
回数

開催年

開催県

第１回 東北農業における流通問題 吉田寛一 田辺良則（弘前大）

1965年 （東北大） 岸英次（農総研）

宮城県 星埜惇 堀籠謙（東北農試）

（福島大） 甲斐民翁（農林中金）

第２回 東北農業の現段階 岡島基吉 共通テーマに沿った個別報告多数

1966年 ‐農業開発と組織化 （東北農政局）

青森県 大原一郎

（宮城農試）

第３回 東北農業の構造変化の中での 石川英夫 関口修（庄内農研）

1967年 農協の役割 （農政調査会） 国分有（藤阪農協）

山形県 駒口盛（南郷農協）

宮川清一（全中）

第４回 地域開発と農業 斎藤晴造 白井和徳（経企庁）

1968年 （東北大） 矢口慶治（東北農政局）

宮城県

第５回 今日の米作問題 金沢夏樹 清野栄治（八郎潟事業団）

1969年 （東大） 佐藤繁美（庄内農研）

秋田県 管　恒（庄内経済連）

倉西勉（岩手経済連）

第６回 東北農業の当面する諸問題 菊元富雄 石井一雄（東北農政局）

1970年 （東北大） 渡辺哲男（福島大）

福島県 大原一郎（宮城農試）

中村嘉吉（福島大）

第７回 地域開発と肉牛 大野守 中島孝助（岩手県）

1971年 （岩手大） 藤島富嘉雄（岩手農試）

岩手県 西垣一郎 堀籠謙（東北農試）

（農試） 宮崎宏（日大）

第８回 米生産調整下の稲作の諸問題 馬場昭 樽本良機（新潟農試）

1972年 （日大） 治部田幸範（新潟大）

新潟県 鳥谷部仁 千田徳孝（南都田農協）

（新潟大） 臼井晋（新潟大）

テーマ 座長・司会 報告者

（記念講演）沢田徳蔵（砂糖取引所），守田志郎（京大）『米をめぐる流通問題』

（記念講演）久我通武（東北農政局），馬場昭（日大）
『アジアの農業と東北農業　最近の西欧農業を視察して』

（記念講演）大内力（東大）『日本農業の方向』

（記念講演）久我通武（東北農政局）『農政随想』

（記念講演）近藤康男（東大），小池保（岩手県）『地域農政を担当して』

（記念講演）井上嘉丸（農水省）『世界農産物貿易問題と日本農業の方向』

（記念講演）下河辺淳（経企庁）『地域開発と農業問題』

大会開催地・シンポジウム論題一覧

（記念講演）金沢夏樹（東大）『今後の稲作経営』

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム



回数

開催年

開催県

第９回 開発の進展と農業 斎藤晴造 鈴木久（東北農政局）

1973年 （東北大） 君塚正義（東北農試）

宮城県 石川英夫（開発企画委）

（記念講演）小倉武一『農産物需給と海外農業開発』

第１０回 最近における食糧問題と 今河英男 水砂淳一（東北農政局）

1974年 東北の農業 （弘前大） 中山誠一郎（山形農試）

青森県 田辺良則（弘前大）

（記念講演）玉井虎雄（東京農大）『世界の食糧問題』

第１１回 高度経済成長の終焉と東北農業 菅野俊作 宇佐美繁（農総研）

1975年 （東北大） 結城繁一（逢隈農協）

山形県 時田勲（遊佐農協）

長谷山俊郎（東北農試）

（記念講演）飯沼二郎（京大）『食糧自給と日本農業』

第１２回 地域農業振興の課題 馬場昭 佐々木琥（岩手県）

1976年 ‐特に集落の体制をめぐって （日大） 阿部長寿（宮城中央会）

秋田県 五十鈴川寛（山形農試）

金森孝一郎（秋田農短）

（記念講演）金沢夏樹（東大）『集落農場化方式を考える』

第１３回 地域農業の確立 真木実彦 小林芳正（熱塩加納村農協）

1977年 ‐その実践と課題について （福島大） 岩谷好（中畑農協）

福島県 酒井淳一 新井昭一（東北農政局）

（東北大）

