
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（本省）

省庁 局・部 課室 肩書 電話番号 FAX番号

施策担当 内田　幸雄 内閣府 地方創生推進事務局 審議官 03-6257-1410（直通） 03-3581-8808 法律、施策全般に関すること

施策担当 三嶋　英一 内閣府 地方創生推進事務局 参事官 03-6257-1410（直通） 03-3581-8808 法律、施策全般に関すること

施策担当 橋本　英樹 内閣府 地方創生推進事務局 主査 03-6257-1410（直通） 03-3581-8808 法律、施策全般に関すること

施策担当 小谷 克志 総務省 自治行政局 地域自立応援課 課長 03-5253-5394 03-5253-5537 地域おこし協力隊

施策担当 栢原　亜由美 総務省 自治行政局 地域自立応援課 課長補佐 03-5253-5394 03-5253-5537 地域おこし協力隊

施策担当 深野　竜太 総務省 自治行政局 地域自立応援課 係長 03-5253-5394 03-5253-5537
地域おこし協力隊、都市・農山漁村の地域連携による

子供農山漁村交流推進モデル事業

施策担当 中村　将 総務省 自治行政局 地域自立応援課 事務官 03-5253-5394 03-5253-5537 地域おこし協力隊

施策担当 甘利　昌也 総務省 自治行政局 地域自立応援課 地域支援専門官 03-5253-5394 03-5253-5537
都市・農山漁村の地域連携による子供農山漁村交流推

進モデル事業

施策担当 平本　勝也 総務省 自治行政局 過疎対策室 課長補佐 03-5253-5536 03-5253-5537 過疎地域持続的発展支援交付金

施策担当 高野　健太 総務省 自治行政局 過疎対策室 事務官 03-5253-5536 03-5253-5537 過疎地域持続的発展支援交付金

施策担当 福坪　大樹 総務省 自治行政局 過疎対策室 事務官 03-5253-5536 03-5253-5537 過疎地域持続的発展支援交付金

施策担当 橘　直良 総務省 自治行政局 地域政策課 理事官 03-5253-5523 03-5253-5530 ふるさとワーキングホリデー

施策担当 渡部　隆司 総務省 自治行政局 地域政策課 係長 03-5253-5523 03-5253-5530 ふるさとワーキングホリデー

施策担当 近藤　恭平 総務省 自治行政局 地域政策課 主査 03-5253-5523 03-5253-5530 ふるさとワーキングホリデー

施策担当 時枝　正和 文化庁 文化財第二課 課長補佐 03-5253-4111 03-6734-2878 文化庁関連事業

施策担当 澤本　彩 文化庁 文化財第二課 調査係員 03-5253-4111 03-6734-2878 文化庁関連事業

施策担当 市原　富士夫 文化庁 文化財第二課 主任調査官 03-5253-4111 03-6734-3822 文化庁関連事業、文化的景観に関すること

施策担当 永井　ふみ 文化庁 文化財第二課 調査官 03-5253-4111 03-6734-3822 文化庁関連事業、文化的景観に関すること

施策担当 冨田　晋司 農林水産省 農村振興局 地域振興課 課長 03-6744-2081（直通） 03-3592-1482 法律、施策全般に関すること

施策担当 平澤　林太郎 農林水産省 農村振興局
地域振興課中山間地

域・日本型直接支払室
課長補佐 03-6744-2081（直通） 03-3592-1482 法律、施策全般に関すること

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 堂元　咲子 農林水産省 農村振興局
地域振興課中山間地

域・日本型直接支払室
係長 03-6744-2081（直通） 03-3592-1482 法律、施策全般に関すること

施策担当 岩下　幸司 農林水産省 農村振興局
地域振興課中山間地

域・日本型直接支払室
室長 03-3501-8359（直通） 03-3592-1482

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）

施策担当 中島　敬太郎 農林水産省 農村振興局
地域振興課中山間地

域・日本型直接支払室
課長補佐 03-3501-8359（直通） 03-3592-1482 中山間地域等直接支払交付金

施策担当 髙橋　万輝登 農林水産省 農村振興局
地域振興課中山間地

域・日本型直接支払室
係長 03-3501-8359（直通） 03-3592-1482 中山間地域等直接支払交付金

施策担当 神谷　英生 農林水産省 農村振興局
地域振興課中山間地

域・日本型直接支払室
課長補佐 03-3501-8359（直通） 03-3592-1482 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策）

