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第５０回  東北農業経済学会・岩手大会のご案内  
 
	 標記大会についてご案内申し上げます。第５０回大会は岩手県において開催されること

になりました。会員各位の積極的なご参加をお待ちしております。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
	 日	 	 時	 ２０１４年８月２２日(金)	  大会シンポジウム、総会、懇親会 
	 	 	 	 	 	 	 	 ８月２３日(土)	 	 	 	 午前：個別報告 	 午後：地域シンポジウム	 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
◆大会シンポジウムテーマ：3.11大震災と原子力災害からの農業・農村復興の多様性と今
後の課題－被災現場からの中間総括－(仮) 
	 	 	 	 会	 場	 岩手大学	 学生センターＡ棟 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝	  
◆共催：岩手大学三陸復興機構、岩手県（独）農業・食品産産業技術総合研究機構東北農

業研究センター、ＪＡ岩手県中央会、岩手県農業会議、岩手県土地改良事業団体

連合会、(公社)岩手県農業公社 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
◆大会実行委員会 
	 委員長：横山英信（岩手大学）	 事務局長：佐藤和憲（岩手大学） 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
◆プログラム 
第１日	 ２０１４年８月２２日（金）	 大会シンポジウム、総会 
	 	 	 	 会場：岩手大学	 学生センターＡ棟Ｇ２大講義室 
◯受付 9:00～ 
◯開会・会長挨拶  9:30～ 9:40 
◯実行委員長挨拶  9:40～ 9:50 
◯大会シンポジウム  9:50～16:15 
	 座長	 渋谷長生（弘前大学）、伊藤房雄（東北大学） 
	 	 座長解題  
	 	 第１課題	 津波被災地の多様な農業・農村復興（仮） 

	 報告者	 	 	 関野幸二（農研機構・中央農研） 
共同討論者	 石井圭一（東北大学） 

	 	 第２課題	 原子力災害からの農業･農村復興の核心的課題（仮） 
	 	 	 	 報告者	 	 	 小山良太（福島大学） 
	 	 	 	 共同討論者	 玉真之介（徳島大学） 

	 	 昼食 
	 	 第３課題	 復興の地域づくりの基本と現実的課題（仮） 

報告者	 	 	 広田純一（岩手大学）※予定 
共同討論者	 平口嘉典（女子栄養大学） 
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	 	 休憩 
	 	 総合討論 
◯学会総会 16:30〜17:30 
◯懇親会（会場：岩手大学生協食堂） 18:00〜20:00 
 
 
第２日	 ２０１４年８月２３日（土）	 個別報告・地域シンポジウム 
	 	 	 	 会場：岩手大学 
◯個別報告（会場：農学部1～6番講義室）	   9:00〜12:00 
	 ４会場、報告２０分＋質疑５分（報告者数により変更あり） 
○地域シンポジウム（会場：学生センターＢ棟GB32講義室）	  13:00〜17:00 
	 テーマ「新政策に対する担い手の動向と展開方向－岩手県の実態をふまえて－(仮)」 
	 座長：高橋 太一（東北農業研究センター）・前山 薫（岩手県農業研究センター） 
	 	 座長解題 
	 	 第１報告 「制度・政策の変化の特徴と進捗状況（仮）」 

報告者	 新田義修（岩手県立大学） 
	 	 第２報告 「集落営農組織の新政策に向けた対応（仮）」 
	 	 	 	 	 	 報告者	 	 	 廣田光男（桜屋ゆい営農組合・岩手県矢巾町） 
	 	 第３報告 「大規模農業法人の新政策に向けた対応（仮）」 
	 	 	 	 	 	 報告者	 	 	 家子秀都（有限会社ピース・岩手県奥州市） 
	 	 第４報告 「水田農業の展開方向（仮）」 

報告者	 横山英信（岩手大学） 
	 	 座長コメント 
	 	 総合討論 

○閉会 
 
	 —追記— 
	 大会シンポジウムの報告者について現在調整中です。確定版は６月下旬に東北農業経済

学会ＨＰにてお知らせいたします。 
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 ◆大会に関する各種申し込み等について  
１．大会参加申込 
	 会場や資料準備の都合上、８月4日(月)までに、別紙様式１の「大会参加申込用紙」をフ
ァックス、もしくは必要事項を記載したＥメールにてお申し込み下さい（申し込み先は次

頁）。なお、大会参加は当日も受け付けます。 
	 シンポジウム参加費は2,000円です（ただし地域シンポジウムのみの参加者は無料）。懇
親会参加費は3,000円を予定しております。代金は当日、会場受付にて承ります。 
 
２．個別報告の申し込み 
	 大会第２日(８月２３日（土）)9:00〜12:00に、個別報告を行います。次の要領で募集致
しますので、ふるってご応募下さるようお願い申し上げます。 
	 なお、個別報告は、報告時間20分、質疑５分を予定しております（報告者数により変更
あり）。個別報告プログラムを８月中旬頃に学会ホームページに掲載しますのでご確認下

さい。 
（１）申し込み方法  
	 別紙様式２の「個別報告申込用紙」に必要事項をご記入の上、７月７日(月)までにファ
ックス、または必要事項を記載したＥメールにてお申し込み下さい（申し込み先は次頁）。 
（２）報告要旨の作成要領  
	 個別報告を申し込まれた方は、下記要領で報告要旨を作成してください。要旨集は原則

