
 
 

平成３０年７月２日 
   

東日本大震災及び平成２８年熊本地震の復興に伴う 
埋蔵文化財発掘調査のために派遣された職員等への 
文化庁長官感謝状贈呈式について 

    

 
    

記 
  
 

１ 日 時：平成３０年７月５日（木）１３時００分～１４時００分 

 

２ 場 所：中央合同庁舎７号館東館（文部科学省）３階講堂 

 

３ 贈呈対象者（詳細は別紙のとおり）：  

 

(1) 平成２９年度に派遣された職員：３２名 

 

 (2) 職員を派遣した地方公共団体及び公益財団法人：２５団体 

 

４ その他： 

 

  ・取材を御希望の方は，平成３０年７月４日（水）１７時までに，件名に「文化庁長

官感謝状贈呈式」と明記し，氏名・所属・連絡先・撮影の有無（テレビカメラの場

合はその旨を記載）を御記入の上，電子メールにて下記アドレス宛てにお申し込み

ください。 

 

  ・冒頭から終了まで取材・撮影が可能です。当日は，「自社腕章」等の所属が分かるも

のを着用していただくとともに，現場の係官の指示に従っていただくようお願いし

ます。 

 
 
 
 

＜担当＞文化庁文化財部記念物課埋蔵文化財部門 森先 

         代表 03(5253)4111(内線2879) 直通 03(6734)2876 

    E-Mail:morisaki@mext.go.jp 

 文化庁では，東日本大震災及び平成２８年熊本地震の復興に伴う埋蔵文化財発掘調査

を迅速に進めるため，全国の地方公共団体及び公益財団法人の協力を得て，高い専門性

を持つ職員を被災地に派遣する取組を行っています。 

この度，平成２９年度に派遣された職員並びにその職員を派遣した地方公共団体及び

公益財団法人に対し，その貢献をたたえるため，文化庁長官から感謝状を贈呈すること

としました。 

贈呈式は，下記のとおり行いますので，お知らせします。 



文化庁長官感謝状贈呈式 対象者一覧

派遣元団体 氏名 ※敬称略 よみがな 派遣先

1 1 京都市 近藤 千代 こんどう ちよ 陸前高田市

2 2 神戸市 斎木 巌 さいき いわお 福島県教育庁文化財課

3 3 鹿児島県 平木場 秀男 ひらこば ひでお 気仙沼市

4 関 健吾 せき けんご 多賀城市

5 永井 三郎 ながい さぶろう 岩沼市

6 瀧本 正志 たきもと ただし 山元町

7 髙橋 保雄 たかはし やすお 福島県教育庁文化財課

8 加藤 学 かとう まなぶ 福島県教育庁文化財課

9 6 静岡県 武田 寛生 たけだ のりお 福島県教育庁文化財課

10 7 青森県 最上 法聖 もがみ のりきよ 福島県教育庁文化財課

11 8 埼玉県 堀口 智彦 ほりぐち ともひこ 福島県教育庁文化財課

12 9 兵庫県 渡瀨 健太 わたせ けんた 福島県教育庁文化財課

13 ― （復興庁応援職員） 吉岡 恭平 よしおか きょうへい 浪江町教育委員会事務局生涯学習係

14 10
（公財）大阪府文化財
センター

河本 純一 かわもと じゅんいち （公財）岩手県文化振興事業団

15 11
（公財）大阪市博物館
協会大阪文化財研究所

趙 哲済 ちょう ちょるじぇ （公財）岩手県文化振興事業団

16 大泰司 統 おおたいし おさむ （公財）岩手県文化振興事業団

17 直江 康雄 なおえ やすお （公財）岩手県文化振興事業団

18 13
（公財）東京都スポー
ツ文化事業団東京都埋
蔵文化財センター

及川 良彦 およがわ よしひこ （公財）福島県文化振興財団遺跡調査部調査課

19 14
（公財）山形県埋蔵文
化財センター

草野 潤平 くさの じゅんぺい （公財）福島県文化振興財団遺跡調査部調査課

20 15 仙台市 関根 章義 せきね あきよし 熊本市(熊本城）

21 16 松本市 原田 健司 はらだ けんじ 熊本市(熊本城）

22 朝岡 俊也 あさおか としや 熊本市経済観光局文化スポーツ交流部文化振興課

23 藏冨士 寛 くらふじ ひろし 熊本市経済観光局文化スポーツ交流部文化振興課

24 18 滋賀県 北原 治 きたはら おさむ 熊本市(熊本城）

25 19 香川県 真鍋 貴匡 まなべ たかまさ 熊本市(熊本城）

26 20 長崎県 白石 渓冴 しらいし けいご 熊本市経済観光局文化スポーツ交流部文化振興課

27 21 宮崎県 加藤 徹 かとう いたる 熊本市経済観光局文化スポーツ交流部文化振興課

28 秦 憲二 しん けんじ 熊本県

29 坂元  雄紀 さかもと ゆうき 熊本県

30 23 佐賀県 加藤 裕一 かとう ゆういち 熊本県

31 24 大分県 綿貫 俊一 わたぬき しゅんいち 熊本県

32 25 鹿児島県 西野 元勝 にしの もとかつ 熊本県

受賞者
職員数 団体数

17

福岡県

神奈川県

22

新潟県

（公財）北海道埋蔵文
化財センター

4

福岡市

5

12


