
〇棚田地域振興コンシェルジュ（施策担当コンシェルジュ）名簿（地方支分部局）

省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

施策担当 小西　勝彦 北海道農政事務所 企画調整室 地方調整官 011-330-8801（直通） 011-552-0530 北海道農政事務所が担当する施策全般に関すること

施策担当 久保　誠一 北海道農政事務所 企画調整室 室長補佐 011-330-8801（直通） 011-552-0530 北海道農政事務所が担当する施策全般に関すること

施策担当 野﨑　伸一 北海道農政事務所 企画調整室 主任農政推進官 011-330-8801（直通） 011-552-0530 北海道農政事務所が担当する施策全般に関すること

施策担当 武藤　誠 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 課長 011-330-8810（直通） 011-520-3063

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 池田　誠 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 課長補佐 011-330-8810（直通） 011-520-3063

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 折坂　真志 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 指導官 011-330-8810（直通） 011-520-3063

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 筒浦　良昌 北海道農政事務所 生産経営産業部 生産支援課 課長 011-330-8807（直通） 011-330-8609
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 加藤　公康 北海道農政事務所 生産経営産業部 生産支援課 課長補佐 011-330-8807（直通） 011-330-8609
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 沖村　昌彦 北海道農政事務所 生産経営産業部 生産支援課 係長 011-330-8807（直通） 011-330-8609
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 小野寺　健一 北海道農政事務所 生産経営産業部 生産支援課
上席農政業務

管理官
011-330-8807（直通） 011-330-8609

畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 小田　昌弘 北海道農政事務所 生産経営産業部 生産支援課 競馬監督官 011-330-8807（直通） 011-330-8609
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 橋口　智 北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 課長 011-330-8809（直通） 011-520-3062
集落営農活性化プロジェクト促進支援事業、農業経営

法人化支援事業

施策担当 増田　周一 北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 課長補佐 011-330-8809（直通） 011-520-3062
集落営農活性化プロジェクト促進支援事業、農業経営

法人化支援事業

施策担当 水野　久志 北海道農政事務所 生産経営産業部 担い手育成課 係長 011-330-8809（直通） 011-520-3062
集落営農活性化プロジェクト促進支援事業、農業経営

法人化支援事業

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 五十嵐　晃 東北農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 課長 022-221-6403（直通） 022-722-7378

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進支援事業、農山漁村発イノベー

ションサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち

産業支援型）

施策担当 三浦　孝浩 東北農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
六次産業化専

門官
022-221-6403（直通） 022-722-7378

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進支援事業、農山漁村発イノベー

ションサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち

産業支援型）

施策担当 三浦　学 東北農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 係長 022-221-6403（直通） 022-722-7378

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進支援事業、農山漁村発イノベー

ションサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち

産業支援型）

施策担当 飛鳥　武昭 東北農政局 生産部 生産技術環境課 課長 022-221-6214（直通） 022-217-4180
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 花田　淳 東北農政局 生産部 生産技術環境課 農政調整官 022-221-6214（直通） 022-217-4180
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 篠原　千佳 東北農政局 生産部 生産技術環境課 係員 022-221-6214（直通） 022-217-4180
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 阿部　知康 東北農政局 生産部 生産振興課 課長 022-221-6179（直通） 022-217-4180
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 鈴木　里沙 東北農政局 生産部 生産振興課 地域指導官 022-221-6179（直通） 022-217-4180
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 佐藤　公一 東北農政局 生産部 生産振興課 係長 022-221-6179（直通） 022-217-4180
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 早坂　正生 東北農政局 生産部 生産技術環境課 課長補佐 022-221-6214（直通） 022-217-4180 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 鈴木　隆一 東北農政局 生産部 生産技術環境課 係長 022-221-6214（直通） 022-217-4180 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 小椋　好明 東北農政局 農村振興部 農村計画課 課長 022-261-6734（直通） 022-216-4287

中山間地域等直接支払交付金、農山漁村振興交付金（中

山間地農業推進対策、山村活性化対策、農泊推進対策、農福連携対

策、最適土地利用対策等）

施策担当 平塚　英樹 東北農政局 農村振興部 農村計画課 課長補佐 022-261-6734（直通） 022-216-4287

中山間地域等直接支払交付金、農山漁村振興交付金（中

山間地農業推進対策、山村活性化対策、農泊推進対策、農福連携対

策、最適土地利用対策等）

施策担当 高橋　俊広 東北農政局 農村振興部 農村計画課 係長 022-261-6734（直通） 022-216-4287
中山間地域等直接支払交付金、農山漁村振興交付金

（中山間地農業推進対策）



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 木村　吉寿 東北農政局 農村振興部 地域整備課 課長 022-221-6293（直通） 022-216-4287

