危機管理室 整理済文書目録
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文書
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02000000100

平成９年度他 緊急通行車両事前届出書（１）

紙文書

02000000101

災害対策基本法に基づく緊急通行車両事前届出異動分の提出について（照会） 平成１
１年５月１２日 市民防災課長から各局・室・区庶務担当課長あて

紙文書

02000000102

災害対策基本法に基づく緊急通行車両の事前届出制度について（回答） 平成１０年１
月２８日 市民局参事（市民防災担当）から兵庫県警察本部 交通規制課長あて

紙文書

02000000103

災害対策基本法等に基づく緊急通行車両の事前届出制度について 平成９年１１月１５
日 兵庫県警察本部 交通規制課長から市民局参事（市民防災担当者）あて

紙文書

02000000104

災害対策基本法に基づく緊急通行車両事前届出書の提出について（照会） 平成９年７
月２８日 市民局参事（市民防災担当）から各局、室、区庶務担当課長あて

紙文書

02000000105

災害対策基本法に基づく緊急通行車両事前届出検済証の送付について 平成１１年４月
１日 市民防災課から各局・室・区庶務担当課長あて

紙文書

02000000200

平成７年度他 緊急通行車両事前届出書（２）

紙文書

02000000201

災害対策基本法に基づく緊急通行車両事前届出書の提出について（照会） 平成９年７
月２８日 市民局参事（市民防災担当）から各局、室、区庶務担当課長あて

紙文書

02000000202

災害対策基本法等に基づく緊急通行車両の事前届出制度について 平成９年７月１５日
兵庫県警察本部 交通規制課長から市民局参事（市民防災担当者）あて

紙文書

02000000203

緊急時における生活物資確保に関する協定 平成７年９月１１日（神戸市と生活協同組
合コープこうべ）

紙文書

02000000300

平成９年度他 緊急通行車両事前届出書（３、対象車両の検査書）

紙文書

02000000301

自動車検査証（平成７年７月３０日 近畿運輸局発行）

紙文書

02000000400

平成７年度他 緊急車両の事前調査について

紙文書

02000000401

災害対策基本法等に基づく緊急通行車両の事前届出及び確認手続き等に係る事前届出予
定車両の調査依頼について 平成８年６月１８日 兵庫県警察本部 交通規制課長から
防災事務担当者あて

紙文書

02000000402

映画人のボランティアによる防災映画の製作について 平成８年８月２０日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000000403

緊急通行車両等の確認事務の取扱いについて 平成７年９月２９日 消防庁防災課長か
ら各都道府県消防防災担当部長あて

紙文書

02000000404

災害対策基本法に基づく緊急通行車両の事前届出及び確認手続等に係る事前届出車両数
調査について（回答） 平成８年１２月２日 市民局参事（市民防災担当）から兵庫県
警察本部 交通規制課長あて

紙文書

02000000405

年末における交通事故防止対策の推進について 平成８年１１月２９日 総務庁長官官
房から政令指定都市市長あて

紙文書

02000000406

防災映画「絆ー明日への架け橋ー（仮題）」完成試写会について 自治省 消防庁から
市民防災室あて

紙文書

02000000500

02000000501

02000000600

平成９年度他 緊急通行車両事前届出書（４）

緊急通行車両事前届出書［ボディネーム確認表、自動車検査証（写）添付］ 平成１１
年６月３０日（兵庫区役所車両分）
平成１０年度他 緊急通行車両事前届出書（５）

紙文書

紙文書

紙文書

02000000601

緊急通行車両事前届出済証 平成１１年１月１５日 兵庫県公安委員会発行（下水道公
社車両分）

紙文書

02000000602

緊急通行車両事前届出書［自動車検査証（写）添付］ 平成１１年６月１１日（建設局
車両分）

紙文書

02000000603

災害対策法に基づく緊急通行車両事前届出異動分の提出について（回答） 水道局庶務
課長から市民防災課長あて 平成１１年６月３０日 （事前届出書、緊急車両一覧表）

紙文書

02000000700

平成６年度他 阪神・淡路大震災復興物資輸送車両標章関係

紙文書

02000000701

阪神・淡路大地震復興物資輸送車両「復興」標章Ｎｏ．０７７５９２ 車両番号 有効
期限 兵庫県公安委員会発行

紙文書

02000000702

「復興標章」受領書の送付について 平成７年２月１８日 総務局長から兵庫県警察本
部交通部長あて

紙文書

02000000703

阪神・淡路大地震復興物資輸送車両標章の送付について 兵庫県警察本部交通部長から
総務局庶務課長あて 平成７年２月１８日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000000704

復興物資輸送車両標章の交付等取扱い要領 平成７年２月１８日 兵庫県警察本部交通
規制課作成

紙文書

02000000705

道路交通法による復興物資輸送車両等を除く車両の通行禁止ルート 平成７年２月１８
日 兵庫県警察本部交通規制課作成

紙文書

02000000706

新たな交通規制と第２次交通総量削減の実施 平成７年２月１８日 局長会議資料

紙文書

02000000707

02000000708

02000000709

阪神・淡路大震災に係る復興事業等のために必要な輸送を確保するための総合的な交通
対策の実施について（ご連絡・ご依頼） 平成７年２月１７日 兵庫県警察本部交通規
制課長から総務局庶務課長あて

道路交通法による通行禁止規制の変更及び「復興標章」の管理の徹底について 平成７
年３月３１日 災害対策本部総務部長、災害対策本部土木部長から 災害対策本部各部
長あて
阪神・淡路大震災に係る復興事業等のために必要な輸送を確保するための総合的な交通
対策について（ご連絡・ご依頼） 平成７年３月２０日 警察庁交通規制課長から運輸
省貨物流通企画課長あて

紙文書

紙文書

紙文書

02000000710

「交通規制」及び「除外標章」等に係る質疑応答集 平成７年２月２０日 兵庫県警察
本部交通部作成

紙文書

02000000711

兵庫県南部地震の被災地復興のための交通規制等の実施について 平成７年２月１６日
兵庫県警察本部記者発表資料

紙文書

02000000712

新たな交通規制と復興標章について 兵庫県警察本部交通規制課

紙文書

02000000713

兵庫県南部地震に係る復興物資輸送要望について 平成７年２月９日 災害対策本部土
木部長、災害対策本部総務部長から災害対策本部各部長あて

紙文書

02000000714

阪神・淡路大震災に伴う災害対策法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

02000000715

「復興」標章の適正使用のための管理の徹底に関する県警察本部からの依頼文送付及び
交付状況の調査について（照会） 平成７年３月７日 災害対策本部総務部長、災害対
策本部土木部長から 災害対策本部各部長あて

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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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

02000000716

「復興」標章の適正使用のための管理の徹底について（お願い） 平成７年３月３日
兵庫県警察本部交通部長発信

紙文書

02000000717

規制対象除外車両通行申請書（復興） 灘区役所申請分 平成７年４月２８日

紙文書

02000000718

「復興物資輸送車両標章」の不正使用事案の防止に関する兵庫県警察本部からの依頼に
ついて（通知） 平成７年４月１７日 災害対策本部総務部長、災害対策本部土木部長
から 災害対策本部各部長あて

紙文書

02000000719

平成７年度各部局防災組織計画の提出について（依頼）平成７年４月 総務局長から各
局室区長あて

紙文書

02000000720

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

02000000721

阪神・淡路大震災に伴う震災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（災害派遣等従事車両証明書の発行方法等） 平成７年２月１６日

紙文書

02000000722

「復興」標章交付状況 平成７年３月７日現在

紙文書

02000000800

平成６年度他 阪神・淡路大地震 復興物資輸送車両標章Ｎｏ．３８０１～４０００

紙文書

02000000801

「復興」標章の適正使用のための管理の徹底について（お願い） 平成７年３月３日
兵庫県警察本部交通部長発信

紙文書

02000000802

阪神・淡路大地震 復興物資輸送車両「復興」標章 車両番号 有効期限 兵庫県公安
委員会発行

紙文書

02000000900

平成７年度 災害対策本部業務日報綴（平成７年６月１日～平成７年７月２６日）

紙文書

02000000901

災害対策本部業務日報 平成７年７月２６日分

紙文書

02000000902

災害対策本部への主な相談内容の集計表（平成７年４月第１週～平成７年７月第３週及
び平成７年７月８日～平成７年７月２６日分） 平成７年７月２７日作成

紙文書

02000000903

災害対策本部への問い合わせ状況票（終日用） 平成７年７月２６日

紙文書

02000000904

災害対策本部への問い合わせ状況票（夜間用） 平成７年７月２６日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号
02000001000

紙文書
冊子・写真
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ファイル名／文書名
平成７年度 災害対策本部業務日報綴（平成７年７月２７日～平成８年２月１日）

文書
種別

紙文書

02000001001

災害対策本部業務日報 平成７年７月２７日分

紙文書

02000001002

災害対策本部への問い合わせ状況票（終日用） 平成７年７月２７日

紙文書

02000001003

災害対策本部への問い合わせ状況票（夜間用） 平成７年７月２７日

紙文書

02000001004

災害対策本部への主な相談内容集計表 平成８年２月１３日作成 （平成７年１２月１
８日～平成８年２月９日及び平成７年４月第１週～平成８年２月第１週）

紙文書

02000001100

平成６年度 災害対策本部本部員会議資料 平成７年２月７日～平成７年３月２０日

紙文書

02000001101

神戸市復興計画の策定及び検討委員会の運営（案）について 平成７年２月８日

紙文書

02000001102

神戸市住宅供給公社仮設住宅管理部の新設について（記者発表資料） 平成７年２月９
日

紙文書

02000001103

県・市会議員選挙の日程繰延べに関する要望について 平成７年２月８日 神戸市選挙
管理委員会

紙文書

02000001104

中小企業融資制度における震災復旧対策の実施について 平成７年２月１０日 経済局

紙文書

02000001105

兵庫県南部地震に係る復興物資輸送要望について 平成７年２月９日 災害対策本部土
木部長、災害対策本部総務部長から災害対策本部各部長あて

紙文書

02000001106

市営地下鉄の復旧の見通し 平成７年２月１１日 交通局

紙文書

02000001107

「第１回神戸港復興計画委員会」の開催について 平成７年２月１１日 港湾局

紙文書

02000001108

被災労働者の優先的雇用について（ご依頼） 神戸市長名発信 平成７年２月１１日
理財局、経済局

紙文書

02000001109

阪神・淡路大震災犠牲者 神戸市合同慰霊祭（平成７年３月５日）について 平成７年
２月１３日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001110

兵庫県南部地震から１か月を迎えての「全県民による犠牲者への黙祷」について（依
頼） 平成７年２月１２日 兵庫県災害対策総合本部長（兵庫県知事）から各市町長あ
て

紙文書

02000001111

市バス運行復旧状況 平成７年２月１４日現在 交通局

紙文書

02000001112

市営地下鉄・市バス以外のバス・鉄道運行状況 平成７年２月１３日現在 交通局作成

紙文書

02000001113

阪神・淡路大震災神戸市災害対策本部本部員会議次第 平成７年２月１６日

紙文書

02000001114

阪神・淡路大震災神戸市災害対策本部本部員会議資料 平成７年２月１６日

紙文書

02000001115

神戸港港湾計画改訂について（中央港湾審議会） 平成７年２月１７日 港湾局

紙文書

02000001116

「さんちか」の一部営業再開について 平成７年２月１８日 記者発表資料 神戸地下
街株式会社

紙文書

02000001117

仮設住宅建設予定地について 平成７年２月１８日 住宅局

紙文書

02000001118

阪神・淡路大震災復興対策関連の交通規制の実施と交通総量削減対策について 平成７
年２月１７日 兵庫県警察本部長から神戸市長あて

紙文書

02000001119

「がんばろう 神戸っ子！」の開催について 平成７年２月２０日～平成７年２月２８
日 災害対策本部土木部

紙文書

02000001120

学校教育活動の全校再開と全小学校での簡易給食の開始 平成７年２月２０日 教育委
員会

紙文書

02000001121

公有水面埋立免許・埋立承認の出願について 平成７年２月２０日 港湾局

紙文書

02000001122

王子動物園の一部開放について 平成７年２月２１日 災害対策本部土木部

紙文書

02000001123

震災復興都市計画と地元への周知について 平成７年２月２１日 都市計画局

紙文書

02000001124

兵庫県南部地震の余震活動について 平成７年２月２０日 記者発表資料 地震予知連
絡会（事務局：国土地理院）

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001125

兵庫県南部地震に対する大阪ガスの対応状況について 平成７年２月２１日 大阪ガス
株式会社

紙文書

02000001126

神戸市道路公社有料道路の通行料金の徴収再開について 平成７年２月２４日 災害対
策本部土木部

紙文書

02000001127

被災企業用仮設賃貸工場の入居企業募集について 平成７年２月２４日

紙文書

02000001128

震災による被害者に対する神戸市税の減免等について 平成７年２月２４日 記者資料
提供 災害対策本部理財部

紙文書

02000001129

化学工場の危険物施設の被害状況調査結果について 平成７年２月２５日 消防局

紙文書

02000001130

中小企業総合相談所及び中小企業融資の状況 平成７年２月２５日 経済局

紙文書

02000001131

選挙日程の繰り延べ要望と市選挙管理委員会の見解 平成７年２月２４日 市選挙管理
委員会

紙文書

02000001132

倒壊危険家屋等の解体件数 （平成７年２月２５日現在） 平成７年２月２７日 環境
局

紙文書

02000001133

「神戸市震災関連情報コーナー」の設置 平成７年３月１日 災害対策本部

紙文書

02000001134

復旧条件の整わない地域の内訳 平成７年２月２８日

紙文書

02000001135

第１回神戸市消防基本計画検討委員会について 平成７年２月２８日 消防局

紙文書

02000001136

神戸経済復興委員会の設置について 平成７年３月１日 経済局

紙文書

02000001137

高齢者・障害者のための二次避難施設 平成７年３月１日 災害対策本部民生部

紙文書

02000001138

管理職手当の減額について（通知）（平成７年４月支給分より実施）平成７年３月４日

紙文書

02000001139

「神戸の教育再生緊急提言会議」の設置について 平成７年３月６日 教育委員会

紙文書

02000001140

商店街・小売市場共同仮設店舗補助制度の創設について 平成７年３月４日 経済局

紙文書

02000001141

市民福祉復興プランの策定について 平成７年３月６日 民生局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001142

