２０１８年７月１２日
会 員 各位
関係者 各位
食農資源経済学会
会長 堀田 和彦

２０１８年度 食農資源経済学会 第１２回大会（長崎大会）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，２０１８年度食農資源経済学会第１２回大会（長崎大会）を下記のとおり開催いたします。
多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。
記
【１】日 程
９月１４日〔金〕

９月１５日〔土〕

９月１６日〔日〕

◇エクスカーション
◇学会賞選考委員会
◇理事会
◇報告討論会
◇学会誌編集委員会
◇地区幹事会
◇総会
◇懇親会
◇研究報告会

１１：５０～１７：００
１７：３０～１８：００
１８：００～２０：００
９：００～１７：００
１２：００～１３：００
１２：００～１３：００
１３：００～１４：００
１８：００～２０：００
９：００～１６：００

【２】会 場
◎大会会場
長崎県農協会館 〒850-0862 長崎市出島町 1-20
Tel．095-820-2280
※会場周辺には多数の飲食店およびコンビニエンスストアがありますのでご利用ください。
お弁当等は準備しません。
※なお，１４日〔金〕の理事会，１５日〔土〕の学会誌編集委員会並びに地区幹事会に出
席される方にはお弁当を用意します。
◎懇親会会場

「中華園」

〒850-0842 長崎市新地町 8-4

Tel．095-822-0311

９月１４日〔金〕
◇エクスカーション（11:50～17:00）
・・・・諫早市および大村市
◇学会賞選考委員会（17:30～18:00）・・・・長崎県庁 3 階会議室
◇理事会
（18:00～20:00）・・・・長崎県庁 3 階会議室
９月１５日〔土〕
◇報告討論会
（ 9:00～17:00）・・・・長崎県農協会館 ７階会議室
◇報告討論会（座長・報告者・コメンテーター）打ち合わせ
（12:00～13:00）・・・・長崎県農協会館 ６階会議室
◇学会誌編集委員会（12:00～13:00）・・・・長崎県農協会館 ７階会議室
◇地区幹事会
（12:00～13:00）・・・・長崎県農協会館 ７階会議室
◇総会
（13:00～14:00）・・・・長崎県農協会館 ７階会議室
◇懇親会
（18:00～20:00）・・・・中華園（新地中華街）
９月１６日〔日〕
◇研究報告会
（ 9:00～16:00）
・・・・長崎県農協会館 ７階会議室

【３】エクスカーション
今回のエクスカーションでは，「おおむら夢ファーム シュシュ」と「諫早市飯盛地区」を訪問
し，法人経営の取り組みや地区一丸となった農業振興の取り組みの状況，ならびに，直面する経
営上の課題などについてお話をうかがいます。
なお，昼食は「おおむら夢ファーム シュシュ」でとります。地元産の食材を主に用いたランチ
バイキングです。お会計は，現地にて個々にお願い致します（昼食代：税込 1,300 円/人）
。
エクスカーションは，バスの座席に限りがあるため，先着順により満席（20 名）になり次第締
め切らせていただきます。そのため，エクスカーションへの参加を希望される方は，早めに参加
申し込みハガキをお出し下さい。バス代は 2,000 円です（当日乗車時に徴収）。
［エクスカーションのスケジュール］
11 時 40 分までにＪＲ諫早駅西口ロータリーに集合してください。
11:50
ＪＲ諫早駅西口から貸し切りバスで出発
12:30～14:00 「おおむら夢ファーム シュシュ」にて昼食及び見学
（大村市弥勒寺町 486
Tel. 0957-55-5288）
14:45～16:15 「諫早市飯盛地区」
（基盤整備地区，露地野菜）を見学
①土地改良区内現地
［雨天時：飯盛土地改良区事務所（諫早市飯盛町開 1929-3）
］
②ＪＡながさき県央南部地区選果場（諫早市早見町 1332）
17:00
長崎県庁にて下車（長崎市尾上町 3-1）
※乗車と下車の場所が異なりますのでご注意ください。

［エクスカーション参加者集合場所］（ＪＲ諫早駅西口ロータリー）

【４】報告討論会
共通テーマ 『 地域農業をどう支えていくのか ～労働力確保を焦点に～ 』
9:00～ 9:05 学会長挨拶
9:05～ 9:30 座長解題

堀田和彦（ 東京農業大学 国際食料情報学部 ）
辻 一成（ 佐賀大学 農学部 ）

報告討論会各報告時間
9:30～10:20 第１報告「農業雇用労働力の地域的需給調整システムの展開 ―北海道・東北
地方における個別・臨時雇型から地域的・常雇型への転換―」
今野聖士（ 名寄市立大学 保健福祉学部 ）
10:20～11:10 第２報告「ＪＡ島原雲仙における労力支援の取組（仮題）」
田上 隆（ 島原雲仙農業協同組合 ）
共同報告者：田村善弘（ 長崎県立大学 ）
11:10～12:00 第３報告「長崎県における労力支援の取組（仮題）」
鳥越利雄（ 長崎県 農林部 農業経営課 ）
共同報告者：吉本 諭（ 長崎県立大学 ）
12:00～13:00 昼食
13:00～14:00 総会
14:00～14:30 コメント（２人・各 15 分）
第１コメンテーター： 江川 章（ 中央大学 経済学部 ）
第２コメンテーター： 李ジェヒョン （ 鹿児島大学 農学部 ）
14:30～16:45 討論

