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01200000100

阪神・淡路大震災５周年記念事業震災対策国際総合検証報告会 平成１２年１月１０
日、平成１２年１月１２日、平成１２年１月１４日 兵庫県発行

冊子・写真

01200000200

Damage to Kobe Municipal Subway System in the Great Southern Hyogo Earthquake
and its Post‐quake Restoration January, 1996 Transportation Bureau of the
City of Kobe

冊子・写真

01200000300

Restoration of the Hanshin Expressway Network from damage caused by the Great
冊子・写真
Hanshin Earthquake 平成７年１１月 Hanshin Expressway Public Corporation

01200000400

PHOENIX PLAZA-Explanation on the desplay The Great Hanshin-Awaji Earthquake
Reconstruction Promotion Center

01200000500

フェニックスプラザ阪神・淡路大震災復興支援館 激動の記録 兵庫県南部地震と活断
冊子・写真
層 防災の知識

01200000600

阪神・淡路大震災 ―神戸の生活再建・５年の記録―（１月８日公開予定ホームページ
用原稿） ・激動期ー初動体制から１年 ・生活安定期ー激動から安定への２年 ・自 冊子・写真
立支援期ー生活復興に向けての２年 平成１２年１月８日 生活再建本部作成

01200000700

阪神・淡路大震災における神戸市下水道施設の被害と復旧・復興の記録 平成１０年１
冊子・写真
０月 神戸市建設局発行

01200000800

平成６年度 阪神・淡路大震災関係 新聞切り抜き（市長室 国際交流推進部） 平成
７年１月２９日～平成７年２月２８日

紙文書

01200000900

平成６年度他 阪神・淡路大震災関係 新聞切り抜き（市長室 国際交流部） 平成７
年３月１日～平成７年１０月２５日

紙文書

01200001000

平成６年度他 神戸復興住宅メッセ及び輸入住宅について

紙文書

01200001001

01200001002

01200001003

01200001004

特定賃貸住宅建設融資利子補給制度（特賃融資）のご案内

災害復興特定優良賃貸住宅供給促進制度（特優賃）のご案内
米国開発事業会社 概略資料

米国開発事業会社の住宅に関する提案に対する検討について（議事録） 平成７年９月
１９日

冊子・写真

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書
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01200001005

米国開発事業会社との懇談状況（議事録） 平成７年９月１１日

紙文書

01200001006

ブリスベーン市に対する復興住宅メッセ参加呼びかけの文書 市長室からブリスベーン
市あて 平成７年８月２９日

紙文書

01200001007

米国開発事業社に対する質疑 平成７年８月１６日

紙文書

01200001008

輸入住宅建設事業についての概要メモ（建築研究所作成）

紙文書

01200001009

ひょうご輸入住宅総合センター（仮称）の概要 （財）兵庫県住宅建築総合センター作
成

紙文書

01200001010

日本輸出入銀行との輸入住宅に関する協議 平成７年７月３１日

紙文書

01200001011

インターナショナルハウジングメッセ説明会の資料 平成７年７月１０日

紙文書

01200001012

輸入住宅に関する協議経緯 平成７年８月８日

紙文書

01200001013

輸入住宅に関する尼崎市ヒアリング調査 平成７年８月２日

紙文書

01200001014

輸入住宅に係る日本輸出入銀行打合 議事録 平成７年７月３１日

紙文書

01200001015

神戸・復興住宅メッセ第３会場 インターナショナルハウジング・メッセ 事業企画書
平成７年６月

紙文書

01200001016

ひょうご輸入住宅総合センター（仮称） 復興・輸入住宅展示場出展者募集のご案内
平成７年７月１８日

紙文書

01200001017

復興住宅メッセ打合せ（議事録） 平成７年６月７日

紙文書

01200001018

海外住宅メーカーの復興住宅メッセ参加に関して 平成７年５月１９日

紙文書

01200001019

輸入住宅総合センター（仮称）企画書 兵庫県作成 平成７年４月２８日

紙文書

01200001020

在関西主要総領事館商務領事等懇談会の開催について 平成７年５月２６日

紙文書

01200001021

輸入住宅の取扱いに関する打合せ（議事録） 平成７年５月８日

紙文書
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01200001022

カナダ・ブリティッシュ コロンビア州との打合せ（復興住宅メッセへの参加につい
て） 平成７年４月２７日

紙文書

01200001023

神戸市震災復興住宅整備緊急３カ年計画（案） 記者発表資料 平成７年３月１７日

紙文書

01200001100

平成７年度他 輸入住宅及び外国住宅産業関係者との対応

紙文書

01200001101

六甲アイランド誘致 インドネシア総領事館 訪問記録カード（議事録） 平成９年４
月３日

紙文書

01200001102

六甲アイランド誘致 （住宅関連会社）議事録 平成８年６月２７日

紙文書

01200001103

六甲アイランド誘致 （住宅関連会社）議事録 平成８年３月２７日

紙文書

01200001104

ワシントン州神戸事務所からの訪問（議事録） 平成７年１１月１７日

紙文書

01200001105

アメリカ・ワシントン州 政府主催「北米式ツーバイフォー工法住宅 基礎と実技セミ
ナー（東京・神戸）」開催の案内 平成８年３月

紙文書

01200001106

スウェーデン住宅産業関係者 来神メンバー企業概要 平成８年２月２９日

紙文書

01200001107

スウェーデン住宅産業関係者 来神のスケジュール 平成８年３月４元

紙文書

01200001108

スウェーデン住宅製造業者の来神受入れ依頼文書 平成７年１２月１９日 スウェーデ
ン大使館から神戸市あて

紙文書

01200001109

米国開発事業会社との打合せ 平成７年１１月８日

紙文書

01200001110

災害復興 神戸市特定目的借上公共賃貸住宅制度のご案内（パンフレット） 神戸市住
宅局 神戸市住宅供給公社作成 平成７年８月発行

紙文書

01200001111

米国開発事業会社の住宅に関する検討資料

紙文書

01200001112

米国開発事業会社の住宅に関する提案に対する検討について（議事録） 平成７年９月
１９日

紙文書

01200001113

近畿通商産業局他主催「民活講習会」次第及び資料 平成８年２月５日

紙文書

紙文書
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文書
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紙文書

