
 

２０１５年７月１０日 
会 員 各位 
関係者 各位 

食農資源経済学会 
会 長 福 田 晋 

２０１５年度 食農資源経済学会 第９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、２０１５年度食農資源経済学会第９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１８日［金］ ◇エクスカーション  １２：００～１６：００ 
         ◇学会賞選考委員会       １７：３０～１８：００ 
   ◇理事会   １８：００～２０：００ 
９月１９日［土］ ◇報告討論会    ９：００～１７：３０ 
         ◇地区幹事会          １２：００～１３：００ 
   ◇総 会・理事選挙  １３：００～１４：２０ 
         ◇新理事会           １７：３０～１８：００ 
         ◇懇親会   １８：３０～２０：３０ 
９月２０日［日］ ◇研究報告会    ９：００～１６：３０ 
   ◇編集委員会   １２：００～１３：００ 

             
【２】会場   鹿児島国際大学キャンパス 

◎大会会場 「鹿児島国際大学 7号館」  〒891-0197 鹿児島市坂之上８−３４−１ 
※ ９月２０日［日］は大学近隣に昼食をとれる店が少ないため、お弁当（500円前後を予

定）を申し込まれることをお勧めします。弁当の数には限りがございます。同封の返信

用ハガキにて，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。１８日の理

事会、１９日の地区幹事会、２０日の編集委員会に出席される方にはお弁当を用意いた

します。 

 
    ◎懇親会会場 「奄美の里」 TEL 099-268-0331 

 〒891-0122  鹿児島県鹿児島市南栄 1-8 大学から会場までは送迎バスを利用します。  

「奄美の里」は、奄美の自然や文化、生活に触れられる名所で、16,000 坪の敷地に広

がる奄美の自然と風土、外苑には「道の島奄美」を象徴する荘厳な日本庭園「道の島庭

園」とブーゲンビレア・ソテツなど南国情緒あふれる「奄美風庭園」があります。館内

には本場大島紬が展示され、大島紬に生涯をかけ「都喜ヱ門」ブランドを創りあげた藤

都喜ヱ門の美術館、大島紬の製造工程もご覧できます。 

 
９月１８日［金］ 

◇エクスカーション（12：00〜16：00） 
◇学会賞選考委員会（17：30〜18：00）・・・・・・・・・・・7 号館 ３F 第一会議室 
◇理事会     （18：00〜20：00）・・・・・・・・・・・7 号館 ３F 第一会議室 



 

 
９月１９日［土］ 

 ◇報告討論会      （ 9：00〜17：30）・・・・・・・・・・・7 号館 １F７１０教室 
               （休憩室 １F７１１教室） 
    ◇地区幹事会      （12：00〜13：00）・・・・・・・・・・・7 号館 ３F 第一会議室 
 ◇総 会          （13：00〜14：20）・・・・・・・・・・・7 号館 １F７１０教室 
     ◇懇親会          （18：30〜20：30）   
         「奄美の里」  

   〒891-0122  鹿児島県鹿児島市南栄 1-8  TEL 099-268-0331  

http://www.amaminosato.jp/guide/sato_about/ 

 
９月２０日［日］ 

◇研究報告会      （ 9：00〜16：30）・・・・・・・・・・・7 号館 １F７１２教室 
          ７１３教室 

      （休憩室 １F７１１教室） 
◇編集委員会      （12：00〜13：00）・・・・・・・・・・・7 号館 ３F 第一会議室 

      

 