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション整備対策（農

山漁村発イノべーション等整備事業のうち定住促進対策型、交流対

策型）、情報通信環境整備対策）

施策担当 冨樫　敬 東北農政局 農村振興部 地域整備課 課長補佐 022-221-6293（直通） 022-216-4287

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション整備対策（農

山漁村発イノべーション等整備事業のうち定住促進対策型、交流対

策型）、情報通信環境整備対策）

施策担当 吉田　香 東北農政局 農村振興部 地域整備課 係長 022-221-6293（直通） 022-216-4287

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション整備対策（農

山漁村発イノべーション等整備事業のうち定住促進対策型、交流対

策型）、情報通信環境整備対策）

施策担当 山田　昇 東北農政局 農村振興部 農村環境課 課長 022-221-6260（直通） 022-715-8217 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 木村　裕美子 東北農政局 農村振興部 農村環境課 課長補佐 022-221-6260（直通） 022-715-8217 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 児玉　昌也 東北農政局 農村振興部 農村環境課 係長 022-221-6260（直通） 022-715-8217 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 渡邉　暁 東北農政局 農村振興部 農村環境課 係長 022-221-6260（直通） 022-715-8217 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 釜澤　俊史 東北農政局 農村振興部 農地整備課 課長 022-221-6291（直通） 022-715-8217 多面的機能支払交付金

施策担当 高橋　清美 東北農政局 農村振興部 農地整備課 室長 022-221-6291（直通） 022-715-8217 多面的機能支払交付金

施策担当 星　智裕 東北農政局 農村振興部 農地整備課 係長 022-221-6291（直通） 022-715-8217 多面的機能支払交付金

施策担当 佐藤　月 東北農政局 農村振興部 農地整備課 係員 022-221-6291（直通） 022-715-8217 多面的機能支払交付金

施策担当 藤田　覚 東北農政局 農村振興部 設計課 課長 022-221-6277（直通） 022-216-4287

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備事

業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 福田　晃 東北農政局 農村振興部 設計課事業調整室 室長 022-221-6277（直通） 022-216-4287

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備事

業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 熊谷　幹夫 東北農政局 農村振興部 設計課事業調整室 係長 022-221-6277（直通） 022-216-4287

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備事

業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 千田　和德 東北農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長 022-221-6241（直通） 022-722-7378 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 本多　順一 東北農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
農業組織育成

指導官
022-221-6241（直通） 022-722-7378 集落営農活性化プロジェクト促進事業



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 今川　成毅 東北農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 係長 022-221-6241（直通） 022-722-7378 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 山路　敬 東北農政局 生産部 畜産課 課長 022-221-6198（直通） 022-217-4180

畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資

源生産利用拡大対策（放牧活用型持続的畜産生産推

進）

施策担当 加川　珠輝 東北農政局 生産部 畜産課 課長補佐 022-221-6198（直通） 022-217-4180

畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資

源生産利用拡大対策（放牧活用型持続的畜産生産推

進）

施策担当 中齋　えり子 東北農政局 生産部 畜産課 係長 022-221-6198（直通） 022-217-4180

畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資

源生産利用拡大対策（放牧活用型持続的畜産生産推

進）

施策担当 工藤　伸一 東北農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長 022-221-6237（直通） 022-722-7378 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 岡嶋　亮 東北農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課
課長補佐

（調整）
022-221-6237（直通） 022-722-7378 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 清水川　幸徳 東北農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 係長 022-221-6237（直通） 022-722-7378 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 中村　生郎 関東農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 課長 048-740-0160（直通） 048-740-0081

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策の

うち農山漁村発イノベーション等整備事業（産業支援

型））

施策担当 川井　修 関東農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 課長補佐 048-740-0387（直通） 048-740-0081

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策の

うち農山漁村発イノベーション等整備事業（産業支援

型））

施策担当 八鍬　雅行 関東農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 係長 048-740-5352（直通） 048-740-0081

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策の

うち農山漁村発イノベーション等整備事業（産業支援

型））

施策担当 北川　愛二郎 関東農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長 048-740-0376（直通） 048-740-0081 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 細川　匡彦 関東農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長補佐 048-740-0386（直通） 048-740-0081 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 勝山　茂則 関東農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 係長 048-740-9811（直通） 048-740-0081 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 高嶋　政幸 関東農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長 048-740-0162（直通） 048-740-0081 機構集積協⼒金交付事業のうち地域集積協⼒金交付事業

施策担当 山下　真也 関東農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 係長 048-740-0099（直通） 048-740-0081 機構集積協⼒金交付事業のうち地域集積協⼒金交付事業

施策担当 長野　健一 関東農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 係長 048-740-0380（直通） 048-740-0081 機構集積協⼒金交付事業のうち地域集積協⼒金交付事業