【５】研究報告の申込み
報告希望者は，８月１０日［金］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）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。
なお，入会の申し込みがある場合は，別メールで送信してください。
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
長命 洋佑
E-Mail：jimu@shokunoshigen.jp
〒819-0395
福岡市西区元岡 744 ウェスト５号館
九州大学大学院 農学研究院 農業資源経済学部門内

【６】費用等
①大会資料代（大会参加費）
： 2,000 円
②エクスカーション参加費 ： 2,000 円
③懇親会費
： 4,000 円（学生会員 3,000 円）

【７】会場へのアクセス
(ｱ) 空港から長崎市内への高速バス（出島道路経由｢茂里町行き｣）
長崎県営バス『空港リムジンバス』 ／ 長崎バス『エアポートライナー』
空港 ⇒・・・⇒ 長崎新地 ⇒・⇒・⇒ 大波止 ⇒ 五島町 ⇒ 長崎駅前 ⇒・・・
農協会館
まで徒歩
約8分

農協会館
まで徒歩
約5分

県庁
まで徒歩
約5分

県庁
まで徒歩
約5分

【バス所要時間】 ｢長崎新地｣まで約 35 分，｢長崎駅前｣まで約 45 分。
【料金】 片道 900 円（2 枚綴り回数券 1,600 円）
※長崎県庁は今年 1 月にＪＲ長崎駅近くに移転しましたのでご注意ください。
※上記の出島道路経由の路線は，両バス会社の共同運行です。

(ｲ) ＪＲ長崎駅近辺（駅，駅前バス停，駅前電停など）から農協会館まで
徒

歩

約 15～20 分
長崎電気軌道 ｢１｣系統（｢崇福寺｣行き）

路面電車

長崎駅前 ⇒・⇒・⇒ 出島 ⇒・・・・
（約 5 分，｢出島｣下車後徒歩 1 分）

【料金】片道 120 円

長崎県営バス，長崎バスとも｢大波止経由｣と表示された各路線
バ

ス

長崎駅前(ターミナル) ⇒ 長崎駅前南口 ⇒ ・ ⇒ 大波止⇒・・・
（約 3 分，｢大波止｣下車後徒歩 5 分）

【料金】片道 150 円

※路面電車は今年 8 月に電停名称変更(13 箇所)がありますのでご注意ください（｢出島｣電停は今回変更なし）
。
上記の｢１｣系統｢崇福寺｣は，変更前は｢正覚寺下｣です。
※｢大波止ターミナル｣バス停は，｢大波止｣バス停とは別の場所（ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ）なのでご注意ください。

(ｳ) 諫早市内，大村市内から農協会館までの高速バス（出島道路経由）
長崎県営バス『高速シャトルバス』
大村または諫早 ⇒・・・・・⇒ 出島 ⇒ ・・・・・・
農協会館まで
徒歩約 2 分
【バス所要時間】 ｢諫早駅前｣から約 35～45 分，｢大村駅前｣から約 40～45 分
【料金(諫早～長崎)】 片道 670 円（2 枚ペア券 1,100 円，10 枚回数券 5,150 円）
【料金(大村～長崎)】 片道 900 円（2 枚ペア券 1,600 円，10 枚回数券 7,000 円）

詳しくは以下のホームページをご覧ください。
・長崎県営バスのホームページ
・長崎バスのホームページ
・長崎電気軌道のホームページ
・長崎空港のホームページ

http://www.keneibus.jp/
https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/
http://www.naga-den.com/
https://nagasaki-airport.jp/

長崎市内マップ

【８】学会賞選考委員会・理事会の会場（長崎県庁）について
(1) 長崎県庁は，今年 1 月に移転しました。現在の所在地と電話番号は以下のとおりです。
〒850-8570 長崎市尾上町 3-1
Tel. 095-824-1111(代表)
(2) 9 月 14 日(金)の学会賞選考委員会と理事会の会場は「行政棟」3 階会議室です。
(3) ｢行政棟｣の以下のエリアは一般利用可能です。
・2 階食堂（営業時間：平日の 11 時～19 時）
・8 階展望室・展望テラス（開放時間：平日休日とも 21 時まで）
(4) 外来者駐車場について
・平日は 7 時から 22 時まで利用できます。
・料金は 30 分につき 150 円ですが，14 日については用務での来庁であることの証明を関係
課から受けることで無料化できますので，事前に大会事務局までご相談ください。
(5) 長崎県庁ホームページ 「県庁舎のご案内」のページもご覧ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/pub/guide_map/

【９】宿泊先
ホテル等宿泊先は各自で予約をお願いします。

【大会についてのお問合せ先】
第１２回大会（長崎大会）についてのお問合せは，次のいずれかにお願いします。
①大会実行委員長

吉本 諭（長崎県立大学 地域創造学部）

Tel. / Fax. 0956-47-6409
E-mail: yoshi-s@sun.ac.jp
〒858-8580

長崎県佐世保市川下町 123（長崎県立大学佐世保校）

②大会事務局長
Tel. 0957-26-4328

土井謙児（長崎県農林技術開発センター 研究企画室）
/ Fax. 0957-26-9197

E-mail: k-doi@pref.nagasaki.lg.jp
〒854-0063 長崎県諫早市貝津町 3118（長崎県農林技術開発センター）
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