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 2018 年度沖縄大会報告                             

 2018 年 7 月 7 日（土）・8 日（日）に琉球大学にて 2018 年度大会が開催されました。1 日のシ

ンポジウムは「観光振興と地域農業・食料市場」をテーマに 4 報告・2 コメントが行われ、活発な

議論が交わされました。2 日の個別報告は 6 会場・42 報告でした。大会参加者は 126 名でした。 
 大会開催にご尽力いただきました内藤重之実行委員長、杉村泰彦会員をはじめとする現地事務局

を担当された関係者のみなさまに厚く感謝申し上げます。 
 総会では、以下の業績に学会誌賞（湯澤賞）を授与することが報告されました。 
 
 学会誌賞（湯澤賞） 

林芙俊 会員「酒造好適米流通における直接取引の増加要因－秋田県を事例として－」第 26 
巻第 3 号掲載 

 

 2019年度大会について                                 

 次回の 2019 年度大会は、2019 年 7 月 6 日（土）・7 日（日）に神戸大学（兵庫県）で開催を予

定しています。 

【注意】個別報告でパソコンを利用する場合は、PDF ファイルでの報告のみ可としますのでご注

意下さい。 
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 2018-19年度役員体制について                                   

 2018 年 7 月 7 日に開催された 2018 年度総会での投票等の結果を受けて、2018－19 年度は以下

のような役員体制となりました（敬称略）。 

 
 

 学会賞の推薦について                                   

 2019 年度の日本農業市場学会賞（学術賞・奨励賞）の推薦を受け付けています。 
（学会賞選考委員長 野見山 敏雄） 

 
（1）受賞候補の条件 

◇日本農業市場学会学術賞 

2016 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月末までに公刊された著書等。本学会会員であれば候補者の

年齢は問わないが、学会誌第 27 巻第 1 号～第 4 号に掲載された〈論文〉の著者を除く。 

◇日本農業市場学会奨励賞（川村・美土路賞） 

2017 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月末までに公刊された研究業績。ただし、2019 年 4 月 1 日

時点で満 40 歳未満の会員とし、学会誌第 27 巻第 1 号～第 4 号に掲載された〈論文〉の著者

役職名 （選出区分） 氏名 所属 担当
会　長 （総会選出） 木立　真直 中央大学 学術会議
副会長 （総会選出） 坂爪　浩史 北海道大学 企画委員長
副会長 （総会選出） 野見山　敏雄 東京農工大学 学会賞選考委員長
副会長 （総会選出） 福田　晋 九州大学 学会誌編集委員長
理　事 （地域選出） 安藤　光義 東京大学
理　事 （地域選出） 石田　章 神戸大学
理　事 （地域選出） 石塚　哉史 弘前大学 編集委員会事務局
理　事 （総会選出） 小野　雅之 神戸大学
理　事 （地域選出） 坂井　教郎 鹿児島大学
理　事 （地域選出） 櫻井　清一 千葉大学
理　事 （地域選出） 清水池　義治 北海道大学
理　事 （総会選出） 神代　英昭 宇都宮大学
理　事 （総会選出） 杉村　泰彦 琉球大学
理　事 （会長指名） 高梨子　文恵 弘前大学 会計担当事務局
理　事 （総会選出） 内藤　重之 琉球大学
理　事 （会長指名） 中村　哲也 共栄大学
理　事 （会長指名） 成田　拓未 弘前大学 庶務担当事務局
理　事 （総会選出） 藤田　武弘 和歌山大学
理　事 （地域選出） 細野　賢治 広島大学
理　事 （地域選出） 森　久綱 三重大学
理　事 （総会選出） 矢野　泉 広島修道大学
理　事 （会長指名） 豊　智行 鹿児島大学 企画委員会事務局

監　事 津田　渉 秋田県立大学
監　事 横山　英信 岩手大学



を除く。 
 

（2）学会賞候補を推薦できる者   
1 名ないし複数名の本学会会員 
 

（3）推薦の方法 

推薦者から学会賞選考委員長宛に、A4 用紙に横書きで下記の事項を記載の上、提出する。 
① 選考対象の研究業績名、または著書等名 

（いずれも発行所、発行年月日、論文の場合は掲載誌の名称・巻号を記載） 

② 受賞候補者の氏名 

③ 候補者の所属機関 

④ 候補者の略歴 

（対象の業績が複数、または業績が共著であり審査対象者が複数の場合、①または②～④を

繰り返して記入すること） 

⑤ 同研究業績または著書等の要約（2,000 字以内） 

⑥ 推薦者 

⑦ 推薦理由 

 

（4）推薦状および対象業績提出先 

〒183－8509 東京都府中市幸町 3-5-8 東京農工大学大学院農学研究院 共生持続社会学部門 
野見山 敏雄 宛 （TEL：042-367-5690） 

★対象となる業績（研究業績または著書等）3 部を送付して下さい。 

 
（5）推薦締め切り 

2019 年 2 月末日消印有効 
 

 2019年度 日本農業市場学会研究助成の募集について                    

 日本農業市場学会では、学会の将来を担う若手研究者を育成することを目的として、農業・食料

市場に関わる諸市場を対象とした優れた研究に助成を行っています。2019 年度の助成の申し込み

を下記の通り受け付けています。若手会員のみなさまの応募をお待ちしています。 
 助成対象者：2019 年 4 月 1 日時点で 35 歳以下（常勤の教育・研究者を除く）であり、2 年以

上の会員資格を有した日本農業市場学会員 
 助成額：1 研究課題 20 万円以内 
 採用数：2 件程度 
 応募締め切り：2019 年 2 月末日消印有効 
 応募用紙送付先： 

〒036－8561 青森県弘前市文京町 3 弘前大学 農学生命科学部 
日本農業市場学会事務局（成田 拓未） 宛 

 応募必要書類は学会ホームページからダウンロードできます。 



 助成決定者となった方は、2020年 3月 31日までに学会事務局に研究助成実績報告書を提出し、

報告書提出後 6 カ月以内に研究成果の全部または一部を学会誌「農業市場研究」に論文として

提出していただきます。これが遵守されない場合には、助成金の返済を求めることがあります。 

 

 学会賞受賞者リストについて                     

日本農業市場学会における歴代の学会賞受賞者リストが作成されました。学会ホームページに

近日掲載準備中です。 
 

 事務局移転のお知らせ                        

・新体制に伴い、事務局を下記に移転しました。 

 

◆庶務担当事務局 成田 拓未（学会全般に関する問い合わせ） 
   〒036－8561 青森県弘前市文京町 3 弘前大学 農学生命科学部 

TEL/FAX：0172-39-3622 
   Mail：tnarita@hirosaki-u.ac.jp 
 
◆会計担当事務局 高梨子 文恵（入会・会費に関する問い合わせ） 

   〒036－8561 青森県弘前市文京町 3 弘前大学 農学生命科学部 
TEL/FAX：0172-39-3828 

   Mail：fumie-t@hirosaki-u.ac.jp 
 
◆企画委員会事務局 豊 智行（大会に関する問い合わせ） 

   〒890－0065 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24 鹿児島大学 農学部  
TEL/FAX：099-285-8627 

   Mail：yutaka@agri.kagoshima-u.ac.jp 
 
◆編集委員会事務局 石塚 哉史（論文投稿、学会誌に関する問い合わせ） 

   〒036－8561 青森県弘前市文京町 3 弘前大学 農学生命科学部 
TEL/FAX：0172-39-3827 

   Mail：s-ishi@hirosaki-u.ac.jp 
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