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20010000100

東灘区 総務課 震災後これまでの経緯・対応状況 経緯・対応の中で生じた課題 今
後の見直しの方針・対策 避難所等災害対策費用 区役所の出務状況 復興物資輸送車
両標票 緊急通報処理 災害派遣従事車両

紙文書

20010000101

震災後の対応状況

紙文書

20010000200

東灘区 総務課 災害復興住宅入居者募集（記者発表資料） 避難者数等 仮設住宅用
地リスト 避難所の解消 仮設住宅供給計画 西市民病院復興検討委員会 仮設入居者
健康状態 家屋の解体件数 避難所個別面談調査 避難所業務マニュアル 全神戸テン
ト村会議 避難所臨時電話の設置 東灘区防災連絡会議（平成７年６月７日） 六甲ア
イランド復興フェスティバルへの後援について 東灘区避難勧告等状況 新交通規制の
実施に伴う復興標章の交付申請について

紙文書

20010000201

避難所業務マニュアル

紙文書

20010000300

東灘区 神戸経済復興委員会報告 平成７年度水防計画書（水上消防署） 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 兵庫
県南部地震神戸市の被害状況（平成７年６月） 兵庫県南部地震神戸市の復興状況等
（平成７年６月） 全神戸テント村会議

紙文書

20010000301

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

紙文書

20010000400

東灘区 義援金申請及びり災証明書発行一覧 震災における感謝状（市長名）贈呈につ
いて 水防危険箇所実態調査表 神戸市復興計画（平成７年６月３０日）

紙文書

20010000401

水防危険箇所実態調査表 平成７年６月２２日

紙文書

20010000500

東灘区 深江南町１丁目地区災害対策基本計画（防災マニュアル）平成７年７月 第３
回災害予防計画検討分科会（平成７年８月２８日） 義援金申請及びり災証明書発行一
覧 第３回災害応急対策検討分科会（平成７年８月２２日） 臨時回線撤去工事立会者
依頼について 避難勧告解除 避難所解消について（平成７年７月２４日）

紙文書

20010000501

深江南町１丁目地区災害対策基本計画（防災マニュアル）平成７年７月

紙文書

20010000600

東灘区 平成７年４月～８月震災関連データ 人口・世帯 震災による死亡者 避難所
設置状況 待機所設置状況 り災証明発行件数 義援金交付件数 災害見舞金・災害援
護金交付件数 倒壊危険家屋処理状況 区内応急仮設住宅設置状況 区内避難勧告等状
況 避難所別避難者数

紙文書

20010000601

東灘区 震災関連データ 平成７年８月３１日

紙文書
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20010000700

東灘区 平成７年９月～平成８年４月震災関連データ 人口・世帯 震災による死亡者
避難所設置状況 待機所設置状況 り災証明発行件数 義援金交付件数 災害見舞金・
災害援護金交付件数 倒壊危険家屋処理状況 区内応急仮設住宅設置状況 区内住宅着
工件数 区内公的住宅 区内特定優良賃貸住宅 施設別避難者数

紙文書

20010000701

東灘区 震災関連データ 平成８年４月１７日

紙文書

20010000800

東灘区 平成８年５月～震災関連データ 人口・世帯 震災による死亡者 避難所設置
状況 待機所設置状況 り災証明発行件数 義援金交付件数 災害見舞金・災害援護金
交付件数 倒壊危険家屋処理状況 区内住宅着工件数 区内公的住宅着工件数 区内特
定優良賃貸住宅 建築確認申請申込み件数

紙文書

20010000801

東灘区 震災関連データ 平成９年６月４日

紙文書

20010000900

東灘区 平成７年９月～１２月 義援金申請及びり災証明書発行一覧 市県見舞金窓口
申請状況 臨時電話について

紙文書

20010000901

り災証明書発行件数一覧 平成７年１２月１２日

紙文書

20010001000

東灘区 平成７年１２月～平成８年２月 義援金申請及びり災証明書発行一覧 市県見
舞金窓口申請状況 門前町「秋まっさかり能登の旅」被災児童を招待 「乗鞍登山と合
同サマーキャンプの集い」

紙文書

20010001001

感想文集 「乗鞍は楽しかった」 乗鞍登山と合同サマーキャンプの集い １９９５年
１１月

紙文書

20010001100

東灘区 平成８年３月～７月 義援金申請及びり災証明書発行一覧 ボランティアグ
ループ等活動状況調査 被災高齢者世帯等生活再建支援金制度の概要 市外避難者への
コールバック運動の推進 兵庫県生活復興資金貸付制度 防災まちづくり事業計画の作
成様式 避難所救援活動に対する区長感謝状及び礼状の交付について 被災者の医療・
保健活動及び支援活動に対する厚生大臣感謝状候補者の推薦について

紙文書

20010001101

ボランティアグループ等活動状況調査について（回答） 平成１０年３月６日

紙文書

20010001200

都市経営の軌跡 ―神戸に描いた夢― 編集：「都市経営の軌跡」刊行会 発行所：財
冊子・写真
団法人 神戸都市問題研究所 発行：平成３年１０月３１日

20010001300

大震災を生き抜く 「阪神」が教える危機管理 編著者：時事通信社編集局 発行所：
冊子・写真
株式会社時事通信社 発行：１９９５年４月２０日

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

東灘区 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

20010001400

季刊 ＴＯＭＯＲＲＯＷ 第１０巻 第４号 通巻３８号 特集 震災の記憶 １９９
６年３月 震災体験コミュニティの出現と崩壊 池田啓子 ―都市生活者の震災体験―
「風化」とは忘れさることにあらず 矢守克也 ―災害体験の風化メカニズムと防止策
冊子・写真
― 震災から何を学ぶか 今井鎮雄 ―非日常性の意味するもの― 共生社会の形成
村瀬智 ―震災体験に思う― 地蔵の記憶と震災 森栗茂一 震災体験を記録すること
田辺眞人 ―ポートアイランドでの被災生活から― 震災による被災史料・文化財の保
全と，震災記録・資料の保存 辻川敦 発