（記念講演）綿谷赳夫（日大）『地域農業の組織化について』

第１４回 稲作転換の方向と複合経営に 鳥谷部仁 林部衛（弥彦村長）

1978年 ついて （新潟大） 酒井惇一（東北大）

新潟県 関正治 臼井晋（新潟大）

（東北農試）

武井昭

（北陸農試）

（記念講演）梶井功（東京農工大）『稲作転換と日本農業の方向』

第１５回 農用地の流動化と利用増進 小野寺三夫 吉田恵一（東北農政局）

1979年 （岩手大） 松浦健一（金ヶ崎農協）

岩手県 堀籠謙 堀尾房造（東北農試）

（東北農試）

（記念講演）坂本楠彦（東大）『日本農業の動向と土地問題』

第１６回 東北農業と農協 河相一成 細川春雄（西和賀農協）

1980年 （東北大） 阿部長寿（宮城中央会）

宮城県 大川健嗣 三国英美（弘前大）

（山形大）

（記念講演）永田恵十郎（農水省）『地域農業複合化と農協』

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

テーマ 座長・司会 報告者



回数

開催年

開催県

第１７回 東北における果樹作農業の展望 今河英男 豊田隆（弘前大）

1981年 （弘前大） 浅岡米五郎（朝日町農協）

青森県 佐藤多吉 田辺良則（弘前大）

（青森経営研） 本間五郎（生協共立社）

第１８回 米産地農業の改変と展望 阿部幸吉 五十鈴川寛（山形県農試）

1982年 （山形大） 加藤功（山形大）

山形県 杉山茂 臼井晋（新潟大）

（農総研） 佐藤正（岩手大）

第１９回 地域農業の再編と農地の流動化 岩館興一 阿部健一郎（秋田県農試）

1983年 （東北農試） 関正治（東北農試）

秋田県 柴田昭治郎 亀岩誠（東北農政局）

（秋田県農試） 酒井惇一（東北大）

第２０回 兼業化の進展と地域農業振興 波多野忠雄 守友裕一（福島大）

1984年 （東北農試） 西山泰雄（福島農短）

福島県 大崎浩 畠孝二（飯坂農協）

（福島県農試） 河相一成（東北大）

第２１回 青果物流通条件変化と産地対応 杉本文三 三国英美（弘前大）

1985年 （東北農試） 堀籠謙（農研センター）

岩手県 中村博康 鈴木康司（東京築地青果）

（岩手県農試） 照井仁一郎（岩手県経済連）

第２２回 稲作地帯における農業 鳥谷部仁 伊藤忠雄（新潟大）

1986年 再編への方向と課題 （新潟大） 森山長栄（吉田町農協）

新潟県 沼部敏和 小室重雄（北陸農試）

（北陸農試） 滝沢昭義（新潟短大）

第２３回 農業・農村活性化の方策 酒井惇一 本間省吾（宮城県農政部）

1987年 ‐人と土地との新たな結合‐ （東北大） 結城繁一（逢隈農協）

宮城県 阿部和枝 鈴木久雄（福島県農試）

（宮城県農業センター） 工藤昭彦（秋田農短）

第２４回 地域農業の確立と生産組織 治部田幸範 綱島不二雄（山形大）

1988年 （新潟大） 阿部健一郎（秋田県農試）

青森県 三国英実 木原義正（東北農試）

（弘前大） 佐藤晃（津軽尾上農協）

第２５回 国際化時代における東北農業 星野亀夫 鈴木基（岩手大）

1989年 の進路 （東北農試） 大高全洋（山形大）

山形県 大川健嗣 佐藤喜作（仁賀保町農協）

（山形大） 倉本器征（東北農試）

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

テーマ 座長・司会 報告者



回数

開催年

開催県

第２６回 新なた集落営農の展開と農協の 森川辰男 伊藤忠雄（新潟大）

1990年 土地利用調整 （東北農試） 梅本雅（東北農試）

秋田県 阿部健一郎 吉田義雄（天王町農協）

（秋田県農試） 工藤昭彦（東北大）

