林業経済学会 2009 年秋季大会のご案内
2009 年秋季大会運営委員会

委員長

黒瀧秀久

林業経済学会 2009 年秋季大会は，9 月 25 日（金），26 日（土），27 日（日）の 3
日間，東京農業大学オホーツクキャンパスにおいて開催されます。また，学会ウェブ
サイト（http://www.soc.nii.ac.jp/jfes）で秋季大会関係情報を随時掲載・更新する予定で
す。
日程・スケジュール
2009 年 9 月 24 日（木）：各種会議（編集委員会，表彰委員会，理事会）
9 月 25 日（金）：エクスカーション→A コース（木材産業ルート）
，
B コース（知床ルート），終了後に評議員会
9 月 26 日（土）：自由論題，テーマ別セッション①，懇親会
※テーマ別①は北海道林業研究会との共催
9 月 27 日（日）：自由論題，テーマ別セッション②
※テーマ別②は自然公園研究会との共催
大会参加予定者の方へ
1) 大会参加費は，一般会員 1,500 円，学生会員 1,000 円です。
2) 発表要旨を必要に応じて学会ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。
3) 25 日（金）のエクスカーションでは，各テーマ別セッションに即して，バスによ
るエクスカーションを 2 コース予定しています。エクスカーション申込書をご覧
の上 8 月 20 日（木）までに大会運営委員会までお申し込みください。また，今回
のエクスカーションでは人数の制限があります。先着順とさせて戴きますので，
ご了承ください。当日は前日までに空きがある場合のみ受け付けます。募集定員
は A コース（木材産業ルート）先着 40 名，B コース（知床ルート）先着 30 名と
なりますのでご了承ください。なお，エクスカーションの参加費は，A コース：
一般 3,000 円，学生 2,500 円，B コース：一般 10,000 円，学生 7,000 円となります。
4) エクスカーションの申込先は，下記大会運営委員会（東京農業大学・黒瀧秀久）
まで送付してください。
5) 懇親会は 26 日（土）に開催します。参加費は一般会員 4,000 円，学生会員 2,500
円を予定しています。
6) 交通機関・宿泊の申込みとご案内は 2009 年 7 月号に掲載しますが，本大会期間は，
観光旅行客や農大学生の利用により，飛行機の混雑が予想されます。交通機関・
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宿泊の予約は早めにお願いします。
研究発表者の方へ
1) 本誌綴じ込みの「発表申込書」を 6 月 19 日（金）必着で，簡易書留により大会運
営委員会まで郵送してください。
2) 研究要旨（必須）は，8 月 21 日（金）までに，
「発表要旨集原稿作成要覧」に従い，
「要旨在中」と明記の上，下記大会運営委員会発表申込係（北海道大学・柿澤宏
昭）まで送付してください。なお，送付先は本大会が行われる東京農業大学オホ
ーツクキャンパスではございませんのでご注意ください。
3) 筆頭者としての研究発表は 1 人 1 件に限ります。会員ではない方は，事前に入会
手続きをお取りください。
4) 1 件あたり発表時間 25 分，質疑応答 10 分を予定していますが，申込件数によって
は変更する場合もあります。
5) プログラム編成について，発表時間帯の指定など個人的な要望にはお応えできま
せんのでご了承ください。
6) テーマ別セッションについては，別記のとおり，あらかじめ 2 テーマを設定して
います。今回は各発表の後，十分に総合討論の時間をとりたいと考えています。
テーマごとに研究発表のご応募をおまちしておりますが，応募が多数の場合，自
由論題発表に回って戴くこともあることをご了承ください。プログラム編成や発
表時間は，コーディネータが行いますので，発表予定者はその指示に従ってくだ
さい。
7) 使用できる機器は，液晶プロジェクターと OHP です。
大会本部問い合わせ先
〒099-2493 北海道網走市八坂 196 番地