20010001500

芦屋女性市長震災日記 著者：下川裕治 発行所：朝日新聞社 １９９５年４月３０日
冊子・写真
発行 ASAHI NEWS SHOP

20010001600

季刊 都市政策 第８２号 特集 阪神大震災と地域の活動 発行 平成８年１月１日
発行所 財団法人 神戸都市問題研究所 発売元 勁草書房 災害とコミュニティ 田
中國夫 震災と区役所活動の実態 大河原徳三 震災時の救援物資の配布 藤井良三
震災時のボランティア活動とその支援のあり方 岡野郁生 震災時の自治会活動 堂内 冊子・写真
孝夫 避難所と学校 永井逕一 震災時における生協の地域活動 河村修三 特別論文
イギリスの都市行政Ⅷ 高寄昇三 行政資料 大都市直下型震災時における被災地域住
民行動実態調査研究報告書 総合研究開発

20010001700

地震列島にしひがし 平成元年４月１５日 発行

20010001800

阪神大震災 トイレパニック 神戸市環境局ボランティアの奮戦記 監修／日本トイレ
協会 神戸国際トイレットピアの会 編集 日経大阪ＰＲ企画出版部 発行所 株式会 冊子・写真
社日経大阪ＰＲ 発売 東方出版株式会社 １９９６年２月１０日発行

20010001900

We Love KOBE 大震災、私からの提言 編集・発行 西日本旅客鉄道株式会社 神戸支
冊子・写真
社 １９９６年１月１７日 発行

20010002000

阪神･淡路大震災 自治労復興支援活動の記録 神戸へ！ 全日本自治団体労働組合
１９９７年１２月発行

冊子・写真

20010002100

明日へのマーチ ―阪神･淡路大震災の記録― 編集：「明日へのマーチ」編集委員
１９９６年１月１７日

冊子・写真

20010002200

１９９５ １．１７． 阪神･淡路大震災ボランティアの記録 発行：１９９５年１２
月３１日

冊子・写真

20010002300

一九九五･一･一七を証言する １９９５．１．１７を証言する ―甲南大学学生・教職
員による震災体験の記録― 第１部 第１編（東灘区・灘区） 第２編（兵庫県他地
冊子・写真
域） 第３編（兵庫県以外・教職員） 平成８年３月 甲南大学阪神大震災調査委員会
編

冊子・写真
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20010002400

一九九五･一･一七を証言する １９９５．１．１７を証言する ―甲南大学受験生によ
る震災体験の記録― 第２部 第１編〔東灘区・西宮市〕 第２編〔兵庫県他地域・大
冊子・写真
阪市〕 第３編〔他府県（海外含む）〕 平成９年３月 甲南大学阪神大震災調査委員
会 発行

20010002500

阪神大震災の記録２ 阪神・淡路大震災と法 甲南大学阪神大震災調査委員会 １９９
冊子・写真
７年３月発行

20010002600

阪神大震災の記録３ 復興の政治経済学 甲南大学阪神大震災調査委員会 １９９７年
冊子・写真
３月発行

20010002700

阪神大震災の記録４ 大震災とアントゥルプレナーシップ 甲南大学阪神大震災調査委
冊子・写真
員会 １９９７年３月発行

20010002800

阪神大震災の記録５ 阪神大震災・心の風景 甲南大学阪神大震災調査委員会 １９９
冊子・写真
７年３月発行

20010002900

阪神大震災の記録６ 再生の社会学 甲南大学阪神大震災調査委員会 １９９７年３月
冊子・写真
発行

20010003000

町報 １９９５ ２月 Ｎｏ．２８７ こうふ 阪神大震災 町長・議会代表ら被災地
冊子・写真
へ まちとむらの交流を続ける 魚崎の皆さんを激励 発行 江府町役場

20010003100

震災・その轍 １９９５年１月１７日午前５時４６分 Ｍ７.２が兵庫県南部を直撃
被災地からの報告 発行者：近畿税理士会 編集者：近畿税理士会 阪神・淡路大震災 冊子・写真
対策特別委員会 発行日：平成９年１月１７日

20010003200

阪神・淡路大震災 被害・復旧記録 平成８年３月 編集・発行：大阪ガス株式会社
総合企画部 震災復興推進室

冊子・写真

20010003300

大阪ガスの地震対策 ～地震対策５ヵ年計画～ 平成８年 大阪ガス株式会社

冊子・写真

20010003400

NEVER GIVE UP PARTⅡ 阪神・淡路大震災 ＬＰガスの活躍 兵庫県商工部計量保安
課 阪神・淡路大震災ＬＰガス復興本部 兵庫県プロパンガス協会 兵庫県プロパンガ 冊子・写真
ス卸協議会

20010003500

阪神･淡路大震災 NEVER GIVE UP 復興への対策と教訓 阪神・淡路大震災ＬＰガス復
冊子・写真
興本部 兵庫県プロパンガス協会

20010003600

東灘区の震災記録集 被害と復旧活動 神戸市東灘区役所 東灘区自治会連絡協議会

冊子・写真
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20010003700

かんでんＮＯＷ 関西電力の現状 どうなる、これからの電気事情 明日を担うエネル
ギー「原子力発電」その安全への取り組み さらなる経営効率化に向けて 「お客さま 冊子・写真
を原点とする経営」をめざして 震災復旧作業 全ルポ 関西電力発行

20010003800

１９９５年１月１７日 ―ボーイスカウトの阪神、淡路大震災― 発行年月：平成８年
（１９９６年）８月 編者：日本ボーイスカウト兵庫連盟 理事・事務局長 小倉侃
冊子・写真
発行者：日本ボーイスカウト兵庫連盟 阪神、淡路大震災救援対策本部 復興対策委員
会

20010003900

阪神・淡路大震災 ―救護活動の記録― 平成８年３月３１日発行 編集・発行 日本
冊子・写真
赤十字社

20010004000

Record of the Hanshin‐Awaji Earthquake Report of the Activities of the
Higashinada Public Health Center February 1996(Original Japanese Version)
English Translation:August 1998 Higashinada Public Health Center,Kobe
City,Japan 「阪神・淡路大震災の記録―東灘保健所の活動記録―」（英語版

20010004100

阪神・淡路大震災の記録 ―東灘保健所の活動報告― 平成８年２月 神戸市東灘保健
冊子・写真
所

20010004200

９５ 東灘しょうぼう Ｍ７．２の報告 その時、東灘消防署では・・・ 神戸市東灘
冊子・写真
消防署 平成７年４月発行

20010004300

仮設住宅総合相談・健康診査報告書 ―避難所健診から仮設住宅健診の２年間― 平成
冊子・写真
９年３月 神戸市東灘保健所

20010004400

神戸市 応急仮設住宅資料 東灘区 灘区 発行 １９９６年１月 発行者 神戸市民
冊子・写真
生局災害復旧担当部 神戸市住宅供給公社

20010004500

THE 30TH ANNIVERSARY 東灘区子ども会連合会３０周年記念誌 編集・発行 東灘区子
冊子・写真
ども会連合会 平成８年９月１５日発行

20010004600

阪神・淡路大震災 東灘区主任児童委員活動記録 ―お母さんがんばって！― 編集・
冊子・写真
発行／東灘区主任児童委員連絡会 平成８年１２月２０日発行

20010004700

阪神･淡路大震災 激震地東灘 民生・児童委員の活動記録 平成８年７月 東灘区民
生委員児童委員協議会 平成８年７月３１日発行 編集･発行／東灘区民生・児童委員
協議会

