
事  務  連  絡 

平成２５年３月２１日 

 

 関係都道府県・政令指定都市・市町教育委員会 

              文化財行政担当課長 殿 

 

 

    岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課  

    宮 城 県 教 育 庁 文 化 財 保 護 課 

    福 島 県 教 育 庁 文 化 財 課 

    文 化 庁 文 化 財 部 記 念 物 課 

 

 

東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 

     のための職員派遣について（通知） 

 

 

 先般実施しました「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調

査のための平成２５年度における職員派遣について（平成２４年１２月２８日

付け事務連絡）」に係る職員派遣の派遣先等については，各都道府県等教育委

員会から御了承をいただき，深く御礼申し上げます。  

 この度，平成２５年１月１７日に実施しました職員派遣に関する意見交換や

今後の発掘調査の実施体制等も踏まえ，岩手県教育委員会，宮城県教育委員会，

福島県教育委員会及び文化庁の協議により，別紙のとおり，平成２５年４月か

らの派遣先をとりまとめましたので，改めて通知いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（本件担当連絡先） 

  岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課 

     文化担当課長 村上 宏治（内線6170） 

     文化財専門員 菅  常久（内線6180） 

   電話：（代表）019－651－3111 

       （直通）019－629－6170 

 

   宮城県教育庁文化財保護課 

     副参事兼課長補佐（総括担当） 

            吉田  郁（内線3681） 

     技術主幹（埋蔵文化財第一班長） 

            天野 順陽（内線3684） 

   電話：（代表）022－211－2111 

       （直通）022－211－3681 

 

   福島県教育庁文化財課 

     主幹兼副課長 村木  亨（内線5121） 

     主 任 主 査  佐藤 弘子（内線5122） 

   電話：（代表）024－521－1111 

       （直通）024－521－7787 

 

   文化庁文化財部記念物課 

     専 門 官       草野 純一（内線2874） 

     係 長       堀  敏治（内線4768） 

   電話：（代表）03－5253－4111 

       （直通）03－6734－2876 

 

 



（別紙）

◎公務員職員派遣

都道府県 人数 派遣先 派遣期間 政令指定都市・市町 人数 派遣先 派遣期間

北海道 岩手県 25年4月～26年3月 北海道深川市 岩手県陸前高田市 25年4月～26年3月

青森県 岩手県 25年4月～26年3月 北海道函館市 岩手県大船渡市 25年4月～26年3月

秋田県 岩手県・宮城県 25年4月～26年3月 埼玉県さいたま市 福島県 25年4月～26年3月

山形県 宮城県 25年4月～26年3月 千葉県香取市 岩手県山田町 25年4月～26年3月

茨城県 福島県 25年4月～26年3月 神奈川県小田原市 岩手県宮古市 25年7月～25年9月

群馬県 宮城県 25年4月～26年3月 新潟県新潟市 宮城県 25年4月～26年3月

埼玉県 宮城県・宮城県 25年4月～26年3月 富山県富山市 岩手県山田町 25年4月～26年3月

千葉県 岩手県 25年4月～26年3月 愛知県名古屋市 岩手県宮古市 25年7月～26年3月

神奈川県 宮城県 25年4月～26年3月 京都府京都市 宮城県 25年4月～26年3月

新潟県 宮城県 25年4月～26年3月 兵庫県神戸市 岩手県大船渡市 25年4月～26年3月

富山県 福島県 25年4月～26年3月 奈良県奈良市 岩手県陸前高田市 25年4月～26年3月

石川県 宮城県 25年4月～26年3月 香川県高松市 岩手県宮古市 25年4月～25年6月

福井県 宮城県 25年4月～26年3月 福岡県福岡市 岩手県陸前高田市 25年4月～26年3月

山梨県 宮城県 25年4月～26年3月 宮崎県高原町 岩手県大槌町 25年4月～25年9月

長野県 福島県 25年4月～26年3月

岐阜県 宮城県 25年4月～26年3月 ◎財団法人職員（公益財団法人を含む）

静岡県 岩手県 25年4月～26年3月 派遣元 人数 派遣先 派遣期間

滋賀県 岩手県 25年4月～26年3月

京都府 福島県 25年4月～26年3月

大阪府 岩手県 25年4月～26年3月

兵庫県 宮城県・福島県 25年4月～26年3月

奈良県 宮城県 25年4月～26年3月

和歌山県 福島県 25年4月～26年3月

島根県 宮城県 25年4月～26年3月

岡山県 宮城県 25年4月～26年3月

広島県 宮城県 25年4月～26年3月

山口県 宮城県 25年4月～26年3月

徳島県 宮城県 25年4月～26年3月

香川県 宮城県 25年4月～26年3月

福岡県 福島県 25年4月～26年3月

佐賀県 宮城県 25年4月～26年3月

熊本県 宮城県 25年4月～26年3月

宮崎県 宮城県 25年4月～26年3月

鹿児島県 岩手県 25年4月～26年3月

沖縄県 福島県 25年4月～26年3月

平成25年度上半期からの職員派遣状況について

北海道埋蔵文化財
センター

岩手県文化振興事
業団

25年4月～26年3月

とちぎ未来づくり
財団

福島県文化振興財
団

25年4月～26年3月

山形県埋蔵文化財
センター

福島県文化振興財
団

25年4月～26年3月

東京都スポーツ文
化事業団

福島県文化振興財
団

25年6月～26年3月

大阪市博物館協会
福島県文化振興財
団

25年4月～26年3月

大阪府文化財セン
ター

岩手県文化振興事
業団

25年4月～26年3月

（平成２５年度上半期から職員派遣を予定している派遣先（岩手県の場合は市町を含む。）

【内訳】（公務員） （財団法人職員）

■岩手県 ２２人 １９人※ ３人

■宮城県 ２４人 ２４人 ０人（財団法人不設置）

■福島県 １４人 ９人 ５人

計 ６０人 ５２人 ８人
※４月からは１８名、７月から１名増