第２７回

1991年 世界の稲作・日本の稲作 河相一成 Warawan　Supachanya（タイ）

宮城県 （東北大） 杜進（中国）

大川健嗣 Henry	 Ｃ．Detheloff（アメリカ）

（山形大） 中田洋介（筑波大）

第２８回 青果物の生産・流通の新動向と 西山泰男 細川允史（都農林水産部）

1992年 課題 （学会評議員） 藤沢弥英（福島県農試）

福島県 酒井惇一 三浦正弘（岩手県農試）

（東北大） 海老名正俊（白河農協）

第２９回 中山間地域の活性化について 佐々木崇 門間敏幸（東北農試）

1993年 （岩手県農試） 木藤古徳一郎（岩手県山形村）

岩手県 大川健嗣 熊坂恵之（山形県飯富町）

（山形大） 矢口芳生（国立国会図書館）

第３０回 ガット合意後の水田農業を 伊藤喜雄 青柳斉（新潟大）

1994年 めぐる経営経済的展望 （新潟大） 高橋直栄（十日町実業高）

新潟県 八巻正 小野雅之（山形大）

（北陸農試） 竹田香苗（新潟県大潟町）

第３１回 円高・自由化局面における 神田健策 玉真之介（弘前大）

1995年 青果物産地の進路 （弘前大） 高橋博（ジャスコ（株））

青森県 天野哲郎 渋谷長生（弘前大）

（東北農試） 森陽治（JAさがえ西村山）

第３２回 流通新時代における東北農業・ 加藤功 神田健策（弘前大）

1996年 農村の活路 （山形大） 佐藤了（東北農試）

山形県 原田節也 佐々木勝幸（おきたま農協）

（東北農試） 森谷茂伸（ﾌｧｰﾑｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ蔵増代表）

第３３回 水田地帯における複合経営の 阿部健一郎 宇野忠義（弘前大）

1997年 展開と担い手 （秋田県農試） 細井陽悦（JA千畑町）

秋田県 佐藤了 藤沢弥栄（福島県農試）

（秋田農短） 東山寛（秋田農短）

第３４回 米価低迷期における 大鎌邦雄 工藤昭彦（東北大）

1998年 農地利用調整と担い手問題 （東北大） 飯島充男（福島大）

宮城県 安藤益夫 田中裕一（岩手農試）

（東北農試） 加藤清志（酒田市広野CE組合）

（第２１回国際農業経済学会議東北大会と共催）

ミニ・シンポジウム：東北における園芸振興の課題と展望

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

テーマ 座長・司会 報告者



回数

開催年

開催県

第３５回 新農基法下における東北農業の 伊藤忠雄 大泉一貫（東北大）

1999年 課題と展望 （新潟大） 千葉悦子（福島大）

福島県 鈴木久雄 両角和夫（東北大）

（福島県農試） 渡部定幸（原町市）

第３６回 新時代に向けた農業経営理論の 生源寺眞一 稲本志良（京大）

2000年 再構築 （東大） 木南章（東大）

岩手県 ‐農業経営学の新たな地平‐ 諸岡慶昇 津谷好人（宇都宮大）

（農研センター） 石崎忠司（中央大）

第３７回 グローバル化時代における 大川健嗣 小沢健二（新潟大）

2001年 地域農業の展望 （山形大） 池上彰英（明治大）

新潟県 両角和夫 佐藤実（秋田県中央会）

（東北大） 香月敏孝（農水省）

第３８回 地産地消の現段階的意義と課題 渋谷長生 小林光浩（青森県中央会）

2002年 （弘前大） 谷口吉光（秋田県立大）

青森県 川手督也 佐々木みどり（いわて生協）

（東北農研センター） 米岡靖剛（東北農政局）

中島紀一（茨城大）

第３９回 ＷＴＯ新ラウンド・新米政策 綱島不二雄 冬木勝仁（東北大）

2003年 のもとでの東北水田農業の （山形大） 小沢亙（山形大）