20010004800

文部省緊急プロジェクト 兵庫県南部地震をふまえた大都市災害に対する総合防災対策
冊子・写真
の研究 報告書 平成７年３月 京都大学防災研究所

冊子・写真

冊子・写真
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20010004900

私たちの街、私たちの力 コープボランティア１００日の記録 １９９５年１月１７日
～４月２７日 生活協同組合コープこうべ １９９５年６月９日発行 発行／経営企画 冊子・写真
編集／コープボランティア本部

20010005000

阪神・淡路地域における産業復興の実態に関するアンケート調査結果（平成８年１２月
冊子・写真
調査） 平成９年３月発行 編集・発行 財団法人 阪神・淡路産業復興推進機構

20010005100

阪神・淡路大震災９年 被災者実態調査 遺族からの手紙 読売新聞大阪本社 ２００
冊子・写真
４年１月

20010005200

六甲山災害史 平成１０年８月２４日発行

20010005300

がんばれ神戸！ 横浜市従阪神大震災支援の記録 １９９５年６月 横浜市従業員労働
冊子・写真
組合

20010005400

阪神大震災 被害実態と日本共産党議員団の活動 政調資料 第７８号 １９９５．１
冊子・写真
０．１４ 発行 日本共産党神戸市会議員団

20010005500

『住宅アンケート』のまとめ 住んでいた街にもどりたい １日も早く、安心して住め
る低家賃の公営住宅を大量に ＝仮設住宅居住者の声＝ 政調資料 第７９号 １９９ 冊子・写真
５．１１．２８ 発行 日本共産党神戸市会議員団

20010005600

銀のスプーン １１集 銀のスプーン ペンクラブ 平成７年１０月５日発行 平成７
冊子・写真
年１１月２日改訂 発行者：三宅啓弘 発行所：銀のスプーン発行所

20010005700

震災１０年 神戸からの発信 記録誌 ２００４年１２月～２００５年１２月 してき
たコト… これからするコト… 発行・編集：「震災１０年神戸からの発信」推進委員 冊子・写真
会 発行：平成１８年１月

20010005800

阪神・淡路大震災復興誌 〔第８巻〕２００２年度版 （財）阪神・淡路大震災記念協
会 発行日：２００４年３月３１日 編集：震災復興誌編集委員会 発行：財団法人阪 冊子・写真
神・淡路大震災記念協会

20010005900

阪神・淡路大震災復興誌 〔第９巻〕２００３年度版 （財）阪神・淡路大震災記念協
会 発行日：２００５年３月３１日 編集：震災復興誌編集委員会 発行：財団法人阪 冊子・写真
神・淡路大震災記念協会

20010006000

震 ― 阪神・淡路大震災記録集 １９９５ 神戸市医師会 発行日：１９９５年９月
冊子・写真
１日 編集発行：社団法人神戸市医師会

20010006100

ＨＥＡＲＴＦＵＬ みんなで築こう災害に強いわたしたちのまち ＨＹＯＧＯ 兵庫
県・こころ豊かな兵庫づくり推進協議会 お問い合わせ先：兵庫県生活文化部消防防災 冊子・写真
課

冊子・写真
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20010006200

阪神・淡路大震災 赤いポスト白書 白川書院新社 １９９６年２月１０日第１刷発行
１９９６年３月１０日第３刷発行 発行者：山岡景一郎 発行所：株式会社白川書院新 冊子・写真
社

20010006300

断たれた水 阪神・淡路大震災・上下水道職場からの記録 「暮らしと水」ＰＡＲＴ３
自治労連・公営企業評議会 １９９５年８月 発行：全日本自治体労働組合（自治労
冊子・写真
連）公営企業評議会 編集：阪神水道労働組合 連絡先：名古屋水道労働組合

20010006400

阪神淡路大震災救援記録 平成７年８月 阪神大震災救援特別委員会

冊子・写真

20010006500

素描 アンソロジー創刊号 １９９５年１１月２０日発行

冊子・写真

20010006600

ニューひょうご １９９６ １ Ｎｏ．３３７ 震災復興特集号 発行：兵庫県広報課
冊子・写真
平成８年１月１日発行

20010006700

市民のグラフ「こうべ」震災１０年特別号 ２００５年１月１７日号 通巻３１５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 編集・発行： 冊子・写真
神戸市広報課

20010006800

震災復興と生活再建 （財）神戸都市問題研究所 生活再建研究会 平成８年１２月

20010006900

全国の保健婦に支えられて ―阪神・淡路大震災の活動記録― １９９５年１１月発行
冊子・写真
編集：阪神・淡路大震災保健婦活動編集委員会 発行：全国保健婦長会兵庫県支部

20010007000

ザ・ボランティア 神戸からの経過報告 東灘・地域助け合いネットワーク１年の記録
１９９６年３月第１刷発行 企画：市民活動地域支援システム研究会・神戸地域委員会 冊子・写真
記録・発行：東灘・地域助け合いネットワーク

20010007100

災害列島２００４ ２００３年の災害を振り返る 特集 巨大地震が列島を襲う 発行
日：平成１６年３月 発行所：国土交通省河川局 企画・編集：財団法人河川情報セン 冊子・写真
ター

20010007200

防災基本計画 平成７年７月 中央防災会議 国土庁防災局 編 平成７年８月４日発
冊子・写真
行 編集：国土庁防災局 発行：大蔵省印刷局

20010007300

明日を見つめて ―社会教育と阪神・淡路大震災― 兵庫県教育委員会 発行日：平成
冊子・写真
８年３月３１日 編集・発行：兵庫県教育委員会

20010007400

公社埠頭復旧復興記録 ―阪神・淡路大震災から明日に向かって― 財団法人神戸港埠
冊子・写真
頭公社 発行年月：平成９年５月 編集・発行：（財）神戸港埠頭公社

冊子・写真
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20010007500

大規模災害時における避難所のあり方に関する研究報告書 ～阪神・淡路大震災から学
び今後に備えるために～ 尼崎市・財団法人あまがさき未来協会 発行日：１９９６年 冊子・写真
３月２８日 編集・発行：尼崎市企画局企画調整室・財団法人あまがさき未来協会

