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経済社、1999年）、「流通多元化と生鮮品購買行動のフロンティア」（生活共同組合研究   

1999－7、1999年）  

⑳廣政 幸生（ひろまさ ゆきお）  

明治大学 農学部 助教授   

1955年生まれ。北海道大学大学院農学研究科修了。農学博士。  

－238－   



＜主な著書。論文＞  

「農業と農政の経済分析」（編著：大明堂、1996年）、「開発と自立の地域戦略」（共著：   

中央経済杜、1997年）、「農村アメニティの創造に向けて」（共著：大明堂、1999年）  

⑳尾崎 亨（おざき とおる）   

酪農学園大学 食品流通学科 講師。   

1959年生まれ。日本大学大学院農学研究科修了。農学博士。   

＜主な著書・論文＞   

「日本物流年間」（共著：93年、94年）、「生協の大型化と産直産地の対応に関する研究」   

（『酪農学園大学紀要』1996年2月）  

⑳深澤 史樹（ふかざわ ふみき）   

酪農学園大学 食品流通学科 講師   

1964年生まれ。北海道大学大学院環境科学研究科修了。   

＜主な著書。論文＞   

「観光立国からの問題提起 －リゾート開発。環境保全そして地域再生－」（共著：青山   

社、1993年）、「環境保全型農業論」（共著：農林統計協会、1996年2月）  

⑳吉井 邦恒（よしい くにひさ）   

農林水産省農業総合研究所 経済政策部政策研究室長   

1958年生まれ。東京大学経済学部経済学科卒業。農林水産省入省。人事院行政官国内研   

究官として埼玉大学大学院へ留学。農林水産大臣官房企画官。農林水産省経済局保険管  

理課課長補佐（総括）を経て現職。   

＜主な著書・論文＞   
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