東京農業大学生物産業学部（オホーツク

キャンパス）
TEL 0152－48－3862
林業経済学会 2009 年秋季大会運営委員会
運営委員長
発表申込書

黒瀧

秀久

宛先

〒060-8589 北海道札幌市北区北 9 条西 9 丁目
林業経済学会 2009 年秋季大会運営委員会
運営委員

柿澤

宏昭
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北海道大学農学部

発表申込係

エクスカーション申込書

宛先

〒099-2493 北海道網走市八坂 196 番地

東京農業大学生物産業学部（オホーツク

キャンパス）
林業経済学会 2009 年秋季大会運営委員会
運営委員長

黒瀧

エクスカーション申込係

秀久

テーマ①
●「変貌する地域林業構造の諸問題」
趣旨
21 世紀に入って日本林業構造も大きな転換期を迎えつつある。なかでも，長期林業
大不況基調を示していた国内林業も 2005 年以降，一方での外材輸入環境の不安定化，
減少基調と他方での国内木材資源の“成熟化”基調のもと，国産材“回帰”現象が北海道
や九州地方で広がり，伐採放棄地問題や資源の長期見通しに対する不安定状況も出始
めている。
こうした現象とはアンビバレントに地域森林環境税の採択も多くの自治体で広が
り，森林認証制度も北海道で急速な広がりを見せている。また，国有林も大きな転換
点に逢着しており，こうした変貌する地域林業構造の実態を取り上げ，今後における
わが国林業の再生産構造の諸問題を論議し，展望に繋げたい。

テーマ②
●「自然保護地域における地域振興―人口減時代に向けて―」
趣旨
自然保護地域では，ともすると環境の保全ばかりに注目が集まり，地域社会や地域
経済の持続性は副次的な扱いをされがちである。しかしながら，人口減の時代におい
ては，地域経済に貢献する観光客も，また保護を担う地域のマンパワーも減少するこ
とが考えられる。2009 年秋季大会では，世界自然遺産にも登録されている知床が間近
に位置しているが，そこでも観光客数の減少は大きな問題となりつつある。セッショ
ンでは人口減時代の自然保護地域において，どうやって地域を活性化させるのかを展
望したい。
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林業経済学会 2009 年秋季大会の発表要旨集原稿作成要領
本要旨は大会における発表内容を大会参加者および会員や林業経済学分野に関す
る人々に公表するものです。要旨集は PDF 形式で公開されますので，以下の要領に
従い作成してください。また要旨原稿の入稿時には，演題や発表者などの研究発表申
込内容を変更することはできませんので，ご注意ください。
1．原稿のファイル形式
発表要旨集原稿はパソコンを利用して作成し，FD，CD-R 等にて入稿してください。
使用する OS は MS-Windows のみとします。ファイル形式は基本的に PDF で入稿する
ものとし，それ以外の場合は MS-Word を使用してください（ただし Word2007 のフ
ァイル形式は使用できません）。大会運営委員会では，MS-Word で入稿されたファ
イルを PDF に変換します。その場合，特殊文字などの表示が変わる可能性がありま
すが，特段の対応は行いませんのでご了承ください。
2．書式，フォント，サイズ，レイアウト（記入例を参照のこと）
原稿は A4 版，縦置，40×40 行，1 ページとし，上下左右 30mm の余白をとってく
ださい。演題，氏名（所属），本文は全て横書きとします。数字とアルファベットは
半角とします。
演題：1 行目に中央揃えで（副題がある場合は 2 行目に中央揃えで），ゴシック体・
12 ポイントで書いてください。
氏名・所属：演題の次に 1 行あけて，右寄せで，ゴシック体・10 ポイントとしま
す。見出しをつける場合は，ゴシック体・10 ポイントとします。連名者が
多い場合は 2 行にわたっても構いません。
本文：氏名（所属）の次に 1 行あけて，1 段組，両揃えで，明朝体・10 ポイントと
します。見出しをつける場合は，ゴシック体・10 ポイントとします。文字幅
は 1 行 40 字，行間隔は 1 ページ 40 行としてください。
その他：キーワード，引用文献を記載しても構いません。引用文献の書き方は『林
業経済研究』に準拠します。原稿の末尾に問い合わせ先氏名と E-mail アド
レスを記載してください。英文の場合も以上の様式に準拠してください。
3．PDF ファイルについて
ファイルサイズがあまり大きくならないように注意してください（500kb 以下）。
4．入稿時のファイル名について
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PDF，MS-Word いずれの場合も，ファイル名は発表者（筆頭者）氏名としてくださ
い。
5．原稿提出締め切り
原稿は 8 月 21 日（金）必着で，郵送にてお送りください。
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余白
30mm
発表要旨集原稿記入例
研究発表題目演題・副題：
―副題― 中央揃え，ゴシック体・12 ポイント
（改行）
森太郎・○経済一郎（東農大）
（改行）

