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30010000100

平成７年発生 公共土木施設 災害復旧事業 査定関係書類 （気象調書・災害報告
等）

紙文書

30010000101

被害報告表 主要地方道神戸・明石線（須磨区月見山）他 平成７年１月１９日現在

紙文書

30010000102

災害報告書（公共土木施設災害復旧事業）の提出について（伺） 平成７年５月１５日

紙文書

30010000200

平成７年発生 公共土木施設 災害復旧事業 事務関係書類 （国庫負担率・箇所別
データ等）

紙文書

30010000201

平成７年発生 災害復旧事業費国庫負担率の試算にかかる回答について（伺） 平成７
年９月１８日

紙文書

30010000300

平成７年発生 公共土木施設 災害復旧事業 事務関係書類 （国庫負担金・負担率
等）

紙文書

30010000301

平成７年災害 平成６年度公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金交付申請について
（伺） 平成７年３月１５日

紙文書

30010000400

平成７年発生 公共土木施設 災害復旧事業 事務関係書類 （照会回答・執行関係・
箇所別データ等）

紙文書

30010000401

公共土木施設災害復旧事業の発注状況 平成７年１１月１日現在

紙文書

30010000500

平成７年発生 公共土木施設災害復旧事業 査定設計委託費補助 関係書類 神戸

紙文書

30010000501

平成７年発生公共土木施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金の概算請求について
（伺） 平成８年３月１１日

紙文書

30010000600

第３回事前協議 下相談資料 平成７年４月２８日（京橋護岸復旧工事関係、明石神戸
宝塚線関係）

紙文書

30010000601

京橋護岸復旧工事概略検討書 平成７年３月

紙文書

30010000602

明石神戸宝塚線カーブ 震災変状調査中間報告

紙文書

30010000700

事前協議必要箇所一覧表、事前協議結果表（市道深江浜１号線他）

紙文書

30010000701

事前協議必要箇所一覧表 市道深江浜１号線他

紙文書
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30010000702

事前協議結果表 平成７年２月１６日 市道深江浜１号線他

紙文書

30010000800

起債〔災害関連事業（改良復旧）等〕・災害復旧〔主要幹線道路、公園復旧 等〕資料

紙文書

30010000801

特色ある災害復旧事業の取り組みについて 平成７年１２月２８日

紙文書

30010000802

災害復旧事業の進捗状況と今後のスケジュール（報告） 土木局 平成７年１２月１８
日

紙文書

30010000900

平成７年 災害査定 事前協議書 協議済み 原稿（事前協議必要箇所一覧表、平成７
年発生災害事前協議調書等）

紙文書

30010000901

事前協議必要箇所一覧表（第２回）

紙文書

30010000902

平成７年発生災害 事前協議調書 １級市道京橋線

紙文書

30010001000

平成７年発生災害復旧事業事前協議書（平成７年６月２２日他）

紙文書

30010001001

建設省河川局防災・海岸課長様 平成７年発生災害復旧事業事前協議書 平成７年８月
２３日 神戸市土木局長

紙文書

30010001002

建設省河川局防災・海岸課長様 平成７年発生災害復旧事業事前協議書 平成７年６月
２２日 神戸市土木局長

紙文書

30010001100

平成７年発生災害 査定設計委託費補助関係綴（平成７年度）

紙文書

30010001101

建設省河川局防災・海岸課災害第１係長様 平成７年８月４日 神戸市土木局防災部河
川砂防課長 兵庫県南部地震に係る査定設計委託所要見込み調べについて（回答）

紙文書

30010001200

平成６年度 救援物資配送ルート

紙文書

30010001201

摩耶埠頭倉庫ルート救援物資配送

紙文書

30010001300

災害査定問題点 災害復旧に当たっての懸案箇所（土木事務所別）

紙文書

30010001301

原単位で査定を受検した箇所で復旧工事に伴う問題点について

紙文書

30010001302

深江大橋等についての被災状況・対応方針・問題点等

紙文書

紙文書
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30010001303

平成７年２月４日 兵庫県南部地震 災害復旧 懸案箇所（垂水土木事務所）

紙文書

30010001400

神戸大学工学部 兵庫県南部地震緊急被害調査報告書（第１報）（１９９５年２月１７
日 神戸大学工学部建設学科土木系教室 兵庫県南部地震学術調査団 平成７年８月２
日）、神戸市幹線道路災害調査（試掘状況と各層厚の調査結果平成７年８月）

紙文書

30010001401

神戸大学工学部 兵庫県南部地震緊急被害調査報告書（第１報） １９９５年２月１７
日 神戸大学工学部建設学科土木系教室 兵庫県南部地震学術調査団 協力：兵庫県、
神戸市