01200001115

（冊子）民活講習会資料 （改正民活法及び新規事業法の説明会） 平成８年２月５日
於：新神戸オリエンタルホテル 近畿通商産業局 （財）関西産業活性化センター

紙文書

01200001116

（冊子）統計神戸 １９９５・Ｎｏ．５８０ ２月号 神戸の住宅ー平成５年住宅統計
調査結果ー 神戸市作成

紙文書

01200001117

スエーデン住宅メーカ一行の来神と懇談会（神戸商工会議所） 平成8年3月4日

紙文書

01200001200

平成６年度他 国内、海外からのお見舞いの手紙（個人）

紙文書

01200001201

全国からの励ましの手紙より 「がんばってね第２号」 平成７年３月１６日 市長室
広聴課発行

紙文書

01200001202

全国からの励ましの手紙より 「がんばってね第１号」 平成７年３月１日 市長室広
聴課発行

紙文書

01200001300

平成６年度他 国内、国外からの震災見舞金（郵送受付分等）

紙文書

01200001301

フィリピン大使館よりの見舞金送金文書 平成７年１月１８日

紙文書

01200001400

平成６年度他 阪神・淡路大震災 市長室国際部及び災害対策本部資料

紙文書

01200001401

兵庫県南部地震における外国人への対策及び収集情報 市長室国際課作成 平成７年１
月１８日

紙文書

01200001402

緊急事態後に想定される市長室国際部の業務 平成７年２月７日 市長室国際部作成

紙文書

01200001403

外国人被災者について（被害、避難状況等） 市長室国際課作成 平成７年３月３０日

紙文書

01200001404

こうべ地震災害対策広報（災害対策本部発行 １号～５号）の抜粋版（日本語版、英文
版） 市長室国際課作成 平成７年２月４日

紙文書

01200001405

震災後、市長室国際課が行った業務 市長室国際課作成

紙文書

01200001406

兵庫県南部地震市区町別、国籍別外国人死者数 平成７年５月１１日現在 兵庫県国際
交流課調べ 平成７年６月３０日

紙文書
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01200001407

平成７年 兵庫県南部地震における神戸市の被害の概要 平成７年３月 神戸市防災会
議事務局作成

紙文書

01200001408

平成７年 兵庫県南部地震における神戸市の対応状況等 平成７年３月 神戸市防災会
議事務局作成

紙文書

01200001409

阪神大震災 総合資料 平成７年４月１７日 市長室国際課作成

紙文書

01200001410

神戸港の復旧状況について

紙文書

01200001411

神戸港復旧状況関係数字 平成７年１０月１７日現在

紙文書

01200001412

神戸経済復興委員会報告書 平成７年６月

紙文書

01200001413

平成７年 兵庫県南部地震における神戸市の復旧状況等 平成８年１月１７日 神戸市
災害対策本部作成

紙文書

01200001414

主要連絡先一覧表 平成７年３月２４日現在

紙文書

01200001415

仮設住宅巡回相談・実態調査マニュアル 平成８年２月 民生局災害対策本部作成

紙文書

01200001416

仮設住宅関係質疑応答集（市外仮設用） 平成７年１２月９日 神戸市災害対策本部作
成

紙文書

01200001417

避難所個別実態調査の実施について（兵庫区分） 平成７年５月１０日～平成７年５月
１６日

紙文書

01200001418

避難所個別面談 Ｑ＆Ａ 平成７年５月 民生局災害対策本部作成

紙文書

01200001419

避難所個別指導 Ｑ＆Ａ 平成７年７月 神戸市災害対策本部民生部作成

紙文書

01200001420

「仮設住宅にお住まいの皆さまへ」Ｑ＆Ａ 平成８年２月１日現在 神戸市発行

紙文書

01200001421

被災者用一時使用住宅（５次募集）契約鍵渡し事務手順 平成７年７月２４日

紙文書

01200001422

補充対象地域仮設住宅団地別情報シート

紙文書

01200001423

仮設住宅補充募集受付手順 平成７年７月２４日

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

市長室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

ＦＤ→フロッピーディスク、ＭＯ→光磁気ディスク

ファイル名／文書名

文書
種別

01200001424

韓国放送公社ＫＢＳ第１ラジオ局の取材 平成８年３月８日～平成８年３月９日

紙文書

01200001425

神戸港復興ニュース 第７号 平成７年６月２３日 神戸市港湾局発行

紙文書

01200001426

神戸港復興ニュース 第２８号（英文版） 平成８年５月１９日 神戸市港湾局発行

紙文書

01200001427

神戸港の復旧状況と復興計画（英語版） 平成８年４月１日

紙文書

01200001428

神戸港の復旧状況と復興計画 平成８年４月２５日

紙文書

01200001500

平成７年度他 第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議について（オラン
ダ、アムステルダム市） 平成８年４月

紙文書

01200001501

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議におけるミラノ事務所からの報告
神戸市ミラノ事務所から震災復興本部総括局あて 平成８年４月２６日

紙文書

01200001502

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議について（市町日程、プログラム、
市長のプレゼンテーションの構成等） 平成８年４月２２日

紙文書

01200001503

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議 笹山市長プレゼンテーション内容
平成８年４月２２日

紙文書

01200001504

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議における神戸市長基調講演に対する
反響 平成８年４月２２日

紙文書

01200001505

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議 プログラム（英文） 平成８年７
月２２日～平成８年７月２４日

紙文書

01200001506

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議にかかる神戸市長訪欧日程の送付
震災復興本部総括局から外務省西欧第１課あて 平成８年４月１９日

紙文書

01200001507

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議に神戸市長が招待された経緯 平成
８年

紙文書

01200001508

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議にかかる神戸市長への出席依頼文書
（翻訳文含む） オランダ内務大臣から神戸市長あて 平成７年８月１４日

紙文書

01200001509

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議について（情報連絡３報） 国土庁
防災局防災企画官から神戸市長あて 平成７年８月２８日

紙文書

紙文書
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01200001510

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議について（情報連絡２報） 国土庁
防災局防災企画官から神戸市長あて 平成７年８月１８日

紙文書

01200001511

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議への出席依頼について（情報提供）
国土庁防災局防災企画官から神戸市長あて 平成７年６月２７日

紙文書

01200001512

第２回 災害と危機に対決する地方自治体世界会議のプログラムの送付 オランダ・大
阪総領事館から神戸市あて 平成８年３月５日

紙文書

01200001600

平成６年度 海外からの見舞い手紙

紙文書

01200001601

シアトル市長からの見舞い文書 平成７年１月１７日

紙文書

01200001700

平成６年度他 海外からの見舞い手紙（２）

紙文書

01200001701

ポーランドワルシャワ市長からの見舞い文書 平成７年２月７日

紙文書

01200001800

平成７年度他 被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版：平成１０年１月～平成
１０年１２月、英語版：平成１０年１月～平成１０年１２月）

紙文書

01200001801

Damage Caused by the Great Hanshin-Awaji Earthquake and the Current Status of
the Reconstruction Hyogo Prefecture March1998

紙文書

01200001802

兵庫県・神戸市の魅力（日本語版、英語版） 兵庫県知事公室国際局

紙文書

01200001803

01200001804

01200001805

01200001806

01200001807

被災状況及び復興への取り組み状況（英語版） 平成１０年１２月１日現在

被災状況及び復興への取り組み状況（英語版） 平成１０年１月５日現在

被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版） 平成１０年１２月１日現在

被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版） 平成１０年１月５日現在

被災状況及び復興への取り組み状況（中国語版） 平成８年２月２９日現在

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書
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01200001900

平成７年度他 被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版：平成８年１月～平成９
年１２月 英語版：平成８年２月～平成９年１２月）

