宇佐市内で法人経営を展開する「農事組合法人まっさき」、「株式会社アクトいちごファーム」
の2事例を視察する。集落営農組織の法人化（企業化）の事例との対比を通して、農業参入企業の
特徴や課題を検討し、また地域農業にいかなる影響を及ぼす可能性があるかについて考えてみた
い。
※ 昼食は事前に各自でお取りくださいますようお願い致します。
エクスカーションのスケジュール
12:30 別府大学正門ロータリー集合、大学バスで出発
13:00 JR別府駅西口集合・出発
13:50〜14:50 「農事組合法人まっさき」を視察
15:00〜16:00 「株式会社アクトいちごファーム」を視察
16:00 「株式会社アクトいちごファーム」出発
16:50 別府大学到着、解散
17:10 ホテルサンバリーを経由、JR別府駅到着、解散

【４】食農資源経済学会第７回大会 報告討論会
共通テーマ『企業の農業参入の実態と地域農業への影響』
9:00〜 9:05 学会会長挨拶
木村 務（長崎県立大学経済学部）
9:05〜 9:20 座長解題
堀田和彦（東京農業大学国際食料情報学部）
報告討論会各報告時間
9:20〜 9:55 第1報告「企業の農業参入の類型と特徴（仮題）」
渋谷往男（東京農業大学国際食料情報学部）
9:55〜10:30 第2報告「大分県における企業の農業参入の動向と展望（仮題）」
磯田 健（大分県農林水産部）
西 和盛（佐賀大学MOT大学院）
10:30〜10:55 第3報告「地場建設業の農業参入の実態と課題（仮題）」
安部 徹（有限会社安部組）
中川 隆（別府大学国際経営学部）
10:55〜11:20 第4報告「大手企業の農業参入の実態と課題（仮題）」
倉持 隆（株式会社大分サンヨーフーズ）
竹内重吉（九州大学大学院農学研究院）
11:20〜11:55 第5報告「企業の農業参入の成立条件と地域農業への影響（仮題）」
新開章司（福岡女子大学国際文理学部）
12:00〜13:00 昼食
14:20〜14:50 コメント(3人・各10分)
第1コメンテーター：秋山邦裕（鹿児島大学農学部）
第2コメンテーター：永田洋一郎（南さつま市産業おこし部）
第3コメンテーター：調整中
14:50〜17:20 討論

【５】研究報告の申込み
研究報告の希望者は、７月２９日［月］まで必着にて、報告要旨１ページ分（「研究報告要旨
作成要領」参照）のデータファイル（Microsoft Wordもしくは一太郎）を電子メールに添付し、
メールのタイトルを「研究報告申し込み」として下記の学会事務局宛に送信してください。
報告時間は１５〜２０分の予定です。報告順、時間等については追って連絡いたします。多数
の応募をお待ちしています。
研究報告要旨送付先：食農資源経済学会事務局 森高正博
TEL：092-642-2975
E-Mail：ksae@mtf.biglobe.ne.jp
〒812-8581
福岡市東区箱崎 6-10-1
九州大学大学院農学研究院内

【６】 費用等
①大会資料代（大会参加費）：２,０００円
②懇親会費：６，０００円（学生 ３，０００円）
※ 関アジ・関サバを含む大分の地産地消メニューをご用意しています。奮ってご参加下さい。

【７】交通手段（別府大学 別府キャンパスまでのアクセス)
空路 ①大分空港→空港バス（エアライナー（別府））→「六勝園」下車、徒歩15分
②大分空港→空港バス（エアライナー（別府））→「別府国際観光港」下車、
タクシー5分（800円程度）
ＪＲ ①「別府駅」→「別府大学駅」（日豊本線上りの普通電車で4分）、徒歩10分
②「別府駅」下車、タクシー15分（1200円程度）
③「別府駅」西口1番乗場、別府医療センター行バスに乗車、「別府大学下」下車

【８】宿泊先
ホテル等宿泊先は各自での予約をお願いします。なお、大会オフィシャルホテルとして「ホテ
ルサンバリー」「ホテルサンバリーアネックス」を確保しています（学会ホームページ参照）。
大会時は観光シーズンに入っておりますので、早めの予約をお勧めします。

【大会についてのお問い合わせ先】
大会についてのお問い合わせは、現地実行委員会（委員長 中川 隆）までお願いいたします。
また、非会員の方々の参加申込みにつきましても下記までお願いします。

お問い合わせ先：別府大学国際経営学部 中川 隆（大会実行委員長）
TEL：0977‑67‑0101
FAX：0977‑66‑0222
E-Mail：takashi@nm.beppu-u.ac.jp
〒874‑8501 大分県別府市北石垣８２
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A4

上端マージン

30 ミリ

紙の置き方

縦書き

下段マージン

30 ミリ

1 行文字数

35 文字

左端マージン

30 ミリ

1 ページ行数

32 行

右端マージン

30 ミリ

文字方向

横書き

ページ番号

付けない

フォント

MS 明朝

フォントサイズ

12 ポイント

(題目は MS ゴシック)

（行数
30mm

32 行）

【大会会場・懇親会場

案内図】

大会会場

懇親会場（ホテルサンバリーアネックス）