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 内田　誠 関東農政局 生産部 生産技術環境課 課長 048-740-0454（直通） 048-601-1431
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 黒木　佳恵 関東農政局 生産部 生産技術環境課 農政調整官 048-740-0443（直通） 048-601-1431
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 有冨　真麻 関東農政局 生産部 生産技術環境課 係長 048-740-0446（直通） 048-601-1431
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 漆間　利明 関東農政局 生産部 生産振興課 課長 048-740-0402（直通） 048-601-0533
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 和田　美穂子 関東農政局 生産部 生産振興課 地域指導官 048-740-0407（直通） 048-601-0533
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 諸橋　彩香 関東農政局 生産部 生産振興課 係長 048-740-0026（直通） 048-601-0533
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 飯野　和政 関東農政局 生産部 生産技術環境課 課長補佐 048-740-0453（直通） 048-601-1431 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 早船　恵子 関東農政局 生産部 生産技術環境課 係長 048-740-0439（直通） 048-601-1431 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 川本　博康 関東農政局 生産部 畜産課 課長 048-740-0415（直通） 048-601-0533
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 入江　浩 関東農政局 生産部 畜産課 課長補佐 048-740-0027（直通） 048-601-0533
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 新井　克夫 関東農政局 生産部 畜産課 係長 048-740-0412（直通） 048-601-0533
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 柳澤　貴雄 関東農政局 農村振興部 農村計画課 課長 048-740-0496（直通） 048-740-0082
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 山下　公弘 関東農政局 農村振興部 農村計画課 課長補佐 048-740-0490（直通） 048-740-0082
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 八代　正之 関東農政局 農村振興部 農村計画課 専門官 048-740-0486（直通） 048-740-0082
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 佐藤　秀彦 関東農政局 農村振興部 地域整備課 課長 048-740-0491（直通） 048-600-0624

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁

村発イノベーション等整備事業（定住促進対策型、交流対策型）、

情報通信環境整備対策）

施策担当 渡邊　利津子 関東農政局 農村振興部 地域整備課 課長補佐 048-740-0491（直通） 048-600-0624

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁

村発イノベーション等整備事業（定住促進対策型、交流対策型）、

情報通信環境整備対策）

施策担当 盛永 一美 関東農政局 農村振興部 地域整備課 係長 048-740-0122（直通） 048-600-0624 農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 石川　聡子 関東農政局 農村振興部 地域整備課 係員 048-740-0487（直通） 048-600-0624
農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁

村発イノベーション等整備事業（定住促進対策型、交流対策型））

施策担当 前薗　博幸 関東農政局 農村振興部 農村環境課 課長 048-740-0519（直通） 048-740-0082 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 畠中　昭二 関東農政局 農村振興部 農村環境課 課長補佐 048-740-0514（直通） 048-740-0082 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 谷口　悟 関東農政局 農村振興部 農村環境課
主任広域監視

官
048-740-0511（直通） 048-740-0082 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 小野　亮 関東農政局 農村振興部 農地整備課 課長 048-740-0338（直通） 048-600-0624 多面的機能支払

施策担当 山崎　勝夫 関東農政局 農村振興部 農地整備課
多面的機能支

払推進室長
048-740-0146（直通） 048-600-0624 多面的機能支払

施策担当 千葉　正丈 関東農政局 農村振興部 農地整備課 専門官 048-740-0551（直通） 048-600-0624 多面的機能支払

施策担当 川島　秀樹 関東農政局 農村振興部 設計課 課長 048-740-0042（直通） 048-600-0624

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）

施策担当 稲垣　圭介 関東農政局 農村振興部 設計課 室長 048-740-0043（直通） 048-600-0624

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）

施策担当 塩野　智美 関東農政局 農村振興部 設計課 係長 048-740-0043（直通） 048-600-0624

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）

施策担当 竹内　幸市 関東農政局 農村振興部 防災課 課長 048-740-0563（直通） 048-740-0083 地すべり対策事業

施策担当 橋爪　康寿 関東農政局 農村振興部 防災課 課長補佐 048-740-0053（直通） 048-740-0083 地すべり対策事業

施策担当 長谷川　昌美 関東農政局 農村振興部 防災課 係長 048-740-0566（直通） 048-740-0083 地すべり対策事業

施策担当 川口  健史 北陸農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 課長 076-232-4890（直通） 076-232-4178

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション整

備対策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノ

ベーションサポート事業）

施策担当 樋掛　浩二 北陸農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
六次産業化専

門職
076-232-4890（直通） 076-232-4178

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション整

備対策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノ

ベーションサポート事業）

施策担当 高橋　賛 北陸農政局 生産部 生産技術環境課 課長 076-232-4893（直通） 076-232-5824
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 吉野　哲平 北陸農政局 生産部 生産技術環境課 係員 076-232-4893（直通） 076-232-5824
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 中村　秀樹 北陸農政局 生産部 生産振興課 課長 076-232-4302（直通） 076-232-5824
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 三奈木　智巳 北陸農政局 生産部 生産振興課 課長補佐 076-232-4302（直通） 076-232-5824
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 島川　紀仁 北陸農政局 生産部 生産振興課 地域指導官 076-232-4302（直通） 076-232-5824
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 高橋　賛 北陸農政局 生産部 生産技術環境課 課長 076-232-4893（直通） 076-232-5824 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 延武　亜希子 北陸農政局 生産部 生産技術環境課 係長 076-232-4893（直通） 076-232-5824 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 野村　郁美 北陸農政局 生産部 生産技術環境課 係長 076-232-4893（直通） 076-232-5824 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 新出　龍峰 北陸農政局 農村振興部 農村計画課 課長 076-232-4531(直通) 076-263-0256
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 笹本　喜一郎 北陸農政局 農村振興部 農村計画課 課長補佐 076-232-4531(直通) 076-263-0256
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 今枝　祐樹 北陸農政局 農村振興部 農村計画課 係長 076-232-4531(直通) 076-263-0256 中山間地域等直接支払交付金