紙文書

01200001901

阪神・淡路大震災 被災状況および復興状況（英文併記） 神戸市 神戸市震災復興本
部総括局総合計画課作成 （冊子）

紙文書

01200001902

被災状況及び復興への取り組み状況（英語版 平成９年１２月１日現在）

紙文書

01200001903

被災状況及び復興への取り組み状況（英語版 平成９年１月１４日現在）

紙文書

01200001904

被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版 平成９年１２月１日現在）

紙文書

01200001905

被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版 平成８年４月８日現在）

紙文書

01200001906

被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版 平成８年１月１２日現在）

紙文書

01200001907

被災状況及び復興への取り組み状況（英語版 平成８年２月２９日現在）

紙文書

01200001908

被災状況及び復興への取り組み状況（中国語版 平成８年２月２９日現在）

紙文書

01200002000

平成６年度他 神戸市震災復興計画及び兵庫県阪神・淡路大震災復興計画、策定にかか
る資料について

紙文書

01200002001

復興状況進捗把握のための、事業費調査について（照会） 震災復興本部総括局から担
当各位（国際課）宛 平成８年１２月３日

紙文書

01200002002

「新・都市環境基準」策定の考え方（案） 平成８年２月２１日

紙文書

01200002003

神戸市復興計画の円滑な推進を図るための中期計画の策定について（依頼） 企画調整
局企画課長他から各局中期計画担当課長（国際課長）宛 平成７年１１月１５日

紙文書

01200002004

神戸市復興計画における優先的に取り組むべき復興特定事業の考え方

紙文書

01200002005

兵庫県「阪神・淡路震災復興計画―事業概要書」（案）の修正について（依頼） 震災
復興本部総括局計画課から担当者各位宛 平成７年９月１３日

紙文書

01200002006

兵庫県「阪神・淡路震災復興計画（試案）」 平成７年６月 兵庫県

紙文書

紙文書
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01200002007

神戸市復興計画の重点事業の選定について 平成７年６月５日

紙文書

01200002008

兵庫県の「阪神・淡路震災復興計画」に位置づける施策・事業について（問い合せ）
平成７年６月５日

紙文書

01200002009

兵庫県の「阪神・淡路震災復興計画」への施策体系の追加等について（依頼） 震災復
興本部総括局から担当者各位宛 平成７年６月２０日

紙文書

01200002010

兵庫県・阪神淡路復興計画（案）の送付及び加筆修正について（依頼） 震災復興本部
総括局から担当者各位宛 平成７年７月１０日

紙文書

01200002011

第３回神戸市復興計画審議会の開催について（ご案内） 神戸市復興計画審議会会長か
ら神戸市復興計画審議会市民生活小委員会委員各位宛 平成７年６月１９日

紙文書

01200002012

第１回都市活力小委員会 議事要旨（案） 平成７年４月２８日

紙文書

01200002013

第２回神戸市復興計画審議会 議事要旨（案） 平成７年５月２６日

紙文書

01200002014

神戸市復興計画ガイドライン 平成７年３月２７日 神戸市

紙文書

01200002015

神戸市復興計画ガイドライン（概要） 平成７年３月 神戸市

紙文書

01200002016

「神戸市復興計画（案）」に関する答申書（案） 平成７年６月 神戸市復興計画審議
会

紙文書

01200002017

神戸市復興計画、地域別復興計画（案） リーディングプロジェクト参考図 平成７年
６月１６日

紙文書

01200002018

神戸市復興計画（案） 第４章～第６章 平成７年６月１６日

紙文書

01200002100

平成６年度他 地域防災計画の改定事務ならびに震災記録誌作成事務について

紙文書

01200002101

地域防災計画―風水害編―の改定について（依頼） 市民局市民防災室長から各位宛
平成８年４月３０日

紙文書

01200002102

01200002103

兵庫県地域防災計画地震災害対策計画編 平成８年３月７日

新・神戸市地域防災計画地震対策編予防計画編の意見照会について（依頼） 神戸市総
務局庶務課長から神戸市防災会議専門委員、神戸市防災会議幹事宛 平成８年３月１日

紙文書

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

市長室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

ＦＤ→フロッピーディスク、ＭＯ→光磁気ディスク

文書番号

ファイル名／文書名

文書
種別

01200002104

神戸市地域防災計画地震対策編の修正・追加等について（依頼） 神戸市総務局庶務課
長から神戸市防災会議幹事宛 平成８年２月２７日

紙文書

01200002105

新・神戸市地域防災計画地震対策編第３ドラフトの送付及び意見照会について（依頼）
神戸市総務局庶務課長から各局室区防災担当課長宛 平成８年２月７日

紙文書

01200002106

新・神戸市地域防災計画地震対策編概要書の作成について（依頼） 神戸市総務局庶務
課長から各局室区庶務担当課長宛 平成８年２月１９日

紙文書

01200002107

新・神戸市地域防災計画―地震対策編―（第２ドラフト） 平成８年１月

紙文書

01200002108

海外からの救援物資 平成７年６月２６日現在

紙文書

01200002109

「阪神・淡路大震災記録誌」原稿の執筆について（依頼） 総務局長から局室区長宛
平成７年７月３１日

紙文書

01200002110

地域防災計画事務局案に対する意見について（追加照会） 神戸市総務局庶務課長から
神戸市防災会議関係幹事宛 平成７年１０月１２日

紙文書

01200002111

地域防災計画事務局案に対する意見について（照会） 神戸市総務局庶務課長から神戸
市防災会議関係幹事宛 平成７年９月２７日

紙文書

01200002112

神戸市地域防災計画の検討について（今後のスケジュールを含めて） 神戸市総務局長
から各局室区長宛 平成７年７月２０日

紙文書

01200002113

平成７年度 神戸市地域防災計画の検討について（依頼） 神戸市総務局長から各局室
区長宛 平成７年２月２６日

紙文書

01200002114

第５回防災問題懇談会の資料について（依頼） 内閣官房内閣内政審議室、内閣官房内
閣情報調査室、国土庁防災局から各省庁防災問題懇談会担当官宛 平成７年６月

紙文書

01200002115

海外からの人的支援状況

紙文書

01200002116

海外援助物資の状況 平成７年３月２５日現在 国際課作成

紙文書

01200002117

海外援助物資送付者一覧表（国際課把握分・アルファベット順） 平成７年３月２５日
現在

紙文書

01200002200

平成７年度 神戸レンガ復興計画（神戸レンガプロジェクト）

紙文書

紙文書
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01200002201

「神戸レンガ・プロジェクト」賛同者及び協力要請状況

紙文書

01200002202

「神戸レンガ・プロジェクト」ご協賛のお願い 神戸のレンガプロジェクト実行委員会
事務局 平成７年６月２３日

紙文書

01200002203

神戸レンガ復興計画案 神戸市青少年団体連絡協議会 平成７年４月１日

紙文書

01200002300

平成５年度他 アジア防災 政策会議、日本側配布資料（冊子） 平成７年１２月１７
冊子・写真
日～平成７年１２月１８日

01200002301

地震に自信を いざというときどうするか 平成７年５月発行 監修：自治省消防庁震
冊子・写真
災対策指導室 制作：財団法人消防科学総合センター

01200002302

International Disaster Relief Activities by Self Defense Forces

01200002303

１９９５．１．１７ 阪神・淡路大震災 記録写真集 国際防災の１０年国民会議 発
冊子・写真
行：国際防災の１０年国民会議 監修：国際防災の１０年推進本部事務局

01200002304

THE HANSHIN-AWAJI EARTHQUAKE THE DAMEGE,RESPONSE,AND LESSONS

冊子・写真

01200002305

THE 1995 HYOGOKEN NANBU EARTHQUAKE
of Construction

冊子・写真

01200002306

RIVER BUREAU,MINISTRY OF CONSTRUCTION,JAPAN
BUREAU,MINISTRY OF CONSTRUCTION,JAPAN

01200002307

Public Works Research Institute Ministry

1995.3 Edited by RIVER

UNZEN 雲仙・普賢岳噴火対策砂防事業 Volcanic Sabo Projects for the Eruption
at Mt.Fugen-dake of Unzen 建設省九州地方建設局河川部河川計画課監修 平成７年
８月発行

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

01200002308

SABO 建設省近畿地方建設局六甲砂防工事事務所企画砂防広報センター制作 平成５年
冊子・写真
４月発行

01200002309

DISASTER PREVENTION MEASURES AN"INTERNATIONAL DECADE FOR NATURAL DISASTER
REDUCTION"EFFORT Ministry of Transport

冊子・写真

01200002310

What Would You Do in a Disaster?
Bureau,National Land Agency

冊子・写真

Prepared by the Disaster Prevention

紙文書
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01200002311

わが国の災害対策 DISASTER COUNTERMEASURES IN JAPAN 国土庁防災局防災調整課発
行 平成７年

01200002312

わが国の震災対策 EARTHQUAKE DISASTER COUNTERMEASURES IN JAPAN 国土庁防災局震
冊子・写真
災対策課発行 平成７年

01200002313

Asian Natural Disaster Reduction Conference December 17 and 18,1995
International Conference Center Kobe,japan In Cooperation with Hyogo
Prefecture and Kobe City 平成７年１０月発行

冊子・写真

01200002400

Qualifications and Experience WILLIAM SPANGLE and ASSOCIATES,Inc. City and
Regional Planning

冊子・写真

01200002500

KOBE CITY GOVERNMENT EARTHQUAKE INFORMATION 1995.2.4～1996.10.25

冊子・写真

01200002600

2nd International Conference Amsterdam 22-23-24 April 1996 2nd International
Conference Local Authorities confronting Disasters and Emergenccies