山形県 展開方向と課題 伊藤房雄 宮武恭一（北陸農研センター）

（東北大） 斉藤一志（有・いずみ農産）

第４０回 大転換期における東北のコメ 工藤昭彦 八木宏典（東大農）

2004年 と地域営農戦略 （東北大） 小野雅之（山形大）

秋田県 中島寛爾 佐藤了（秋田県立大）

（東北農研センター） 川村保（岩手大）

第４１回 東北農業の構造変動と 伊藤房雄 秋山満（宇都宮大）

2005年 構造改革 （東北大） 田中宏樹（東北農政局）

宮城県 小池俊吉 澤田守（東北農研センター）

（東北農研センター） 佐藤勝（相川実践集団機械利用組合）

第４２回 東北地域における集落営農 東山寛 楠本雅弘（山形大）

2006年 の可能性と課題 （北海道大） 浅野裕幸（福島県）

福島県 中島精一 石田吉仁（会津みどり農協）

（福島県農協中央会） 小山良太（福島大）

ワークショップ：将来における水田農業の担い手像

ミニ・シンポジウム：農村起業と普及の役割

ミニ・シンポジウム：女性が提案する地域の農業

ミニ・シンポジウム：中山間地域農業の振興課題

ミニ・シンポジウム：東北まるごと高付加価値化

ミニ・シンポジウム：地場もんが一番！もっと近づけ「食」と「農」

ミニ・シンポジウム：食の安全・安心の確保と推進方向

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

テーマ 座長・司会 報告者



回数

開催年

開催県

第４３回 品目横断的経営安定対策始動下に 横山英信 長濱健一郎（秋田県立大）

2007年 おける東北の集落営農 （岩手大） 前山薫（岩手県農研センター）

岩手県 ―その現状と存立条件― 宇野忠義 角田毅（山形大）

（弘前大） 阿部長壽（ＪＡみやぎ登米）

第４４回 米過剰下の山地再編の展望と課題 小野雅之 冬木勝仁（東北大）

2008年 （神戸大） 小沢亙（山形大）

新潟県 青柳斉 中村勝則（秋田県立大）

（新潟大） 竹田香苗（大潟ナショナルカントリー）

第４５回 グローバル下の 神田健策 木下幸雄（岩手大）

2009年 東北果樹農業の課題 （弘前大） 長谷川啓哉（東北農研センター）

青森県 鵜川洋樹 深澤守（青森県）

（秋田県立大） 井上俊美（全農山形県本部）

第４６回 農商工連携・６次産業化の 小沢亙 吉仲怜（弘前大）

2010年 成果と課題 （山形大） 加藤好一（生活クラブ生協連）

山形県 関野幸二 新田嘉七（平田牧場）

（東北農研センター） 後藤一寿（九州沖縄農研センター）

第４７回 東北農業構造の到達点と 佐藤了 泉谷眞実（弘前大）

2011年 土地利用型農業の展開方向 （秋田県立大） 横山英信（岩手大）

秋田県 ―戸別所得補償制度をふまえて― 迫田登稔 渡部岳陽（秋田県立大）

（中央農研センター） 伊藤亮司（新潟大）

第４８回 東北農業・農村の復興 冬木勝仁 佐藤浩也（宮城県）

2012年 ―被災地・宮城から考える― （東北大） 針生信夫（舞台ファーム）

宮城県 森田明 安部俊郎（アグリードなるせ）

（宮城大） 工藤昭彦（東北大）

第４９回 （予定）

2013年

福島県

ミニ・シンポジウム：農商工連携の現段階的意義と課題

ミニ・シンポジウム：秋田県園芸ののばし方―方策・販売戦略・担い手―

ミニ・シンポジウム：魅力的な参画者による新たな農漁村像の追求

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

テーマ 座長・司会 報告者

ミニ・シンポジウム：集落営農における起業化と多様な人材の活用
　　　　　　　　　　―農村女性のライフスタイルの実現を通じて―