紙文書

30010001402

平成７年８月２日 神戸市幹線道路災害調査 試掘状況と各層厚の調査結果 平成７年
８月

紙文書

30010001500

平成７年災 建設省防災・海岸課 要望書等綴り

紙文書

30010001501

災害復旧工事に伴う水道及び下水道の鉄蓋等の改築（嵩上げ、嵩下げ）の取扱いについ
て（伺） 平成８年１月

紙文書

30010001600

東灘区西岡本地すべり

紙文書

30010001601

西岡本７丁目地区建物及び擁壁調査報告書 平成７年１月３０日

紙文書

30010001700

平成７年発生災害＜兵庫県南部地震＞査定関係事務書類 その１ ・平成７年発生神戸
市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第１次）復命 ・平成７年発生神戸市公
共土木施設災害復旧事業の調査について（第２次）復命 ・平成７年発生神戸市公共土
木施設災害復旧事業の調査について（第３次）復命 ・平成７年発生神戸市公共土木施
設災害復旧事業の調査について（第４次）復命

紙文書

30010001701

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第１次） 復命

紙文書

30010001702

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第２次） 復命

紙文書

30010001703

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第３次） 復命

紙文書

30010001704

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第４次） 復命

紙文書

30010001800

平成７年発生災害（兵庫県南部地震）査定関係事務書類 その２ ・平成７年発生神戸
市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第６次）復命 ・平成７年発生神戸市公
共土木施設災害復旧事業の調査について（第７次）復命 ・平成７年発生神戸市公共土
木施設災害復旧事業の調査について（第８次）復命

紙文書
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30010001801

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第６次） 復命

紙文書

30010001802

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第７次） 復命

紙文書

30010001803

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第８次） 復命

紙文書

30010001900

平成７年発生災害（兵庫県南部地震ほか）査定関係事務書類 その３ ・平成７年発生
神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第９次）復命 ・平成７年発生神戸
市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第１０次）復命

紙文書

30010001901

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第９次） 復命

紙文書

30010001902

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第１０次） 復命

紙文書

30010002000

平成７年災公共土木施設 災害復旧事業概要

紙文書

30010002001

平成７年度公共土木施設災害復旧事業概要 平成７年１０月１３日

紙文書

30010002100

平成７年発生災害 気象状況調書 兵庫県南部地震 最終版

紙文書

30010002101

平成７年発生災害 気象状況調書 兵庫県南部地震 最終版 神戸市

紙文書

30010002200

災害査定関係綴 第３次査定 関係資料 平成７年３月２１日～２４日 神戸市土木局
（災害査定作業室）

紙文書

30010002201

第３次査定 関係資料 平成７年３月２１日～２４日 神戸市土木局（災害査定作業
室）

紙文書

30010002300

原単位方式査定設計書（道路）作成基準の送付について 建設省河川局防災課 平成７
年２月１７日 災害査定に関する資料綴等（重要）

紙文書

30010002301

原単位方式査定設計書（道路）作成基準の送付について 建設省河川局防災課 平成７
年２月１７日

紙文書

30010002400

第５次災害査定行程表等（平成７年４月１８日～２１日）

紙文書

30010002401

５次査定予定表（市道住吉川右岸線他） 東部土木事務所 平成７年４月１８日～２１
日

紙文書
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30010002500

平成７年３月６日～１０日 災害査定用（位置図・平面図行程表） 西灘原田線他

紙文書

30010002501

平成７年３月６日～１０日 災害査定用（位置図・平面図行程表） 西灘原田線他

紙文書

30010002600

査定（モデル）設計書Ｎｏ．１

紙文書

30010002601

査定（モデル）設計書Ｎｏ．１

紙文書

30010002700

査定（モデル）設計書Ｎｏ．２

紙文書

30010002701

査定（モデル）設計書Ｎｏ．２

紙文書

30010002800

災害復旧事業実務講習会資料 平成７年８月１日

紙文書

30010002801

下水道災害復旧工事における舗装復旧について

紙文書

30010002900

平成７年発生災害 第４次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
行程表（第１次～第４次査定）

紙文書

30010002901

平成７年発生災害 第４次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003000

平成７年発生災害 第５次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
行程表（第５次、第６次、第７次）