冊子・写真

01200002700

平成６年度他 海外からの援助物資及びお見舞文送付書と礼状の送付

紙文書

01200002701

海外援助物資送付者一覧表（国際課把握分・アルファベット順） 平成７年５月１日現
在

紙文書

01200002702

義援金国際課受付リスト

紙文書

01200002703

阪神・淡路地震に対するお見舞一覧（順不同） 平成７年２月１７日現在

紙文書

01200002704

海外からの義援金受付リスト（国際課） 平成７年４月３日～平成７年６月２８日分

紙文書

01200002705

河野副総理兼外務大臣からインドネシア外務大臣への礼状 １９９５．３．３

紙文書

01200002706

海外からの救援物資に対する市長からの礼状発送 平成７年５月

紙文書

01200002800

平成１０年度 阪神・淡路大震災復興基金事業関係

紙文書

01200002801

阪神・淡路大震災復興基金事業の検証について（照会） 平成１１年１月２５日 庶務
担当課長会議資料

紙文書

01200002802

阪神・淡路大震災復興基金事業申請状況一覧表 平成１０年１１月１５日現在

紙文書

冊子・写真

紙文書
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01200002803

（冊子）阪神・淡路大震災復興基金事業概要（平成１０年１２月現在） 財団法人 阪
神・淡路大震災復興基金

紙文書

01200002900

平成６年度他 海外マスコミの震災報道と海外事業所からの報告書

紙文書

01200002901

兵庫県南部地震に対するシアトル市等の対応状況について シアトル事務所からの報告
平成７年２月１６日

紙文書

01200002902

シンガポールでの阪神大震災報道（その１） （シンガポール事務所からの報告） 平
成７年１月３０日

紙文書

01200002903

シンガポールでの阪神大震災報道（その８） （シンガポール事務所からの報告） 平
成７年２月１３日

紙文書

01200002904

イタリア各紙の阪神大震災報道（ミラノ事務所からの報告） 平成７年１月１８日～平
成７年１月２２日分） 平成７年３月１日

紙文書

01200002905

天津日報の震災一周年報道（天津事務所からの報告） 平成８年１月２０日

紙文書

01200002906

シンガポールの新聞の震災一周年記事（シンガポール事務所からの報告） １９９６．
１．１０

紙文書

01200002907

ドイツ等の新聞等による震災一周年報道（平成８年１月１７日他 ミラノ事務所からの
報告） 平成８年１月２５日

紙文書

01200003000

平成６年度他 海外救援物資輸送費支出決裁綴

紙文書

01200003001

海外からの災害救援物資輸送業務 その他請負決裁書（関空から市内へ） 平成７年１
月２１日 災害救助費・市長室災害救助費

紙文書

01200003002

海外からの災害救援物資輸送業務 随意契約依頼 平成７年２月２８日 市長室国際課
長から理財局経理課長あて

紙文書

01200003003

海外からの災害救援物資輸送業務支出命令書（平成７年１月分） 災害救助費・市長室
災害救助費

紙文書

01200003100

平成６年度他 災害関連ＦＡＸ情報

紙文書

紙文書
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01200003101

母国語による地震関連ニュースレター 外国人地震情報センター発信 １９９５．２．
１６

紙文書

01200003102

あじさいネット（パソコン通信）による災害関連情報の提供について 平成７年２月１
１日

紙文書

01200003200

平成８年度 神戸復興展示会（各姉妹・友好・親善協力都市で開催）

紙文書

01200003201

神戸復興展示会の開催について（伺い） 平成８年７月１１日

紙文書

01200003202

神戸復興展概要

紙文書

01200003203

「１．１７花になった子供たち」 ＣＤ披露発表会 実施要綱（案） 平成８年７月１
７日

紙文書

01200003204

シアトルでの震災復興写真展の開催について（シアトル事務所作成） 平成８年９月１
日

紙文書

01200003300

平成６年度他 市長室国際課 地震関連庶務ファイル

紙文書

01200003301

防災指令３号発令中の服務取扱いについて 総務局人事課発信 平成７年２月８日

紙文書

01200003302

阪神大震災に伴う諸手当等の取扱いについて 平成７年２月１３日 総務局給与課発信

紙文書

01200003303

「災害派遣従事車両証明書」の発行について（依頼） 兵庫県災害対策総合本部長から
各市町長あて

紙文書

01200003304

阪神・淡路大震災の発生に伴う災害対策基本法第７６条に基づく交通規制（規制期間の
延長）について 平成７年２月１８日 兵庫県公安委員会から神戸市災害対策本部長あ
て

紙文書

01200003305

阪神大震災における緊急申し入れ 日本社会党兵庫県本部再建準備会から神戸市災害対
策本部あて 平成７年１月２５日

紙文書

01200003306

兵庫県南部地震被災地域の就学生（留学生を含む）への臨時的な学習機会の提供につい
て 平成７年２月８日 関西国際学友会日本語学校

紙文書

01200003307

阪神・淡路大震災に伴う災害救助のために使用する車両の料金免除措置に係る取扱いに
ついて 平成７年２月１６日 兵庫県災害対策総合本部長から兵庫県各市町長あて

紙文書

紙文書
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01200003308

災害復旧・復興業務における留意事項について（通知） 人事委員会委員長から各局室
区長 労働基準法第８条第１２・１６号該当事業所所属長あて 平成７年２月１７日

紙文書

01200003309

阪神・淡路大震災 神戸市合同慰霊祭 平成７年２月１８日

紙文書

01200003310

「阪神・淡路大震災 神戸市合同慰霊祭」への参列について（依頼） 平成７年２月２
６日 市長室長から各局室区長あて

紙文書

01200003311

救護ボランティアの傷害保険について 平成７年２月２８日 総務局庶務課から各局室
区ボランティア担当課あて

紙文書

01200003312

阪神・淡路大震災犠牲者 神戸市合同慰霊祭 運営マニュアル 平成７年３月

紙文書

01200003313

「阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法」関係資料の
送付について 平成７年３月１日 総務局行政管理課長から各局・室・区庶務担当課長
あて

紙文書

01200003314

第２回中央防災会議・防災基本計画専門委員会開催日程（案） 平成７年３月１５日
（国土庁主催）

紙文書

01200003315

第２回中央防災会議 防災基本計画専門委員会での兵庫県、神戸市に対する質問事項
平成７年３月１５日（国土庁防災調整課発言）

紙文書

01200003316

第２回中央防災会議における防災基本計画改訂に向けての主要検討事項 平成７年３月
１日

紙文書

01200003317

中央防災会議 第１回 防災基本計画専門委員会議事要旨 平成７年２月９日

紙文書

01200003318

外国人情報センター 活動期間延長及び業務体制変更のお知らせ 平成７年３月

紙文書

01200003319

地元業者への最優先発注について（依頼） 理財局長 経済局長から各局室区長あて
平成７年３月１８日

紙文書

01200003320

区役所発行の証明書の提出を依頼する各部局へ（お願い） 神戸市災害対策本部から各
局庶務担当課長あて 平成７年３月１６日

紙文書

01200003321

交通機関復旧に伴う通勤届の取扱いについて 平成７年３月１６日 総務局 給与課長
から所属長あて

紙文書

01200003322

兵庫県阪神・淡路大震災復興本部に関する資料（条例、推進体制）の送付について 平
成７年３月１７日 企画調整局企画課から各局室庶務担当課あて

紙文書

紙文書
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01200003323

市内主要宿泊施設への宿泊取次ぎについて（お知らせ） 平成７年３月２５日 神戸市
観光・ホテル旅館組合発信

紙文書

01200003400

平成６年度 阪神・淡路大震災状況報告書

紙文書

01200003401

阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部本部員会議資料（各局等からの報告） 平成７
年２月１６日