施策担当 野田　竜也 農林水産省 農村振興局
地域振興課中山間地

域・日本型直接支払室
係長 03-3501-8359（直通） 03-3592-1482 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策）

施策担当 石川　英一 農林水産省 農村振興局 都市農村交流課 調査官 03-6744-2497（直通） 03-3595-6340

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 大竹　將之 農林水産省 農村振興局 都市農村交流課 課長補佐 03-6744-2497（直通） 03-3595-6340

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 牧野　恒平 農林水産省 農村振興局 都市農村交流課 係員 03-6744-2497（直通） 03-3595-6340

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 阿部　尚人 農林水産省 農村振興局
鳥獣対策・農村環境課

鳥獣対策室
室長 03-3591-4958（直通） 03-3502-7587 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 谷合　彰子 農林水産省 農村振興局
鳥獣対策・農村環境課

鳥獣対策室
課長補佐 03-3591-4958（直通） 03-3502-7587 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 朝長　健一郎 農林水産省 農村振興局
鳥獣対策・農村環境課

鳥獣対策室
係長 03-3591-4958（直通） 03-3502-7587 鳥獣被害防止総合対策交付金

施策担当 廣川　正英 農林水産省 農村振興局 設計課 技術調査官 03-3502-8695（直通） 03-5511-8251

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 大森　直樹 農林水産省 農村振興局 設計課 課長補佐 03-3502-8695（直通） 03-5511-8251

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 末澤　理央 農林水産省 農村振興局 設計課 係長 03-3502-8695（直通） 03-5511-8251

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 松本　勉 農林水産省 農村振興局
農地資源課多面的機能

支払推進室
室長 03-6744-2197（直通） 03-3592-0302 多面的機能支払交付金

施策担当 劔崎　聖生 農林水産省 農村振興局
農地資源課多面的機能

支払推進室
課長補佐 03-6744-2197（直通） 03-3592-0302 多面的機能支払交付金



施策担当 永田　絵美 農林水産省 農村振興局
農地資源課多面的機能

支払推進室
係長 03-6744-2197（直通） 03-3592-0302 多面的機能支払交付金

施策担当 香山　泰久 農林水産省 農村振興局 地域整備課 課長 03-6744-2443（直通） 03-3501-8358

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等整備事業のうち定住促進対策

型、交流対策型）

施策担当 大森　茂樹 農林水産省 農村振興局 地域整備課 課長補佐 03-3501-0814（直通） 03-3501-8358

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等整備事業のうち定住促進対策

型、交流対策型）

施策担当 秋山　由樹 農林水産省 農村振興局 地域整備課 係長 03-3501-0814（直通） 03-3501-8358

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等整備事業のうち定住促進対策

型、交流対策型）

施策担当 宮本　亮 農林水産省 農産局 総務課生産推進室 室長 03-3502-5945（直通） 03-3502-8518
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設支

援タイプ

施策担当 滝本　陽一 農林水産省 農産局 総務課生産推進室 課長補佐 03-3502-5945（直通） 03-3502-8518
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設支

援タイプ

施策担当 尾﨑　将太 農林水産省 農産局 総務課生産推進室 係長 03-3502-5945（直通） 03-3502-8518
強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設支

援タイプ

施策担当 横地　洋 農林水産省 農産局 技術普及課 課長 03-6744-2421（直通） 03-3597-0142 生産体制・技術確立支援事業に関すること

施策担当 福田　尚子 農林水産省 農産局 技術普及課 課長補佐 03-3593-6497（直通） 03-3597-0142 生産体制・技術確立支援事業に関すること