20010007600

地震災害の教訓 １９９６年８月 財団法人都市防災美化協会 地域安全学会震災調査
冊子・写真
研究会

20010007700

第十師団災害派遣行動史 阪神・淡路大震災 災害派遣行動史（平成７年１月１７日～
冊子・写真
４月２７日） 平成７年６月 第１０師団

20010007800

阪神・淡路大震災と一年のあゆみ １９９６年３月 神戸市中央区医師会 平成８年５
冊子・写真
月 編集：震災復興委員会 発行：神戸市中央区医師会

20010007900

震災と医療 阪神・淡路大震災の記録 兵庫県医師会 発行日：平成８年３月２８日
発行：社団法人兵庫県医師会

冊子・写真

20010008000

阪神・淡路大震災調査報告集 １９９５年１２月 千葉工業大学

冊子・写真

20010008100

神戸商船大学震災研究会研究報告 第１号 平成８年１月 神戸商船大学震災研究会

冊子・写真

20010008200

震度７の報告 その時、神戸商船大学では・・・ 発行日：１９９６年４月 発行所：
冊子・写真
神戸商船大学事務局

20010008300

兵庫県立４大学 阪神・淡路大震災復興特別研究成果報告書 平成７年度及び８年度
平成９年３月３１日 神戸商科大学 姫路工業大学 兵庫県立看護大学 姫路短期大学
冊子・写真
平成９年３月３１日 兵庫県立４大学阪神・淡路大震災復興特別研究 平成８年度幹事
校姫路工業大学研究グループ

20010008400

街の復興カルテ ２００１年度版 平成１４年３月発行 発行：（財）阪神・淡路大震
冊子・写真
災記念協会

20010008500

街の復興カルテ ２００４年度版 平成１７年３月発行 発行：（財）阪神・淡路大震
冊子・写真
災記念協会

20010008600

街の復興カルテ ２００５年度版 総括編 平成１８年３月発行 発行：（財）阪神・
冊子・写真
淡路大震災記念協会

20010008700

阪神・淡路大震災と応急仮設住宅 ―調査報告と提言― １９９７年３月 神戸弁護士
冊子・写真
会

20010008800

阪神・淡路大震災 地域型仮設住宅生活支援員の記録 おとしよりと障害のある方の助
冊子・写真
け合い １９９７年３月発行 編集・発行：財団法人 こうべ市民福祉振興協会
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20010008900

学園が震えた日 甲南大学・甲南高等学校・甲南中学校 発行・編集：学校法人甲南学
冊子・写真
園 発行年月日：平成９年３月１日

20010009000

神戸大学 阪神・淡路大震災１０周年事業報告書 慰霊事業および震災研究集成・展示
事業報告書 慰霊祭／メモリアル音楽演奏 交流講演会「震災を語り継ぐ」 震災文庫
講演会と展示 資料でたどる阪神・淡路大震災の記録と記憶 震災研究のパネル展示
冊子・写真
国連防災世界会議総合防災展ブース展示 神戸大学阪神・淡路大震災１０周年事業委員
会 ２００５年３月

20010009100

緑空間のマネジメント 緑空間のマネジメントと組織、人材、そしてプログラム 中瀬
勲委員研究会 調査研究報告書 平成１６年３月発行 編集・発行：財団法人阪神・淡 冊子・写真
路大震災記念協会

20010009200

国際セミナー 近代文明の新次元 情報革命の進展による「交流と多様性」を求めて
発行：平成１１年１月 編集・発行：財団法人阪神・淡路大震災記念協会

20010009300

阪神・淡路大震災１０周年記念事業「総合フォーラム」２１世紀文明展望シンポジウム
新しい２１世紀文明の創造に向けて 報告書 発行：平成１７年３月 編集・発行：
冊子・写真
（財）阪神・淡路大震災記念協会、兵庫県

20010009400

地方防災サミット 防災関係資料集 １９９６.１.１９

20010009500

阪神・淡路大震災４周年記念事業総合フォーラム ２１世紀文明への展望シンポジウム
冊子・写真
報告書 発行：平成１１年３月 編集・発行：財団法人阪神・淡路大震災記念協会

20010009600

NIRO News Letter vol.15 特別号 阪神・淡路大震災から１０年 （財）新産業創造
研究機構の取組み成果 創造的産業復興への挑戦 平成１７年７月 発行：（財）新産 冊子・写真
業創造研究機構

20010009700

「震災１０年」感謝と教訓を手に・・・ 市民のかけ橋 神戸から全国へ 学んだこ
と。伝えたいこと。 平成１７年８月２７日発行 編集・発行：「震災１０年神戸から 冊子・写真
の発信」推進委員会