「避難されている市民の方に関する調査」の実施について 平成７年３月６日 災害対
策本部民生部

紙文書

02000001143

学校園施設の被害状況と応急復旧対策について 平成７年３月８日 教育委員会

紙文書

02000001144

阪神・淡路大震災に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財の当面の取扱いについて（通知）
平成７年２月２３日 文化庁次長から兵庫県教育委員会教育長あて

紙文書

02000001145

特定優良賃貸住宅並びに高齢者向け賃貸マンションの入居者の募集について 平成７年
３月８日 記者資料提供 住宅局

紙文書

02000001146

「すでに、ご自分で家屋を解体撤去された方へ」（公費負担の精算） 平成７年３月９
日 環境局

紙文書

02000001147

神戸市災害見舞金・兵庫県災害見舞金の交付について 平成７年３月９日 民生局

紙文書

02000001148

新神戸ロ－プウェ－の被災者無料招待と運行再開について 平成７年３月１０日 都市
計画局

紙文書

02000001149

避難所での食事の改善について 平成７年３月１０日 民生局

紙文書

02000001150

市税の納期限等の再延長について 記者資料提供 平成７年３月１３日 理財部

紙文書

02000001151

神戸港の災害査定について 平成７年３月１２日 港湾局

紙文書

02000001152

住宅の応急修理について（災害救助法） 平成７月３月１３日 記者資料提供 住宅局

紙文書

02000001153

避難所における住民健診の実施について 平成７年３月１３日 災害対策本部衛生部

紙文書

02000001154

神戸市地域防災計画の改訂について 平成７年３月１６日

紙文書

02000001155

ハーバーハイウェイの被災状況と復旧見込みについて 平成７年３月１６日 記者発表
資料

紙文書

02000001156

商店街・小売市場の営業再開状況について 平成７年３月１６日 経済局

紙文書

02000001157

市内主要宿泊施設営業状況 平成７年３月１５日 神戸市観光・ホテル旅館協会

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001158

市内主要観光施設等営業状況 平成７年３月１５日 （財）神戸国際観光協会

紙文書

02000001159

農政局関係施設の再開について 平成７年３月１６日 農政局

紙文書

02000001160

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

紙文書

02000001161

市被災企業用仮設賃貸工場（第二次）の入居企業募集について 平成７年３月１７日
経済局

紙文書

02000001162

市長記者会見（原稿）平成７年３月１７日

紙文書

02000001163

「重点復興地域」の指定について 記者発表資料 平成７年３月１７日 住宅局、都市
計画局

紙文書

02000001164

震災復興住宅整備緊急３か年計画（案） 平成７年３月１７日 記者発表資料

紙文書

02000001165

運動施設等の供用再開について 平成７年３月１８日 土木局

紙文書

02000001166

さんちかレストランモールのオープンについて 記者資料提供 平成７年３月１９日
神戸地下街株式会社

紙文書

02000001167

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

紙文書

02000001168

神戸シティエアターミナル（Ｋ－ＣＡＴ）における業務の一部再開について 平成７年
２月２４日 港湾局

紙文書

02000001168

小学校の簡易給食の実施と中学校の昼食の提供 平成７年２月２４日 教育委員会

紙文書

02000001200

平成６年度 市役所各局等からの震災関連配布資料 平成７年２月１８日～平成７年３
月２５日

紙文書

02000001201

「阪神・淡路大震災」による民間被災宅地及び被災私道の応急措置の実施について 平
成７年３月２４日 記者資料提供

紙文書

02000001202

市外へ一時的に避難している神戸市民への「広報こうべ」の郵送サービス 平成７年３
月２４日 記者資料提供 市長室

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001203

「神戸の復興に向けての提案募集」応募要領 平成７年３月２３日 記者発表資料 市
長室

紙文書

02000001204

市営地下鉄上沢駅の営業再開（全線、全駅の開業）について 平成７年３月２３日 記
者資料提供 交通局

紙文書

02000001205

平成７年度 スポーツイベントの開催中止及び開催場所の変更について 平成７年３月
２３日 教育委員会

紙文書

02000001206

主食配膳の適正化について 平成７年３月２０日 災害対策本部

紙文書

02000001207

学用品センターの業務終了について 平成７年３月２１日 教育委員会

紙文書

02000001208

震災に伴う国民健康保険一部負担金等の免除の特例措置について 平成７年３月２０日
記者資料提供 災害対策本部民生部

紙文書

02000001209

平成６年度３月補正及び７年度当初予算案補正の概要 平成７年３月２０日 記者発表
資料 理財局

紙文書

02000001210

さんちかレストランモールのオープンについて 平成７年３月１９日 記者資料提供
神戸地下街株式会社

紙文書

02000001211

被災企業用仮設賃貸工場（第二次）の入居企業募集について 平成７年３月１７日 記
者資料提供 経済局

紙文書

02000001212

神戸市分譲マンション復興支援グループによる分譲マンション補修、建替説明会の開催
について 平成７年３月１８日 住宅局

紙文書

02000001213

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

紙文書

02000001214

「重点復興地域」の指定について 平成７年３月１７日 記者発表資料 住宅局、都市
計画局

紙文書

02000001215

災害弔慰金の支給に関する「相談窓口」及び「相談電話」の開催について 平成７年３
月１７日 記者発表資料

紙文書

02000001216

農政局関係施設の再開について 平成７年３月１６日 記者資料提供 農政局

紙文書

02000001217

家屋等の解体撤去に関する質問事項 平成７年３月１４日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001218

商店街・小売市場の営業再開状況について 平成７年３月１５日 記者資料提供 経済
局

紙文書

02000001219

「市内主要宿泊施設・主要観光施設」の営業状況について 平成７年３月１５日 記者
資料提供 財団法人神戸国際観光協会

紙文書

02000001220

市税の納期限等の再延長について 平成７年３月１３日 記者資料提供 災害対策本部
理財部

紙文書

02000001221

神戸市合同慰霊祭にご参列された皇太子、同妃両殿下からのおことば 平成７年３月１
３日 秘書課

紙文書

02000001222

避難所における住民健診の実施について 平成７年３月１３日 記者発表資料 災害対
策本部衛生部

紙文書

02000001223

避難所間仕切りパネルの配布について 平成７年３月９日 記者資料提供 災害対策本
部民生部

紙文書

02000001224

特定優良賃貸住宅並びに高齢者向け賃貸マンションの入居者の募集 平成７年３月８日
住環境整備課

紙文書

02000001225

「神戸の教育再生緊急提言会議」の設置について 平成７年３月６日 教育委員会

紙文書

02000001226

市民福祉復興プランの策定について 平成７年３月６日 民生局

紙文書

02000001227

「避難されている市民の方に関する調査」の実施について 平成７年３月６日 災害対
策本部民生部

紙文書

02000001228

市営地下鉄三宮駅及び新長田駅の開業について 平成７年３月６日 交通局

紙文書

02000001229

”阪神・淡路大震災”仮設住宅の消防訓練の実施について 平成７年３月６日 水上消
防署

紙文書

02000001230

高齢者・障害者のための二次避難施設について 平成７年３月１日 記者発表資料 災
害対策本部民生部

紙文書

02000001231

「阪神・淡路大震災犠牲者 神戸市合同慰霊祭」 平成７年３月５日 市長室秘書課

紙文書

02000001232

与党災害復興プロジェクトチーム座長・村岡兼造衆議院議員の視察について 平成７年
３月１日 記者資料提供 企画調整局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001233

神戸経済復興委員会の設置について 平成７年３月１日 経済局

紙文書

02000001234

「がんばってね」―全国からの励ましの手紙より― の発行について 平成７年２月２
８日 市長室

紙文書

02000001235

避難所における保健・医療体制の再編成について 平成７年２月２８日 記者発表資料
災害対策本部衛生部

紙文書

02000001236

東部市場 水産物部せり取引の再開について 平成７年２月２８日 記者資料提供 中
央卸売市場東部市場

紙文書

02000001237

「第１回神戸市消防基本計画検討委員会」の開催について 平成７年２月２７日

紙文書

02000001238

被災企業用仮設賃貸工場の入居企業募集について 平成７年２月２４日 経済局

紙文書

02000001239

トイレ、排水パイプ等の排水設備修繕貸付金の利用について 平成７年２月２４日 下
水道局業務課

紙文書

02000001240

学生下宿提供のお願い 平成７年２月２３日 市立看護短期大学

紙文書

02000001241

「阪神・淡路大震災」による災害指定地域から四国・九州内の大学等を受験する受験生
に対してのフェリーの二等旅客運賃の無料扱いについて 平成７年２月２３日 神戸海
運監理部

紙文書

02000001242

兵庫県南部地震後の大気汚染状況（速報） 記者資料提供 平成７年２月２３日 環境
情報課作成

紙文書

02000001243

阪神大震災に伴う神戸海域の環境モニタリング緊急調査の結果について 平成７年２月
２３日 記者資料提供 環境局指導課作成

紙文書

02000001244

阪神・淡路大震災に伴う大気環境モニタリング、水質モニタリング緊急調査結果 平成
７年２月２３日 記者発表資料 環境庁作成

紙文書

02000001245

被災者用一時使用住宅入居申込のごあんない（二次募集） 平成７年２月２３日 記者
発表資料 災害対策本部

紙文書

02000001246

墓石応急復旧工事について 平成７年２月２１日 墓石応急復旧協議会

紙文書

02000001247

営業中の公衆浴場一覧表 平成７年２月１９日現在 公衆衛生課作成

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001248

浴場を一般開放している施設一覧表 平成７年２月１９日現在 公衆衛生課作成

紙文書

02000001249

営業しているコインランドリー一覧表 平成７年２月１９日現在 公衆衛生課作成

紙文書

02000001250

子どもたちの心のケア事業について 平成７年２月１９日 教育委員会

紙文書

02000001251

避難場所等への物資配送基礎数 平成７年２月１８日現在

紙文書

02000001252

各区避難場所一覧表 平成７年２月１７日現在

紙文書

02000001253

ハーバーハイウェイの被災状況と復旧見込みについて 平成７年３月１６日 記者発表
資料 港湾局

紙文書

02000001300

平成６年度他 市役所各局等からの震災関連配布資料 平成７年３月２１日～平成７年
６月２日

紙文書

02000001301

「神戸の復興に向けての提言募集」 平成７年３月２３日 記者発表資料 市長室

紙文書

02000001302

阪神大震災による被害のお見舞いと神戸への早期復帰のお願い 神戸市長、神戸商工会
議所会頭から市外に移転された企業宛 平成７年３月２７日

紙文書

02000001303

神戸ファッション産業復興合同見本市の開催について 平成７年３月２４日 経済局

紙文書

02000001304

災害救助法に基づく埋火葬費の清算について 平成７年３月３０日 災害対策本部衛生
部

紙文書

02000001305

４月からの市民相談について 平成７年３月３０日 市長室

紙文書

02000001306

「避難されている市民の方に関する調査」結果の概要 平成７年４月４日 災害対策本
部民生部

紙文書

02000001307

倒壊危険家屋等の解体件数（平成７年３月３１日現在） 平成７年４月５日 環境局災
害廃棄物対策室

紙文書

02000001308

震災復旧特別資金融資等の申込状況（平成７年３月３１日現在） 平成７年４月５日
経済局

紙文書

02000001309

神戸ブランド洋菓子「神戸夢探訪」の創設と包装紙デザイン画の募集について 平成７
年４月５日 経済局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001310