紙文書

01200003500

平成６年度他 フィリピン総領事館の移転について

紙文書

01200003501

フィリピン総領事館の大阪移転報道について（経緯） 平成７年２月２３日

紙文書

01200003502

平成７年兵庫県南部地震における神戸市の被害と消防活動の概要 平成７年２月（平成
７年１月３１日現在） 神戸市災害対策本部消防部

紙文書

01200003600

平成８年度他 仮設住宅の再利用等について

紙文書

01200003601

仮設住宅の寄付依頼 １９９７．１２．１６ 世界保健機構事務総長から神戸市長あて

紙文書

01200003602

仮設住宅再利用審査委員会議事録 平成９年１２月１９日

紙文書

01200003603

撤去した仮設住宅の再利用について（基本的考え方、モデルケースの実施等） 平成９
年８月４日 兵庫県記者発表資料

紙文書

01200003604

天津市からの仮設住宅提供依頼文書 １９９７．１１．２６ 天津市人民政府外事弁公
室主任から日中友好神戸市会議員連盟会長あて

紙文書

01200003605

仮設住宅再利用モデルケース（上海市 山東省）の実施結果

紙文書

01200003606

仮設住宅の再利用公募要領（兵庫県作成） 平成９年１１月１２日

紙文書

01200003607

仮設住宅の再利用のための公募について 平成９年１１月１４日 兵庫県記者発表資料

紙文書

01200003608

チリ共和国大洪水難民への使用済み仮設住宅支援のお願い 平成９年１０月１０日 神
戸日本ラテンアメリカ協会会長から神戸市長あて

紙文書

01200003609

仮設住宅の再利用について及び海外での再利用申出リスト 平成９年８月２１日

紙文書

紙文書
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01200003610

ブラジル Sáo José do Rio Preto市からの仮設住宅寄贈依頼と神戸市からの返信 平
成９年３月２４日

紙文書

01200003611

仮設住宅の引き合い一覧 平成９年３月３１日

紙文書

01200003700

平成６年度 り災証明書の発行及び災害弔慰金の支給に関する取扱いについて

紙文書

01200003701

災害弔慰金の支給について 平成７年３月１７日 民生局 記者発表資料

紙文書

01200003702

災害弔慰金の支給に関する「相談窓口」及び「電話相談」の開設について 民生局 平
成７年３月１７日

紙文書

01200003703

災害弔慰金の市民からの問い合わせに対するＱ＆Ａ 平成７年３月

紙文書

01200003704

災害弔慰金等の支給に関する取扱い及び想定問答（兵庫県作成） 平成７年３月

紙文書

01200003705

兵庫県南部地震にかかる災害弔慰金の疑義について（連絡） 兵庫県生活文化部消防交
通安全課長から神戸市民生局厚生部地域福祉課長あて 平成７年２月２１日

紙文書

01200003706

り災証明書の再発行について（連絡） 平成７年２月１４日 民生局地域福祉課長から
り災証明書取扱担当課長あて

紙文書

01200003707

兵庫県南部地震にかかる「り災証明書」の発行について 平成７年２月２日 民生局記
者発表資料

紙文書

01200003708

義援金の一次配分等事務取扱要領 平成７年２月 神戸市災害対策本部

紙文書

01200003709

義援金の一次配分についてのＱ＆Ａ 平成７年２月１０日

紙文書

01200003800

平成６年度他 被災状況と復興状況について

紙文書

01200003801

阪神大震災 総合資料 平成７年４月１７日 市長室国際課

紙文書

01200003802

平成７年兵庫県南部地震における神戸市の被害の概要 平成７年３月 神戸市防災会議
事務局

紙文書

01200003803

平成７年兵庫県南部地震における神戸市の対応状況等 平成７年３月 神戸市防災会議
事務局

紙文書

紙文書
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01200003804

阪神大震災 調査団対応用資料 平成７年３月１５日 市長室国際課

紙文書

01200003805

阪神・淡路大震災による市内産業の被害・再開状況 平成７年６月３０日 経済局作成

紙文書

01200003806

仮設住宅鍵渡し事務手順 平成７年９月１日

紙文書

01200003807

仮設住宅第５次募集事務にかかるＱ＆Ａ 平成７年９月４日 民生局災害復旧本部

紙文書

01200003808

Reconstruction Work at Kobe Port 1995.8.26

紙文書

01200003809

市内主要観光施設等 営業状況 平成７年９月６日 （財）神戸国際観光協会

紙文書

01200003810

阪神・淡路大震災 海外援助物資一覧表（国際課取扱分） 平成７年８月１５日現在
（アルファベット順）

紙文書

01200003811

グラフで見る神戸港復興状況 平成７年１月～平成７年９月 神戸税関調査統計課作成
（平成７年１０月２０日）

紙文書

01200003812

Reconstruction Work at Kobe Port 1995.9.26

紙文書

01200003813

The Business Status of Major Tourist Attractions in Kobe

紙文書

01200003814

Reference: The Number of Visitors in August, 1995

紙文書

01200003815

The Business Status of Major Accommodations in Kobe

紙文書

01200003816

神戸港の復旧状況と復興計画 平成７年１２月６日

紙文書

01200003817

被災総額一覧表 平成７年４月５日推計

紙文書

01200003818

神戸港復興ニュース（４号、９号、１０号、１１号、１２号、１３号、１４号、１５
号、１６号） 平成７年４月～平成７年１１月

紙文書

01200003819

震災復興土地区画整理事業によるまちづくり ”安全で快適なまちづくり” をめざし
て（第１号） 都市計画局 平成７年４月発行

紙文書

01200003900

平成１０年度 復興だより

紙文書

1995.8

紙文書
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01200003901

復興だより Ｎｏ．１５ 平成１０年９月２５日 総理府阪神・淡路復興対策本部事務
局

紙文書

01200004000

平成１１年度 「阪神・淡路大震災 神戸復興誌」の作成

紙文書

01200004001

阪神・淡路大震災復興誌 構成編集方針 執筆要領 平成１０年７月

紙文書

01200004002

自治体国際交流セミナーの概要（平成７年１１月２７日～平成７年１２月２日）

紙文書

01200004003

自治体国際交流セミナー 報告書

紙文書

01200004100

平成６年度 外国人医師団等の受入れについて

紙文書

01200004101

ロサンゼルスからの医師団ボランティアの活動について 平成７年１月２７日

紙文書

01200004200

平成６年度他 外国人県民復興会議について

紙文書

01200004201

「外国人県民復興会議からの提言」英訳文の送付について 外国人県民復興会議座長か
ら外国人県民復興会議顧問あて 平成７年７月２６日

紙文書

01200004202

外国人県民復興会議からの提言について 平成７年５月９日 外国人県民復興会議座長
から神戸市長あて

紙文書

01200004203

第２回外国人県民復興会議次第 平成７年４月２１日

紙文書

01200004204

第１回外国人県民復興会議次第 平成７年２月１７日

紙文書

01200004300

平成７年度他 阪神・淡路大震災記念プロジェクトについて

紙文書

01200004301

阪神・淡路大震災記念プロジェクトに関する関係課長会議（第２回） 平成８年５月９
日

紙文書

01200004302

阪神・淡路大震災記念プロジェクト検討委員会（第１回）議事次第 平成８年４月２６
日 於 東海大学校友会館

紙文書

01200004303

阪神・淡路大震災記念プロジェクト検討委員会（第１回）議事要旨 平成８年４月２６
日 於 東海大学校友会館

紙文書

紙文書
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01200004304

阪神・淡路大震災記念プロジェクトに関する関係課長会議（第１回）の開催 平成８年
２月２０日

紙文書

01200004400

平成９年度 都心地域復興に関する会議

紙文書

01200004401

都心地域復興（磯上公園周辺）に関する打合せ議事録 平成９年５月２７日

紙文書

01200004402

神戸市復興推進懇話会からの第４回提言 平成９年５月１４日 神戸市復興推進懇話会
座長から神戸市長あて

紙文書

01200004403

新時代を展望した都心地域復興の方向 平成９年５月 神戸市復興推進懇話会

紙文書

01200004500

平成７年度他 市民とＮＧＯ「防災」国際フォーラムについて

紙文書

01200004501

第２回市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム 組織委員・実行委員会 １９９６．１
２．２０

紙文書

01200004502

第２回市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム 組織委員会、実行委員会等合同委員会
１９９６．１０．１５

紙文書

01200004503

市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム実行委員会 １９９５．１１．２１

紙文書

01200004504

市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム実行委員会記録の送付 １９９５．１１．１
市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム事務局長から国際課あて

紙文書

01200004600

市民のグラフ「こうべ」震災１０年特別号 大震災から１０年 神戸からありがとう
平成１６年１２月１７日発行 神戸市広報課

冊子・写真

01200004700

KOBE EARTHQUAKE RECONNAISSANCE REPORT Earthquake of January 17, 1995 Kobe,
Japan STRUCTURAL ENGINEERS ASSOCIATION OF WASHINGTON

冊子・写真

01200004800

かみさまのいじわる 長田区内小学校被災児童作文集 編集 神戸長田ライオンズクラ
冊子・写真
ブ 発行 神戸長田ライオンズクラブ 平成８年６月１５日発行

01200004900

WELLINGTON EARTHQUAKE LIFELINES GROUP 1995 REPORT Wellington Regional Council
P O Box 11-646, Wellington October 1995