20010009800

震災１０年神戸からの発信 期間：平成１６年１２月～平成１７年１２月

20020009800

東灘区 り災証明書郵送 返却封筒一覧表

紙文書

20020009801

り災証明書郵送（返却分）一覧表

紙文書

20020009900

東灘区 り災証明書郵送請求受付簿コピー ２月３日～２月末

紙文書

20020009901

り災証明郵送請求受付簿（コピー）

紙文書

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

紙文書
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20020010000

東灘区 り災証明書郵送返戻分（封書１０９件）

紙文書

20020010001

り災証明郵送返戻

紙文書

20020010100

東灘区 り災証明書（平成７年８月１０日～平成８月４月１０日発行分）

紙文書

20020010101

り災証明書発行控え

紙文書

20020010200

東灘区 り災状況不明分

紙文書

20020010201

り災状況不明分

紙文書

20020010300

東灘区 西部 り災地図訂正原稿（相談者住所・氏名・判定結果一覧） 相談コーナー
処理分

紙文書

20020010301

り災地図訂正原稿

紙文書

20020010400

東灘区 り災状況不明理由・申請者一覧 第１回目台帳 第２回目台帳

紙文書

20020010401

り災証明不明者一覧

紙文書

20020010500

東灘区 り災証明書申請書 再調査申出書

紙文書

20020010501

り災証明再調査申立書

紙文書

20020010600

り災者のみなさまへ（お知らせ） 「り災証明書」の再発行はいたしかねます 神戸市
災害見舞金・兵庫県災害援護金の口座振込の申請（交付申請書・記入例・封筒）

紙文書

20020010601

り災証明書の再発行はできない旨のお知らせ 平成７年２月

紙文書

20020010700

西国楽土 春号 Saigoku Rakudo Spring 1995 Number2 発行元：本州四国連絡道路関
冊子・写真
連調整会議

20020010800

郵送によるり災証明書交付申請等

紙文書

20020010801

郵送によるり災証明発行申出

紙文書

20020010900

整理券発行担当者の引き継ぎメモ

紙文書

紙文書
冊子・写真
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20020010901

（り災証明）整理券発行係の事務引継

紙文書

20020011000

平成６年度 損壊家屋調査件数表 鴨子ヶ原 １～３ 住吉台

紙文書

20020011001

損壊家屋調査件数表 平成７年２月１日

紙文書

20020011100

平成６年度 損壊家屋調査件数表 本山北町 １～６ 本山中町 １～４ 本山南町
１～９

紙文書

20020011101

損壊家屋調査件数表 平成７年１月３１日

紙文書

20020011200

平成６年度 損壊家屋調査件数表 森北町 １～７ 森南町 １～３

紙文書

20020011201

損壊家屋調査件数表 平成７年１月３０日他

紙文書

20020011300

平成６年度 損壊家屋調査件数表 岡本１～９

紙文書

20020011301

損壊家屋調査件数表 平成７年１月３１日他

紙文書

20020011400

平成６年度 損壊家屋調査件数表 西岡本１～７

紙文書

20020011401

損壊家屋調査件数表 平成７年２月２日他

紙文書

20020011500

平成６年度 損壊家屋調査件数表 田中・甲南１～５

紙文書

20020011501

損壊家屋調査件数表 平成７年１月３０日

紙文書

20020011600

平成６年度 損壊家屋調査件数表 深江浜・本山字・甲南台

紙文書

20020011601

損壊家屋調査件数表 平成７年２月１日

紙文書

20020011700

平成６年度 損壊家屋調査件数表 渦森台１丁目～４丁目

紙文書

20020011701

損壊家屋調査件数表 平成７年１月３０日

紙文書

20020011800

平成６年度 損壊家屋調査件数表 六甲アイランド

紙文書

紙文書
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種別

20020011801

損壊家屋調査件数表 平成７年１月３０日他

紙文書

20020011900

平成７年度他 義援金交付申請受付事務 復興住宅入居者募集ならびに震災復興に係る
各種会議資料

紙文書

20020011901

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

紙文書

20020011902

第１回すまいの再生推進委員会の設置ならびに会議資料 平成８年６月２４日

紙文書

20020011903

神戸のすまい復興プラン 記者発表資料 平成８年６月２０日

紙文書

20020011904

被災者住宅対策等について 国土庁回答文 平成８年６月２０日

紙文書

20020011905

阪神・淡路大震災被災者住宅対策等について（厚生省社会援護局回答文） 平成８年６
月２０日

紙文書

20020011906

阪神・淡路地域の被災者住宅対策の拡充について 平成８年６月２０日 建設省住宅局
発信

紙文書

20020011907

復興だより（ＶＯＬ．２）（復興関連トピックス、生活の再建、交通インフラの整備、
産業復興の現状等）平成８年４月２５日総理府阪神・淡路復興対策本部事務局

紙文書

20020011908

阪神・淡路大震災犠牲者神戸市合同追悼式の開催及び震災１年関連事業について（記者
発表資料） 平成７年１１月１３日

紙文書

20020011909

住宅助成義援金交付申請の受付開始に伴う各課対応について（依頼） 平成７年８月１
４日

紙文書

20020011910

住宅助成義援金 予想質問（案） 平成７年８月

紙文書

20020011911

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

紙文書

20020011912

災害援護資金貸付制度の再開に伴う各課対応ついて（依頼） 平成７年９月２０日

紙文書

20020011913

「夏こうべで」事業開催について ～そろそろあなたに愛たいＫＯＢＥです～ 記者発
表資料 平成７年７月７日

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

東灘区 整理済文書目録
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ファイル名／文書名

文書
種別

20020011914

災害障害見舞金の給付相談の開始について（記者資料提供） 平成７年６月１９日

紙文書

20020011915

北区の老人クラブが仮設住宅の高齢者を支援（記者クラブ資料）平成７年６月１９日

紙文書

20020011916

仮設住宅の空き住宅の再斡旋について 記者発表資料 平成７年８月３１日

紙文書

20020011917

仮設診療所の整備状況（医科、歯科） 局長会議資料 平成７年８月２４日

紙文書

20020011918

住宅助成義援金受付事務時における予想質問と回答（案）平成７年８月１７日 災害対
策本部民生部作成

紙文書

20020011919

防災体制の変更（防災指令の一部解除）について（通知）平成７年７月２４日 市災害
対策本部長から本部員あて

紙文書

20020011920

神戸市における阪神・淡路大震災 被災・復旧の概要（神戸市行財政調査委員会資料）
平成７年７月４日

紙文書

20020011921

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）平成７年６月５日

紙文書

20020011922

西市民病院復興検討委員会の設置について（記者資料提供）平成７年６月２０日

紙文書

20020011923

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

紙文書

20020011924

避難所の解消に向けて（局長会議資料）平成７年６月２６日

紙文書

20020012000

平成６年度他 り災証明書発行件数、義援金申請件数、市・県見舞金申請件数表（平成
７年３月１５日～平成７年１２月２７日）

紙文書

20020012001

り災証明書発行件数一覧 平成７年１２月２７日現在

紙文書

20020012002

義援金申請件数及び申請金額一覧 平成７年１２月２７日現在

紙文書

20020012003

市県見舞金窓口申請状況 平成７年１２月２７日現在

紙文書

20020012100

平成７年度他 復興だより（ＶＯＬ．４～１９）及びり災証明書発行件数、義援金申請
件数、市・県見舞金申請件数表（平成８年１月４日～平成８年６月２８日現在）

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

東灘区 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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文書番号