紙文書

30010003001

平成７年発生災害 第５次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003100

平成７年発生災害 （第１次、第２次査定） 国庫負担災害復旧土木工事目論見書
（建設省所管） 査定設計リスト

紙文書

30010003101

査定設計リスト（一次、二次） 平成７年３月１１日作成

紙文書

30010003102

平成７年発生災害 第２次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003103

平成７年発生災害 第１次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

紙文書
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30010003200

平成７年発生災害 第２次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
復命書

紙文書

30010003201

平成７年発生神戸市公共土木施設災害復旧事業の調査について（第２次） 復命書

紙文書

30010003202

平成７年発生災害 第２次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003300

平成７年発生災害 第３次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
行程表

紙文書

30010003301

平成７年発生災害 第３次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003400

平成７年発生災害 第３次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
行程表

紙文書

30010003401

第３次査定 関係資料 平成７年３月２１日～２４日 神戸市土木局（災害査定作業
室）

紙文書

30010003500

平成７年発生災害 （第３次、第４次査定） 国庫負担災害復旧土木工事目論見書
（建設省所管） 災害査定実績表

紙文書

30010003501

災害査定実績表 （平成７年４月１日現在）

紙文書

30010003502

平成７年発生災害 第３次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003503

平成７年発生災害 第４次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003600

平成７年発生災害 第３次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
土木事務所による修正分

紙文書

30010003601

平成７年発生災害 第３次査定 国交負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
土木事務所による修正分

紙文書

30010003700

平成７年発生災害 第５次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
冊子・写真
査定状況写真

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

建設局 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

30010003800

平成７年発生災害 （第５次、第６次査定） 国庫負担災害復旧土木工事目論見書
（建設省所管） 行程表（道路・河川）

紙文書

30010003801

平成７年発生災害 第５次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010003900

平成７年発生災害 第７次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
（東灘・深江南）市道防潮堤線（その１）他

紙文書

30010003901

平成７年発生災害 第７次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010004000

平成７年発生災害 第７次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
行程表（道路・河川）

紙文書

30010004001

平成７年発生災害 第７次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010004100

平成７年発生災害 第８次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
予定行程表他（道路復旧、河川等）