市バス運行復旧状況 平成７年４月７日 交通局

紙文書

02000001311

避難所住民健診実施について（結果速報） 平成７年４月

紙文書

02000001312

須磨海浜水族園の再開について 平成７年４月１２日 経済局

紙文書

02000001313

都市ガスの復旧と今後の復興体制について 平成７年４月１１日 大阪ガス株式会社

紙文書

02000001314

ＷＥ ＬＯＶＥ ＫＯＢＥ 元気復興ウィークの実施について 平成７年４月１４日
経済局

紙文書

02000001315

阪神・淡路復興委員会ヒアリング議事次第 平成７年４月１７日 総理大臣官邸大客間

紙文書

02000001316

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

02000001317

第１回神戸市復興計画審議会の開催について（お知らせ） 平成７年４月２０日 記者
資料提供

紙文書

02000001318

震災復興まちづくり事業の現地相談所の開設について 平成７年４月２１日 都市計画
局

紙文書

02000001319

県・市会議員選挙の管理執行にあたって（平成７年６月１１日執行） 平成７年４月２
４日 神戸市選挙管理委員会

紙文書

02000001320

北区仮設住宅入居者への対応について 平成７年４月２１日 記者資料提供 北区役所

紙文書

02000001321

西区の仮設住宅入居者への支援について 平成７年４月２４日 西区役所

紙文書

02000001322

道路上の屋台・露店等の不法占拠物件・違法駐車に対する合同パトロール・指導の実施
について 平成７年４月２４日 土木局

紙文書

02000001323

東灘下水処理場の処理再開について 平成７年４月２６日 記者発表資料 下水道局

紙文書

02000001324

救護所体制の終息―地域医療体制への移行について 平成７年４月２６日 災害対策本
部衛生部

紙文書

02000001325

社会教育施設等の現況について 平成７年４月２６日 教育委員会事務局

紙文書

02000001326

食糧庁の協力について 平成７年４月１８日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
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ＦＤ・ＭＯ
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02000001327

神戸市及び芦屋市における反射法弾性波探査の結果について 平成７年４月２７日 通
商産業省工業技術院地質調査所

紙文書

02000001328

神戸港復興計画委員会報告について 平成７年４月２８日 港湾局

紙文書

02000001329

総合インフォメーションセンター業務用資料 平成７年４月２８日 市長室

紙文書

02000001330

文化庁「阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する基本方
針」について 平成７年５月１０日 教育委員会

紙文書

02000001331

阪神・淡路大震災に伴う復旧工事に係る埋蔵文化財の当面の取扱いについて（通知）
文化庁次長から兵庫県教育委員会教育長宛 平成７年２月２３日

紙文書

02000001332

阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する基本方針につい
て（通知） 文化庁次長から兵庫県教育委員会教育長宛 平成７年３月２９日

紙文書

02000001333

阪神・淡路大震災の復旧・復興に伴う埋蔵文化財の取扱い適用要領について 兵庫県教
育長から各市郡町教育長宛 平成７年４月２８日

紙文書

02000001334

六甲ライナーの島内区間運行再開について 平成７年５月９日 記者発表資料 神戸新
交通株式会社

紙文書

02000001335

地震防災対策シンポジウム・感謝状贈呈式・防災機器展示会の開催について 平成７年
５月１２日 消防局

紙文書

02000001336

ポートライナーの島内区間運行再開について 平成７年５月１７日 記者資料提供 神
戸新交通株式会社

紙文書

02000001337

主な施設等の復旧状況 平成７年５月 神戸市

紙文書

02000001338

災害時指導医師の常駐について 平成７年５月２５日 消防局

紙文書

02000001339

体育施設の再開について 平成７年５月２５日 教育委員会事務局

紙文書

02000001340

仮設診療所等の設置について 平成７年５月２５日 災害対策本部衛生部

紙文書

02000001341

神戸市農漁業復興への提言 平成７年５月 神戸市農漁業復興計画研究室

紙文書

02000001342

神戸市復興計画（案） 平成７年５月２６日 神戸市

紙文書
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02000001343

「避難所個別面談調査」の結果について 平成７年６月５日 災害対策本部民生部

紙文書

02000001344

中央区役所三宮サービスコーナーの再開について 平成７年５月 総務局

紙文書

02000001345

仮設住宅建設可能用地についての情報収集について（依頼） 企画調整局長、民生局長
から各局室区長宛 平成７年６月５日

紙文書

02000001346

市会議員選挙立候補者一覧表 平成７年６月２日

紙文書

02000001400

平成６年度他 市役所各局等からの震災関連配布資料 平成７年３月２６日～平成７年
４月２０日

紙文書

02000001401

垂水勤労市民センターの再開について 平成７年４月２０日 記者資料提供 市民局

紙文書

02000001402

「ＫＯＢＥインターホーム’９５」・「神戸復興住宅展」の開催について 平成７年４
月２０日 記者資料提供 財団法人神戸国際交流協会

紙文書

02000001403

「震災復興土地区画整理事業によるまちづくり」発行について 平成７年４月１９日
記者資料提供 都市計画局

紙文書

02000001404

公有水面埋立免許・埋立承認の出願について（新港突堤東地区、兵庫突堤地区） 平成
７年４月２０日 記者資料提供 港湾局

紙文書

02000001405

神戸市災害見舞金・兵庫県災害援護金の窓口受付について 平成７年４月１７日 記者
資料提供 民生局

紙文書

02000001406

阪神・淡路大震災にかかる臨時旅客輸送航路の廃止について（全便の廃止） 平成７年
４月１２日 神戸海運監理部

紙文書

02000001407

ＷＥ ＬＯＶＥ ＫＯＢＥ 元気復興ウィーク 実施概要について 平成７年４月１４
日 記者発表資料 ＷＥ ＬＯＶＥ ＫＯＢＥ元気復興委員会他

紙文書

02000001408

兵庫県南部地震に伴う神戸市における火災概要 平成７年４月１４日 記者資料提供
消防局

紙文書

02000001409

「児童こころの相談１１０番」の新設 平成７年４月１４日 記者発表 児童相談所

紙文書

02000001410

既存不適格建築物の再建にあたっての建築基準法に基づく各種許可制度等の運用につい
て 平成７年４月１３日 記者発表資料 住宅局

紙文書
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02000001411

学校給食の開始について 平成７年４月１２日 教育委員会

紙文書

02000001412

兵庫県南部地震にかかる市民行動調査結果 平成７年４月１２日 消防局

紙文書

02000001413

第３回神戸市消防基本計画検討委員会について（報告） 平成７年４月１２日 消防局

紙文書

02000001414

兵庫県南部地震 障害者・高齢者 救援救護活動に伴う被災地における「移送サービス
支援ボランティア緊急対応」計画書 平成７年２月１３日 兵庫県南部地震「移送サー
ビス支援ボランティア」

紙文書

02000001415

市役所に送付される救援小包等の取扱いについて 平成７年３月２９日 災害対策本部
民生部

紙文書

02000001416

１９９５年度 特別入試合格者の決定について 平成７年４月６日 記者資料提供 神
戸市外国語大学

紙文書

02000001417

阪神・淡路大震災に伴う第２次大気環境モニタリング調整等の実施結果について 環境
庁 記者発表 平成７年４月６日

紙文書

02000001418

東部第２工区立体改良線の復旧について 平成７年４月７日 記者資料提供 港湾局

紙文書

02000001419

須磨離宮公園の再開園について 平成７年４月３日 記者資料提供 財団法人神戸市公
園緑化協会

紙文書

02000001420

財団法人阪神・淡路大震災復興基金について 平成７年４月１日 記者資料提供 理財
局

紙文書

02000001421

阪神・淡路大震災復興対策関連交通規制の変更と交通総量削減に向けた諸対策の推進に
ついて（依頼） 兵庫県警察本部長から兵庫県知事、県下各市町長宛 平成７年３月２
７日

紙文書

02000001422

違法駐車等防止重点地域における指導・啓発活動の再開について 平成７年３月３１日
記者資料提供

紙文書

02000001423

「避難されている市民の方に関する調査」結果の概要 平成７年４月４日 災害対策本
部民生部

紙文書

02000001424

全国からの励ましの手紙の展示 平成７年３月３１日 記者資料提供 市長室

紙文書

02000001425

阪神・淡路大震災の被災者に係る老人保健法に基づく健康診査の自己負担金の取り扱い
について 平成７年３月３１日 記者資料提供 災害対策本部衛生部

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
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02000001426

避難所における保健・医療体制について 平成７年３月３１日 記者資料提供 災害対
策本部衛生部

紙文書

02000001427

公有水面の埋立免許・埋立承認について（摩耶埠頭地区、六甲アイランド南地区） 平
成７年３月３１日 港湾局

紙文書

02000001428

被災者用一時使用住宅入居申込のごあんない（三次募集・常時募集） 平成７年３月３
１日 記者資料提供 災害対策本部民生部

紙文書

02000001429

高齢者・障害者向地域型仮設住宅の入居申込について 平成７年３月３０日 災害対策
本部民生部

紙文書

02000001430

ポートライナー及び六甲ライナーの復旧工事進捗状況について 平成７年３月３０日
記者発表資料 企画調整局、神戸新交通株式会社

紙文書

02000001431

阪神・淡路大震災にかかる臨時旅客輸送航路の一部廃止について 平成７年３月２９日
神戸海運監理部

紙文書

02000001432

神戸市水の科学博物館の再開について 平成７年３月２８日 水道局

紙文書

02000001433

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

紙文書

02000001434

神戸大橋及び取り付け道路の復旧について 平成７年３月２７日 記者資料提供 港湾
局

紙文書

02000001435

「神戸市復興計画」特定にかかるアンケートの実施について 平成７年３月２７日 記
者資料提供 企画調整局、市長室、復興本部総括局

紙文書

02000001436

「神戸の教育再生緊急提言会議」の提言について 平成７年３月２７日 教育委員会

紙文書

02000001437

神戸ポートタワー・海洋博物館の再開 平成７年３月２７日 記者資料提供 社団法人
神戸港振興協会

紙文書

02000001438

神戸市防災会議次第 平成７年３月２６日

紙文書

02000001439

防災会議資料 「兵庫県南部地震の特徴について」 神戸海洋気象台作成 平成７年３
月２６日

紙文書

02000001440

防災会議資料「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
２６日 防災会議事務局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
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ＦＤ・ＭＯ
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02000001500

平成６年度他 市役所各局等からの震災関連配布資料 平成７年４月２１日～平成７年
６月２８日

紙文書

02000001501

民間の事業主か建設した高齢者向け賃貸マンションの入居者（被災者）募集について
平成７年６月２９日 記者資料提供 住宅局

紙文書

02000001502

災害復興住宅（市営住宅）の入居者募集について 平成７年６月２８日 記者資料提供
住宅局

紙文書

02000001503

避難所解消に向けての今後の方策等 平成７年６月２７日 民生局

紙文書

02000001504

神戸市会復興委員会の設置について 平成７年６月２７日 記者資料提供 市会事務局

紙文書

02000001505

阪神・淡路大震災において「よいおこないをした児童・生徒」の表彰について 平成７
年６月２７日 教育委員会

紙文書

02000001506

神戸市復興計画審議会答申の概要 平成７年６月２９日

紙文書

02000001507

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担金の取扱いについて 平成７年６月２
９日 記者資料提供 土木局

紙文書

02000001508

国際定期フェリー「新艦真号」の神戸寄港再開について 平成７年６月２６日 記者資
料提供 港湾局

紙文書

02000001509

「安心テレホンサポート事業」について 平成７年６月２６日 西区災害対策本部

紙文書

02000001510

神戸経済復興委員会報告について 平成７年６月２６日 記者資料提供 経済局

紙文書

02000001511

神戸経済復興委員会 報告書 平成７年６月

紙文書

02000001512

神戸経済復興委員会報告書 参考資料 平成７年６月

紙文書

02000001513

神戸経済復興ニュース第２号（英文）の作成 平成７年６月２６日 経済局

紙文書

02000001514

第１回西市民病院復興検討委員会（討議要旨） 平成７年６月２２日 衛生局

紙文書

02000001515

仮設住宅住民のセルフケア支援について 平成７年６月２２日 記者資料提供 神戸市
立看護短期大学 学生・教職員ボランティア

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001516

神戸文化ホールの利用再開について 平成７年６月２２日 記者資料提供 神戸文化
ホール

紙文書

02000001517

海上保安部巡視艇との連携消防訓練 平成７年６月２２日 水上消防署

紙文書

02000001518

西市民病院復興検討委員会の設置について 平成７年６月２０日 記者資料提供 衛生
局

紙文書

02000001519

市バス運行復旧状況（７３路線全ての運行再開） 平成７年６月２０日 記者資料提供
交通局

紙文書

02000001520

「神戸復興住宅メッセ」オープニングセレモニー 平成７年６月２０日 神戸市住宅供
給公社

紙文書

02000001521

震災による災害障害見舞金の給付相談 平成７年６月１９日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001522

北区の老人クラブが仮設住宅の高齢者を支援とアンケート結果 平成７年６月１９日
記者資料提供 北区老人クラブ連合会

紙文書

02000001523

公有水面の埋立免許・埋立承認について（新港突堤東地区） 平成７年６月１５日 記
者資料提供 港湾局

紙文書

02000001524

「神戸市水道耐震化指針」について 平成７年６月１４日 水道局

紙文書

02000001525

神戸市水道耐震化指針（資料編） 平成７年６月 神戸市水道復興計画検討委員会
（冊子）

紙文書

02000001526

神戸市水道耐震化指針 平成７年６月 神戸市水道復興計画検討委員会 （冊子）

紙文書

02000001527

神戸市教育懇話会概要 平成７年６月９日 教育委員会

紙文書

02000001528

神戸の教育の再生と創造に向けて（緊急提言） 平成７年３月２７日 神戸の教育再生
緊急提言会議

紙文書

02000001529

仮設小規模作業所の開設について 平成７年６月７日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001530

