
  

２０１７年６月３０日 

会 員 各位 

関係者 各位 

食農資源経済学会 

会長 福 田  晋 

 

２０１７年度 食農資源経済学会 第１１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，２０１７年度食農資源経済学会第１１回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２９日〔金〕 ◇エクスカーション １１：５５～１６：３０ 

   ◇学会賞選考委員会 １７：００～１７：３０ 

   ◇理事会        １７：３０～１９：３０ 

   ９月３０日〔土〕 ◇報告討論会   ９：００～１７：１０ 

   ◇学会誌編集委員会 １２：００～１３：００ 

◇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  １８：１０～２０：１０ 

   １０月１日〔日〕 ◇研究報告会   ９：００～１６：００ 

 

【２】会 場 佐賀大学本庄キャンパス  〒840-8502 佐賀市本庄町１ 

   ◎大会会場 佐賀大学農学部大講義室／佐賀大学農学部 1 号館講義棟 

   ※９月３０日〔土〕の昼食は，大学生協食堂（大学会館内）や大学周辺の民間食堂及びコ

ンビニエンスストア等をご利用下さい。お弁当等は準備しません。なお，２９日〔金〕

の理事会，３０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。 

   ※１０月１日〔日〕は，大学生協食堂は営業していません。昼食は大学周辺の民間食堂等

をご利用下さい。 

   ◎懇親会会場 佐賀大学美術館内「カフェ SONNES」Tel. 0952-40-2911 

 

  ９月２９日〔金〕 

 ◇エクスカーション（11:55～16:30） 

    ◇学会賞選考委員会（17:00～17:30）・・・・農学部 1号館南棟 1F小会議室 

    ◇理事会     （17:30～19:30）・・・・農学部 1号館南棟 1F学部運営会議室 

 

   ９月３０日〔土〕 

    ◇報告討論会   （ 9:00～17:10）・・・・農学部大講義室 

    ◇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）・・・・農学部 2号館 2F ゼミ室 

    ◇学会誌編集委員会（12:00～13:00）・・・・農学部 1号館南棟 1F   小会議室 

    ◇地区幹事会   （12:00～13:00）・・・・農学部 1号館南棟 1F   学部運営会議室 



  

    ◇総会・理事選挙 （13:00～14:20）・・・・農学部大講義室 

    ◇新理事会    （17:30～18:00）・・・・農学部 1号館南棟 1F   学部運営会議室 

    ◇懇親会     （18:10～20:10）・・・・カフェ SONNES（佐賀大学美術館内） 

      

◇休憩室     （ 9:00～17:00）・・・・農学部 1号館講義棟 1F   1番教室 

 

１０月１日〔日〕 

◇研究報告会   （ 9:00～16:00）・・・・農学部 1号館講義棟 1F  3番教室 

                 ・・・・農学部 1号館講義棟 2F   5番教室 

 

◇休憩室     （ 9:00～16:00）・・・・農学部 1号館講義棟 1F   1番教室 

 

【３】エクスカーション 

 今回のエクスカーションでは，ＪＡさがのグループ会社のいくつかを訪問し，地域農業の活性

化に資する取り組みをご覧いただきます。また訪問先は，報告討論会の第３報告で取り上げる「生

産から販売までの一貫体制」や持株会社化にも関係しています。 

 なお，昼食は直売所「しゃくなげの里」でとります。県産の食材を用いた定食や麺類等，いろ

いろと取りそろえています。ご注文・お会計は，現地にて個々にお願い致します。 

 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円となります（当日徴収）。 

 

☆エクスカーションのスケジュール（11時 50分までに佐賀駅北口バス停に集合して下さい） 

11:55       佐賀駅北口バス停から貸し切りバスで出発 

12:40       直売所「しゃくなげの里」に到着 

12:40～13:30   直売所「しゃくなげの里」にて昼食及び見学 

13:45～14:30  「株）ＪＡさが富士町加工食品」を見学 

14:45～15:30  「株）バイオテック富士」を見学 

16:10 佐賀駅北口バス停 到着／ 16:30 佐賀大学到着 

 

※エクスカーション参加者集合場所（JR佐賀駅北口から徒歩約 3分） 

佐賀駅北口バス停 



  

【４】報告討論会 

 

共通テーマ 『農協の自己改革の現状と課題』 

 

9:00～9:05 学会長挨拶  福田 晋（九州大学大学院農学研究院） 

9:05～9:20 座長解題   白武義治（佐賀大学農学部） 

 