施策担当 粟野　博也 農林水産省 農産局 技術普及課 係長 03-3593-6497（直通） 03-3597-0142 生産体制・技術確立支援事業に関すること

施策担当 佐藤　夏人 農林水産省 農産局 農業環境対策課 課長 03-6744-0499（直通） 03-3502-0869 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 今井　彰子 農林水産省 農産局 農業環境対策課 課長補佐 03-6744-0499（直通） 03-3502-0869 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 石塚　幹菜 農林水産省 農産局 農業環境対策課 係員 03-6744-0499（直通） 03-3502-0869 環境保全型農業直接支払交付金

施策担当 冨澤　宗高 農林水産省 畜産局 飼料課 課長 03-6744-7192(直通) 03-3580-0078
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 宮腰　伸 農林水産省 畜産局 飼料課 課長補佐 03-3502-5993(直通) 03-3580-0078
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 古谷　明彦 農林水産省 畜産局 飼料課 係長 03-3502-5993(直通) 03-3580-0078
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 大藪　武史 農林水産省 畜産局 飼料課 係長 03-3502-5993(直通) 03-3580-0078
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 荒木　晴日 農林水産省 畜産局 飼料課 係員 03-3502-5993(直通) 03-3580-0078
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 玉置　賢 農林水産省 経営局 経営政策課 課長 03-6744-2430（直通） 03-3502-6007 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 北浦　和祥 農林水産省 経営局 経営政策課 経営専門官 03-6744-0576（直通） 03-3502-6007 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 平林　光幸 農林水産省 経営局 経営政策課 経営専門官 03-6744-0576（直通） 03-3502-6007 集落営農活性化プロジェクト促進事業

施策担当 安髙　志穂 林野庁 森林整備部
森林利用課山村振興・

緑化推進室
室長 03-3502-0048（直通） 03-3502-2887 森林・山村多面的機能発揮対策交付金

施策担当 山田　雅晃 林野庁 森林整備部
森林利用課山村振興・

緑化推進室
課長補佐 03-3502-0048（直通） 03-3502-2887 森林・山村多面的機能発揮対策交付金

施策担当 羽田　　望 林野庁 森林整備部
森林利用課山村振興・

緑化推進室
係長 03-3502-0048（直通） 03-3502-2887 森林・山村多面的機能発揮対策交付金

施策担当 山名　佑樹 林野庁 森林整備部 治山課 課長補佐 03-6744-2308 03-3503-6499 地すべり防止事業

施策担当 中村　祐輔 林野庁 森林整備部 治山課 係長 03-6744-2308 03-3503-6499 地すべり防止事業

施策担当 内田 修平 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 課長補佐 03-5253-8955 03-5253-1594
景観事業その他国土交通省事業（観光庁事業を除く）

の窓口

施策担当 岡田　真由子 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 係長  03-5253-8954 03-5253-1595
景観事業その他国土交通省事業（観光庁事業を除く）

の窓口

施策担当 大塚　正也 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 行政実務研修員  03-5253-8954 03-5253-1595
景観事業その他国土交通省事業（観光庁事業を除く）

の窓口

施策担当 島先　陽輔 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長補佐 03-5253-8924 03-5253-8930
地域観光資源の多言語解説整備事業その他観光庁事業

の窓口

施策担当 渡邉　祐司 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 係員 03-5253-8924 03-5253-8930
地域観光資源の多言語解説整備事業その他観光庁事業

の窓口

施策担当 岡野　隆宏 環境省 自然環境局
国立公園課国立公園利

用推進室
室長 03-5521-8271 03-3595-1716 エコツーリズムの推進に係る施策・事業担当

施策担当 湯浅　和広 環境省 自然環境局 自然環境計画課
里地里山保全専

門官
03-5521-8343 03-3591-3228 里地里山の保全に係る施策・事業担当



施策担当 平園　麻奈美 環境省 自然環境局
国立公園課国立公園利

用推進室

エコツーリズム

推進専門官
03-5521-8271 03-3595-1716 エコツーリズムの推進に係る施策・事業担当

施策担当 小屋松　雅史 環境省 自然環境局
野生生物課鳥獣保護管

理室
室長補佐 03-5521-8285 03-3581-7090 指定管理鳥獣捕獲等事業担当