西区における避難所の解消について 平成７年６月７日 記者資料提供 西区役所

紙文書

02000001531

「被災者のための電話相談」の終了及び「女性のための相談室」の再開について 平成
７年５月３１日 記者資料提供 市民局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001532

須磨区ボランティアセンターの開設について 平成７年５月３０日 記者資料提供 須
磨区社会福祉協議会

紙文書

02000001533

みなとこうべ海上花火大会の中止について 平成７年５月３０日 記者資料提供 社団
法人神戸港振興協会、港湾局

紙文書

02000001534

「復興住宅メッセ」の開催について 平成７年５月３０日 記者発表資料 神戸市住宅
供給公社

紙文書

02000001535

神戸市農漁業復興への提言について 平成７年５月３０日 記者発表資料 農政局

紙文書

02000001536

「関西復興サミット―これからの関西と国土のあり方―」の開催について 平成７年５
月２６日 記者発表資料 近畿開発促進協議会事務局他

紙文書

02000001537

神戸高速鉄道 新開地駅～湊川駅間の営業再開について 平成７年５月２６日 記者資
料提供 神戸高速鉄道株式会社

紙文書

02000001538

災害時指導医師の常駐について 平成７年５月２５日 消防局

紙文書

02000001539

仮設住宅の建設及びエアコンの設置について 平成７年５月２５日 記者発表資料 民
生局

紙文書

02000001540

体育施設の再開について 平成７年５月２５日 記者資料提供 教育委員会

紙文書

02000001541

新交通規制に伴う復興標章の交付基準及び申請手続き等について（ご依頼） 平成７年
４月２８日 兵庫県警察本部交通部長発信

紙文書

02000001542

仮設住宅入居者の生活支援のために仮設住宅入居者だより「ふれあい”きた”通信」を
発行 平成７年５月２９日 記者資料提供 北区役所

紙文書

02000001543

平成６年度 消費生活相談（苦情）の特徴 平成７年５月２４日 神戸市生活情報セン
ター

紙文書

02000001544

要援護家庭への義援金の配分について 平成７年５月２２日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001545

「避難所個別面談調査」の結果について（概要） 平成７年５月１９日 記者資料提供
災害対策本部民生部

紙文書

02000001546

（社）日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）理事会の神戸開催について 平成７年５月１６日
記者資料提供 財団法人神戸国際観光協会

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001547

神戸経済復興ニュース（英文）の発行 平成７年５月１５日 記者資料提供 経済局

紙文書

02000001548

「西区ボランティアセンター」の設置について 平成７年５月１１日 西区社会福祉協
議会

紙文書

02000001549

共同仮設店舗建設状況について 平成７年５月１０日 記者資料提供 経済局

紙文書

02000001550

「神戸市文化指針への提言」について 平成７年５月１１日 記者発表資料 市民局

紙文書

02000001551

神戸シティエアターミナル（Ｋ－ＣＡＴ）における業務再開について 平成７年５月９
日 記者資料提供 港湾局、神戸航空旅客ターミナル株式会社

紙文書

02000001552

市内主要観光施設ゴールデンウィーク入込状況 平成７年５月８日 記者資料提供 経
済局

紙文書

02000001553

「神戸市消防基本計画策定にかかる基本的事項（答申）」について 平成７年５月８日
消防局

紙文書

02000001554

「異人館基金」創設のための募金のお願い（広報こうべ５月１日号関連資料） 平成７
年５月１日 北野・山本地区をまもり、そだてる会事務局

紙文書

02000001555

全国各地に避難中の有権者への選挙啓発について 平成７年５月１日 記者資料提供
選挙管理委員会

紙文書

02000001556

神戸市文書館の再開 平成７年４月２８日 記者資料提供 企画調整局

紙文書

02000001557

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

紙文書

02000001558

第４回神戸市消防基本計画検討委員会について（報告） 平成７年４月２７日 消防局

紙文書

02000001559

市会 文教経済委員会の要望活動について 平成７年４月２７日 記者資料提供 市会
文教経済委員会正副委員長から兵庫県信用保証協会理事長宛 市会事務局

紙文書

02000001560

神戸市在住外国人問題懇話会復興提言について 平成７年４月２７日 記者発表資料
市長室

紙文書

02000001561

国民健康保険・老人保健に係る入院時食事療養の標準負担額免除の特例措置について
平成７年４月２６日 記者資料提供 災害対策本部民生部

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001562

埠頭公社コンテナバースの再開について 平成７年４月２６日 記者資料提供 港湾
局、神戸港埠頭公社

紙文書

02000001563

図書館・埋蔵文化財センター・体育館の利用再開について 平成７年４月２６日 記者
資料提供 教育委員会

紙文書

02000001564

「神戸市内主要宿泊施設・主要観光施設」の営業状況について（お知らせ） 平成７年
４月２６日 記者資料提供 財団法人神戸国際観光協会

紙文書

02000001565

神戸マルチメディア・インターネット協議会について 平成７年４月２５日 神戸マル
チメディア・インターネット協議会

紙文書

02000001566

（仮称）西神南住宅―Ⅱ期の建設事業（災害公営住宅としては初めて）の概要について
平成７年４月２５日 住宅局

紙文書

02000001567

「阪神・淡路大震災―神戸市域における消防活動の記録」の編集について 平成７年４
月２５日 記者資料提供 消防局

紙文書

02000001568

「移動市民図書室」の開設 平成７年４月２１日 記者資料提供 教育委員会

紙文書

02000001569

西区の仮設住宅入居者への支援について 平成７年４月２１日 記者資料提供 西区役
所

紙文書

02000001570

市政アドバイザー意識調査 ―阪神・淡路大震災と復興について― 報告書 平成７年
４月２１日 記者発表資料 復興本部総括局・市長室

紙文書

02000001571

震災復興まちづくり事業の現地相談所の開設について 平成７年４月２１日 記者資料
提供 都市計画局

紙文書

02000001572

北区内仮設住宅入居者への対応について 平成７年４月２１日 記者資料提供 北区役
所

紙文書

02000001573

阪神大震災における歯科診療等について（まとめ） 平成７年４月２１日 記者資料提
供 災害対策本部衛生部

紙文書

02000001574

栄養指導車を利用した仮設住宅等への食生活巡回指導 平成７年４月２１日 記者資料
提供 災害対策本部衛生部

紙文書

02000001600

平成７年度他 市民アンケート 報告書

冊子・写真

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001601

平成７年度神戸市民意識調査～神戸の復興に向けてあなたのご意見を～ 報告書 神戸
市 平成８年１月発行
冊子・写真

02000001602

平成８年度神戸市民全世帯アンケート がんばろう神戸！復興に向けて 調査結果の概
要 神戸市 平成８年９月発行
冊子・写真

02000001603

平成８年度神戸市民全世帯アンケート がんばろう神戸！復興に向けて 報告書 神戸
市 平成９年３月発行
冊子・写真

02000001604

平成９年度神戸市民意識調査～元気アップ神戸！市民主体のまちづくり～ 報告書 神
戸市 平成１０年１月発行
冊子・写真

02000001605

市民の声 １９９９ ―広聴この１年― 市民局広聴課

02000001606

平成１１年度神戸市民意識調査～くらしとまちの本格復興をめざして～ 調査結果（速
冊子・写真
報版） 神戸市 平成１１年１２月作成

02000001607

平成１１年度神戸市民意識調査～くらしとまちの本格復興をめざして～ 調査結果・
データ集 神戸市 平成１１年１２月３日

02000001608

市政アドバイザーを対象とした復興進捗状況実態調査（復興定期便）の集計結果につい
冊子・写真
て 神戸市

02000001700

平成７年度 市役所各局等からの震災関連配布資料 平成７年７月３日～平成７年８月
３１日

紙文書

02000001701

財団法人阪神・淡路大震災復興基金事業の受付開始等について 平成７年８月３１日
記者発表資料 （財）阪神・淡路大震災復興基金

紙文書

02000001702

私道復旧工事に対する助成申出書の受付開始について 平成７年８月３１日 記者資料
提供 土木局

紙文書

02000001703

空き仮設住宅の再斡旋について 平成７年８月３１日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001704

空き仮設住宅の斡旋事務についてＱ＆Ａ 平成７年８月３１日 民生局

紙文書

02000001705

被災者向け 特定優良賃貸住宅の募集について 平成７年８月３０日 記者発表資料
神戸市住宅供給公社

紙文書

冊子・写真

冊子・写真

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001706

「被災宅地復旧臨時相談コーナー」の開設について 平成７年８月２８日 記者資料提
供 土木局

紙文書

02000001707

特別展「地震の科学展」について 平成７年８月２８日 記者資料提供 市立青少年科
学館

紙文書

02000001708

ＰＡＴＡ（太平洋アジア観光協会）神戸救済基金贈呈式の開催について 平成７年８月
２８日 記者資料提供 経済局

紙文書

02000001709

仮設住宅への安心カードの配付について 平成７年８月２４日 消防局

紙文書

02000001710

仮設住宅入居者調査（ポートアイランド）について 平成７年８月２４日 中央区役所

紙文書

02000001711

「震災セミナー神戸の教育」の開催について 平成７年８月２４日 記者資料提供 教
育委員会

紙文書

02000001712

（冊子）「震災セミナー神戸の教育」資料 阪神・淡路大震災と神戸の学校教育 平成
７年８月２８日 神戸市教育委員会

紙文書

02000001713

（冊子）阪神・淡路大震災 神戸市立学校震災実態調査報告書 平成７年８月 神戸市
教育委員会

紙文書

02000001714

震災体験作文集「わたし あなた そして みんな」＝震災 人間を学ぶ＝ の発行に
ついて 平成７年８月２３日 教育委員会

紙文書

02000001715

「被災女性のための就業支援講座」について 平成７年８月２２日 記者資料提供 市
民局

紙文書

02000001716

待機所の設置について 平成７年８月１８日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001717

大手コンテナ船社（１５社）全てが神戸寄港再開成る 平成７年８月１６日 港湾局
記者資料提供

紙文書

02000001718

六甲ライナーの全線復旧について 平成７年８月１０日 記者資料提供 神戸新交通株
式会社

紙文書

02000001719

避難所解消について 平成７年８月１０日 記者発表資料 民生局

紙文書

02000001720

平成６年度 各会計決算状況（見込） 平成７年８月１０日 記者発表資料 理財局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001721

「阪神・淡路地域復興国際フォーラム」の開催について 平成７年８月１０日 記者資
料提供 震災復興本部総括局

紙文書

02000001722

第１回 こうべボランティアシンポの開催について 平成７年８月９日 記者資料提供
神戸市社会福祉協議会

紙文書

02000001723

「ＫＯＢＥインターホーム ’９５」と併催「神戸復興住宅展」開催について 平成７
年８月９日 記者発表資料 財団法人神戸国際交流協会

紙文書

02000001724

大型水槽車の各消防署への配備について 平成７年８月４日 消防局

紙文書

02000001725

住宅自治組織（自治会、町内会）被災状況調査について 平成７年７月３１日 記者資
料提供 市民局

紙文書

02000001726

（冊子）住民自治組織被災状況調査報告書（神戸の自治会・町内会） 平成７年７月
神戸市市民局

紙文書

02000001727

「神戸市水道施設耐震化基本計画」の策定について 平成７年７月２８日 記者資料提
供 水道局

紙文書

02000001728

藤原台の仮設住宅に市で第１号のふれあいセンターがオープン 平成７年７月２８日
記者資料提供 北区役所

紙文書

02000001729

市立三宮図書館の再開について 平成７年７月２８日 記者資料提供 教育委員会

紙文書

02000001730

阪神・淡路大震災復興推進大会開催のお知らせ（東京） 平成７年７月２４日 記者資
料提供 神戸商工会議所他

紙文書

02000001731

火災に対する「り災証明書」の交付について 平成７年７月２１日 消防局

紙文書

02000001732

市による倒壊家屋の解体撤去の申込み ８月３１日で締切り 平成７年７月２１日 記
者資料提供 災害廃棄物対策室

紙文書

02000001733

「神戸の教育復興基金（仮称）」設立推進運動について 平成７年７月２１日 記者発
表資料 神戸市ＰＴＡ協議会

紙文書

02000001734

震災復旧工事における石綿管理対策推進会議の開催について 平成７年７月１９日 記
者資料提供 環境局

紙文書

02000001735

ポートライナーの全線復旧について 平成７年７月１９日 記者資料提供 神戸新交通
株式会社

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001736

都心周遊観光バス「シティー・ループバス」の再開 平成７年７月１９日 記者資料提
供 財団法人 神戸国際観光協会

紙文書

02000001737

被災地小学校の宿泊体験学習の実施について 平成７年７月１９日 教育委員会

紙文書

02000001738

「神戸市内主要宿泊施設・主要観光施設」の営業状況について 平成７年７月１９日
記者資料提供 財団法人 神戸国際観光協会

紙文書

02000001739

「神戸みなと夏まつり」の開催について 平成７年７月１８日 記者資料提供 神戸み
なと夏まつり実行委員会

紙文書

02000001740

被災地区商店街・市場調査結果の概略 平成７年７月１７日 記者資料提供 経済局
神戸商工会議所

紙文書

02000001741

震災関連の神戸市内の死亡者数について（震災関連死として認定した死亡者数を加え
る） 平成７年７月１４日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001742

