
＜企業版ふるさと納税推進リーダー一覧＞ R3.7.14現在

No 都道府県 所属 担当 役職 氏名 電話

とりまとめ担当 参事 木下　広
実務担当 主査 松屋　千恵美
市町村PR担当 主幹 佐藤　亘
とりまとめ担当 課長 舩木　久義
実務担当 主幹 谷地　よし美

企画政策部地域活力振興課 市町村担当 総括主幹 戸嶋　広紀 017-734-9075
とりまとめ担当 地域振興課長 熊谷　克行
実務担当 主事 大森　正尋
とりまとめ担当 課長 川越　開
実務担当 復興行政推進員 千葉　卓

企画部地域振興課 市町村担当 主事 関場　冬樹 022-211-2425
とりまとめ担当 課長 信田　真弓 018-860-1230
実務担当 主任 佐藤　良 018-860-1232
とりまとめ担当 課長 酒井　達朗
実務担当 主任主事 青木　真人

みらい企画創造部ふるさと山形移住・定住推進課 市町村PR担当 主事 嶋貫　大地 023-630-3407
とりまとめ担当 課長 佐藤　安彦 024-521-7106
実務担当（総括） 主任主査 水野　靖子
実務担当（実務及び市町村PR担当） 主査 京谷　隆侍
実務担当（実務及び県事業担当） 主査 五十嵐　規夫
とりまとめ担当 課長 深澤　泰子
実務担当 主任 綿引　聡
市町村PR担当 主事 石川　航平
とりまとめ担当 政策企画監 石田　健也
実務担当 主査 大森　亮介

総合政策部地域振興課 市町村担当 主査 荒井　剛志 028-623-2239
とりまとめ担当 室長 笠木　淳司
実務担当 副主幹 西垣　毅哉　
とりまとめ担当 課長 竹内 康樹
実務担当 主幹 政近　邦生

副課長 高野　仁志
主任 青木　翔子

とりまとめ担当 政策室長 鈴木　孝明 043-223-2205
実務担当 副主査 矢野　裕太郎 043-223-2440

総務部市町村課 市町村PR担当 自治振興室長 鳴田　真也 043-223-2198
とりまとめ担当 統括課長代理 吉良　淳平
実務担当 主任 片山　徹
とりまとめ担当 課長 髙木　英典 045-210-3250
実務担当 副主幹 小澤　忠弘 045-210-3275
とりまとめ担当 課長 佐藤　健一 025-280-5092
実務担当 主任 箱岩　友彰 025-280-5096
とりまとめ担当 主幹 前川　秋人 076-444-4114
実務担当 主任 石黒　正
市町村担当 主任 田倉　佑一
とりまとめ担当 課長 嶋田　一哉 076-225-1310(内線3610)

実務担当 主任主事 折戸　良介 076-225-1313（内線3621）

市町担当 主事 高田　雄介 076-225-1313（内線3629）

とりまとめ担当 課長 前田　泰昌
総括主任 野田　瑞穂
企画主査 小森　雄平

とりまとめ担当 課長 柏原　隆仁 055-223-1841
実務担当（主） 主事 望月　拓 055-223-1845
実務担当（副） 主任 渡邊　剛史 055-223-1841

総務部市町村課 市町村PR担当 主事 中込　康就 055-223-1423
とりまとめ担当 課長 高橋　寿明
実務担当 主事 上原　豊樹

企画振興部地域振興課 市町村への周知・とりまとめ担当 主事 楢原　輝 026-235-7021
とりまとめ担当 課長 村田　直也
実務担当 主任技師 大矢　諭志
とりまとめ担当 課長 杉山　和也 054-221-3285
実務担当 主任 舟澤　輝 054-221-3201

経営管理部地域振興局地域振興課 市町ＰＲ担当 主任 岩間　慎太郎 054-221-2057
とりまとめ担当 課長 佐治　幹夫 052-954-6093（内線2290）

実務担当 主任 村瀬　哲朗 052-954-6093(内線2291)