ファイル名／文書名

文書
種別

20020012101

復興だよりＶＯＬ．４（復興関連トピックス、生活の再建、交通インフラの整備、産業
復興の現状）平成８年７月２９日総理府阪神・淡路復興対策本部事務局作成

紙文書

20020012102

り災証明書発行件数一覧 平成８年６月２８日日現在

紙文書

20020012103

義援金申請件数及び申請金額一覧 平成８年６月２８日現在

紙文書

20020012104

市県見舞金窓口申請状況 平成８年６月２８日現在

紙文書

20020012200

平成７年度 東灘区家屋損害割合判定表（平成７年４月２９日～平成７年６月１４日）

紙文書

20020012201

東灘区家屋損害割合判定表（非木造）（御影本町）平成７年４月２９日調査

紙文書

20020012202

東灘区家屋損害割合判定再調査申出書（御影本町）平成７年４月２９日再調査

紙文書

20020012300

平成７年度 東灘区震災関連データ（避難所設置状況、仮設住宅設置状況、義援金交付
件数等）（平成７年４月２６日～平成７年１２月２８日）

紙文書

20020012301

20020012400

20020012401

東灘区震災関連データ（区内避難所、仮設住宅設置状況、区内義援金交付件数等）平成
７年４月２６日現在
平成６年度 「り災証明書」発行事務ならびに「義援金」配分の事務要領

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

紙文書

紙文書

紙文書

20020012402

兵庫県南部地震の被災者に関する戸籍手数料の取扱いについて（通知） 平成７年２月
８日

紙文書

20020012403

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

紙文書

20020012404

東灘区６月以降の災害要員及び業務について 平成７年５月２８日

紙文書

20020012405

重傷者見舞金交付に関する連絡事項（取扱事務Ｑ＆Ａ）等について 平成７年５月２４
日

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

東灘区 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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文書番号

ファイル名／文書名

文書
種別

20020012406

義援金二次配分の添付資料のための住民票交付申請への対応について（協力依頼） 平
成７年５月２３日

紙文書

20020012407

重傷者見舞金Ｑ＆Ａ 平成７年５月

紙文書

20020012408

兵庫県南部地震にかかる「り災証明書」の発行について（処理手順、事務の流れ、郵送
請求について等） 平成７年２月２日民生局 記者発表資料

紙文書

20020012409

義援金の一次配分等事務取扱要領 平成７年２月

紙文書

20020012410

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

紙文書

20020012500

平成６年度他 旅費条例の改正ならびに職員勤務条件の取扱い変更について

紙文書

20020012501

旅費条例の改正について（通知）平成７年３月３０日 総務局職員部人事課長から所属
長あて

紙文書

20020012502

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 総務局職員部給与
課から各所属長

紙文書

20020012503

兵庫県南部地震に係る仮設住宅の住所の表示について 平成７年２月２１日

紙文書

20020012504

被災組合員に対する神戸市職労弔慰金・見舞金支給要綱

紙文書

20020012505

時間外勤務手当の取扱いについて（通知）平成７年２月２８日 総務局職員部給与課長
から各所属長あて

紙文書

20020012506

「り災証明書」発行に係る家屋損害状況の調査方法 平成７年２月２日

紙文書

20020012507

震災に係る事務連絡先及び制度問い合せ先一覧

紙文書

20020012508

東灘区市民課 事務概要 平成７年４月

紙文書

20020012600

20020012700

平成６年度 震災関連新聞記事コピー（平成７年３月６日～平成７年３月１６日分）

平成６年度他 東灘区家屋損害割合判定再調査（氏名頭文字あ～と分）

紙文書

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

東灘区 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

20020012701

東灘区家屋損害割合判定再調査一覧表（あ行）（氏名、り災場所、申請者判定送付等）
平成７年２月２０日他

紙文書

20020012800

20020012801

20020012900

平成６年度他 東灘区家屋損害割合判定再調査（氏名頭文字な～わ分）

東灘区家屋損害割合判定再調査一覧表（な行）（氏名、り災場所、申請者判定送付等）
平成７年２月２０日他
平成６年度 東灘区り災証明書郵送請求受付簿（コピー）平成７年２月３日～平成７年
２月２８日

紙文書

紙文書

紙文書

20020012901

東灘区り災証明書郵送請求受付簿 平成７年２月３日から平成７年２月６日（受付番号
１～８０）

紙文書

20020013000

平成７年度他 東灘区り災証明書郵送申請受付帳 平成７年４月１日～平成１３年２月
５日

紙文書

20020013001

東灘区り災証明書郵送申請受付簿 平成７年４月１日から平成１３年２月５日（受付番
号１２０７０～１３４２８）

紙文書

20020013100

平成６年度 損壊家屋調査件数表 住吉山手

紙文書

20020013101

倒壊家屋調査件数表 平成７年１月３１日

紙文書

20020013200

平成６年度 損壊家屋調査件数表 北青木１～４ 本庄町１～３

紙文書

20020013201

倒壊家屋調査件数表 平成７年１月３１日

紙文書

20020013300

平成６年度 損壊家屋調査件数表 青木１～６

紙文書

20020013301

倒壊家屋調査件数表 平成７年１月３１日

紙文書

20020013400

平成６年度 損壊家屋調査件数表 魚崎南町１～８ 魚崎浜町

紙文書

20020013401

倒壊家屋調査件数表 平成７年２月

紙文書

20020013500

平成６年度 損壊家屋調査件数表 魚崎北町１～８

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

東灘区 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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20020013501

倒壊家屋調査件数表 平成７年１月３０日他

紙文書

20020013600

平成６年度 損壊家屋調査件数表 魚崎西 中町１～４

紙文書

20020013601

倒壊家屋調査件数表 平成７年２月

紙文書

20020013700

平成６年度 損壊家屋調査件数表 深江南１～４ 深江北町１～５ 深江本町１～４

紙文書

20020013701

倒壊家屋調査件数票 平成７年２月１日

紙文書

20020013800

住宅地図’９４ 東灘区（東部） 罹災地図 固定資産税課 １９９４年２月発行

冊子・写真

20020013900

住宅地図 東灘区（東部） １９９１年６月発行

冊子・写真

20020014000

住宅地図 東灘区（東部） 罹災地図 訂正原稿分（原本）固定資産税課 コピー

冊子・写真

20020014100

住宅地図 東灘区（東部） 罹災地図 調 ２月２５日～ 固定資産税課

冊子・写真

20020014200

住宅地図 東灘区（西部） １９９１年６月発行

冊子・写真

20020014300

住宅地図’９４ 東灘区（西部） 罹災地図 原図 固定資産税課 １９９４年２月発
冊子・写真
行

20020014400

住宅地図 東灘区（西部） コピー

冊子・写真

20020014500

住宅地図 東灘区（西部） 罹災地図 原図 コピー 調 ２月２５日～

冊子・写真

20020014600

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（魚崎各町、向洋町）

紙文書

20020014601

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（魚崎北町 平成７年２月１５日受付分）

紙文書

20020014700

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（住吉各町）

紙文書

20020014701

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（住吉本町 平成７年２月１３日受付分）

紙文書

20020014800

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（住吉山手、住吉台、渦森台、
鴨子ヶ原）

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

東灘区 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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20020014801

