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２０２０年７⽉１０⽇／発⾏：東北農業経済学会事務局 

 

 

福島大会の開催について 

  

 新型コロナウィルス感染拡⼤により延期となってお
りました 2019/20 年度の研究⼤会ですが、下記の⽇程
により福島⼤学において開催されます。なお、詳細につ
いては確定次第、⼤会案内をお送りしますのでそちら
をご覧ください。 
 なお、今後の感染拡大の状況次第ではオンライン開

催になる可能性があります。実施形態については10月

20 日（火）に最終判断し、会員の皆様にメールおよび

学会ホームページで通知します。ご理解とご協⼒のほ
どよろしくお願い申し上げます。 
【⽇程】 
 11 ⽉ 20 ⽇（⾦）編集／学会賞選考委員会、役員会 
 11 ⽉ 21 ⽇（⼟）個別報告、⼤会シンポジウム、総会 
【会場】 
 福島⼤学⾦⾕川キャンパス（福島市） 
 
個別報告の募集スケジュールについて 
 大会の実施形態に関わらず9月20日（日）～10月20

日（火）に以下を提出していただく予定です。希望者は
ご準備くださるようお願いします。 
 ①口頭報告のみを希望する方：報告要旨＊ 

 ②口頭報告と論文投稿を希望する方：報告要旨＊およ

び投稿原稿＊＊ 
＊報告要旨：従来どおりの様式（A4 版１枚）です。 
＊＊投稿原稿：オンライン開催では⼝頭報告が中⽌にな
る可能性があります。その場合でも「⼤会個別報告をも
とに投稿された論⽂」として受け付けるため、事前に提
出を求めるものです。 
 

総会の延期について 
 

 福島⼤会延期に伴い、役員会・総会も延期します。そ
こで特例的に以下のような⽅針で運営することを常務
理事会で決定しました。なにとぞご了承願います。 

・福島⼤会は 2019／20 年度事業として開催する。 
・現在の理事・監事・評議員・顧問の任期を、本⼈の

承諾を得た上で総会開催⽇まで延⻑する。 
・2020／21 年度事業計画及び予算計画案については、

今年度内に理事に諮り、仮承認とする。福島⼤会開
催と併せて開催される役員会・総会にて報告・承認
を得る。 

・福島⼤会がオンラインで開催することになった場合
は、役員会をオンラインで開催し総会議案を審議す
る。その後、会員にメールまたは郵送で総会議案を
送付し、書⾯にて承認⼿続きを⾏う。 

 

2019/20 年度 

学会賞候補者の推薦について 
 
 本学会では、東北農業の発展と農業経済学の発展を期
することを⽬的に、東北農業並びに農業経済学に関する
顕著な業績に対し、東北農業経済学会賞を授与していま
す。2019/20 年度の学会賞候補者の推薦を下記により受
け付けます。⼀般会員からの推薦も受け付けることにな
っていますので、積極的に推薦してくださるようお願い
いたします。 
 
１．学会賞の種類：学術賞、奨励賞、実践賞 
２．候補者の要件：学会賞受賞者の資格は原則として東

北農業経済学会の会員とする。また、実践賞の受賞者
は普及指導員、営農指導員、農業者（農業法⼈を含む）、
関連機関職員等東北農業の発展に貢献し得るすぐれ
た実践を⾏った者及びそれを記録した者とする。但
し、奨励賞の受賞者は原則として40歳以下の会員と
する。 

３．学術賞、奨励賞の対象とする研究業績は 2017年4⽉
〜2020 年3⽉末⽇までに刊⾏されたものとします。 

４．提出書類： 
①推薦書（1 部）：学会賞事務局にご連絡いただけれ
ば、⽤紙等をお送りいたします。また、学会ホームペ
ージからも⼊⼿できます。 
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②関係資料（9 部、コピー可）：推薦書で参照される
著書や論⽂等の主要な業績 

５．提出先： 
学会賞選考委員会事務局（〒020-0198 盛岡市下厨川
字⾚平 4 農研機構東北農業研究センター ⽣産基盤
研 究領域  宮路広武、TEL 019-643-3494、E-
mail:hirotake@affrc.go.jp） 

６．提出期限：2020 年 9 ⽉ 23 ⽇(⽔) 
 

2020/21 年度研究助成の募集 

 
 当学会では、若⼿研究者の育成を⽬的として研究助成
事業を⾏っています。この度、2020/21 年度の研究助成
を募集します。応募要領は以下のとおりです。 
１．応募資格：助成申請時点で本学会会員である⼤学院
⽣（オーバードクターを含む）ならびに農業改良普及
指導員等 

２．助成額：1件当たり 10万円程度、総額20万円以内
で毎年 2件程度 

３．応募⽅法：所定の申請書（事務局にご連絡いただく
か学会ホームページ https://aestohoku.jimdo.com/ 
からダウンロードして下さい）にご記⼊の上、下記学
会事務局に提出して下さい。 

４．提出先： 
〒980-0845 
仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉468-1 
東北⼤学⼤学院農学研究科 資源環境経済学講座気付 
東北農業経済学会事務局 あて 
TEL：022-757-4209 FAX：022-757-4185 
Email：tohoku-agriecon@grp.tohoku.ac.jp 

５．提出期限：2020 年 8 ⽉ 31 ⽇（⽉） 
※周辺の⼤学院⽣や普及指導員の⽅々にお知らせい
ただければ幸いです。 

 