市町村PR担当 主事 福田　菜摘 052-954-6093（内線2291）

とりまとめ担当 課長 西田　正明
実務担当 主査 村瀬　賢大

主幹兼係長 勝野　正人
主事 山根　菜月

とりまとめ担当 課長 田中　勇人
実務担当 主査 一村　聖二

総務部市町振興課 市町担当 主任主事 安部　茜湖 077-528-3230

027-226-2405

市町への周知・取りまとめ担当地域連携部市町行財政課 059-224-2170

地方創生局地方創生・地域振興課
076-444-4069

実務担当

市町村PR担当

023-630-3356

026-235-7018

0776-20-0665

03-5388-2407

048-830-2143

028-623-2206

029-301-2072

059-224-2025

058-272-1840

077-528-3313

024-521-7809

048-830-2768

017-734-9129

4 宮城県
企画部総合政策課 022-211-2419

1 北海道 総合政策部官民連携推進室

2 青森県
企画政策部企画調整課

011-204-5158

3 岩手県 ふるさと振興部地域振興室 019-629-5184

5 秋田県 あきた未来創造部あきた未来戦略課

10 群馬県 知事戦略部戦略企画課総合計画・EBPM推進室

7 福島県 企画調整部復興･総合計画課

8 茨城県 政策企画部計画推進課

6 山形県
みらい企画創造部企画調整課

11 埼玉県
企画財政部計画調整課

12 千葉県
総合企画部政策企画課

政策局自治振興部地域政策課

9 栃木県
総合政策部総合政策課

企画財政部地域政策課

15 新潟県 知事政策局地域政策課

16 富山県

13 東京都 行政部振興企画課企画担当

19 山梨県
リニア未来創造局二拠点居住推進課

14 神奈川県

20 長野県
企画振興部総合政策課

17 石川県 企画振興部企画課

18 福井県 交流文化部定住交流課

23 愛知県

戦略企画部企画課

21 岐阜県 清流の国推進部清流の国づくり政策課

22 静岡県
知事直轄組織政策推進局総合政策課

政策企画局企画調整部地方創生課

24 三重県

25 滋賀県
総合企画部企画調整課
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No 都道府県 所属 担当 役職 氏名 電話

とりまとめ担当 課長 伏原　洸 075-414-4334
実務担当 主事 松村　篤 075-414-5679

政策企画部企画参事（北部担当）付 市町村との調整・PR担当 課長補佐 角森　一博 075-414-5742
とりまとめ担当 参事 島田　治 06-6944-6118

総括主査 山邉　佳子 06-6943-8077
総括主査 髙橋　良尚 06-6944-6118

主事 内山　蔵人 06-6944-7131
主事 林　綾香 06-6944-9110

とりまとめ担当 企画参事（地域創生担当） 飯塚　知香子 078-362-4338
実務担当 企画官 戸敷 幸  078-362-4218

知事公室 とりまとめ担当 参事 小池　浩司
知事公室政策推進課 実務担当 係員 梅木　ひかる

課長補佐 染川　幸史
主任主事 石田　望

とりまとめ担当
実務担当

総務部総務管理局市町村課 市町村PR担当 主査 中原　拓也 073-441-2191
とりまとめ担当 課長 大呂　英樹 0857-26-7611
実務担当 係長 三好　智加 0857-26-7612
とりまとめ担当 政策企画監 江角　学 0852-22-6233
実務担当 政策企画監 樋口　和広 0852-22-6322
とりまとめ担当 室長 中山　尚美
実務担当 主事 石原　有香子
とりまとめ担当 政策監 近藤　活弘 082-513-2396
実務担当 主任 門田　将大 082-513-2396

地域政策局地域力創造課 県内市町とりまとめ担当 主任 山内　昭広 082-513-2614
とりまとめ担当 課長 浅川　正司
実務担当 主査 升田　敦

総合企画部市町課 市町村PR担当 主査 山本　真吾 083-933-2300
とりまとめ担当 課長補佐 喜井　健太郎 088-621-2545
実務担当 係長 鈴江　康文 088-621-2125