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（住吉山手 平成７年２月１３日受付分）

紙文書

20020014900

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（深江各町、本庄町、青木町、
北青木）

紙文書

20020014901

東灘区 家屋損害状況調査の再調査申出（深江北町 平成７年２月１３日受付分）

紙文書

20020015000

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（御影本町、御影中町、御影石
町、御影塚町）

紙文書

20020015001

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（御影本町 平成７年２月１３日受付分）

紙文書

20020015100

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況の再調査申出（御影山手町、御影町、御影浜町）

紙文書

20020015101

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（御影山手町 平成７年２月１４日受付分）

紙文書

20020015200

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（本山北町、本山中町、本山南
町、森北町、森南町）

紙文書

20020015201

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（本山北町 平成７年２月１７日受付分）

紙文書

20020015300

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（田中町、甲南町、甲南台、岡
本、西岡本）

紙文書

20020015301

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出（田中町 平成７年２月１３日受付分）

紙文書

20020015400

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出 付随資料 平成７年３月１８
日

紙文書

20020015401

東灘区 り災証明再審査依頼用写真 平成７年３月１８日（東灘区内マンション）

紙文書

20020015402

東灘区 家屋損害状況判定の再調査申出付随資料（マンション構造体損傷度調査結果報
告書） 平成７年３月１日

紙文書

20020015500

平成６年度 東灘区 り災証明発行に係る家屋損害判定の一件書類

紙文書

20020015501

東灘区 職員緊急連絡表及び防災指令対応要員表

紙文書

20020015502

東灘区 家屋損害状況の再調査申出書（様式）

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ
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文書番号

ファイル名／文書名

文書
種別

20020015503

り災証明書（様式）

紙文書

20020015504

家屋の被害に応じる損害割合判定の取扱要綱 平成７年２月２４日

紙文書

20020015505

家屋損害状況の割合判定表（様式） （木造・プレハブ）

紙文書

20020015506

家屋損害状況の割合判定表（様式） （非木造）

紙文書

20020015600

平成６年度 東灘区 り災証明書申請の町名別受付簿

紙文書

20020015601

東灘区 り災証明書申請の町名別受付簿（魚崎北町１丁目 平成７年１月２０日～平成
７年２月４日受付）

紙文書

20020015700

平成６年度 マンション判定表（再調査班） 東灘区

紙文書

20020015701

損害状況の調査方法 平成７年２月２日

紙文書

20020015702

震災による構造体の損傷度判定 判定事例集

紙文書

20020015800

平成６年度他 ３‐１再調査整理簿（再調査班） 東灘区

紙文書

20020015801

再調査整理簿 平成７年５月２７日

紙文書

20020015900

平成６年度他 ３‐２再調査整理簿（再調査班） 東灘区

紙文書

20020015901

再調査整理簿 平成７年５月２９日

紙文書

20020016000

平成６年度他 ３‐３再調査整理簿（再調査班） 東灘区

紙文書

20020016001

再調査整理簿 平成７年５月２７日

紙文書

20020016100

震災建物等の被災判定基準および復旧技術指針 建設省住宅局建築指導課監修

20020016200

平成６年度他 再調査整理簿 マンション 東灘区

紙文書

20020016201

再調査整理簿 平成７年３月１８日

紙文書

冊子・写真

紙文書
冊子・写真
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ファイル名／文書名

文書
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20020016300

平成６年度他 り災証明書 郵送受付分（アイウエオ順） ３月１日～４月１日 東灘
区

紙文書

20020016301

り災証明受付け名簿一覧 平成７年３月１日～平成７年３月３日

紙文書

20020016400

平成７年度 り災証明書 郵送受付分（アイウエオ順） ４月３日～ 東灘区

紙文書

20020016401

り災証明受付け名簿一覧 平成７年４月４日

紙文書

20020016500

平成６年度 り災証明不明者一覧 東灘区

紙文書

20020016501

り災証明不明者一覧 平成７年３月１９日

紙文書

20020016600

平成６年度 り災証明の受付帳（郵便申請） ２月分 東灘区

紙文書

20020016601

り災証明受付簿 平成７年２月３日

紙文書

20020016700

平成６年度 り災証明の受付帳（郵送申請） ３月分 東灘区

紙文書

20020016701

り災証明受付簿 平成７年３月２日

紙文書

20020016800

平成６年度 り災証明の受付帳（郵便申請） ２月分 東灘区

紙文書

20020016801

り災証明受付簿 平成７年２月

紙文書

20020016900

平成６年度他 り災証明書交付簿 東灘区

紙文書

20020016901

り災証明書交付簿

紙文書

20020017000

平成６年度 り災証明書交付簿 東灘区

紙文書

20020017001

り災証明書交付簿 平成７年３月

紙文書

20020017100

平成７年度 東灘区 家屋損害状況の再調査に係る問い合わせメモ

紙文書

20020017101

東灘区 家屋損害状況の再調査に係る引き継ぎ記録 平成７年３月２２日受付 平成７
年３月２３日再調査班引き継ぎ

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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文書番号

ファイル名／文書名

文書
種別

20020017102

東灘区 家屋損害状況の再調査分に係る結果問い合わせメモ（御影本町 平成７年４月
１２日電話対応）

紙文書

20020017200

平成６年度他 東灘区 家屋損害状況の再調査申出書及び問い合わせメモ

紙文書

20020017201

東灘区 家屋損害状況の再調査分結果問い合わせメモ（御影中町） 平成７年４月２１
日（応対面談）

紙文書

20020017202

東灘区 家屋損害状況の再調査申出書（御影中町 平成７年３月１３日再調査） 一部
損壊に

紙文書

20020017203

東灘区 家屋損害状況の再調査問い合わせメモ（深江南町） 平成７年４月１４日（電
話）

紙文書

20020017300

科学朝日 緊急増刊号（１９９５年３月） 朝日新聞社発行 ・地震科学最前線 ＰＡ
ＲＴ１：「検証」兵庫県南部地震 ＰＡＲＴ２：活断層列島 ＰＡＲＴ３：最新「地震 冊子・写真
の基礎知識」