神戸市消防基本計画の策定について 平成７年７月１４日 消防局

紙文書

02000001743

生活学習センターの再開について 平成７年７月１２日 記者資料提供 市民局

紙文書

02000001744

かるもプール、鶴甲プールのオープンについて 平成７年７月１１日 記者発表資料
財団法人 神戸市開発管理事業団

紙文書

02000001745

異人館「ラインの館」の公開再開について 平成７年７月１１日 記者資料提供 教育
委員会

紙文書

02000001746

葺合文化センター（一部）の再開について 平成７年７月１０日 記者資料提供 市民
局

紙文書

02000001747

仮設住宅のひとりぐらし老人対策として「安心カード」を配付 平成７年７月１０日
記者資料提供 西警察署 西区役所

紙文書

02000001748

神戸市震災復興住宅整備緊急３か年計画」の策定 平成７年７月７日 記者発表資料
住宅局

紙文書

02000001749

阪神・淡路大震災復興支援事業の選定について 平成７年７月７日 近畿運輸部企画課
他

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001750

「夏こうべで」事業開催について（案） ～そろそろあなたに愛たいＫＯＢＥです～
平成７年７月７日 記者発表資料 「夏こうべで」推進会事務局

紙文書

02000001751

倒壊危機家屋等の解体件数（平成７年６月３０日現在）と災害廃棄物搬入状況（平成７
年７月１日現在） 平成７年７月６日 災害廃棄物対策室

紙文書

02000001752

県・市及び政府系金融機関の災害復旧融資制度の申込状況 平成７年７月６日 経済局

紙文書

02000001753

市立小・中学校阪神・淡路大震災記録作文集「地震なんかに負けない」の出版について
平成７年７月５日

紙文書

02000001754

「こうべすまい・まちづくり人材センター」について 平成７年７月５日 財団法人
神戸都市整備公社 記者発表資料

紙文書

02000001800

平成７年度 市役所各局等からの震災関連配布資料 平成７年９月１日～平成７年１０
月１８日

紙文書

02000001801

ハーバーハイウェイの一部通行再開について 平成７年１０月１７日 記者資料提供
港湾局

紙文書

02000001802

神戸市教育懇話会中間報告書について 平成７年１０月１６日 教育委員会

紙文書

02000001803

震災体験を生かす神戸の教育の創造（中間報告） 平成７年１０月 神戸市教育懇話会

紙文書

02000001804

市立灘図書館の再開について 平成７年１０月１３日 記者資料提供 教育委員会

紙文書

02000001805

「長田防災フェスティバル」の開催について 平成７年１０月１２日 長田消防署

紙文書

02000001806

第６回廃棄物学会研究発表会の概要 平成７年１０月１１日 記者資料提供 環境局

紙文書

02000001807

淡河環境センター災害廃棄物受入れの終了について 平成７年１０月６日 記者資料提
供 環境局

紙文書

02000001808

「消防団長と市長との懇談会」の実施結果について 平成７年１０月６日 消防局 市
民局

紙文書

02000001809

ふれあいＫＯＢＥ ’９５の開催について 平成７年１０月６日 記者資料提供 北区
社会福祉協議会

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001810

”たるみ午後の集い”ー仮設住宅入居者に対する健康教室ー 平成７年１０月５日 記
者資料提供 垂水保健所

紙文書

02000001811

神戸観光復興支援カードの発行について 平成７年１０月２日 記者資料提供 財団法
人 神戸国際環境協会

紙文書

02000001812

第４次神戸市基本計画の確定について 平成７年１０月３日 企画調整局

紙文書

02000001813

六甲・有馬ロープウェー（表六甲山）の運行再開について 平成７年９月２９日 記者
資料提供 神戸市都市整備公社

紙文書

02000001814

財団法人阪神・淡路大震災復興基金事業の受付開始について 平成７年９月２７日 記
者発表資料 （財）阪神・淡路大震災復興基金

紙文書

02000001815

垂水年金会館大ホール、会議室の利用再開について 平成７年９月２９日 記者資料提
供 民生局

紙文書

02000001816

「新時代の神戸商業ビジョン」中間報告会の開催について 平成７年９月２８日 神戸
市商店街連合会他

紙文書

02000001817

空き仮設住宅の一般斡旋結果について 平成７年９月２７日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001818

ポートアイランド仮設住宅のデザイン入り号棟表示の支援活動について 平成７年９月
２７日 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

紙文書

02000001819

市老人クラブ連合会主催「阪神・淡路大震災犠牲者を偲ぶ集い」の開催について 平成
７年９月２６日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001820

住宅義援金応対マニュアル（振込関係） 平成７年９月２５日 民生局作成

紙文書

02000001821

神戸市行財政調査委員会報告について 平成７年９月２５日 記者発表資料 企画調整
局

紙文書

02000001822

西市民病院新館での診療再開について 平成７年９月２０日 記者資料提供 衛生局

紙文書

02000001823

市民と市長のふれあいトークの実施結果について（東灘区） 平成７年９月２０日 市
民局

紙文書

02000001824

「神戸市内主要宿泊施設・主要環境施設の営業状況について（お知らせ） 平成７年９
月２０日 記者資料提供 財団法人 神戸国際環境協会

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001825

災害援護資金貸付の申込受付の再開について 平成７年９月１８日 民生局 記者資料
提供

紙文書

02000001826

生活福祉資金災害援護資金の貸付再開について 平成７年９月１８日 記者資料提供
神戸市社会福祉協議会

紙文書

02000001827

ハーバーハイウェイの一部供用再開について 平成７年９月１８日 記者資料提供 港
湾局

紙文書

02000001828

東神戸フェリー埠頭第３バースの本格復旧に伴うフェリー航路の寄港再開について 平
成７年９月１９日 記者資料提供 港湾局

紙文書

02000001829

東部新都心地区土地区画整理事業の概要 平成７年９月２０日 記者発表資料 都市計
画局

紙文書

02000001830

災害援護資金貸付の申込受付の再開について 平成７年９月１４日 民生局

紙文書

02000001831

災害援護資金貸付申込再開にかかる事務のＯ＆Ａ 平成７年９月１４日 民生局

紙文書

02000001832

仮設住宅再斡旋結果について 平成７年９月１３日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001833

地域型仮設住宅に対する「防火講習会」の開催について 平成７年９月１３日 東灘消
防署

紙文書

02000001834

神戸港復興ＰＲコンテナ出発式について 平成７年９月１３日 記者資料提供 がんば
ろう神戸港復興フェスタ実行委員会

紙文書

02000001835

「がんばろう 神戸港 復興フェスタ」開会式の開催について 平成７年９月１３日
記者資料提供 神戸商工会議所他

紙文書

02000001836

空き仮設住宅の斡旋受付について 平成７年９月１２日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001837

鷹取東第一地区のまちづくり案について 平成７年９月１１日 記者発表資料 都市計
画局

紙文書

02000001838

王子市民ギャラリーの利用受付再開について 平成７年９月１１日 記者資料提供 財
団法人神戸市民文化振興財団

紙文書

02000001839

小磯記念美術館の再開について 平成７年９月８日 市立市小磯記念美術館

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001840

「阪神・淡路大震災復興チャリティー 神戸国際陸上競技大会」の開催について 平成
７年９月７日 記者資料提供 神戸市体育協会

紙文書

02000001841

ポートライナーのダイヤ改正（震災前のダイヤに）について 平成７年９月４日 記者
資料提供 神戸新交通株式会社

紙文書

02000001842

市民と市長のふれあいトークについて（兵庫区）－兵庫復興へ向けてのまちづくりー
平成７年９月４日 記者資料提供 兵庫区役所

紙文書

02000001900

平成７年度 市役所各局等からの震災関連配布資料 平成７年１０月１９日～平成７年
１２月２７日

紙文書

02000001901

六甲道駅西地区のまちづくり案について 平成７年１２月２７日 記者発表資料 都市
計画局

紙文書

02000001902

阪神・淡路大震災により全・半壊した防音工事助成済み住宅に対する特別措置の実施に
ついて 平成７年１２月２７日 記者発表資料 阪神高速道路公団

紙文書

02000001903

記録集「阪神・淡路大震災ー証言 ベッドサイドから」の刊行について 平成７年１２
月２６日 記者資料提供 衛生局中央市民病院

紙文書

02000001904

復興進捗状況について 平成７年１２月

紙文書

02000001905

災害公営住宅等の発注について 平成７年１２月２６日 住宅局

紙文書

02000001906

平成８年１月１７日（水）の防災訓練等について 平成７年１２月２６日 企画調整局
総務局 消防局

紙文書

02000001907

「神戸ファッション産業復興支援センター」開設について 平成７年１２月２５日 記
者資料提供 財団法人神戸ファッション協会

紙文書

02000001908

神戸交通センタービルの復興計画 平成７年１２月２２日 記者資料提供 神戸地下街
株式会社

紙文書

02000001909

財団法人阪神・淡路産業復興推進機構の設立について 平成７年１２月２２日 記者資
料提供 経済局

紙文書

02000001910

兵庫県南部地震に伴う神戸市における火災概要 平成７年１２月２２日 消防局

紙文書

02000001911

損害家屋の集計について 平成７年１２月２２日 記者資料提供 理財局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001912

大開駅の営業再開について 平成７年１２月２１日 記者資料提供 神戸高速鉄道株式
会社

紙文書

02000001913

「神戸市内主要宿泊施設・主要観光施設」の営業状況について（お知らせ） 平成７年
１２月２０日 記者資料提供 財団法人神戸国際環境協会

紙文書

02000001914

震災１年行事「市民のつどい」について 平成７年１２月２０日 記者資料提供 市長
室

紙文書

02000001915

”復興の詩”コンサート演奏曲作品募集 平成７年１２月２０日 記者資料提供 神戸
文化ホール

紙文書

02000001916

神戸港六甲アイランドフェリー第２バースが復旧 平成７年１２月１８日 記者資料提
供 財団法人神戸港埠頭公社

紙文書

02000001917

阪神・淡路大震災復興推進決起大会開催（東京）のお知らせ 平成７年１２月１５日
記者資料提供 阪神・淡路大震災復興推進協議会事務局

紙文書

02000001918

財団法人阪神・淡路大震災復興基金事業の追加及び受付開始について 平成７年１２月
１５日 記者提供資料 （財）阪神・淡路大震災復興基金

紙文書

02000001919

地方防災サミットの開催についてー地方公共団体の危機管理と防災対策ー 平成７年１
２月１４日 記者資料提供 総務局

紙文書

02000001920

災害復興住宅（一元化募集）入居者の抽選と応募状況 平成７年１２月１３日 記者資
料提供 住宅局

紙文書

02000001921

鉄骨膜構造上屋の早期完成について 平成７年１２月１３日 記者資料提供 港湾局

紙文書

02000001922

仮設住宅入居高齢者・老人扶助グループのつどい 平成７年１２月７日 記者資料提供
北区社会福祉協議会

紙文書

02000001923

ポートアイランドスポーツセンター「アイススケートリンク」の利用再開について 平
成７年１２月６日 記者資料提供 教育委員会

紙文書

02000001924

「神戸冬の物語」キャンペーンと夏・秋イベント入込数一覧表 平成７年１２月６日
記者資料提供 財団法人神戸国際環境協会

紙文書

02000001925

仮設住宅入居状況調査の実施について 平成７年１２月５日 記者資料提供 民生局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001926

市立博物館再開企画展 ”館蔵名品展” 平成７年１１月３０日 記者資料提供 市立
博物館

紙文書

02000001927

鷹取東第一地区の事業計画の計画について 平成７年１１月３０日 記者資料提供 都
市計画局

紙文書

02000001928

消防自動車受納式について 平成７年１１月２９日 消防局

紙文書

02000001929

北須磨文化センター（一部）の再開について 平成７年１１月２９日 記者資料提供
北須磨文化センター

紙文書

02000001930

共同建替による御旅センター市場の復興及び各種事業制度を活用した共同建替等による
住宅再建の状況について 平成７年１１月２４日 記者発表資料 住宅局

紙文書

02000001931

「平成８年度兵庫県予算に対する要望」懇談会の開催について 平成７年１１月２４日
企画調整局 理財局

紙文書

02000001932

「国際観光地復興フォーラム」の開催及び参加者募集について 平成７年１１月２４日
記者資料提供 経済局

紙文書

02000001933

震災復興総合設計制度適用による被災マンションの再建第１号 平成７年１１月２２日
記者資料提供 住宅局

紙文書

02000001934

神戸市災害復興住宅特別融資 金利引き下げについて 平成７年１１月２０日 記者資
料提供 住宅局

紙文書

02000001935

市街地の震災からの復興に向けた建物規制の緩和・誘導策 平成７年１１月１７日 記
者発表資料 住宅局

紙文書

02000001936

公団住宅（キャナルタウン兵庫）の借上による従前居住者用賃貸住宅の供給及び従前居
住者用賃貸住宅の当面の供給予定について 平成７年１１月１５日 記者発表資料 住
宅局