政策創造部地方創生局とくしまぐらし応援課 市町村への周知・とりまとめ担当 主任主事 三好　陽一郎 088-621-2099
とりまとめ担当 課長 石川　史郎
実務担当 主任 濵岡　良介
とりまとめ担当 課長 増本　勝巳
実務担当 主任 青野　純也
とりまとめ担当 課長 甫喜本　博貴

チーフ（企画第二担当） 西岡　洋平
主幹 西森　福人

とりまとめ担当 課長補佐 有吉　康
実務担当 事務主査 大山　麻美

企画・地域振興部広域地域振興課 市町村PR担当 主事 牛島　啓多 092-643-3210
とりまとめ担当 税政課長 吉田　正
実務担当 主査 兼武　佑気

地域交流部さが創生推進課 市町村PR担当 係長 亀﨑　真人 0952-25-7376
とりまとめ担当 参事 佐藤　隆幸
実務担当 課長補佐 杢尾　直純
とりまとめ担当 課長 津川　知博
実務担当 参事 中林　泰生

総務部市町村・税務局市町村課創生復興連携班 市町村PR担当 主事 永野　貴大 096‐333‐2106
とりまとめ担当 課長 藤川　将護 097-506-2022
実務担当 主査 安東　太一 097-506-2035
とりまとめ担当 課長 大東　収
実務担当 副主幹 一井　裕子
とりまとめ担当 室長 石﨑　美和 099-286-2355
実務担当 主事 有満　里紗 099-286-2324

総務部財産活用対策室財産活用対策係 募集活動・寄附受納（県事業分）担当 室長補佐兼財産活用対策係長 有村　智子 099-286-2169
総務部市町村課分権推進係 市町村PR担当 係長 若松　宏美 099-286-2228

とりまとめ担当 副参事 武村　幹夫
実務担当 主任 兼城　俊一

企画部地域・離島課 市町村PR担当 主査 掘井　大 098-866-2370

＜国の相談窓口＞
電話

03-6257-1421
03-6257-1421
03-5510-2475

実務担当

総務部市町村課 市町村とりまとめ担当

092-643-3063

政策企画部広域調整室事業推進課

実務担当

0742-27-8306

098-866-2026

0985-26-7115

096‐333‐2019

095-895-2032

0952-25-7021

073-441-2371

0742-27-9984

086-226-7086

089-912-2233

088-823-9563

083-933-2516

087-832-3105

27 大阪府

28 兵庫県 企画県民部地域創生局地域創生グループ

26 京都府
政策企画部総合政策課

30 和歌山県
企画部地域振興局地域政策課 主幹 仲　真永

29 奈良県
知事公室市町村振興課 市町村PR担当

32 島根県 政策企画局政策企画監室

33 岡山県 総合政策局政策推進課地方創生推進室

31 鳥取県 総務部行財政改革局資産活用推進課

36 徳島県

37 香川県 政策部地域活力推進課

34 広島県
総務局経営企画チーム

35 山口県
総合企画部政策企画課

政策創造部総合政策課

40 福岡県
総務部税務課

41 佐賀県
総務部税政課

38 愛媛県 企画振興部総合政策課

39 高知県 総務部政策企画課

44 大分県 企画振興部おおいた創生推進課

45 宮崎県 総合政策部総合政策課

42 長崎県 企画部政策調整課

43 熊本県
企画振興部企画課

地域再生計画の認定に関すること 　内閣府地方創生推進事務局　島瀧、松下、中嶋

相談内容 担当
制度・法令に関すること 　内閣府地方創生推進事務局　中島、建部、柳田
広報・普及啓発に関すること 　内閣府地方創生推進事務局　菅野、西村、板井

46 鹿児島県
総合政策部総合政策課計画管理室

47 沖縄県
企画部企画調整課
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