施策担当 加藤　彰人 北陸農政局 農村振興部 農村計画課 係長 076-232-4531(直通) 076-263-0256 中山間地農業ルネッサンス推進事業

施策担当 川邊　昭弘 北陸農政局 農村振興部 地域整備課 課長 076-232-4726（直通） 076-234-8051 農山漁村振興交付金

施策担当 清水　孝晃 北陸農政局 農村振興部 地域整備課 課長補佐 076-232-4726（直通） 076-234-8051 農山漁村振興交付金

施策担当 浅野　将人 北陸農政局 農村振興部 農村環境課 課長 076-232-4533（直通） 076-263-0256 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 松山　明弘 北陸農政局 農村振興部 農村環境課 課長補佐 076-232-4533（直通） 076-263-0256 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 柴田　貴巳 北陸農政局 農村振興部 農村環境課 係長 076-232-4533（直通） 076-263-0256 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 高阪　快児 北陸農政局 農村振興部 農地整備課 課長 076-232-4725（直通） 076-234-8051 多面的機能支払交付金

施策担当 田中　聡 北陸農政局 農村振興部 農地整備課
多面的機能企

画官
076-232-4725（直通） 076-234-8051 多面的機能支払交付金



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 渡邉　泰浩 北陸農政局 農村振興部 設計課 課長 076-232-4722（直通） 076-234-8051

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 向川　和久 北陸農政局 農村振興部 設計課 室長 076-232-4722（直通） 076-234-8051

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 紙屋　貴典 北陸農政局 農村振興部 設計課 係長 076-232-4722（直通） 076-234-8051

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 小松　和行 北陸農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長 076-232-4318（直通） 076-234-3076 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 小林　宏通 北陸農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長補佐 076-232-4318（直通） 076-234-3076 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 水本　美智子 北陸農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 指導官 076-232-4318（直通） 076-234-3076 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 齊藤　幸紀 北陸農政局 生産部 畜産課 課長 076-232-4317（直通） 076-232-5824
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 岡島　勇一 北陸農政局 生産部 畜産課 自給飼料係長 076-232-4317（直通） 076-232-5824
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 小川　浩之 北陸農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長 076-232-4319（直通） 076-234-3076 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 金子　貢 北陸農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長補佐 076-232-4319（直通） 076-234-3076 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 五十嵐　一樹 北陸農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 係長 076-232-4319（直通） 076-234-3076 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 松田　尚之 東海農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 課長 052-223-4602（直通） 052-201-1703

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業）

施策担当 淺野　豊 東海農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 専門官 052-223-4602（直通） 052-201-1703

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業）



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 前川　淳 東海農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 専門職 052-223-4602（直通） 052-201-1703

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業）

施策担当 浅野　昌江 東海農政局 生産部 生産技術環境課 課長 052-746-1313（直通） 052-218-2793
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 冨田　徳彦 東海農政局 生産部 生産技術環境課 農政調整官 052-746-1313（直通） 052-218-2793
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 谷貝 　美奈子 東海農政局 生産部 生産技術環境課 係員 052-746-1313（直通） 052-218-2793
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 河村　篤 東海農政局 生産部 生産振興課 課長 052-223-4622（直通） 052-218-2793
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 淺生　健三 東海農政局 生産部 生産振興課 地域指導官 052-223-4622（直通） 052-218-2793
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 阿部　雅英 東海農政局 生産部 生産技術環境課 課長補佐 052-746-1313（直通） 052-218-2793 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 中島　千空 東海農政局 生産部 生産技術環境課 係員 052-746-1313（直通） 052-218-2793 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 小林　悟 東海農政局 農村振興部 農村計画課 課長 052-223-4629（直通） 052-220-1681
中山間地域等直接支払交付金,中山間地農業ルネッサン

ス推進事業

施策担当 川上　昭彦 東海農政局 農村振興部 地域整備課 課長 052-223-4639（直通） 052-219-2667 農山漁村振興交付金

施策担当 節賀　茂樹 東海農政局 農村振興部 農村環境課 課長 052-223-4631（直通） 052-220-1681 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 持山　昌智 東海農政局 農村振興部 農地整備課 課長 052-223-4638（直通） 052-220-1681 多面的機能支払交付金