紙文書

02000001937

「神戸市下水道長期計画基本構想」の改訂について 平成７年１１月１５日 記者資料
提供 下水道局

紙文書

02000001938

市外に避難されている神戸市民の皆さんへ広報紙の無料郵送サービス 平成７年１１月
広報課

紙文書

02000001939

西市民病院復興検討委員会報告書について 平成７年１１月１４日 記者発表資料 衛
生局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001940

（冊子）西市民病院復興検討委員会報告書 平成７年１１月 西市民病院復興検討委員
会

紙文書

02000001941

高齢者・障害者向け地域型仮設住宅への「配食サービス」の実施について 平成７年１
１月１４日

紙文書

02000001942

平成７年度１２月補正予算の概要について 平成７年１１月１４日 記者発表資料 理
財局

紙文書

02000001943

平成８年度予算の編成について 平成７年１１月１４日 記者発表資料 理財局

紙文書

02000001944

震災復興住宅整備緊急３か年計画関連事業の推進 平成７年１１月１４日 記者発表資
料 住宅局

紙文書

02000001945

日中 上海・長江ー神戸・阪神交易促進会議への参加について 平成７年１１月１３日
記者発表資料 企画調整局

紙文書

02000001946

兵庫県南部地震震災関連の神戸市内の死亡者数（震災関連死と認定した死亡者を加え
る）について 平成７年１１月１３日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001947

震災１年関連事業について（お知らせ） 平成７年１１月１３日 記者発表資料 企画
調整局

紙文書

02000001948

災害公営筒井住宅建設事業概要 平成７年１１月１０日 記者資料提供 住宅局

紙文書

02000001949

「深江地区まちづくり協定」の締結について 平成７年１１月１０日 記者発表資料
都市計画局

紙文書

02000001950

神戸市児童こころの相談 １１０番の相談状況 平成７年１１月９日 記者資料提供
民生局

紙文書

02000001951

震災被災障害者ランナーのニューヨーク・シティ・マラソンの参加について 平成７年
１１月７日 記者資料提供 財団法人神戸市障害者スポーツ協会

紙文書

02000001952

（社）関西経済連合会の船上視察及び第５回兵庫・神戸懇談会の開催について 平成７
年１１月６日 記者資料提供 企画調整局

紙文書

02000001953

神戸市シルバーカレッジの再開について 平成７年１１月１日 記者資料提供 民生局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000001954

王子スポーツセンター 「剣道場」・「トレーニング室」の利用再開について 平成７
年１１月１日 記者資料提供 教育委員会

紙文書

02000001955

市立総合福祉センター会議室の利用再開について 平成７年１１月１日 記者資料提供
民生局

紙文書

02000001956

神戸市中小企業融資制度における無担保無保証人融資の限度額の引き上げ等の実施につ
いて 平成７年１０月３１日 記者資料提供 経済局

紙文書

02000001957

財団法人阪神・淡路大震災復興基金事業の受付開始等について 平成７年１０月３１日
記者発表資料 （財）阪神・淡路大震災復興基金

紙文書

02000001958

災害公営住宅等の発注について 平成７年１０月３１日 記者発表資料 住宅局

紙文書

02000001959

中央競馬馬主社会福祉財団による民間社会福祉施設への助成について 平成７年１０月
３０日 記者資料提供 民生局

紙文書

02000001960

兵庫県下の広域消防相互応援体制の強化について 平成７年１０月３０日 兵庫県下消
防長会 消防局

紙文書

02000001961

「フォレスタ六甲」復旧なる 平成７年１０月３０日 記者資料提供 （財）神戸市都
市整備公社

紙文書

02000001962

中学生と民生委員による仮設住宅のおとしよりへの友愛訪問 平成７年１０月２７日
記者資料提供 垂水福祉事務所

紙文書

02000001963

神戸港仮設桟橋埠頭の供用開始について 平成７１０月２７日 記者発表資料 港湾局

紙文書

02000001964

第２１回近畿ブロックＰＴＡ研究大会の開催ー阪神・淡路大震災復興研修会、震災記録
誌・ビデオ作成 平成７年１０月２４日 記者資料提供 神戸市ＰＴＡ協議会

紙文書

02000001965

中央区仮設住宅におけるミニイベント開催 「ポー愛 ふれ愛 秋祭り」 平成７年１
０月２０日 記者資料提供 中央保健所

紙文書

02000002000

平成６年度 り災証明書 災害廃棄物・避難所等にかかる関係書類

紙文書

02000002001

災害対策情報連絡室の設置について 平成７年１月２５日

紙文書

02000002002

「情報関連ボックス」の活用について 平成７年１月２７日 災害対策本部 情報連絡
室から各局室庶務担当課長あて

紙文書

危機管理室 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
02000002003

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ファイル名／文書名
情報連絡会議 平成７年１月２３日

文書
種別

紙文書

02000002004

家屋損害割合判定表（木造）様式

紙文書

02000002005

り災証明発行に伴うり災者へのお知らせ文とり災証明書 様式最終版 平成７年２月
神戸市

紙文書

02000002006

り災証明書発行窓口配置図（案）

紙文書

02000002007

義援金の第１次配分について 平成７年１月２９日 記者発表資料 兵庫県災害対策総
合本部

紙文書

02000002008

義援金の一次配分等事務取扱要領（案） 平成７年２月 神戸市災害対策本部

紙文書

02000002009

り災証明書発行及び義援金申請件数等一覧表 平成７年２月８日受付分及び平成７年２
月６日からの累計 民生局

紙文書

02000002010

区役所発行の証明書の提出を依頼する各部局へ（お願い） 平成７年３月１６日

紙文書

02000002011

情報連絡会議ーり災証明・届出確認書（土地）の発行について 議事録 平成７年３月
１６日

紙文書

02000002012

情報連絡会議ーり災証明の再調査打切について 議事録 平成７年３月２７日

紙文書

02000002013

情報連絡会議ーり災証明の再調査打切りについて 議事録 平成７年３月２８日

紙文書

02000002014

り災証明発行及び再調査等について 平成７年３月

紙文書

02000002015

「り災証明書」の発行経過について 平成７年１月２３日～平成７年３月２８日 災害
対策本部 情報連絡室

紙文書

02000002016

災害廃棄物にかかる厚生省からの指示 平成７年１月２３日

紙文書

02000002017

地震による瓦礫倒壊家屋等の処理について（方針）

紙文書

02000002018

地震による倒壊家屋等の処理について（お知らせ） 平成７年１月２７日現在案

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000002019

災害後の倒壊家屋等の処理について 兵庫県からの連絡 平成７年１月２７日 兵庫県
環境整備課長から神戸市産業廃棄物指導課長あて

紙文書

02000002020

地震による倒壊家屋等の処理方針の県市比較

紙文書

02000002021

災害後の倒壊家屋等の処理について 平成７年１月２８日 兵庫県災害対策本部 記者
発表資料

紙文書

02000002022

地震による倒壊家屋等の処理について（お知らせ） 平成７年１月 災害対策本部 環
境部

紙文書

02000002023

地震による倒壊家屋等の処理にかかる助役記者発表に伴う質疑応答 平成７年１月２８
日

紙文書

02000002024

地震による倒壊家屋等の処理について 応対マニュアル 平成７年１月２８日 災害対
策本部 環境部

紙文書

02000002025

倒壊家屋解体・処理事業実施マニュアル（案） 平成７年１月２９日作成 兵庫県環境
整備課

紙文書

02000002026

「兵庫県南部地震」におけるがれき等の災害廃棄物処理の取扱方針の運用事項について
平成７年１月３０日 厚生省生活環境局 水道環境部環境整備課長から関係府県廃棄物
行政担当部（局）長あて

紙文書

02000002027

「兵庫県南部地震」におけるがれき等の災害廃棄物処理の取扱方針 平成７年１月２８
日 厚生省水道環境部 環境整備課発信

紙文書

02000002028

災害廃棄物処理事業の報告について 平成７年１月３０日 兵庫県保健環境部 環境整
備課長から関係市町災害廃棄物処理担当課長あて

紙文書

02000002029

倒壊家屋解体等に係る自衛隊の派遣要請について（照会） 平成７年１月３１日 兵庫
県環境整備課から災害廃棄物処理事業担当者あて

紙文書

02000002030

ガレキ処理対策会議結果 平成７年１月３０日 兵庫県環境整備課

紙文書

02000002031

災害廃棄物処理事業の取扱いについて（厚生省見解） 平成７年１月３１日 兵庫県環
境整備課

紙文書

02000002032

倒壊家屋等解体処理計画策定マニュアル（案） 平成７年２月１日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000002033

「倒壊家屋解体処理マニュアル」に係る留意事項の訂正等について 平成７年１月３１
日 兵庫県環境整備課から災害廃棄物処理事業担当者あて

紙文書

02000002034

神戸市災害廃棄物対策室の開設 平成７年２月３日 環境局

紙文書

02000002035

地震による家屋等の解体・ガレキ・廃材の撤去について Ｑ＆Ａ（Ｖｅｒｓ．３） 平
成７年２月３日 災害廃棄物対策室

紙文書

02000002036

フェニックスへの災害廃棄物の処分について（案） 平成７年２月５日 災害廃棄物対
策室

紙文書

02000002037

倒壊危険家屋等の解体処理事業に係る緊急物件の区からの業者発注について 平成７年
２月５日 災害廃棄物対策室

紙文書

02000002038

解体撤去処理業務仕様書及び契約書

紙文書

02000002039

すでに、ご自分で家屋を解体撤去された方へ 平成７年３月９日

紙文書

02000002040

家屋解体撤去にかかる単価契約・三者契約・区分指針及び三者契約処理要領 平成７年
３月１０日

紙文書

02000002041

情報連絡会議ーガレキ処理の新年度体制ー議事録 平成７年３月１８日

紙文書

02000002042

倒壊危険家屋等の解体受付件数 平成７年３月１１日現在 災害廃棄物対策室

紙文書

02000002043

避難場所数・人員の状況（各区別） 平成７年１月２１日偏在

紙文書

02000002044

トイレ用水の必要な避難所（東灘区）

紙文書

02000002045

避難所における浴場およびシャワーの設置について 平成７年１月２３日

紙文書

02000002046

被災者の避難場所周辺環境改善について（依頼） 平成７年２月３日 情報連絡室

紙文書

02000002047

避難所状況調査の実施について（案） 平成７年２月２７日 災害対策本部民生部

紙文書

02000002048

情報連絡会議ー仮設住宅（ＰＩ、六甲Ｉ）の交通対策（議事録） 平成７年３月２２日

紙文書

02000002049

震災復興市街地住宅緊急整備の基本方針 平成７年１月３１日 記者発表資料

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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