20020017400

１.１７日 「まち」も区役所も壊めつ！ 神戸市職員労働組合東灘支部発行 発行日
平成７年８月

冊子・写真

20020017500

神戸市 応急仮設住宅資料（第１版） 東灘区、灘区 神戸市民生局災害復旧担当部
神戸市住宅供給公社発行 発行日：１９９６年１月

冊子・写真

20020017600

ワールドムック５１ ぐらっ！ときたら 災害から自分を守る本 ｍｏｎｏセイフ
ティ・マニュアル マグニチュード手帳 緊急時の”生き残り生活術” 株式会社ワー 冊子・写真
ルドフォトプレス発行 平成７年３月２０日発行

20020017700

地震に自信を いざというときどうするか 監修：自治省消防庁震災対策指導室 制
作：財団法人消防科学総合センター（英文、韓国語文併記） 平成５年７月

冊子・写真

20020017800

生まれ育ち、住み慣れた街に戻り暮らすために 住宅を早期に再建する５項目の提言
兵庫県震災復興研究センター 阪神淡路大震災救援復興兵庫県民会議 発行

冊子・写真

20020017900

ここが知りたい 借家・借地震災緊急対策 平成７年２月

冊子・写真

20020018000

東灘区 り災証明に係る再調査事務及び義援金配分の事務取扱いについて

紙文書

20020018001

り災証明書発行に係る家屋損害状況の調査方法 平成７年２月２日

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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文書番号

ファイル名／文書名

文書
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20020018002

義援金配分並びにり災証明書発行の広報（こうべ地震災害対策広報 第６号） 災害対
策本部発行 平成７年２月３日（チラシ）

紙文書

20020018003

り災証明書発行事務にかかるＱ＆Ａ 平成７年２月

紙文書

20020018004

家屋損害割合判定再調査のてびき 災害対策本部作成 平成７年２月（冊子）

紙文書

20020018005

東灘区 り災証明にかかる再調査の申出に対する処理体制について（再調査班の設置）
平成７年２月１１日

紙文書

20020018006

義援金交付対象の拡大について並びに一次配分等事務取扱要領 民生局地域福祉課長か
ら義援金取扱担当課長あて 平成７年２月１１日

紙文書

20020018007

東灘区 り災証明書発行会場の段取り 平成７年３月７日

紙文書

20020018008

り災証明書発行初日の新聞記事 平成７年２月６日

紙文書

20020018100

平成６年度 り災証明 地図訂正原稿用紙 東灘区

紙文書

20020018101

り災証明用地図訂正原稿（相談コーナー決定分） 平成７年２月２８日

紙文書

20020018200

平成６年度 市営住宅の損害判定の取扱い

紙文書

20020018201

再調査の申出について（その４） 市営住宅の損害判定の取扱いについて 平成７年２
月１１日

紙文書

20020018300

平成６年度 り災証明申請者一覧 東灘区

紙文書

20020018301

り災証明申請者一覧 平成７年３月２日

紙文書

20020018400

平成６年度 市営住宅の判定・調査

紙文書

20020018401

り災証明の発行について（その９） 市営住宅の判定・調査について 平成７年３月１
０日

紙文書

20020018500

平成６年度 震災に係る区役所業務に関する文書、資料等

紙文書

20020018501

死亡届の記載について 平成７年１月２５日

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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ファイル名／文書名

文書
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20020018502

平成７年兵庫県南部地震被災者に対する敬老優待乗車証・福祉乗車証再交付事務につい
て 平成７年１月２６日

紙文書

20020018503

兵庫県南部地震による死亡届の扱いに関する大阪法務局の回答内容 平成７年１月１９
日

紙文書

20020018504

法務省入国管理局から兵庫県あての「兵庫県南部地震の被災者である外国人の身分事項
確定の取扱いについて」 平成７年１月２７日

紙文書

20020018505

平成７年兵庫県南部地震に係るり災証明書等取扱要綱の制定について 平成７年２月１
日

紙文書

20020018600

平成６年度他 震災に係る区役所業務に関する文書、資料等

紙文書

20020018601

り災証明書の再発行について 平成７年２月１４日

紙文書

20020018700

平成６年度他 震災に係る区役所業務に関する文書、資料等

紙文書

20020018701

り災証明書のスペイン語・タイ語版 平成７年２月２３日

紙文書

20020018800

20020018801

20020018900

20020018901

20020019000

平成７年度 り災証明申請件数 東灘区

り災証明書申請件数一覧 平成７年４月４日 東灘区
平成７年度 地図訂正原稿 東灘区

地図訂正原稿（相談コーナー決定分） 平成７年１１月２１日
平成６年度 り災証明受付及び相談コーナー説明資料

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

20020019001

り災証明書受付・交付の要領 東灘区

紙文書

20020019100

平成６年度他 り災証明地図訂正原稿 東灘区

紙文書

20020019101

り災証明用地図訂正原稿（相談コーナー処理分） 平成７年４月１９日

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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ファイル名／文書名

文書
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20090011000

東灘区の震災記録集 被害と復旧活動 編集・発行：神戸市東灘区役所 東灘区自治会
冊子・写真
連絡協議会

20090011100

東灘区 ふれあいセンター管理運営関係 応急仮設住宅事件事故等取扱い ふれあいセ
ンター管理運営費・実績報告・補助金交付申請 仮設住宅スポーツ遊具等設置事業 地
域福祉活動促進助成 東灘区内仮設住宅行政連絡会議 生活支援ガイドブック（平成８
年６月 東灘区役所） 仮設住宅入居者への医療保健対象（平成８年３月 東灘区役
所）

紙文書

20090011101

ふれあいセンター管理運営費の適正な執行管理について 平成８年１０月１日

紙文書

20090011200

平成１１年度 東灘区 仮設住宅夜間パトロールについて 仮設入居者情報・住宅確保
１９９９年５月 生活再建担当事務の概要

紙文書

20090011201

東灘区仮設住宅夜間パトロールについて 平成１１年７月２９日

紙文書

20090011300

東灘区 地域型仮設の解消見込みについて（平成１１年度） 応急仮設住宅貸借契約更
新 災害復興（賃貸）住宅特別あっせん登録募集 仮設住宅解消見込み 魚崎北町４丁
目プロジェクト 六甲アイランド仮設間移転 被災者自立支援金 被災地仕事開発事業
による空き仮設点検業務 他

紙文書

20090011301

東灘区 地域型仮設の解消見込みについて（平成１１年度） 平成１０年１０月現在

紙文書