【３】食農資源経済学会第９回大会 エクスカーション 

 鹿児島県内最大規模のファーマーズ・マーケット（農産物直売所）・「たわわタウン谷山」と、

「芋焼酎」工場（無双蔵）、「さつまあげ」「かるかん」（薩摩庵七ツ島工場・昭和製菓株式会

社）、ＩＨＩのメガソーラーの４事例を視察する。前者は、ＪＡグループ鹿児島が主導する複合

型商業施設で、地元の農産物を直売する「おいどん市場」やスーパーのエーコープ（A-COOP）、

農家レストラン、ファッションのしまむら、100 円ショップのダイソー、ドラッグイレブンなど

約 12 店舗で構成されている。後者は鹿児島特産品の「芋焼酎」「さつまあげ」「かるかん」の工

場であり、製造工程等の見学のみならず、試飲・試食も楽しめます。もう一つの事例はＩＨＩの

経営するメガソーラー発電所で、国内最大級の発電能力 70MW、年間発電量は約 79GW・h で、年間

約 25,000t の CO2削減にも貢献する環境ビジネス事業として注目されている。隣接のバイオ燃料

用微細藻類の屋外大規模培養設備も見学予定です。 

 ※ 昼食は「たわわタウン谷山」到着後、ビュッフェ式レストランの「農家レストランたわわ」

を予定しています。支払いは各自でお願い致します。 

 ＊エクスカーションは、バスの座席の都合により先着順により、満席になり次第締め切らせて

いただきます。そのため、エクスカーションに参加される方は、早めに参加申し込み葉書をお出

しください。バス代は2,000円となります。 

 

☆エクスカーションのスケジュール  （12時までに鹿児島中央駅西口に集合してください） 

 12:00  鹿児島中央駅西口 集合、貸し切りバスで出発 

  12:30  「たわわタウン谷山」に到着＆昼食 

  13:00～13:40  「たわわタウン谷山」にて視察・研修 

 14:00～14:50  芋焼酎・「無双蔵」工場見学、「つけあげ」「かるかん」工場を視察・研修 

 15:00〜16:00 ＩＨＩのメガソーラー、バイオ燃料用微細藻類の屋外培養設備を見学予定 

 16:00〜16:20  鹿児島国際大学到着、17：00 鹿児島中央駅到着＆解散 

 



 

【４】食農資源経済学会第９回大会 報告討論会 

共通テーマ『グローバル化の進展と地域農業：その可能性を探る』                 

 9:00～ 9:05 学会会長挨拶            福田 晋（九州大学大学院農学研究院） 

9:05～ 9:20 座長解題              田代正一（鹿児島大学農学部） 

報告討論会各報告時間＆報告テーマ 

 9:20～10:00 第１報告「鹿児島県における６次産業化の現状と可能性」  

北崎浩嗣（鹿児島大学法文学部） 

   10:00～10:40 第２報告「南九州畑作と島嶼農業－でん粉原料用かんしょとさとうきびの意義

と展望－」         坂井教郎（鹿児島大学農学部） 

10:40～11:20 第３報告「南九州の畜産経営－生き残りをかけた戦略－」 

山本直之（宮崎大学農学部） 

11:20～12:00 第４報告「ベトナム農業のグローバル化対応－担い手政策の変化とその課題－」      

辻 一成（佐賀大学農学部） 

12:00～13:00 昼食 

14:20～15:00 コメント(４人・各10分) 

第１コメンテーター         内藤重之 (琉球大学農学部) 

第２コメンテーター         森高正博 （九州大学大学院農学研究院） 

第３コメンテーター         井上憲一 (島根大学生物資源科学部） 

第４コメンテーター         高梨子文恵（弘前大学農学生命科学部） 

15:00～17:20  討論 

 

 

【５】研究報告の申込み 

研究報告の希望者は、８月３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 佐藤剛史 
TEL：092-642-2961  E-Mail：jimu＠shokunoshigen.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エクスカーション バス代：2,000円 

  ③懇親会費  5,000円（学生:3,000円） 

※懇親会会場の『奄美の里』は鹿児島市にいながら奄美の自然や文化、生活に触れられる

名所です。地元メニューもご用意していますので奮ってご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 



 

【７】 交通手段（鹿児島国際大学・大会会場までのアクセス、最寄りの駅、バス停の配置図） 

   鹿児島国際大学のURL http://www.iuk.ac.jp/gaiyou/access/index.html 

 