02000002050

避難者の生活の場の確保対策について（照会） 平成７年１月３０日 照会先 厚生省
保護課、紹介者 兵庫県

紙文書

02000002051

公営住宅等（他府県等含む）への一時入居状況 平成７年２月８日現在

紙文書

02000002052

仮設住宅建設予定地について 平成７年２月１８日 住宅局 記者資料提供

紙文書

02000002053

仮設住宅建設に伴う要望 平成７年２月１９日 西神ニュータウン 自治連合協議会か
ら市長あて

紙文書

02000002054

仮設住宅建設に伴う要望 平成７年２月１７日 六甲アイランドＣＩＴＹ自治会会長他
から市長あて

紙文書

02000002055

情報連絡会議ー仮設住宅の管理運営と県への要望事項（議事録） 平成７年３月９日

紙文書

02000002056

仮設住宅入居申込のごあんない（２次募集） 災害対策本部 民生部 平成７年２月

紙文書

02000002057

兵庫県南部地震の復興等のための既存諸法の改正等について 平成７年２月９日 兵庫
県より送付

紙文書

02000002058

震災復興事業に係る政府現地対策本部との協議等について（依頼） 平成７年１月３１
日 企画調整局 企画課長から各局室庶務担当課長あて

紙文書

02000002059

現地対策本部との協議会及び協議状況 平成７年１月２８日現在 兵庫県作成

紙文書

02000002060

市の施設の市民利用について（依頼） 平成７年１月２４日 情報連絡室から庁内発信

紙文書

02000002061

「震災関連法対策窓口」の設置について 平成７年２月７日 市長室

紙文書

02000002100

平成７年度他 阪神・淡路大震災 新聞切り抜き

紙文書

02000002101

震災一周年特集記事 平成８年１月１６日新聞 平成８年１月１７日新聞

紙文書

02000002200

平成９年度他 阪神・淡路大震災の教訓情報分析・活用調査 国土庁 財団法人都市防
災研究所

紙文書

02000002201

国土庁 阪神淡路大震災の教訓情報分析・活用調査オブザーバ依頼について 平成１０
年１０月１２日 財団法人都市防災研究所から神戸市市民防災室長あて

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

危機管理室 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

02000002202

平成１０年度阪神・淡路大震災の教訓情報分析・活用調査 第一回調査委員会議事次第
平成１０年１１月９日 財団法人都市防災研究所

紙文書

02000002203

平成９年度防災関係情報収集・活用調査（阪神・淡路地区） 報告書 平成１０年３月
国土庁防災局 財団法人 阪神・淡路大震災記念協会

紙文書

02000002204

（冊子）平成９年度 阪神・淡路大震災の教訓情報分析・活用調査 報告書 平成１０
年３月 財団法人都市防災研究所

紙文書

02000002205

平成１０年度阪神・淡路大震災の教訓情報分析・活用調査 第２回調査委員会議事次第
平成１１年３月２５日 財団法人都市防災研究所

紙文書

02000002206

平成１０年度 防災関係情報収集・活用調査（阪神・淡路地区） 報告書（案） 平成
１１年３月 国土庁防災局 財団法人 阪神・淡路大震災記念協会

紙文書

02000002207

平成１０年度 防災関係情報収集・活用調査（阪神・淡路地区）収集資料目録 平成１
１年３月 財団法人 阪神・淡路大震災記念協会

紙文書

02000002208

阪神淡路大震災の教訓全書の原稿確認の依頼 平成１１年７月８日
防災研究所から神戸市建設局長あて

紙文書

02000002300

平成６年度他 阪神・淡路大震災における各局の対応状況等 総務局調べ

紙文書

02000002301

北保育所 震災後の仮設住宅への保健衛生活動（平成７年度実施状況と平成８年度対
策） 北保育所

紙文書

02000002302

地震にかかる職員の勤務状況について 平成７年２月３日

紙文書

02000002303

避難所管理（平成７年４月１日～平成７年５月３１日）にかかる他都市応援（自治省依
頼分） 平成７年４月１日

紙文書

02000002304

建築職派遣職員の分担 平成７年４月１日～

紙文書

02000002305

各区への応援体制表 平成７年３月３０日

紙文書

02000002306

新規採用職員 職場派遣配置（案） 平成７年４月７日

紙文書

02000002307

震災に伴う家屋解体、撤去工事におけるアスベスト粉じん対策に係る基本方針及び指導
指針 平成７年５月１日 神戸市環境局

紙文書

財団法人都市

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
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02000002308

救援物資、主食配送ルート図 民生局

紙文書

02000002309

避難所校への支援体制の経緯について 平成７年１月１７日～平成７年４月１３日

紙文書

02000002310

避難所校の運営状況について 教育委員会 平成７年３月１７日調査

紙文書

02000002311

自治労・日教組・兵庫教組による学校支援状況一覧 平成７年１月２８日～平成７年５
月３１日

紙文書

02000002312

避難所校における自治組織状況 平成７年３月８日調査 教育委員会

紙文書

02000002313

阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部学校部 １００日間の取り組み 平成７年４月
２５日 神戸市教育委員会事務局

紙文書

02000002314

地域防災計画作成時の検討事項（市民の声ーまちづくり会議等）

紙文書

02000002315

震災後における記者発表、資料提供件数一覧 平成７年１月１７日～平成７年４月３０
日

紙文書

02000002316

阪神・淡路大震災における広報活動について －その検証と課題 平成７年５月２３日

紙文書

02000002317

こうべ災害対策広報 企画内容一覧 平成７年１月２５日

紙文書

02000002400

平成７年度 兵庫県南部地震 神戸市等の復旧状況等及び被害状況まとめ

紙文書

02000002401

（冊子）兵庫県南部地震 神戸市等の復旧状況等 平成７年６月１日 神戸市災害対策
本部

紙文書

02000002402

（冊子）兵庫県南部地震 神戸市等の被害状況 平成７年６月１日 神戸市災害対策本
部

紙文書

02000002403

兵庫県南部地震 神戸市の対応状況 平成７年６月１日 神戸市災害対策本部

紙文書

02000002404

兵庫県南部地震 神戸市の復旧状況等 平成７年６月１日 神戸市災害対策本部

紙文書

02000002405

兵庫県南部地震 神戸市の被害状況 平成７年６月１日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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冊子・写真
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02000002406

緊急防災マニュアル（阪神・淡路大震災に伴う二次災害防止の手引書） 平成７年６月
神戸市

紙文書

02000002500

平成７年度 市役所各局等他諸団体における復旧記録集

紙文書

02000002501

（冊子）阪神・淡路大震災における下水道復旧の記録 平成７年７月 神戸市下水道局

紙文書

02000002502

（冊子）「がす燈」震災特別号 阪神大震災ガス復旧の軌跡 平成７年６月３０日発行
大阪ガス株式会社 広報部

紙文書

02000002503

（冊子）阪神・淡路大地震の被害状況と今後の対応 平成７年７月 大阪ガス株式会社

紙文書

02000002504

ライフライン事業者の報告（神戸市復興計画審議会 安全都市小委員会資料） 平成７
年５月３０日 ・神戸市下水道局 ・神戸市水道局 ・関西電力株式会社 ・日本電信
電話株式会社 ・大阪ガス株式会社

紙文書

02000002505

（冊子）兵庫県南部地震 神戸市等の被害状況 平成７年６月１日 神戸市災害対策本
部

紙文書

02000002506

（冊子）兵庫県南部地震 神戸市等の復旧状況 平成７年６月１日 神戸市災害対策本
部

紙文書

02000002507

（冊子）兵庫県南部地震 神戸市の被害状況 平成７年６月１日 神戸市災害対策本部

紙文書

02000002508

兵庫県南部地震 神戸市の被害状況 平成７年６月１日 神戸市災害対策本部

紙文書

02000002509

兵庫県南部地震 神戸市の対応状況 平成７年６月１日 神戸市災害対策本部

紙文書

02000002510

兵庫県南部地震 神戸市の復旧状況等 平成７年６月１日 神戸市災害対策本部

紙文書

02000002511

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５月２４日 神戸市災
害対策本部

紙文書

02000002600

平成１１年度他 阪神・淡路大震災関連情報 データ・ベース構築検討委員会 平成１
２年３月２２日～平成１３年３月１６日

紙文書

02000002601

第１回 阪神・淡路大震災関連情報データベース構築検討委員会（復命） 平成１２年
３月２２日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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文書番号
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02000002602

第１回 阪神・淡路大震災関連情報データベース構築検討委員会 記事次第及び配布資
料等 平成１２年３月１７日

紙文書

02000002603

第１回 阪神・淡路大震災関連情報データベース構築ＷＧ委員会 議事次第及び配付資
料等 平成１２年４月２８日

紙文書

02000002604

第２回 阪神・淡路大震災関連情報データベース構築検討委員会について（復命） 平
成１２年１１月１７日

紙文書

02000002605

阪神・淡路大震災関連情報データベース構築検討委員会 議事次第及び配付資料等につ
いて 平成１３年３月１６日

紙文書

02000002606

（冊子）「阪神・淡路大震災関連情報データベース」の普及用パンフレット 「阪神・
淡路大震災関連情報データベース」～新たな地震防災の創造のために～ URL
http://sinsai.fdma.go.jp 総務省 消防庁 平成１３年５月

紙文書

02000002700

平成６年度 市内交通機関等の被災状況報告

紙文書

02000002701

兵庫県南部地震による阪神高速道路の被害状況及び復旧計画について 平成７年２月２
日 記者発表資料 阪神高速道路公団

紙文書

02000002702

阪神大震災における市教育関係施設の被害状況等 平成７年２月４日 教育委員会

紙文書

02000002703

伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物の破損状況

紙文書

02000002704

景観形成重要建築物等指定候補の被害状況について 教育委員会

紙文書

02000002705

震災による文化財建造物の修理費内訳 教育委員会

紙文書

02000002706

市内有形文化財 民俗文化財等の震災被災状況 平成７年１月２７日 教育委員会

紙文書

02000002707

兵庫県南部地震の被災による鉄道の復旧に要する費用について 平成７年２月２日 阪
急電鉄株式会社 記者発表資料

紙文書

02000002708

神戸新交通（ＰＩ線・ＲＩ線）の被害状況 神戸新交通株式会社

紙文書

02000002709

市内公園の震災被害状況と公園使用の概要 平成７年２月３日現在 土木局

紙文書

02000002710

市バス 日別復旧状況 （平成７年１月１７日～平成７年２月１日） 平成７年２月１
日 交通局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号

紙文書
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ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ＦＤ→フロッピーディスク、ＭＯ→光磁気ディスク
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02000002711

阪神大震災による車両の被災状況及び復旧計画 平成７年２月２日 ＪＲ西日本

紙文書

02000002712

山陽新幹線の主な被害状況一覧表 平成７年１月２０日 ＪＲ西日本

紙文書

02000002713

ＪＲ西日本在来線の主な被害状況一覧表 平成７年１月２０日 ＪＲ西日本

紙文書

02000002714

兵庫県南部地震による被害の応急復旧の完了について 平成７年２月１日 ＮＴＴ関西
支社

紙文書

02000002715

兵庫県南部地震による被害状況 平成７年１月３０日 神戸電鉄株式会社

紙文書

02000002716

兵庫県南部地震に対する大阪ガスの対応状況について 平成７年２月１３日 大阪ガス
株式会社

紙文書

02000002717

阪神大震災による鉄道施設の被災概要 平成７年１月２７日 阪神電気鉄道株式会社

紙文書

02000002800

平成６年度 阪神・淡路大震災災害状況資料（消防局・市営住宅被害状況等）

紙文書

02000002801

兵庫県南部地震に伴う罹災状況 平成７年２月６日（平成７年２月５日集計） 災害対
策本部

紙文書

02000002802

消防部活動状況（火災発生状況 ヘリコプター活動状況） 平成７年１月３１日 ２
４：００現在 災害対策本部 消防部

紙文書

02000002803

火災消失状況 平成７年１月２０日 ２４：００現在 災害対策本部 消防部

紙文書

02000002804

農漁業関係被害状況 平成７年１月２５日現在 農政局

紙文書

02000002805

市営地下鉄被害状況（主要なもののみ） 平成７年１月２６日 交通局

紙文書

02000002806

市営地下鉄 柱被害状況 平成７年２月７日 交通局

紙文書

02000002807

地震による都市彫刻の被害状況について 平成７年２月２日 市民局 記者発表資料

紙文書

02000002808

阪神大震災神戸市営住宅被害状況 平成７年２月９日 記者発表資料 住宅局

紙文書

02000002809

第２次応急危険度判定の結果について 平成７年２月９日 住宅局

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在

文書番号
02000002900

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

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
平成６年度他 神戸市復興計画検討委員会 第１回～第４回市民生活検討分科会

文書
種別

紙文書

02000002901

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討分科会議事次第 平成７年３月９日

紙文書

02000002902

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討委員会参考資料 市民福祉復興プラン 平成
７年３月９日

紙文書

02000002903

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討委員会資料 「コミュニティとボランティア
に関する検討課題」 平成７年３月９日 大阪府立大学

紙文書

02000002904

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討委員会資料 「ライフラインの強化－構造を
中心として－」 神戸大学工学部 平成７年３月９日

紙文書

02000002905

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討委員会資料 「市民生活システム情報セン
ター（案）」 神戸大学工学部 平成７年３月９日

紙文書

02000002906

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討委員会資料 「神戸サイスモ・ネット計画
（ＫＳネット計画）」 神戸大学工学部 平成７年３月９日

紙文書

02000002907

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討委員会資料 「ヒューマンＫＵＬシステム
（案）」 神戸大学工学部 平成７年３月９日

紙文書

02000002908

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討分科会「ライフラインの強化」関連資料 ①
水道局資料 ②下水道局資料 ③環境局資料 ④土木局資料 平成７年３月９日

紙文書

02000002909

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討分科会配布資料「ライフラインの強化」検討
課題－構造を中心に－
平成７年３月９日

紙文書

02000002910

復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会 議事要旨（案） 平成７年２月２７
日

紙文書

02000002911

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討分科会資料 大阪ガス株式会社作成 平成７
年３月９日

紙文書

02000002912

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討分科会資料 ＮＴＴ神戸支店作成 平成７年
３月９日

紙文書

02000002913

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討分科会資料 関西電力株式会社神戸支店作成
平成７年３月９日

紙文書

危機管理室 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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02000002914

復興計画検討委員会 第４回市民生活検討分科会資料 分科会・アンケートで出された
委員意見 平成７年３月９日

紙文書

02000002915

復興計画検討委員会 第１回市民生活検討分科会議事次第、運営方法等 平成７年２月
９日

紙文書

02000002916

復興計画検討委員会 市民生活検討分科会の検討テーマ（案） 平成７年２月９日

紙文書

02000002917

復興計画検討委員会 第１回市民生活検討分科会「緊急対応体制」関連資料 ①総務局
資料 ②民生局資料 ③衛生局資料 ④消防局資料 平成７年２月９日

紙文書

02000002918

復興計画検討委員会 第１回市民生活検討分科会資料「緊急対応体制」検討課題 平成
７年２月９日

紙文書

02000002919

復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会議事次第 平成７年２月１４日

紙文書

02000002920

復興計画検討委員会 第１回市民生活検討分科会 議事要旨（案） 平成７年２月９日

紙文書

02000002921

復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会「情報ネットワーク」関連資料 ①市
長室資料 ②ＮＴＴ資料 平成７年２月１４日

紙文書

02000002922

復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会資料「情報ネットワーク」検討課題
平成７年２月１４日