01200005000

平成７年度 緊急防災マニュアル

紙文書

01200005001

（冊子）② 平成７年度 市長室防災組織計画

紙文書

冊子・写真

紙文書
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01200005002

（冊子）① 緊急防災マニュアル（阪神・淡路大震災に伴う２次災害防止の手引書 平
成７年６月 神戸市

紙文書

01200005100

平成８年度予算における主要施策 神戸市

冊子・写真

01200005200

わが国の震災対策 EARTHQUAKE DISASTER COUNTERMEASURES IN JAPAN 国土庁
NATIONAL LAND AGENCY PRIME MINISTER'S OFFICE COVERNMENT OF JAPAN

冊子・写真

01200005300

阪神・淡路大震災による危険物施設の被災状況 神戸市消防局 消防局発行 平成７年
冊子・写真
２月

01200005400

「新・神戸市女性計画」に対する提言 ―男女共同参画社会の実現をめざして― 平成
冊子・写真
１０年３月 第６期神戸市女性計画推進懇話会

01200005500

平成７年 兵庫県南部地震 神戸市災害対策本部民生部の記録 神戸市民生局 平成８
冊子・写真
年２月 神戸市民生局発行

01200005600

Proceedings 2nd International Conference Amsterdam 22-23-24 April 1996 2nd
International Conference Local Authoritics confronting Disasters and
Emergencies

冊子・写真

01200005700

WELLINGTON CITY COUNCIL EMERGENCY MANAGEMENT OFFICE RECOVERY IN KOBE:
ASSESSMENT OF PROGRESS FIFTEEN MONTHS FOLLOWING THE GREAT HANSHIN-AWAJI
EARTHQUAKE, IN SOUTHERN HYOGO PREFECTURE, JAPAN, 17 JANUARY 1995. CHIEF
ADVISOR'S FIELD STUDY REPORT 15-20 APRIL

冊子・写真

01200005800

平成７年度 神戸市地域防災計画新旧対照表 平成８年３月２９日

紙文書

01200005801

神戸市地域防災計画新旧対照表 平成８年３月２９日 神戸市防災会議資料

紙文書

01200005900

平成６年度他 阪神大震災 被災と復旧 （平成８年１月１７日大開駅営業再開） 神
戸高速鉄道株式会社

紙文書

01200005901

神戸高速鉄道 主な被害状況

紙文書

01200005902

神戸高速鉄道 大開駅 地震直後被災状況写真（地上部陥没状況、ホーム天井落下状況
等）

紙文書

01200005903

神戸高速鉄道 大開駅復旧工事状況写真（掘削状況、旧構築撤去等）

紙文書

01200005904

神戸高速鉄道 地震直後被害状況写真（高架部、線路部、生田架道橋等）

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

市長室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

ＦＤ→フロッピーディスク、ＭＯ→光磁気ディスク

ファイル名／文書名

文書
種別

01200005905

神戸高速鉄道 三宮高架部の復旧状況写真

紙文書

01200006000

平成７年度 震―阪神・淡路大震災記録集 １９９５ 平成７年９月１日発行 神戸市
冊子・写真
医師会編集発行

01200006100

UNCRD Research Report Series No.12 COMPREHENSIVE STUDY OF THE GREAT HANSHIN
EARTHQUAKE United Nations Centre for Regional Development （UNCRD）
Nagoya,Japan,１９９５

冊子・写真

01200006200

「神戸市復興計画（案）」に関する答申書 平成７年６月 神戸市復興計画審議会

冊子・写真

01200006300

市民とＮＧＯの「防災」国際フォーラム報告書 阪神・淡路大震災１年を前に くらし
再建へ「いま」見すえて １９９５．１２．８～１２．１０ 市民とＮＧＯの「防災」 冊子・写真
国際フォーラム実行委員会発行 平成８年８月１７日発行

01200006400

都市政策 季刊 第７３号 平成５年１０月 特集 産業構造の再編成 財団法人神戸
冊子・写真
都市問題研究所

01200006500

都市政策 季刊 第８４号 平成８年７月 特集 阪神大震災後の新地域防災計画 財
冊子・写真
団法人神戸都市問題研究所

01200006600

神戸港国際物流復興促進シンポジウムの記録 The Symposium of the Revitalization
of the Port of Kobe 平成７年１２月 （財）関西交通経済研究センター

冊子・写真

01200006700

神戸市震災復興総括・検証報告書 平成１２年３月

冊子・写真

01200006701

神戸市震災復興総括・検証 生活再建分野 取組集 平成１２年３月 震災復興総括・
冊子・写真
検証研究会

01200006702

神戸市震災復興総括・検証 生活再建分野 意見集 生活再建ワークショップ「私達の
冊子・写真
生活再建実感」 平成１２年３月 震災復興総括・検証研究会

01200006703

神戸市震災復興総括・検証 経済・港湾・文化分野 報告書 平成１２年３月 震災復
冊子・写真
興総括・検証研究会

01200006704

すまいとまちの復興、総括検証 （住宅・都市再建分野） 報告書 平成１２年３月
震災復興総括・検証研究会

01200006705

神戸市震災復興総括・検証 安全都市分野 報告書 平成１２年３月 震災復興総括・
冊子・写真
検証研究会

冊子・写真

紙文書
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01200006706

神戸市震災復興総括・検証 生活再建分野 報告書 平成１２年３月 震災復興総括・
冊子・写真
検証研究会

01200006707

神戸市震災復興総括・検証 報告書（概要版） 平成１２年３月 震災復興総括・検証
冊子・写真
研究会

01200006800

平成１２年度 災害対策 広報紙（各区避難所一覧）

紙文書

01200006801

広報こうべ特別号（保存版）「避難所一覧」英語版の送付（各区版） 国際課長から各
区及び総領事館外国人学校他宛 平成１２年６月３０日 （平成１２年６月作成）

紙文書

01200006802

広報こうべ特別号（保存版）「避難所一覧」（東灘区版） 平成１２年６月作成

紙文書

01200006900

平成１６年度 被災状況及び復興への取り組み状況（日本語版、英語版） 平成１６年
４月１日～平成１６年７月１日

紙文書

01200006901

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Statistics and Restoration Progress April
1,2004 The City of Kobe