施策担当 高木　始 東海農政局 農村振興部 農地整備課
多面的機能支

払推進室長
052-223-4638（直通） 052-220-1681 多面的機能支払交付金

施策担当 増岡　宏司 東海農政局 農村振興部 設計課 課長 052-223-4633（直通） 052-219-2667 農業農村整備関連事業、地すべり対策事業

施策担当 渡邉　新一郎 東海農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長 052-715-5191（直通） 052-201-1703 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 大谷　朋子 東海農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 指導官 052-715-5191（直通） 052-201-1703 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 浦嶋　明広 東海農政局 生産部 畜産課 課長 052-223-4625（直通） 052-218-2793
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 前田　正志 東海農政局 生産部 畜産課 課長補佐 052-223-4625（直通） 052-218-2793
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 白井　宏美 東海農政局 生産部 畜産課 係長 052-223-4625（直通） 052-218-2793
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 菅原　宏 東海農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長 052-223-4627（直通） 052-201-1703 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 隅田　秀作 東海農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長補佐 052-223-4627（直通） 052-201-1703 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 塩川　大貴 東海農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 係員 052-223-4627（直通） 052-201-1703 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 井上　裕 近畿農政局 農村振興部 地域整備課 課長 075-414-9553 075-417-2090
農山漁村振興交付金、農業農村整備関連事業（③農山

漁村地域整備交付金）

施策担当 村岸　捺世 近畿農政局 農村振興部 地域整備課
地域連携指導

係長
075-414-9553 075-417-2090 農山漁村振興交付金

施策担当 小谷　あゆみ 近畿農政局 農村振興部 地域整備課
中山間整備係

長
075-414-9553 075-417-2090 農業農村整備関連事業（③農山漁村地域整備交付金）

施策担当 岩永　智子 近畿農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 課長 075-414-9025 075-414-7345

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 山下　真一 近畿農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
輸出促進専門

官
075-414-9025 075-414-7345

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 山田　秀行 近畿農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 連携企画係長 075-414-9025 075-414-7345

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 長谷　純吾 近畿農政局 生産部 生産技術環境課 課長 075-414-9722 075-451-5337
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 松浪  正吉 近畿農政局 生産部 生産技術環境課 農政調整官 075-414-9722 075-451-5337
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 中田　博文 近畿農政局 生産部 生産振興課 課長 075-414-9020 075-414-9030
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 森岡　昭則 近畿農政局 生産部 生産振興課 地域指導官 075-414-9020 075-414-9030
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 寺山　佳歩 近畿農政局 生産部 生産振興課 係員 075-414-9020 075-414-9030
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 杉本　純則 近畿農政局 生産部 生産技術環境課 課長補佐 075-414-9722 075-451-5337 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 山本　清久 近畿農政局 生産部 生産技術環境課 係長 075-414-9722 075-451-5337 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 後藤　幸雄 近畿農政局 農村振興部 農村計画課 課長  075-414-9051 075-451-3965
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 日下　靖子 近畿農政局 農村振興部 農村計画課

調整官

（直接支払担

当）

 075-414-9051 075-451-3965
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 川口　亮太 近畿農政局 農村振興部 農村計画課 直接支払係長  075-414-9051 075-451-3965
中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業

施策担当 杉山　正広 近畿農政局 農村振興部 農村環境課 課長 075-414-9052 075-451-3965 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 若山　英治 近畿農政局 農村振興部 農村環境課 課長補佐 075-414-9052 075-451-3965 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 平位　拓也 近畿農政局 農村振興部 農村環境課
鳥獣被害対策

係長
075-414-9052 075-451-3965 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 清水　弘雅 近畿農政局 農村振興部 農地整備課
多面的機能支

払推進室長
075-414-9541 075-417-2090 多面的機能支払交付金

施策担当 倉橋　千枝 近畿農政局 農村振興部 農地整備課 係員 075-414-9541 075-417-2090 多面的機能支払交付金

施策担当 﨑山　翔太 近畿農政局 農村振興部 農地整備課 係員 075-414-9541 075-417-2090 多面的機能支払交付金

施策担当 村上　徹也 近畿農政局 農村振興部 農地整備課 課長 075-414-9541 075-417-2090
農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事

業、④農地耕作条件改善事業）

施策担当 杉内　誠 近畿農政局 農村振興部 農地整備課 課長補佐 075-414-9541 075-417-2090
農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事

業、④農地耕作条件改善事業）

施策担当 川原　清文 近畿農政局 農村振興部 防災課 課長 075-414-9562 075-417-2090
農業農村整備関連事業（②農村地域防災減災事業）、

地すべり対策事業

施策担当 北谷　康典 近畿農政局 農村振興部 防災課 技術専門官 075-414-9562 075-417-2090
農業農村整備関連事業（②農村地域防災減災事業）、

地すべり対策事業

施策担当 西田　伸治 近畿農政局 農村振興部 防災課
保全整備専門

官
075-414-9562 075-417-2090

農業農村整備関連事業（②農村地域防災減災事業）、

地すべり対策事業

施策担当 松宮　直樹 近畿農政局 農村振興部 水利整備課 課長 075-414-9532 075-417-2090
農業農村整備関連事業（⑤農業用水路等長寿命化・防

災減災事業）



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 德永　義和 近畿農政局 農村振興部 水利整備課 課長補佐 075-414-9532 075-417-2090
農業農村整備関連事業（⑤農業用水路等長寿命化・防