会費納入・住所変更など 

 
 会費を滞納されていませんか？滞納が続きますと、
会誌の送付を停⽌させていただくことになりますので
ご注意ください。納⼊は随時受け付けておりますので
お⽀払い願います。振込⾦額等のお問合せは下記学会
事務局までお願いします。 
 なお、2020／21 年度（2020 年 9 ⽉〜21 年 8⽉）会
費の請求書及び払込⽤紙は 11 ⽉頃にお届けする予定で

す。よろしくお願いします。 
 また、異動や卒業・修了等により、住所や所属先等が
変更になりましたら、学会事務局あてご連絡下さるよ
うお願いします。 
 
 東北農業経済学会事務局 
 TEL：022-757-4209 FAX：022-757-4185  
 Email：tohoku-agriecon@grp.tohoku.ac.jp 
 

論文投稿のご案内 

 
 編集委員会では、多くの会員の皆さんからの論⽂投稿
をお待ちしています。原稿は和⽂・英⽂どちらでも結構
です。学会ホームページからダウンロードできる「論⽂
投稿⽤テンプレート」を基に論⽂を作成し、論⽂投稿⽤
メールアカウントに投稿票とともにお送りください。  
 
論⽂投稿⽤メールアカウント: 
submissiontojrse@grp.tohoku.ac.jp 
 
詳細については学会ホームページの「会則・規程」の『農
村経済研究』投稿規程をご覧下さい。論⽂投稿に関する
問い合わせ先は以下の通りです。 
 
 東北農業経済学会『農村経済研究』 
 編集担当理事 川島 滋和 あて 
 宮城⼤学⾷産業学群 
 〒982-0215 宮城県仙台市太⽩区旗⽴2丁⽬2-1 
 TEL 022-245-1257  FAX 022-245-1534 
 E-mail kawashim@myu.ac.jp  
 

 評議員等の異動 

 
 評議員・顧問の⼀部に異動がありましたのでお知らせ
します。最新の役員⼀覧を最終ページに掲載しておりま
すので御覧ください。 
 
編集後記 

 2020 春号の発⾏が遅れましたことお詫び申し上げます。
コロナ禍が続きますが、ご⾃愛下さい。なお「会員のよこが
お」コーナーはお休みさせていただきます。 
 

 〔次号2020 年秋号は 12 ⽉発⾏予定です〕 
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理事 宮城 会長（研究助成担当兼務） ○ ○ 伊藤 房雄 東北大学

理事 秋田 副会長（学会誌担当） ○ ○ 鵜川 洋樹 秋田県立大学

理事 山形 副会長（企画担当） ○ 角田 毅 東北大学

理事 農研 副会長（学会賞担当） ○ 宮路 広武 東北農業研究センター

理事 宮城 学会誌編集担当 ○ 川島 滋和 宮城大学

理事 秋田 庶務担当 ○ 中村 勝則 秋田県立大学

理事 会長指名 事務局・会計担当 ○ 水木 麻人 東北大学

理事 会長指名 庶務担当 上田 賢悦 秋田県立大学

理事 会長指名 広報・Web管理担当 小山田 晋 東北大学

理事 会長指名 学会誌編集事務担当 藤科 智海 山形大学

理事 会長指名 学会賞事務担当 安江 紘幸 東北農業研究センター

理事 会長指名 電子ジャーナル担当 吉仲 怜 弘前大学

理事 青森 ○ 石塚 哉史 弘前大学

理事 岩手 ○ 新田 義修 岩手県立大学

理事 山形 ○ 須藤 英弥 山形県農林水産部

理事 福島 ○ 新妻 俊栄 福島県農業総合センター

理事 新潟 ○ 伊藤 亮司 新潟大学

理事 青森 泉谷 眞実 弘前大学

理事 岩手 佐藤 和憲 東京農業大学（前岩手大学）

理事 宮城 大和田 祥代 宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課

理事 福島 荒井 聡 福島大学

理事 新潟 清野 誠喜 新潟大学

理事 新潟 塩谷 幸治 中央農研　北陸研究センター

理事 農研 磯島 昭代 東北農業研究センター

理事 域外 椿 真一 愛媛大学大学院

理事 域外 福田 竜一 農林水産政策研究所

理事 域外 藤井 吉隆 愛知大学

理事 域外 宮入 隆 北海学園大学

監事 木谷 忍 東北大学

監事 柘植 徳雄 東北大学

評議員 青森 小林 渡 青森県産業技術センター農林総合研究所

評議員 青森 小山 主税 青森県農協中央会

評議員 青森 蝦名 芳徳 青森県農林水産部

評議員 岩手 前山 薫 岩手県農業研究センター

評議員 岩手 照井 仁 岩手県農協中央会

評議員 岩手 今泉 元伸 岩手県農林水産部

評議員 宮城 竹中 智夫 宮城県農協中央会

評議員 宮城 曽根 文浩 宮城県農林水産部

評議員 宮城 髙田 文子 農林水産省東北農政局

評議員 秋田 近藤 悦応 秋田県農協中央会

評議員 秋田 安藤 鷹乙 秋田県農林水産部

評議員 山形 後藤 雅喜 山形県農協中央会

評議員 山形 丸子 武志 山形県農林水産部

評議員 山形 髙橋 哲史 山形県農林水産部

評議員 福島 橋本 正典 福島県農協中央会

評議員 福島 服部 実 福島県農業総合センター

評議員 福島 星 源昭 福島県農林水産部

評議員 新潟 （調整中）

評議員 新潟 高橋 尚紀 新潟県農協中央会

顧問 川合 靖洋 農林水産省東北農政局

東北農業経済学会理事・監事・評議員・顧問

　　2020年7月2日現在　　任期：2018年9月1日〜2020年8月31日