◇ＪＲ利用の場合 

 「鹿児島中央駅」から指宿・枕崎線で「喜入・山川または枕崎」行きで「坂之上駅」下車（所

要時間20分、料金280円），「坂之上駅」からスクールバス発着所まで徒歩２分，スクールバスは

金・土曜日のみ運行，料金は無料，運行時刻表はＪＲの到着時間にリンク，所要時間は約５分で

す。 

・ＪＲ時刻表 ※2015年７月時点の時刻表です。    

http://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/map_kagoshima.html 

 「鹿児島中央駅」 ⇔ 「坂之上駅」 

  「行き」（下り）  「帰り」（上り） 

     7:33/51(快)     10:18(快)/35/54 

     8:13/38/51    11:16/55 

     9:17            12:17/51 

    10:05/25/47        13:09/53 

    11:23               14:25   

    12:05/39            15:00/29 

    13:10/36            16:07/30/52  

                        17:24(快)/42  

                        18:03/21/41/58  

                        19:16/52  

                        20:33/51       ※「懇親会」終了後、「谷山駅」発 20:57 

                        21:28/48       21:34/54 に接続します。 

              22:06/38 

                        23:12 

 

◇バス１ 鹿児島交通バス 利用の場合 ※バス料金はだいたい300〜380円です。 

（http://qbus.jp/cgi-bin/time/menu.exe?pwd=h/menu.pwd&mod=F&menu=F&comp=012）で時刻・路

線図を検索できます。 

◎「山形屋バスセンター」発，「２ 平川動物園」行き，または「川辺高校・枕崎」行きなどで

「坂之上南」バス停で下車，所要時間は約40分，そこからスクールバス発着所まで徒歩３分，さ



 

らにスクールバスで５分，あるいは「坂之上南」バス停から徒歩で鹿児島国際大学まで1.2km，所

要時間は20分程度です。 

・バス時刻表（土・日） 

「行き」 (午前のみ記載)「山形屋バスセンター」(「天文館」)発 〜 「坂之上南」下車 

「２ 平川動物園」行  ・「川辺高校・枕崎」行 ・「知覧・特攻観音入口」行 ・「指宿・山川桟橋」行 

   7:15〜 7:55                

   7:45〜 8:25       7:45〜 8:30                       

   8:15〜 8:55                            8:00〜 8:44 

   8:35〜 9:15                                                   8:30〜 9:14 

      8:55〜 9:35       9:00〜 9:45         9:00〜 9:44 

      9:15〜 9:55  

      9:35〜10:15 

      9:55〜10:35                           10:10〜10:54           10:20〜11:04 

   10:15〜10:55 

     10:35〜11:15 

     10:55〜11:35 

「帰り」（午後のみ記載） 「坂之上南」発 

・「山形屋バスセンター・谷山駅・中央駅」行  ・「2 鹿児島駅 谷山駅・郡元・天文館」行 

   14:08/45/48/58                        14:04/24/44 

   15:48                                 15:04/24/44 

   16:18/38                              16:24/44 

     17:15/33                              17:04/24/44 

   18:10/15/               18:04/24/54 

     19:08/15/28                           19:24/54 

                                           20:24/54 

                                           21:54 

 

△「山形屋バスセンター」発，「７ 国際大学・慈眼寺団地」行きで，「国際大学前」または「星

和台第三公園前」バス停で下車。※便数が少なく，｢行き｣は学会開始時間に間に合いませんが，

大会会場の７号館まで徒歩でそれぞれ約５分程度です。上り坂のない「星和台第三公園前」下車

をお勧めします。「帰り」は「星和台第三公園前」か「坂之上保育園前」乗車が便利です。 

・「山形屋バスセンター」⇔「星和台第三公園前」（所要時間約50分） 

 「行き」         「帰り」 

  9:05〜 9:55         11:44（47）〜12:34 

  11:45〜12:35              14:24（27）〜15:14 

  14:25〜15:15       17:24（27）〜18:14 （ ）内は「坂之上保育園前」発時刻 

  15:45〜16:35 

   17:45〜18:35                               

    

 

◇バス２ 市電、鹿児島市バス 利用の場合 

・市電で｢谷山｣下車，鹿児島市バス「14番線 谷山線」に乗り換え，終点「慈眼寺団地」バス停

で下車。 

市電路線図

（http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/wp/wp-content/uploads/ea6ad0d357ae84c140443210959