災減災事業）

施策担当 大谷　彩子 近畿農政局 農村振興部 水利整備課
水利施設強靱

化係長
075-414-9532 075-417-2090

農業農村整備関連事業（⑤農業用水路等長寿命化・防

災減災事業）

施策担当 山本　剛 近畿農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長 075-414-9017 075-414-7345 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 南田　達也 近畿農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 経営調整係長 075-414-9017 075-414-7345 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 角山　博之 近畿農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 指導官 075-414-9017 075-414-7345 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 森武　浩一 近畿農政局 生産部 畜産課 課長 075-414-9022 075-451-5337
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 津江野　香織 近畿農政局 生産部 畜産課 課長補佐 075-414-9022 075-451-5337
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 余田　健二 近畿農政局 生産部 畜産課 自給飼料係長 075-414-9022 075-451-5337
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 大森　芳樹 近畿農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長 075-414-9013 075-414-1384 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 堂本　英朗 近畿農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長補佐 075-414-9013 075-414-1384 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 今田　好彦 近畿農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課
農地集積指導

官
075-414-9013 075-414-1384 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 朝倉　博文 中国四国農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 課長 086-224-9415（直通） 086-224-7736
農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション等

整備事業（産業支援型）

施策担当 渡辺　賢二 中国四国農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
食品産業環境

指導官
086-224-9415（直通） 086-224-7736

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション等

整備事業（産業支援型）

施策担当 中井　博通 中国四国農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
六次産業化専

門職
086-224-9415（直通） 086-224-7736

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション等

整備事業（産業支援型）

施策担当 柚木　理恵 中国四国農政局 生産部 生産技術環境課 課長 086-230-4249（直通） 086-232-7225
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 天野　多美 中国四国農政局 生産部 生産技術環境課 課長補佐 086-230-4249（直通） 086-232-7225
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 三宅　錦司 中国四国農政局 生産部 生産技術環境課 係長 086-230-4249（直通） 086-232-7225
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 江頭　寿昭 中国四国農政局 生産部 生産振興課 課長 086-224-9411（直通） 086-232-7225
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 谷﨑　充洋 中国四国農政局 生産部 生産振興課 地域指導官 086-224-9411（直通） 086-232-7225
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 坪井　一真 中国四国農政局 生産部 生産振興課 係長 086-224-9411（直通） 086-232-7225
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 浦野　弘幸 中国四国農政局 生産部 生産技術環境課 係長 086-230-4249（直通） 086-232-7225 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 新出　龍峰 中国四国農政局 農村振興部 農村計画課 課長 086-224-9416（直通） 086-227-6659 中山間地域等直接支払交付金

施策担当 野津　裕之 中国四国農政局 農村振興部 地域整備課 課長 086-224-9422（直通） 086-234-7445

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション整

備対策（農山漁村発イノべーション等整備事業のうち定住促進対

策型、交流対策型）、

（農業農村整備関連事業（③農山漁村地域整備交付金、⑥中

山間地域農業農村総合整備事業、⑦農村整備事業））

施策担当 福田　敬司 中国四国農政局 農村振興部 地域整備課 課長補佐 086-224-9422（直通） 086-234-7445

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション整

備対策（農山漁村発イノべーション等整備事業のうち定住促進対

策型、交流対策型）、

（農業農村整備関連事業（③農山漁村地域整備交付金、⑥中

山間地域農業農村総合整備事業、⑦農村整備事業））

施策担当 山本　貢市 中国四国農政局 農村振興部 地域整備課
保全整備専門

官
086-224-9422（直通） 086-234-7445

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション整

備対策（農山漁村発イノべーション等整備事業のうち定住促進対

策型、交流対策型）、

（農業農村整備関連事業（③農山漁村地域整備交付金、⑥中

山間地域農業農村総合整備事業、⑦農村整備事業））

施策担当 原　善通 中国四国農政局 農村振興部 農村環境課 課長 086-224-9417（直通） 086-227-6659 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 大島　哲二 中国四国農政局 農村振興部 農村環境課 課長補佐 086-224-9417（直通） 086-227-6659 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 大場　寛子 中国四国農政局 農村振興部 農村環境課 係長 086-224-9417（直通） 086-227-6659 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 山口　康広 中国四国農政局 農村振興部 農地整備課 課長 086-224-9423（直通） 086-234-7445 多面的機能支払交付金

施策担当 小川　裕司 中国四国農政局 農村振興部
農地整備課多面的機能

支払推進室
室長 086-224-9423（直通） 086-234-7445 多面的機能支払交付金

施策担当 佐々木　智彦 中国四国農政局 農村振興部
農地整備課多面的機能

支払推進室

洪水調節機能

強化専門官
086-224-9423（直通） 086-234-7445 多面的機能支払交付金



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 中西　滋樹 中国四国農政局 農村振興部 設計課 課長 086-224-9419（直通） 086-234-7445