紙文書

01200006902

阪神・淡路大震災 被災状況及び復興への取り組み状況 平成１６年４月１日現在 神
戸市

紙文書

01200007000

平成６年度他 市長室国際部における震災後の出勤状況報告書

紙文書

01200007001

震災後の出勤状況報告書 平成７年１月１７日～平成７年２月２８日

紙文書

01200007002

震災後における非常勤嘱託、臨時的任用職員及びパート職員の取扱い 平成７年２月１
６日 給与課発信

紙文書

01200007003

震災に伴う通勤届の取り扱いについて 平成７年２月１６日 給与課発信

紙文書

01200007004

震災後における時間外勤務手当の取扱いについて 平成７年２月２８日 給与課長発信

紙文書

01200007005

震災後における特殊勤務手当の取扱いについて 平成７年２月２８日 給与課発信

紙文書

01200007006

臨時的任用職員の時間外勤務及び常勤的非常勤嘱託職員の通常の勤務時間を超えた勤務
に対する賃金等の取扱いについて 平成７年２月２８日 給与課長発信

紙文書

01200007007

阪神大震災に伴う諸手当等の取り扱いについて 平成７年２月１３日 給与課発信

紙文書

紙文書
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01200007008

災害待機手当等の取り扱いについて 平成７年４月１０日 給与課長発信

紙文書

01200007009

阪神大震災により代替交通機関等を利用した者に対する費用弁償について 平成７年２
月１６日

紙文書

01200007100

平成６年度他 阪神・淡路大震災 復興基金について

紙文書

01200007101

被災外国人県民支援活動助成金の案内（交付要網等） 平成８年４月１０日 （財）兵
庫県国際交流協会事務局長発

紙文書

01200007102

私立専修学校・外国人学校教育活動復旧費補助（交付要網等）

紙文書

01200007103

復興基金追加事業の採択について（追加事業一覧表） 平成７年７月６日

紙文書

01200007104

（財）阪神・淡路大震災復興基金に係る追加事業（兵庫県分）について（照会） 総務
局調整課長から震災復興本部各局室区庶務担当課長宛 平成７年６月８日

紙文書

01200007105

財団法人阪神・淡路大震災復興基金に係る追加事業について（照会） 兵庫県阪神・淡
路大震災復興本部総括部長から神戸市長宛 平成７年５月２６日

紙文書

01200007106

財団法人阪神・淡路大震災復興基金の設立について（事業概要等） 記者発表資料 平
成７年４月１日

紙文書

01200007107

阪神・淡路大震災復興基金（仮称）事業の検討について 財務課長から経理担当課長宛
平成７年３月１７日

紙文書

01200007108

財団法人阪神・淡路大震災復興基金（仮称）の設立について

紙文書

01200007200

平成７年度 アジア防災 政策会議について 平成７年１２月１６日～平成７年１２月
１８日

紙文書

01200007201

アジア防災政策会議資料 平成７年１２月１４日

紙文書

01200007202

村山総理大臣現地視察 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007203

アジア防災会議レセプション招待者（案） 平成７年１２月１３日現在

紙文書

01200007204

アジア防災政策会議 招待文書 内閣総理大臣からバングラデシュ人民共和国災害対
策・救援大臣宛 平成７年９月５日

紙文書

紙文書
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01200007205

アジア防災政策会議招請出張報告 平成７年１０月２３日 国土庁震災対策課長

紙文書

01200007206

国土庁長官主催の夕食会 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007207

国土庁長官主催の朝食会 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007208

国土庁長官主催の昼食会 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007209

アジア防災政策会議 ロジブック 平成７年１２月１７日～平成７年１２月１８日
於：神戸国際会議場 平成７年１２月１０日作成 国土庁アジア防災政策会議準備室作
成

紙文書

01200007210

アジア防災政策会議の主要行事の概要（予定） 平成７年１２月１６日～平成７年１２
月１８日 国土庁作成

紙文書

01200007211

アジア防災政策会議事務局 運営体制及びスタッフ行動表 平成７年１２月４日 国土
庁作成

紙文書

01200007212

兵庫県・神戸市主催 歓迎レセプション 作業内容 平成７年１２月１６日

紙文書

01200007213

アジア防災政策会議 スタディツアーの作業内容 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007214

アジア防災政策会議 開会式作業内容 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007215

政府主催 レセプション作業内容 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007216

「アジア防災政策会議」各国首席代表一覧 平成７年１２月９日現在

紙文書

01200007217

アジア防災政策会議 取材要領 平成７年１２月 国土庁アジア防災政策会議準備室発
信

紙文書

01200007300

平成７年度他 震災による事務所移転のお知らせ

紙文書

01200007301

神戸ファッション美術館 事務所移転のお知らせ 平成９年２月２６日

紙文書

01200007302

神戸市生活情報センター仮事務所移転のお知らせ 平成７年４月５日

紙文書

01200007400

平成６年度他 神戸市復興計画

紙文書

紙文書
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01200007401

市長室国際課業務にかかる復興計画 平成７年３月２０日

紙文書

01200007402

外国人市民復興支援計画（案）

紙文書

01200007403

神戸特別貿易促進地域の整備について 平成７年３月１７日

紙文書

01200007404

神戸市復興計画・ガイドライン（素案） 平成７年３月 神戸市復興計画検討委員会

紙文書

01200007405

「総合国際センター（仮称）」構想の推進について 平成６年１１月２５日

紙文書

01200007406

臨時神戸市在住外国人問題懇話会の開催について 記者提供資料 平成７年３月２７日

紙文書

01200007407

国際ボランティア文化交流センター（仮称）について 平成７年３月２６日

紙文書

01200007408

臨時神戸市在住外国人問題懇話会の内容について 記者提供資料 平成７年４月１４日

紙文書

01200007409

阪神・淡路大震災における外国人市民支援の現状

紙文書

01200007410

神戸市震災復興住宅整備緊急３か年計画の概要

紙文書

01200007411

阪神・淡路復興委員会の提言について 平成７年４月１７日 神戸市

紙文書

01200007412

神戸市在住外国人問題懇話会 復興提言 １９９５年４月

紙文書

01200007413

ポートアイランド（第２期）・東部新都心・六甲アイランドの地区別機能分担（案）
平成７年５月１日

紙文書

01200007414

外国公館の六甲アイランド誘致について 平成７年４月４日

紙文書

01200007415

中国・アジア交易特区構想について（案）

紙文書

01200007500

平成９年度 「震災から共生へ１９９８」

紙文書

01200007501

「震災から共生へ１９９８」 実施報告書 平成１０年３月 震災から共生へ１９９８
実行委員会事務局

紙文書

01200007502

阪神・淡路大震災３周年 記念特別企画案 震災から共生へ１９９８ ‐つながる世界
ひと・まち・こころ‐ 平成９年１０月２１日

紙文書

紙文書
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01200007503

阪神・淡路大震災３周年 記念特別企画 震災から共生へ１９９８ ‐つながる世界
ひと・まち・こころ‐ イベント企画書 平成９年１２月１８日 震災から共生へ１９
９８実行委員会