として提出原稿がそのまま原版となるオフセット印刷にて作成されますのでご注意下さい。 
①	 Ａ４サイズ１枚、横書き、モノクロ、余白（マージン）は上下左右25mm 
②	 フォントは和文ＭＳ明朝、英字century。10.5〜11ポイント。42字×36行に設定 
③	 タイトル16 ポイント、強調（ボールド）、氏名と所属機関 12 ポイント 
※イメージは次のようになります。ご参考にしてください。 

 
 
 

（１行あき） 

水田農業の構造と展開＜16p 強調＞  
東北太郎・宮城萩子*・仙台四郎**＜12p＞ 

（◯◯大学・*××大学・**△△試験場）＜12p＞ 
（１行あき） 
	 宮城県において、・・・・である。＜10.5〜11p＞ 
 

余白 
25mm 

＜Ａ４用紙１枚、横書き、モノクロ
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（３）報告要旨の提出  
	 ７月２３日（水）までに、ＭＳワード、一太郎、リッチテキストいずれかのファイルを、

①添付ファイルでＥメール送付、または②ＣＤ−ＲＯＭで郵送して下さい（申し込み先は
次頁）。なお、提出の際には、氏名、所属、連絡先（住所、電話番号、Ｅメールアドレス）

も併せてお知らせ下さい。 
（４）その他  
	 ①プロジェクターを使用される方は、個別報告当日（２３日（土））８時３０分～９時

の間に、ご自身で各会場に用意してあるパソコンにPDF形式のファイルで保存するととも
に動作をご確認下さい。 
	 ②配布資料は４０部ご用意下さい（会場ではコピーできませんのでご注意下さい）。 
 
大会参加および個別報告の申し込み・お問い合わせ先 

 締め切り 申し込み、お問い合わせ先 
大会参加申し込み 
（個別報告申し込み

を除く） 

 
 
８月４日(月) 

〒024-0003	 岩手県北上市成田20-1 

岩手県農業研究センター企画管理部農業経営研究室 

田中英輝 

	 TEL 0197-68-4405	 FAX 0197-68-2361 

e-mail： e-tanaka@pref.iwate.jp 
個別報告申し込み ７月７日(月) 〒020-0198	 岩手県盛岡市下厨川字赤平４ 

東北農業研究センター生産基盤領域農業経営グループ 

野中章久	  

TEL･FAX  019-643-3494 
e-mail： nonaka@affrc.go.jp 

 
個別報告要旨提出 

 
７月２３日(水) 

 
◆宿泊先の手配は各自でお願いします。 
	 	 盛岡駅周辺及び盛岡市内のホテルなどを各自ご予約願います。 
 
◆会場へのアクセスマップ 
	 住所：盛岡市上田三丁目18番8号 
交通：JR盛岡駅より 

	 ・バス：JR 盛岡駅前バスターミナル	 	 	 

11	 番乗り場から岩手県交通「松園	 

バスターミナル」行きに乗車、	 

「岩手大学前」下車	 

・タクシー	 盛岡駅から約 2km、	 	 

約 10	 分（1,000 円程度）	 

	 	 ・徒歩	 盛岡駅から約 25	 分	 	 

※公共交通でのご来訪をお勧めします。	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 岩手大学キャンパスマップ	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個別報告会場 
（農学部 1-6番講義室） 

シンポジウム会場 
（学生センターＡ棟） 

地域シンポジウム会場 
（学生センターＢ棟） 

正門 
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別紙様式１ 

第５０回東北農業経済学会岩手大会	 

大会参加申込用紙	 

	 

	 

送信先ＦＡＸ番号	 ０１９７－６８－２３６１ 

岩手県農業研究センター企画管理部農業経営研究室 

田中英輝	 宛 

 
※Ｅメールで申し込む場合は、下記の事項をテキスト入力して送付してください。 
（送付先）e-tanaka@pref.iwate.jp 
 
氏	 	 名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
所	 	 属：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
電	 	 話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
Ｅメールアドレス：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
１．大会参加希望の有無（いずれかに◯印） 
 
１）大会シンポジウム・・・	 参加	 ・ 不参加 
 
２）懇親会・・・・・・・・	 参加	 ・ 不参加 
 
３）個別報告・・・・・・・	 参加	 ・ 不参加 
 
４）地域シンポジウム・・・	 参加	 ・ 不参加 
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別紙様式２ 

第５０回東北農業経済学会岩手大会	 

個別報告申込用紙	 

	 

東北農業研究センター生産基盤研究領域	 

農業経営グループ	 野中章久	 宛	 

	 

１	 報告タイトル	 

	 

	 

２	 報告代表者所属・氏名	 

所属	 
（フリガナ）	 

氏名	 

	 	 

	 

３	 連絡先	 

住	 	 所	 〒	 

	 

電話番号：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＦＡＸ番号：	 

e-mail： 

	 

４	 会員の加入状況（該当する方に○を付すこと）	 

会員	 	 ・	 	 発表時には会員になる	 

	 

５	 プロジェクタ使用の有無（該当する方に○を付すこと）	 

※報告会場ではプロジェクタが使用可能です。ファイルは PDF 形式で USB メモリに入れて

ご持参願います。	 

有	 	 	 ・	 	 無	 

	 

※提出先・連絡先	 

東北農業研究センター	 生産基盤研究領域	 農業経営グループ	 野中章久	 

TEL･FAX	 	 019-643-3494	 	 e-mail  nonaka@affrc.go.jp	 