201372.pdf）， 

市電バス（http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/wp/timesearch/rosen_list.php?syubetuId=0） 



 

△「谷山電停」発，「14番 谷山線」乗車，終点「慈眼寺団地」バス停で下車  

大会会場の７号館までは約１Km、徒歩で約10分の距離です。「行き」は下り坂，「帰り」は登坂

です。 

「行き」「谷山電停」発「慈眼寺団地」行    「帰り」「慈眼寺団地」発「谷山電停」行 

    （土）   （日）午前のみ抜粋        （土）  （日） 午後のみ抜粋 

             7:24                   12:19    12:09  

         7:46                                       12:37 

          8:08                                  13:23 

         8:30                        14:26 

              8:52                                  14:49 

         9:24                                       15:35 

                  9:50                              16:22 

        10:10                                       16:51 

             10:28                                  17:41 

             11:14                                  18:06     

        11:33    11:52                              18:31 

          19:16   

          20:01 

          20:45 

          21:29 

 

※その他に鹿児島市バス「33番線 慈眼寺・与次郎線」もあります。路線は「二中通〜下荒田婦人会

館前〜与次郎一丁目〜ＫＫＢ前〜県庁西〜鶴ヶ崎〜二軒茶屋〜笹貫〜谷山電停〜本町〜川口〜慈眼寺さくら広場

前〜慈眼寺団地中央〜慈眼寺団地」ですが、「行き」は「二中通」発、「慈眼寺団地」行きが土曜日11：20， 

日曜日11：10のみです。「帰り」は「慈眼寺団地」発，「二中通」行きで，土日ともに14：01，15：12 だけで

す。 

  

  

【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。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・事務局長（渡辺克司）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：鹿児島国際大学経済学部 渡辺克司（大会事務局長） 

TEL：099-261-3211 or （携帯）090-9495-3993 FAX：099-261-3299  

E-Mail：wkatsumac@eco.iuk.ac.jp  
〒891－0197 鹿児島市坂之上 8-34-1 鹿児島国際大学経済学部 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【大会会場・７号館、体育館・フィールドハウス〈懇親会集合場所〉案内図】  

 大会会場・７号館の位置と外観 

 

 

◎懇親会会場  

「奄美の里」 http://www.amaminosato.jp/garden/ja/an/eat.html 
 TEL 099-268-0331 

 〒891-0122  鹿児島県鹿児島市南栄 1-8 

(懇親会会場までは大学体育館・フィールドハウス前から「奄美の里」の送迎バスを利用しま

す) 

 

 



  

研究報告要旨作成要領 

 

１． 書式 

1） A４判横書き。横 35 文字×縦 32 行以内（800 字程度）とする。 

2） 見本にあるように上下、左右にそれぞれ必要な余白を取る。 

 

２． 構成 

1） 1 枚目の用紙 

 第 1 行 題目＜行の中央に置く＝センタリング＞ 

 第 2 行 空白＜但し、副題がある場合はハイフンで閉じる－副題－＞ 

 第 3 行 氏名（所属）＜行の中央に置く＝センタリング＞ 

 第 4 行 空白 

 第 5 行 本文 

 

 

 第 32 行 

 

2） 題目が 2 行以上にわたる場合や副題がつく場合は、第 2 行以下を繰り下げる。

その場合、印字範囲の枠をはみ出さないよう本文の行を削る。 

 

３． 設定 

用紙のサイズ 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 

(題目は MS ゴシック) 

フォントサイズ  12 ポイント 

 

見本：用紙は A4 判（外枠を A4 判用紙と見立て下さい。） 

                                           

                                          30mm 

 

研 究 報 告 題 目 

1 行あける（副題がある時は 1 行づつ繰り下げる） 

氏名 （所属    ） 

1 行あける 

       本報告は・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

      ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 行 35 文字・ ・ ・ ・ ・ ・  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   30mm                                                                30mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （行数 32 行）     

                        30mm 

 