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業）、地すべり対策事業

施策担当 髙岡　直文 中国四国農政局 農村振興部 設計課 事業調整室長 086-224-9419（直通） 086-234-7445

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業）、地すべり対策事業

施策担当 桑田　絵理子 中国四国農政局 農村振興部 設計課 係長 086-224-9419（直通） 086-234-7445

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業）、地すべり対策事業

施策担当 高田　伸彦 中国四国農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長 086-224-9414（直通） 086-224-7713 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 中村　真司 中国四国農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長補佐 086-224-9414（直通） 086-224-7713 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 小田　裕治 中国四国農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 経営調整係長 086-224-9414（直通） 086-224-7713 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 井上　善行 中国四国農政局 生産部 畜産課 課長 086-224-9412（直通） 086-232-7225
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 石橋　勝造 中国四国農政局 生産部 畜産課
課長補佐（草

地）
086-224-9412（直通） 086-232-7225

畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 小田原　聖子 中国四国農政局 生産部 畜産課 係長 086-224-9412（直通） 086-232-7225
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 三浦　和志 中国四国農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長 086-224-9407（直通） 086-224-7713
機構集積協⼒金交付事業のうち地域集積協⼒金交付事

業

施策担当 隅田　秀作 中国四国農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長補佐 086-224-9407（直通） 086-224-7713
機構集積協⼒金交付事業のうち地域集積協⼒金交付事

業

施策担当 小阪　朋嗣 中国四国農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 係長 086-224-9407（直通） 086-224-7713
機構集積協⼒金交付事業のうち地域集積協⼒金交付事

業

施策担当 髙塚　泰誠 九州農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 課長 096-300-6317（直通） 096-211-9825 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 馬場　俊輔 九州農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 指導官 096-300-6319（直通） 096-211-9825 集落営農活性化プロジェクト促進事業



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 中濱　伸治 九州農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 係長 096-300-6323（直通） 096-211-9825 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 久保　行輝 九州農政局 経営･事業支援部 地域食品・連携課 課長 096-300-6349 (直通） 096-211-9825

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 松村　清生　 九州農政局 経営･事業支援部 地域食品・連携課 課長補佐 096-300-6332 (直通） 096-211-9825

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 大塚　香代子 九州農政局 経営･事業支援部 地域食品・連携課 専門職 096-300-9490 (直通） 096-211-9825

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 野村　直 九州農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 永野　孝明 九州農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 課長補佐 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 田之上　秀作 九州農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課 係長 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 小野　泰樹 九州農政局 生産部 生産技術環境課 課長
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 梅田　康彦 九州農政局 生産部 生産技術環境課 課長補佐
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 長野　奈織美 九州農政局 生産部 生産技術環境課 係長
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援

施策担当 後藤　和彦 九州農政局 生産部 生産技術環境課 課長補佐 環境保全型農農業直接支払交付金

施策担当 葉玉　晶浩 九州農政局 生産部 生産技術環境課 係長 環境保全型農農業直接支払交付金

施策担当 里方    弘祐 九州農政局 生産部 生産振興課 課長
096-211-9111(内線

4410)
096-211-9745

強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 田中　浩一 九州農政局 生産部 生産振興課 地域指導官
096-211-9111(内線

4440)
096-211-9745

強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 矢立　靖 九州農政局 生産部 生産振興課
生産総合指導

係長

096-211-9111(内線

4414)
096-211-9745

強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

096-211-9111

(内線4983)
096-211-9797

096-300-6267（直通） 096-211-9780

096-300-6268（直通） 096-211-9780



省庁・局 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

選任者所属 選任者連絡先施策担当／

地域担当
選任者氏名 担当する具体的な施策・事業について

施策担当 伊藤　寿 九州農政局 生産部 畜産課 課長 096-300-6276(直通) 096-211-9745
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 早坂　純 九州農政局 生産部 畜産課 課長補佐 096-300-6279(直通) 096-211-9745
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 井原　奈津子 九州農政局 生産部 畜産課 係長 096-300-6290(直通) 096-211-9745
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 小谷　匡 九州農政局 農村振興部 設計課 課長 096-300-6393（直通） 096-211-9844

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、地すべり対策事業

施策担当 末廣　忠彦 九州農政局 農村振興部 設計課事業調整室 室長 096-300-6393（直通） 096-211-9844

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、地すべり対策事業

施策担当 川越　慎二 九州農政局 農村振興部 設計課事業調整室 係長 096-300-6393（直通） 096-211-9844

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、地すべり対策事業

施策担当 迫　和昭 九州農政局 農村振興部 農村環境課 課長 096-300-6436（直通） 096-211-9812 中山間地域所得向上支援事業（鳥獣被害対策）

施策担当 矢永　純一 九州農政局 農村振興部 農村環境課 課長補佐 096-300-6441（直通） 096-211-9812 中山間地域所得向上支援事業（鳥獣被害対策）

施策担当 岡田　紀英 九州農政局 農村振興部 農村環境課 係長 096-300-6442（直通） 096-211-9812 中山間地域所得向上支援事業（鳥獣被害対策）

