2013年度 食農資源経済学会 第7回大会 研究報告会タイムテーブル
第１会場（３９３１教室）
番号 座長
報告題目
１－１
日中野菜貿易における安全性対策
豊 の現状と課題
１－２

１－３

１－４

１－５

１－６

１－７

１－８

１－９

時間
報告者
馬場崇平（佐賀大学大学院農学研究科）
白武義治（佐賀大学農学部）

智
行 東日本大震災・原発事故以降におけ 石塚哉史（弘前大学農学生命科学部）
る加工食品輸出の今日的展開

10:00～
10:30

韓国新興茶産地済州茶業の現状と
李 錦東（佐賀大学大学院農学研究科）
深 課題―観光事業を取り入れた茶生産 辻 一成（佐賀大学農学部）
川 法人の経営多角化事例分析－
博
金 鍾和(忠南発展研究院）
史 韓国における６次産業化の成功要因 宋 妵姸(忠南発展研究院）
に関する研究
趙 恩禎（全南大学)
吉
子牛に対する初乳給与改善の技術
川
好 普及に関する一考察―北海道Ｂ町に 安田 元（オリオン機械㈱）
文 おける初乳加温給与を事例に―

11:00～
11:30

２－５

11:30～
12:00

２－６

13:00～
13:30

２－７

13:30～
14:00

２－８

14:00～
14:30

２－９

14:30～
15:00

２－１０

15:00～
Pangna Phranakhone (Graduate School of
15:30
Bioresources and Bioenvironmental Sciences,
Kyushu University)
和 Study on Profitability and Factors
盛 influencing Participation in Organic Teruaki Nanseki (Faculty of Agriculture, Kyushu
Rice Producing Group: A Case Study University)
of Sangthong District, Vientiane
Ogundari Kolawole (Faculty of Agriculture, Kyushu
Capital, Laos.
University)
Shigeyoshi Takeuchi (Faculty of Agriculture,
Kyushu University)
15:30～
16:00

２－１１

栽培品種の遺伝的多様性に関する
齋藤陽子(九州大学)
保 予備的考察―ジーンバンクデータの 齋藤久光(九州大学)
永 分析から―
展
利 多国籍食品企業が地域経済に与え
齋藤久光 (九州大学)
る影響−インドネシアを事例に−
台湾における日系食料農業企業の
進出と撤退の動向

１－１２

9:30～
10:00

劉 然(九州大学大学院生物資源環境科学府）
森高正博（九州大学大学院農学研究院）
シンガポールにおける日本産米の市
金 鍾和（忠南発展研究院)
場シェア拡大に関する研究
王 聡(九州大学大学院生物資源環境科学府）
狩
福田 晋（九州大学大学院農学研究院）
野
秀
之 日本産米の製品差別化度に関する 陶 成林（九州大学大学院生物資源環境科学府）
髙橋昂也（九州大学大学院生物資源環境科学府）
計量経済分析―香港市場を事例とし
外園智史（九州大学大学院農学研究院）
て―
前田幸嗣（九州大学大学院農学研究院）

１－１０

１－１１

9:00～
9:30

日時：2013年9月16日 於：別府大学３９号館３９３１教室、３９３２教室
第２会場（３９３２教室）
番号 座長
報告題目
報告者
２－１
レー・ティ・タイン・フォン（鹿児島大学農学研究科）
ベトナムにおける農民会の失地農民
田代正一（鹿児島大学農学部）
高 向け職業訓練活動に関する研究
坂井教郎（鹿児島大学農学部）
梨
子
２－２
ファム・ゴック・ラン・フーン（鹿児島大学大学院農学
文 ベトナム新農村建設プログラムの展 研究科）
恵 開と住民からの資源動員の課題
田代正一（鹿児島大学農学部）
坂井教郎（鹿児島大学農学部）
２－３
ウエット系廃棄物の液肥活用事業に 辻林英高（九州大学）
おける好気性発酵処理と嫌気性発酵 藤 真人（㈱東芝）
処理の温室効果ガスと運営コストに 冨永聖哉（㈱アットグリーン）
井
関する比較分析
矢部光保（九州大学）
上
憲
２－４
一 阿蘇農耕景観の生態系サービス―
その生成基盤・経済的評価・支援プ 横川 洋（九州共立大学総合研究所）
ログラムの形成―

西

髙木知芙美(台湾国立中興大学)

10:30～
11:00

そば生産と産地の変遷およびその変 坂井教郎（鹿児島大学農学部）
板 動要因
内藤重之（琉球大学農学部）
橋
衛 「日本農業の地帯構成」論と南九州
畑作・「暖地畑作」農業
機能性食品素材の開発に取組む農
商工連携の意義と展開条件－福岡
後 県久留米市田主丸の柿での取り組
藤 み事例をもとに－
一
寿 酪農の6次産業化における交流活動
事業の意義
島嶼地域における農協と産地仲買人
の集出荷行動とその役割‐沖永良部
坂 島における馬鈴薯を事例として‐
爪
浩 カシミヤの公正な取引とその流通シ
史 ステム改善の条件と今日的意義―中
国内モンゴル自治区興安盟ホルチン
右翼中旗を事例に―

辻

２－１２

一
成

渡辺克司（鹿児島国際大学経済学部）
村山 賢(佐賀大学大学院農学研究科)
白武義治（佐賀大学農学部）

里村睦弓（九州大学大学院生物資源環境科学府）
森高正博（九州大学大学院農学研究院）
福田 晋（九州大学大学院農学研究院）
伊村達児（鹿児島大学大学院連合農学研究科）
内藤重之（琉球大学農学部）
坂井教郎（鹿児島大学農学部）
王 興（鹿児島大学大学院連合農学研究科）
白武義治（佐賀大学農学部）

ベトナムにおける青果物広域流主体 高梨子文恵（広島大学）
の行動と産地の課題
坂爪浩史（北海道大学）

Role of Cooperatives’ Services on
Dairy Development: Production and
Marketing aspects
-A case study on Potazia
Cooperative Society Ltd. Sirajgonj,
Bangladesh-

Junayed Uddin AHMED（The United Graduate School
of Agricultural Sciences, Kagoshima University）
Tsuneo KOBAYASHI（Saga University）