氏名（所属）：

はじめに

右寄せ，ゴシック体・10 ポイント
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
本文：

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
本文のスタイルは自由。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
1 段組み，両揃えで，明朝体・10 ポ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（改行）
調査方法

イント。

見出し：
ゴシック体・10 ポイント。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
文字幅は 1 行 40 字，

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
行間幅は 1 ページ 40 行。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
図表・写真：

余白
30mm

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
敵宣。PDF ファイルに変換しても崩
図 1 ○○○○○○○
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
れないように注意すること。
注：○○○○○○○
（改行）

余白
30mm

結果と考察
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

表1．○○○○○○
○○○
○○○
○○○
△△△
○○
○○○
□□□
○○○
○○
◇◇◇
○○
○○○
注：○○○○○○○○

○○○
○○
○○○
○○

＊
＊
＊
＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（改行）
引用文献
(1) ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
キーワード，引用文献：敵宣。引用文献
(2) ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
の書き方は『林業経済研究』に準拠
（改行）
（連絡先：森太郎

moritarou@bioindustry.nodai.ac.jp）
余白
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原稿の末尾に問い合わせ先氏
名と E-mail アドレスを記載。

2009年林業経済学会秋季大会 発表申込書
氏名（ふりがな）

連絡先
〒

所属

住所

電話番号：
FAX番号：
ｅ－ｍａｉｌ：
テーマ別発表（①または②）か自由論題発表のいずれか1つを選び、○で囲んでください
１， テーマ別発表
① 「変貌する地域林業構造の諸問題
② 「自然保護地域における地域振興－人口減時代に向けて－」
２， 自由論題発表

発表題目（副題がある場合は、副題もご記入下さい）

発表者（口頭発表者には、□にチェック印を付けて下さい）
所属
筆頭者

□

連 名

□

連 名

□

連 名

□

連 名

□

連絡先（電話番号、e-mailアドレス）

使用機材（いずれかを選び、○で囲んで下さい）
１，液晶プロジェクター
２，ＯＨＰ

３，なし

エクスカーションの希望（いずれかを選び、○で囲んで下さい）
→ なお、エコスカーションへの参加を希望される方は、別紙の「エクスカーション申込書」も提出して下さい

２， Ｂコース（知床コース）：募集定員30名

１， Ａコース（木材産業コース）：募集定員40名

※ Aコース、Ｂコースともに募集定員数に達ししだい、募集を締め切らせて頂きますのでご了承下さい
※ エクスカーションの詳細は、後ほど大会事務局から参加予定者にお知らせいたします
※ ご希望に添えなっかった場合は、大会事務局から参加予定者にご連絡いたします
発表申込み〆切

2009年6月19日（金）必着
申込み方法：郵送のみ（e-mail、FAXは不可）
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2009年林業経済学会秋季大会 エクスカーション申込書
エクスカーションへの参加をご希望の方は、下記のいずれかのコースをお選び下さい。
複数名での申込みも可能です。

Ａコース（木材産業ルート） → 美幌・津別方面
【実施予定日】
【募集定員】
【参加費】
【主な視察先】
氏名

2009年9月25日（金）
40名程度
一般：3,000円（昼食・送迎代込み）、学生：2,500円（昼食・送迎代込み）
美幌町森林組合（美幌町）、津別単板協同組合丸玉産業（株）（津別町）、
協同組合オホーツクウッドピア（北見市）
所属

連絡先（電話番号、e-mailアドレス）

Bコース（知床ルート） → ウトロ方面
【実施予定日】
【募集定員】
【参加費】
【主な視察先】
氏名

2009年9月25日（金）
30名程度
一般：10,000円（昼食・送迎代金込み）、学生：7,000円(昼食・送迎代金込み)
知床半島知床五湖の散策（ガイド付き）、知床周辺の国有林の見学と知床
自然学校でのツリーイング体験
所属

連絡先（電話番号、e-mailアドレス）

※ Aコース、Ｂコースともに募集定員数に達ししだい、募集を締め切らせて頂きますのでご了承下さい
※ エクスカーションの詳細は、後ほど大会事務局から参加予定者にお知らせいたします
※ ご希望に添えなっかった場合は、大会事務局から参加予定者にご連絡いたします
エクスカーション申込み〆切

2009年8月20日（木）必着
申込み方法：郵送のみ（e-mail、FAXは不可）
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