施策担当 竹元　裕市 九州農政局 農村振興部 農村計画課 課長 096-300-6410（直通） 096-211-9812 中山間地域等直接支払交付金

施策担当 尾﨑　裕一 九州農政局 農村振興部 農村計画課 係長 096-300-6426（直通） 096-211-9812 中山間地域等直接支払交付金

施策担当 佐藤　浩二 九州農政局 農村振興部
農地整備課

多面的機能支払推進室
室長 096-300-6495（直通） 096-211-9350 多面的機能支払交付金

施策担当 早田　功 九州農政局 農村振興部 地域整備課 課長 096-300-6509（直通） 096-211-9350

農業農村整備関連事業（⑥中山間地域農業農村総合整

備事業、⑦農村整備事業）、農村整備事業、農山漁村

振興交付金

施策担当 米原　正隆 九州農政局 農村振興部 地域整備課 課長補佐 096-300-6510（直通） 096-211-9350

農業農村整備関連事業（⑥中山間地域農業農村総合整

備事業、⑦農村整備事業）、農村整備事業、農山漁村

振興交付金
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施策担当 吉村　敏康 九州農政局 農村振興部 地域整備課 係長 096-300-6511（直通） 096-211-9350 農山漁村振興交付金

施策担当 安里　元男 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課 課長 098-866-1673（直通） 098-860-1179

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 島袋　豊 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課 課長補佐 098-866-1673（直通） 098-860-1179

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 新城　淳子 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課
食品産業振興

係長
098-866-1673（直通） 098-860-1179

農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策（農山漁村発イノベーション推進事業、農山漁村発イノベーショ

ンサポート事業、農山漁村発イノベーション等整備事業のうち産業

支援型）

施策担当 池田　篤志 沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 課長 098-866-1653（直通） 098-860-1195

持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施

設等支援タイプ、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 翁長　洋子 沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 課長補佐 098-866-1653（直通） 098-860-1195

持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施

設等支援タイプ、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 西原　爽和子 沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 特産振興係 098-866-1653（直通） 098-860-1195
持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支

援、環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 川平　綾 沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課
生産総合指導

係長
098-866-1653（直通） 098-860-1195

強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等

支援タイプ

施策担当 我如古　春樹 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課
農村活性化推

進室長
098-866-1652（直通） 098-860-1194

中山間地域等直接支払交付金、中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業、農山漁村振興交付金、鳥獣被害防止総

合対策交付金、多面的機能支払交付金

施策担当 石川　歩 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 農村計画係長 098-866-1652（直通） 098-860-1194
中山間地農業ルネッサンス推進事業、鳥獣被害防止総

合対策交付金

施策担当 仲本　佳祐 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 活性化支援係 098-866-1652（直通） 098-860-1194 中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金

施策担当 飛矢　舞 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課
都市農村交流

係長
098-866-1652（直通） 098-860-1194 農山漁村振興交付金

施策担当 武元　将忠 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 課長 098-866-1652（直通） 098-860-1194

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業
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施策担当 森田　賢治 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 課長補佐 098-866-1652（直通） 098-860-1194

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 末吉　智子 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 防災係長 098-866-1652（直通） 098-860-1194

農業農村整備関連事業（①農業競争⼒強化基盤整備事業、②農村地

域防災減災事業、③農山漁村地域整備交付金、④農地耕作条件改善事業、

⑤農業用水路等長寿命化・防災減災事業、⑥中山間地域農業農村総合整備

事業、⑦農村整備事業）、地すべり対策事業

施策担当 山田　和孝 沖縄総合事務局 農林水産部 林務水産課 課長 098-866-1674（直通） 098-860-1194
地すべり防止事業、森林・山村多面的機能発揮対策交

付金

施策担当 曲瀬川　淳一 沖縄総合事務局 農林水産部 林務水産課 課長補佐 098-866-1674（直通） 098-860-1194
地すべり防止事業、森林・山村多面的機能発揮対策交

付金

施策担当 下里　知沙 沖縄総合事務局 農林水産部 林務水産課 林政係 098-866-1674（直通） 098-860-1194
地すべり防止事業、森林・山村多面的機能発揮対策交

付金

施策担当 来間　一浩 沖縄総合事務局 農林水産部 経営課 課長 098-866-1628（直通） 098-860-1179 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 平良　成仁 沖縄総合事務局 農林水産部 経営課 課長補佐 098-866-1628（直通） 098-860-1179 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 山川　さくら 沖縄総合事務局 農林水産部 経営課 経営政策係 098-866-1628（直通） 098-860-1179 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 山田　弘史 沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 畜産振興室長 098-866-1653（直通） 098-860-1195
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 比嘉　教太 沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 企画指導官 098-866-1653（直通） 098-860-1195
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 棚原　直佳 沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 自給飼料担当 098-866-1653（直通） 098-860-1195
畜産生産⼒・生産体制強化対策事業のうち放牧活用型

持続的畜産生産推進

施策担当 新垣　涼子 沖縄総合事務局 農林水産部 経営課 企画指導官 098-866-1628（直通） 098-860-1179 機構集積協⼒金交付事業

施策担当 村中　朋廣 沖縄総合事務局 農林水産部 経営課

農地集積・耕

作放棄地対策

係長

098-866-1628（直通） 098-860-1179 機構集積協⼒金交付事業