紙文書

01200007504

「震災から共生へ１９９８」実行委員会 規約 平成９年１１月

紙文書

01200007600

平成７年度 アジア防災政策会議、国際フォーラムについて

紙文書

01200007601

アジア防災政策会議開会式市長挨拶文 平成７年１２月１７日

紙文書

01200007602

アジア防災政策会議に係る国土庁からの送付資料 平成７年１２月１日

紙文書

01200007603

アジア防災政策会議開催の大臣記者会見想定回答 平成７年１２月１日 国土庁作成

紙文書

01200007604

アジア防災政策会議への職員の出務依頼 平成７年１１月２９日

紙文書

01200007605

アジア防災政策会議プログラム案（暫定版） 国土庁防災局アジア防災政策会議準備室
作成

紙文書

01200007606

アジア防災政策会議 総理日程 平成７年１２月１７日分 国土庁作成

紙文書

01200007607

アジア防災政策会議に係る会議録（ポートピアホテル視察） 平成７年１０月１８日
国土庁作成

紙文書

01200007608

アジア防災政策会議に係る会議録 平成７年１０月１８日 国土庁作成

紙文書

01200007609

アジア防災政策会議に係る会議録 平成７年１０月１９日 国土庁作成

紙文書

01200007610

大阪府警、近畿管区警察局へのアジア防災政策会議の説明概要 平成７年１０月１９日
国土庁作成

紙文書

01200007611

事務次官定例記者会見（アジア防災政策会議）概要 平成７年１０月２８日 国土庁作
成

紙文書

01200007612

アジア防災政策会議・打合せ議事次第 平成７年１０月１７日

紙文書

01200007613

アジア防災政策会議関連打合せ事項（メモ） 平成７年９月１２日 国土庁防災局アジ
ア防災政策会議準備室

紙文書

紙文書
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01200007614

アジア防災政策会議開催の大臣記者会見想定問答 平成７年９月５日 国土庁作成

紙文書

01200007615

アジア防災会議準備室の設置について（案） 平成７年９月５日 国土庁防災局防災調
整課作成

紙文書

01200007616

アジア防災政策会議開催日程等決定の連絡 国土庁防災局防災調整課から神戸市国際課
長宛 平成７年８月２４日

紙文書

01200007617

阪神・淡路復興本部での「国際フォーラム」打合せ会議について 平成７年５月１１日
国土庁作成

紙文書

01200007618

（仮称）阪神・淡路地域復興国際フォーラムの開催について（案） 平成７年５月８日
国土庁作成

紙文書

01200007619

平成７年度第１次補正国家予算（案）の概要（アジア防災政策会議、国際フォーラム、
震災関連資料の調整・編集の計上） 平成７年５月１０日 国土庁 記者発表

紙文書

01200007620

知事、神戸市長、神戸商工会議所会頭による三者会議の協議事項について（通知） 兵
庫県総括部計画課長から兵庫県関係部局総務担当課長宛 平成７年４月１９日

紙文書

01200007700

平成１５年度他 震災１０周年記念事業について

紙文書

01200007701

震災１０年 神戸からの発信 オープニング次第 平成１６年１２月４日

紙文書

01200007702

震災１０年 神戸からの発信 ＧＵＩＤＥ ＢＯＯＫ ＶＯＬ．１ 会期２００４年１
２月～２００５年１２月 「震災１０年神戸からの発信」推進委員会事務局 （冊子）

紙文書

01200007703

兵庫県・神戸市幹部連絡会議（項目：１０周年記念事業の総合的推進） 平成１６年５
月２６日

紙文書

01200007704

「震災復興・国際感謝の集い」実行委員会準備会次第 平成１６年３月２２日

紙文書

01200007705

「震災復興・国際感謝の集い」実施体制（案）及び実施スケジュール（案）

紙文書

01200007706

世界各国からの支援に感謝するＨＹＯＧＯ・ＫＯＢＥサンクスイベント（検討案） 平
成１６年１月９日

紙文書

01200007707

ＪＥＴＡＡ国際総会の神戸誘致について（自治体国際化協会との協議） 平成１５年８
月１９日

紙文書

紙文書
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01200007708

「震災１０年 神戸からの発信」支援会議設立趣意書 平成１６年１月２６日

紙文書

01200007709

「震災１０年 神戸からの発信」基本計画 平成１６年１月２６日

紙文書

01200007710

「復興の総括・検証」の発信について生活文化観光局との打合わせ 平成１５年６月２
０日

紙文書

01200007711

「震災１０年 神戸からの発信」支援会議設立趣意書（英訳文） 平成１６年１月２６
日

紙文書

01200007712

「震災１０年 神戸からの発信」基本計画 平成１６年１月２６日

紙文書

01200007800

平成１５年度他 国連防災世界会議について

紙文書

01200007801

国連防災世界会議推進協力委員会（第２回） 平成１６年４月８日

紙文書

01200007802

国連防災世界会議推進協力委員会設置要網 平成１６年１月１日

紙文書

01200007803

国連防災世界会議の概要（会議のスキームスケジュール、基本日程等） 平成１６年４
月８日

紙文書

01200007804

復興１０年総括検証・提言事業推進方針の概要 平成１６年４月８日

紙文書

01200007805

国連防災世界会議推進協力委員会企画小委員会（第１回）会議録 平成１６年３月１８
日

紙文書

01200007806

国連防災世界会議第１回関係局連絡会議 平成１６年２月２５日

紙文書

01200007807

国連防災世界会議の概要 平成１６年１月 国連防災世界会議地元推進協力委員会事務
局

紙文書

01200007900

平成１６年度 阪神・淡路大震災神戸市追悼式 平成１７年１月１７日

紙文書

01200007901

阪神・淡路大震災神戸市追悼式 式次第（予定） 平成１７年１月１７日

紙文書

01200007902

阪神・淡路大震災神戸市追悼式 運営マニュアル（第６稿） 平成１７年１月１１日
神戸市他作成

紙文書

紙文書
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01200007903

阪神・淡路大震災神戸市追悼式の開催及び案内状送付先名簿の作成について（依頼）
行財政局行政部庶務課長、秘書室秘書課長から各局室区庶務担当課長宛 平成１６年１
０月４日

紙文書

01200008000

平成６年度 海外からの救援物資の輸送報告（１） 平成７年１月２９日～平成７年２
月１６日

紙文書

01200008001

海外からの救援物資受渡し状 平成７年１月２９日 配送先：摩耶倉庫

紙文書

01200008100

平成６年度 海外からの救援物資の輸送報告（２） 平成７年２月１９日～平成７年３
月１７日

紙文書

01200008101

海外からの救援物資輸送運賃の請求書（平成７年１月２２日～平成７年１月３１日分）
平成７年２月２３日

紙文書

01200008102

海外からの救援物資受渡し状 平成７年３月１７日 配送先：魚崎小学校

紙文書

01200008200

平成６年度他 海外救援物資関係

紙文書

01200008201

神戸市の市民活動支援の現状 平成１４年１１月現在 市民活動支援課作成

紙文書

01200008202

国際救援物資の輸送協力者等に対する市長感謝状の贈呈について 平成８年１月５日

紙文書

01200008203

「阪神・淡路大震災記録誌」原稿の執筆についての依頼と救援物資部分の回答 平成７
年７月３１日

紙文書

01200008204

阪神・淡路大震災海外救援物資寄贈者及び協力者に対する礼状（和文）の送付 平成７
年５月

紙文書

01200008205

防災問題懇談会第１回資料作成依頼とそれに対する国際課関係分回答 平成７年４月３
日 内閣内政審議室国土庁防災局から県・市防災担当部局あて

紙文書

01200008206

六甲アイランド北物揚場ＲＯＲＯ船代替バースの岸壁使用料免除願いに対する副申 平
成７年３月２８日

紙文書

01200008207

海外援助物資の状況（平成７年３月４日１２時現在 国際課把握分）

紙文書

01200008208

海外援助物資の状況（平成７年２月１５日１２時現在 国際課把握分）

紙文書

01200008209

海外からの緊急援助等受入状況 平成７年２月１３日現在

紙文書

紙文書
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01200008210

海外援助物資の状況（平成７年２月１０日１７時現在 国際課把握分）

紙文書

01200008211

海外からの救援物資についての今後の対応について 平成７年２月７日 外務省作成

紙文書

01200008212

海外救援物資の状況（平成７年１月３０日１１時現在 国際課把握分）

紙文書

01200008213

関西国際空港における救援物資取扱い分 平成７年２月２日現在未定稿 関西国際空港
株式会社作成

紙文書

01200008214

兵庫県南部地震発生に対する諸外国よりの支援等申し入れ（平成７年１月２９日１２時
現在 外務省官房総務課）

紙文書

01200008215

海外援助物資の状況（国際課把握分） 平成７年１月２７日１７時３０分現在

紙文書

01200008216

救援物資として必要な物資リスト（案） 外務省官房総務課から国際課長あて 平成７
年１月２３日

紙文書

01200008217

海外よりの援助物資の輸送等について 平成７年１月２１日

紙文書

01200008218

兵庫県南部地震救援物資輸送体制

紙文書

01200008219

兵庫県南部地震発生に対する諸外国よりの支援等申し入れ（平成７年１月１９日１６時
現在）

紙文書

01200008300

平成６年度他 海外救援物資にかかる国別関係資料

紙文書

01200008301

AmeriCares（アメリケア）へのシルクスクリーン送付に対する礼状 平成８年４月２日

紙文書

01200008302

医薬品（タイレノール）の委管について（報告） 平成７年２月１３日 国際部から関
西国際空港税関支署あて

紙文書

01200008400

平成６年度他 海外救援物資にかかる国別関係資料

紙文書

01200008401

フィンランドより携帯電話３００台寄付の件 平成７年１月２０日

紙文書

01200008402

１万個のテディー・ベアを神戸の子供たちに贈呈（アメリカ活動団体） 平成７年４月
活動団体記者発表資料

紙文書

紙文書
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01200008500

平成１５年度他 神戸市復興・活性化推進懇話会 経済・港湾・文化部会 文化分科会

紙文書

01200008501

第１回 新たなビジョン懇話会 議事次第 平成１６年４月２３日

紙文書

01200008502

「復興の総括・検証」中間報告（骨子案）の分野別構成

紙文書

01200008503

神戸市復興・活性化推進懇話会 文化分科会への提出資料 平成１５年７月２３日（国
際課作成）

紙文書

01200008504

平成１５年度 神戸市復興・活性化推進懇話会 第４回文化分科会 議事次第 平成１
５年７月１５日

紙文書

01200008505

平成１５年度 神戸市復興・活性化推進懇話会 第３回文化分科会 議事次第 平成１
５年６月１３日

紙文書

01200008506

平成１５年度 神戸市復興・活性化推進懇話会 第２回文化分科会 議事次第 平成１
５年６月２日

紙文書

01200008507

第１回文化分科会 統計データ・アンケート調査結果及び取組状況等の紹介 関連資料
一覧 平成１５年５月２０日

紙文書

01200008508

平成１５年度 神戸市復興・活性化推進懇話会 第１回経済・港湾・文化部会 第１回
産業分科会 第１回文化分科会 第１回港湾交通分科会 議事次第 平成１５年５月２
０日

紙文書

01200008600

平成６年度他 Ｋ－ＡＣＴにおける海外からの救援物資作業報告 平成７年１月２２日
～平成７年７月１０日

紙文書

01200008601

海外からの救助物資搬入に伴う借上車及び作業員人数報告 平成７年１月２２日

紙文書