報告討論会各報告時間 

9:20～10:00  第１報告「改正農協法下のＪＡによる自己改革の全国的動向と特徴」 

                            増田佳昭（滋賀県立大学環境科学部） 

10:00～10:40 第２報告「改正農協法下のＪＡがとる生産指導・販売事業」 

                           岩崎真之介（ＪＣ総研） 

10:40～11:20 第３報告「農業所得向上と地域農業活性化のための自己改革」 

                          金原壽秀（ＪＡグループ佐賀） 

                          共同報告者：品川 優（佐賀大学経済学部） 

11:20～12:00 第４報告「農業経営に及ぼす総合農協事業の経済的効果と課題」 

                                       寺島康文（株式会社みずほファーム） 

               共同報告者：ラランディソン・ツィラボ（京都大学大学院経済学研究科） 

 

12:00～14:20 昼食／総会・理事選挙 

 

14:20～14:50 コメント（２人・各 15分） 

       第１コメンテーター：板橋 衛（愛媛大学農学部） 

       第２コメンテーター：細野賢治（広島大学大学院生物圏科学研究科） 

 

14:50～17:10 討論 

 

【５】研究報告の申込み 

 報告希望者は，8月 16日［水］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。 

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 

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エクスカーション参加費 ：2,000円 

  ③懇親会費        ：5,000円（学生会員 3,000円）  



  

【７】会場へのアクセス 

 

   詳しくは佐賀大学ホームページをご覧下さい。http://www.saga-u.ac.jp/access/index.html 

 

①タクシー 

   JR佐賀駅南口より約 10分（片道料金 1,000～1,200円程度） 

②佐賀市営バス 

   佐賀駅バスセンターから約 15分／「佐賀大学前」バス停下車（片道料金 200円程度） 

【４番】佐賀女子短大・高校線(中央大通り・辻の堂・佐賀大学前経由) 

【11番】佐賀大学・西与賀線 

【12番】佐賀大学・東与賀線 

【63番】佐賀女子短大・高校線(紡績通り・与賀町・佐賀大学前経由) 

 

佐賀駅バスセンター→佐賀大学 

http://www.bus.saga.saga.jp/diagram/busstop.php?mode=way&command=search&from_tei_c

ode=1001&to_tei_code=1098&order=t 

 

佐賀大学→佐賀駅バスセンター 

http://www.bus.saga.saga.jp/diagram/busstop.php?mode=way&command=search&from_tei_c

ode=1098&to_tei_code=1001&order=t 

 

③自家用車 

  「南門」から入構できますが，１回の入構につき 200 円の駐車券購入が必要です。ご注意下

さい。 

 

http://www.bus.saga.saga.jp/diagram/busstop.php?mode=way&command=search&from_tei_code=1001&to_tei_code=1098&order=t
http://www.bus.saga.saga.jp/diagram/busstop.php?mode=way&command=search&from_tei_code=1001&to_tei_code=1098&order=t
http://www.bus.saga.saga.jp/diagram/busstop.php?mode=way&command=search&from_tei_code=1098&to_tei_code=1001&order=t
http://www.bus.saga.saga.jp/diagram/busstop.php?mode=way&command=search&from_tei_code=1098&to_tei_code=1001&order=t


  

 

 

 

 

【８】宿泊先 

 ホテル等宿泊先は各自で予約をお願いします。主に JR佐賀駅周辺に次のようなホテルがあり

ます。 

◇コンフォートホテル佐賀 0952-36-6311 

◇東横イン佐賀駅前 0952-23-1045 

◇佐賀ワシントンホテルプラザ 0952-25-1111 

◇サガシティホテル 0952-40-0100 

◇アパホテル佐賀駅前中央 0952-36-5111 

◇ホテルルートイン佐賀駅前 0952-27-7115 

◇ホテルニューオータニ佐賀 0952-23-1111 

  

佐賀大学前バス停 

南門入口 

大学会館 

農学部大講義室 

農学部 1号館南棟 

懇親会会場 

農学部 2号館 



  

【大会についてのお問合せ先】 

  第１１回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 辻一成（佐賀大学農学部） 

   Tel. 0952-28-8731 / Fax. 0952-28-8705 

      E-mail: tsujikjp@cc.saga-u.ac.jp 

      〒840-8502 佐賀市本庄町 1 佐賀大学農学部 

  ②大会事務局長  品川優（佐賀大学経済学部） 

   Tel & Fax. 0952-28-8434 

      E-mail: sinagawa@cc.saga-u.ac.jp 

      〒840-8502 佐賀市本庄町 1 佐賀大学経済学部 

以上 

 

 

  

mailto:tsujikjp@cc.saga-u.ac.jp
mailto:sinagawa@cc.saga-u.ac.jp


  
 

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・ ・ ・ ・ ・ ・  
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                            （行数 32 行）     

                        30mm 

 