紙文書

02000002923

復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会「広域都市間協力」関連資料 ①他都
市との相互応援協定 ②他都市からの人的応援状況総括 ③分野別応援活動 平成７年
２月１４日

紙文書

02000002924

復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会資料「広域都市間協力」検討課題 平
成７年２月１４日

紙文書

02000002925

復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会議事次第 平成７年２月２７日

紙文書

02000002926

復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会 議事要旨（案） 平成７年２月１４
日

紙文書

02000002927

復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会「ライフラインの強化」関連資料 ①
関電資料 ②大阪ガス資料 ③ＮＴＴ資料 ④水道局資料 ⑤下水道局資料 ⑥環境局
資料 平成７年２月２７日

紙文書
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平成30年03月30日現在
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02000002928

復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会資料 「震災復興のまちづくりにあ
たっての基本的な考えかた（案）」大阪大学工学部 平成７年２月２７日

紙文書

02000002929

復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会資料「ライフラインの強化」検討課題
－システムを中心に－ 平成７年２月２７日

紙文書

02000002930

復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会「コミュニティ・ボランティア」関連
資料 ①市長室関連 ②企画調整局関連 ③民生局関連 ④教育委員会関連 ⑤消防局
関連 ⑥参考資料 平成７年２月２７日

紙文書

02000002931

復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会資料「コミュニティ・ボランティア」
検討課題 平成７年２月２７日

紙文書

02000002932

復興計画検討委員会 第１回委員会 平成７年２月７日 議事次第、委員会名簿、策定
趣旨等

紙文書

02000002933

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

紙文書

02000002934

神戸市消防基本計画の検討方針 平成７年３月

紙文書

02000002935

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２月２３日作成 神戸
市基本計画検討委員会

紙文書

02000002936

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 第１回神戸市消防基
本計画検討委員会資料 平成７年２月２７日

紙文書

02000002937

「神戸市消防基本計画検討委員会」の設置について（案） 平成７年２月２０日

紙文書

02000002938

神戸市防災会議の開催について 平成７年３月２４日 記者提供資料 総務局庶務課

紙文書

02000002939

第１回復興計画検討委員会資料 神戸市復興計画ガイドライン（素案） 平成７年３月
２２日

紙文書

02000002940

第２回復興計画検討委員会資料 安全都市づくりビジョン（安全都市基準） 平成７年
３月２２日

紙文書

02000002941

第２回復興計画検討委員会資料 復興計画ガイドラインの構成（関連図） 平成７年３
月２２日

紙文書
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02000002942

第２回復興計画検討委員会資料 阪神・淡路復興委員会における提言 平成７年３月２
２日

紙文書

02000002943

第２回復興計画検討委員会資料 「分科会・アンケートで出された委員意見 平成７年
３月２２日

紙文書

02000002944

地域防災計画に係る緊急点検の報告について 兵庫県生活文化部長から各市町長あて

紙文書

02000002945

兵庫県防災会議 平成７年３月４日 県地域防災計画の改訂方針について等

紙文書

02000002946

兵庫県防災会議 報告 平成７年３月４日

紙文書

02000002947

復興計画検討委員会の分科会・アンケートで出された委員意見の総括 平成７年３月

紙文書

02000002948

兵庫県南部地震における被害状況及び対応状況等について（依頼） 平成７年４月７日
総務局庶務課長から防災会議委員あて

紙文書

02000003000

平成７年度 防災関係通知資料 総務局庶務

紙文書

02000003001

梅雨時における大雨等による２次災害対策について（通知） 平成７年６月 教育委員
会事務局 庶務課長から各学校園長あて

紙文書

02000003002

緊急対策マニュアルに対する意見について 平成７年５月３１日 陸自３特連第３科長
から総務局庶務課あて

紙文書

02000003003

地震防災対策特別措置法上に基づく地震防災緊急事業５箇年計画に盛り込まれる消防防
災施設等整備計画の事前調査について 平成７年６月１２日 兵庫県生活文化部消防防
災課長から各市町消防防災主管課長あて

紙文書

02000003004

災害に強い安全なまちづくりに資する事業推進の依頼 平成７年８月１日 消防庁総務
課長から各指定都市消防・防災担当局長あて

紙文書

02000003005

国及び兵庫県の防災計画に関する資料（国：防災基本計画 県：地域防災計画改訂の基
本事項）の送付について 平成７年７月２７日 総務局庶務課長から各局室区庶務担当
課長あて

紙文書

02000003006

防災基本計画 平成７年７月 中央防災会議

紙文書

02000003007

兵庫県地域防災計画改訂の基本事項 平成７年６月 兵庫県防災会議

紙文書
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02000003100

平成７年度 阪神・淡路大震災における行政広報とマスコミ報道に関する調査 平成７
年１１月

紙文書

02000003101

阪神・淡路大震災における行政広報とマスコミ報道に関する調査 平成７年１１月

紙文書

02000003102

電話交換手の勤務形態の推移 平成７年１月１７日～平成７年７月１５日

紙文書

02000003103

８階本部の電話受付件数問い合わせの推移 平成７年１月２４日～平成７年３月２４日

紙文書

02000003104

震災による庁舎の被害概要と電話設備の被害と推移（案）平成７年１２月８日 神戸市
電話室

紙文書

02000003105

兵庫県南部地震直後１１９受信状況と通信内容別１１９受信状況 平成７年１月１７日
～平成７年３月３１日 消防局

紙文書

02000003200

平成６年度 ボランティア名簿その１（市内外居住者）

紙文書

02000003201

ボランティア名簿（市外東部居住者） 平成７年１月１９日他

紙文書

02000003202

ボランティア名簿（市外西部居住者） 平成７年１月１８日他

紙文書

02000003203

ボランティア名簿（外国人） 平成７年１月２０日他

紙文書

02000003300

平成６年度 ボランティア名簿その２（市内居住者）

紙文書

02000003301

ボランティア名簿（東灘区居住者） 平成１９年１月１９日他

紙文書

02000003400

平成６年度 ボランティア名簿その３（市内居住者）

紙文書

02000003401

ボランティア名簿（東灘区居住者） 平成７年１月２０日他

紙文書

02000003500

平成６年度 ボランティア名簿その４（市内居住者）

紙文書

02000003501

ボランティア名簿（来庁者） 平成７年１月３０日他

紙文書

02000003502

ボランティア名簿（市外居住者） 平成７年１月１８日他

紙文書

02000003503

ボランティア名簿（市外東部居住者） 平成７年１月１９日他

紙文書
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02000003504

ボランティア名簿（市外西部居住者） 平成７年１月１９日他

紙文書

02000003600

平成６年度 ボランティア登録者名簿（市内居住者）

紙文書

02000003601

ボランティア名簿（東灘区居住者） 平成７年１月２０日他

紙文書

02000003700

平成６年度 ボランティア登録者名簿（市外居住者）

紙文書

02000003701

ボランティア名簿（市外西部居住者） 平成７年１月１９日他

紙文書

02000003800

平成６年度 ボランティア登録者名簿（市外東部居住者）

紙文書

02000003801

ボランティア名簿（市外東部居住者） 平成７年１月１９日他

紙文書

02000003900

平成６年度 ボランティア登録者名簿（平成７年１月２３日以降、市内・外居住者）

紙文書

02000003901

ボランティア名簿（市内外居住者） 平成７年１月２２日他

紙文書

02000004000

平成６年度 ボランティア登録者名簿（市内・外居住者、建築業資格者記載）

紙文書

02000004001

ボランティア名簿（東灘区居住者） 平成７年１月２０日他

紙文書

02000004100

平成６年度 ボランティア登録者名簿（市内外居住者 土木・建築施行資格者記載）

紙文書

02000004101

ボランティア名簿（東灘区居住者）

紙文書

02000004200

平成６年度 ボランティア登録者名簿（市内居住者 運転免許等保有者記載）

紙文書

02000004201

ボランティア名簿（東灘区居住者） 平成７年１月２０日他

紙文書

02000004300

平成６年度 ボランティア登録者名簿（市内外居住者 運転免許保有者等記載）

紙文書

02000004301

ボランティア名簿（南河内郡居住者他） 平成７年１月１８日他

紙文書

02000004400

平成６年度 ボランティア郵便受付分名簿（市外居住者） 平成７年１月３１日以降受
付分）

紙文書
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02000004401

ボランティア名簿 平成７年２月１日郵便受付分

紙文書

02000004500

平成６年度 ボランティア名簿（市内外居住者）

紙文書

02000004501

ボランティア名簿（東灘区居住者） 平成７年１月２１日他

紙文書

02000004502

ボランティア名簿（居室等の提供者）

紙文書

02000004600

平成６年度他 東部土木事務所 公園緑地係 震災関連業務資料 平成７年１月２８日
～平成８年２月２７日

紙文書

02000004601

市長訓話－復興元年にあたって－ 平成８年１月

紙文書

02000004602

仮設住宅入居実態調査について（案）平成７年１２月 （業務説明会資料）

紙文書

02000004603

仮設住宅入居実態調査用「仮設住宅関係質疑応答集」 平成７年１２月９日 神戸市災
害対策本部

紙文書

02000004604

仮設住宅入居実態調査用「調査員マニュアル」平成７年１２月９日 神戸市災害対策本
部

紙文書

02000004605

被害者用一時使用住宅 鍵渡し業務出務事務手順 平成７年７月２１日

紙文書

02000004606

02000004607

避難所個別面談調査マニュアル 平成７年５月 民生局災害対策本部

避難所個別面談調査Ｑ＆Ａ 平成７年５月 民生局災害対策本部

紙文書

紙文書

02000004608

震災復興土地区画整理事業の地元説明用リーフレット 平成７年４月１７日 都市計画
局区画管理課

紙文書

02000004609

既存不適格建築物の再建にあたっての建築基準法に基づく各種許可制度等の運用につい
て 平成７年４月１３日 記者発表資料

紙文書

02000004610

民間宅地応急措置に係る様式集の送付について 平成７年４月１３日 宅地規制課から
各土木事務所派遣宅地規制課職員あて

紙文書
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02000004611

「阪神・淡路大震災」被災私道の応急措置実施の御案内 平成７年３月２４日 土木局

紙文書

02000004612

被災私道の応急措置に係るＱ＆Ａ 平成７年３月２４日 土木局

紙文書

02000004613

私道・宅地の応急措置範囲（図示） 平成７年３月３２４日 土木局

紙文書

02000004614

私道応急措置の事務の流れ 平成７年３月２４日 土木局

紙文書

02000004615

公園緑地関係事務の現状と問題点について 平成７年４月１日 東部土木事務所

紙文書

02000004616

東部土木事務所 （公園関係）災害復旧体制 平成７年２月２７日

紙文書

02000004617

公園被害状況総括表（全市分） 平成７年２月２４日

紙文書

02000004618

東灘・灘区公園被害状況箇所別内訳表 平成７年２月２４日

紙文書

02000004619

東部土木事務所管内 応急工事（公園）箇所一覧 平成７年３月３１日

紙文書

02000004620

東部土木事務所管内仮設住宅等設置公園と計画戸数等

紙文書

02000004621

都市災害査定に関する打合せ 平成７年３月３０日

紙文書

02000004622

災害査定における査定メモ（家屋撤去） 平成７年３月３１日 神戸市

紙文書

02000004623

倒壊家屋撤去にかかる２局間の覚書 平成７年２月１３日 土木局長、環境局長

紙文書

02000004624

公園緑地 都市災害復旧査定役割分担表（案） 平成７年４月１８日 土木局公園緑地
部

紙文書

02000004625

境界の調査確認を要する都市公園について（東部土木事務所管内－第１次分） 平成７
年３月２３日

紙文書

02000004626

境界の調査確認の必要な公園調査（東灘区長子公園）平成７年３月２３日 東部土木事
務所

紙文書

02000004627

灘区避難所状況一覧 平成７年３月１６日 灘区災害対策本部

紙文書
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02000004628

東部土木事務所管内公園利用調査報告 平成７年３月１５日（平成７年３月２０日修
正）東部土木事務所

紙文書

02000004629

東部土木事務所管内都市公園利用状況一覧表（東灘・灘） 平成７年３月２５日 東部
土木事務所

紙文書

02000004630

地震による倒壊家屋等の処理について （お知らせ） 平成７年１月２８日 記者発表
資料

紙文書

02000004700

平成６年度他 阪神・淡路大震災 東灘区公園別被害及び利用状況等調査票 平成７年
１月～ 東部土木事務所公園緑地係（写真あり）

紙文書

02000004701

東部管内都市公園利用状況一覧表（東灘区）平成７年３月２５日現在

紙文書

02000004702

都市公園の防災・救援機能等事例調査票 東灘区中之町公園 平成７年３月８日 平成
７年４月１２日

紙文書

02000004800

平成６年度他 阪神・淡路大震災 灘区公園別被害及び利用状況等調査票 平成７年１
月～ 東部土木事務所公園緑地係

紙文書

02000004801

東部管内都市公園利用状況一覧表（灘区）

紙文書

02000004802

都市公園の防災・救援機能等事例調査票 灘区篠原公園 平成７年１月１７日 平成７
年１月２２日 平成７年３月１３日 平成７年４月７日

紙文書