紙文書

30010004101

第８次災害実地査定予定行程表（査定２班）

紙文書

30010004102

平成７年発生災害 第８次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010004200

平成７年発生災害 第８次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
査定行程表等

紙文書

30010004201

建設省所管平成７年発生災害復旧事業 第９次（兵庫県）第１０次（神戸市）査定行程
表 （平成７年１０月１６日～２０日）

紙文書

30010004202

平成７年発生災害 第８次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010004300

平成７年発生災害 第９次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
件数調べ

紙文書

30010004301

査定計画表 平成７年７月１０日

紙文書

30010004400

神戸市復興計画検討委員会 第１回都市基盤検討分科会 平成７年２月１０日

紙文書

紙文書
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30010004401

神戸市復興計画検討委員会 第１回都市基盤検討分科会 平成７年２月１０日 議事次
第

紙文書

30010004500

梅雨前線豪雨被害報告表 平成７年７月

紙文書

30010004501

梅雨前線豪雨被害報告表 平成７年７月５日

紙文書

30010004600

土木事務所別被災箇所図

紙文書

30010004700

平成７年発生災害 第８次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
行程表

紙文書

30010004701

建設省所管平成７年発生災害復旧事業 第８次査定行程表 （７月３日～７月７日）

紙文書

30010004702

平成７年発生災害 第８次査定 国庫負担災害復旧土木工事目論見書 （建設省所管）
神戸市

紙文書

30010004800

平成１０年発生 一般単独災害復旧事業起債計画書

紙文書

30010004801

平成１０年度現年発生一般単独災害復旧事業起債計画書

紙文書

30010004900

工事台帳 工事番号：１～２５０号

紙文書

30010004901

（様式第７）（７年災） 工事台帳 平成１０年１２月１９日

紙文書

30010005000

工事台帳 工事番号：２５１～５００号

紙文書

30010005001

（様式第７）（７年災） 工事台帳 平成１０年１２月１９日

紙文書

30010005100

工事台帳 工事番号：５０１～７５０号

紙文書

30010005101

（様式第７）（７年災） 工事台帳 平成１０年１２月１９日

紙文書

30010005200

工事台帳 工事番号：７５１～１０８３号

紙文書

30010005201

（様式第７）（７年災） 工事台帳 平成１０年１２月２０日

紙文書

30010005300

建物解体撤去単価表

紙文書

紙文書
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30010005301

平成７年３月３日 厚生大臣 井出正一殿 神戸市長 笹山幸俊 平成６年度災害廃棄
物処理事業費国庫補助金交付申請書

紙文書

30010005302

平成７年２月４日 神戸市土木局道路部 係長様 兵庫県土木部道路補修課 道路障害
物件の撤去費について

紙文書

30010005303

神戸市 建築工事設計標準単価表 ４月単価 平成６年４月１日適用 平成６年 神戸
市建築技術管理委員会

紙文書

30010005400

２次災害防止措置必要箇所調書 原稿

紙文書

30010005401

二次災害防止措置必要箇所数等調書 １０月１６日現在

紙文書

30010005402

岡本７丁目 被害状況写真 二次災害防止措置必要箇所調書

紙文書

30010005500

二次災害防止措置必要箇所数等調書

紙文書

30010005501

二次災害防止措置必要箇所数等調書 平成７年５月１日現在

紙文書

30010005600

兵庫県南部地震 災害復旧申請箇所（金入）

紙文書

30010005601

阪神大震災被災箇所集計表（合計） 平成７年２月３日現在 西部土木事務所

紙文書

30010005700

被災箇所調書（区別、路線別） 平成７年２月８日打出し 平成７年阪神大震災被災箇
所一覧表 平成７年２月７日（道路崩壊、家屋倒壊、橋脚、河川、道路段差）

紙文書

30010005701

平成７年阪神大震災 被災箇所一覧表 平成７年２月８日

紙文書

30010005800

平成７年発生公共土木施設災害復旧事業 再調査・残事業調査申請書

紙文書

30010005801

平成７年発生公共土木施設災害復旧事業再調査及び過年発生災害復旧等残事業費調査に
かかる申請について（伺） 平成９年７月３０日

紙文書

30030005900

空中写真 兵庫県南部地震（六甲山）Ｃ２～Ｃ９ 平成７年１月２０日撮影 撮影縮尺
冊子・写真
１：１０，０００

30030006000

空中写真 兵庫県南部地震 Ｃ１３～Ｃ１６ 平成７年１月２０日撮影 撮影縮尺１：
冊子・写真
５，０００

紙文書
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30030006100

空中写真 兵庫県南部地震 Ｃ１７ 平成７年１月２０日撮影 撮影縮尺１：５，００
冊子・写真
０

30030006200

空中写真 兵庫県南部地震 Ｃ１８ 平成７年１月２０日撮影 撮影縮尺１：５，００
冊子・写真
０

30030006300

空中写真 兵庫県南部地震 Ｃ１９ 平成７年１月２０日撮影 撮影縮尺１：５，００
冊子・写真
０

30030006400

空中写真 兵庫県南部地震 Ｃ２０～Ｃ２１ 平成７年１月２０日撮影 撮影縮尺１：
冊子・写真
５，０００

30030006500

空中写真 兵庫県南部地震 Ｃ２２～Ｃ２３ 平成７年１月２０日撮影 撮影縮尺１：
冊子・写真
５，０００

30030006600

工事用アルバム 震災による被害状況 東部管内（野寄線）

冊子・写真

30030006700

工事用アルバム 震災による被害状況 東部管内（御影山手、山手幹線等）

冊子・写真

30030006800

工事用アルバム 震災による被害状況 東部管内

冊子・写真

30030006900

工事用アルバム 震災による被害状況 中部管内（三宮周辺）

冊子・写真

30030007000

工事用アルバム 震災による被害状況 国道２８号

冊子・写真

30030007100

工事用アルバム 震災による被害状況 三ノ宮周辺

冊子・写真

30030007200

工事用アルバム 被災状況写真 元町高架通他（港岸壁）

冊子・写真

30030007300

工事用アルバム 被災状況写真 京町筋他

冊子・写真

30030007400

工事用アルバム 被災状況写真 メリケンパーク他（ハーバーハイウェイ）

冊子・写真

30030007500

工事用アルバム 被災状況写真 播磨町周辺他（旧居留地１５番地、新交通ＰＩ線橋
脚、阪急三宮駅ビル、長田区御蔵）

冊子・写真

30030007600

工事用アルバム 被災状況写真 三宮交差点より北他

冊子・写真

30030007700

工事用アルバム 被災状況写真 高羽大橋他

冊子・写真

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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30030007800

工事用アルバム 被災状況写真 魚崎幹線他

冊子・写真

30030007900

工事用アルバム 被災状況写真 中央区（三宮、ポートアイランド）

冊子・写真

30030008000

工事用アルバム 震災による被害状況（橋梁等）

冊子・写真

30030008100

阪神・淡路大震災 神戸復興誌 神戸市 編集・発行：神戸市震災復興本部総括局復興
冊子・写真
推進部企画課 平成１２年１月１７日発行

30030008200

阪神高速道路地質資料 ３号神戸線、５号湾岸線 震災復旧編 平成９年３月 阪神高
冊子・写真
速道路公団

30030008300

阪神・淡路大震災による倒壊・焼失建物の滅失調査 平成９年５月 社団法人 兵庫県
冊子・写真
公共嘱託登記土地家屋調査士協会

30030008400

阪神・淡路大震災―神戸市の記録 一九九五年― 平成８年１月 神戸市 編集・発
行：阪神・淡路大震災神戸市災害対策本部 平成８年１月１７日発行

30030008500

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 平成８年２月 神戸市
冊子・写真
民生局

30030008600

神戸港復興記録～阪神・淡路大震災を乗り越えて～ 神戸市港湾整備局 平成９年５月 冊子・写真

30030008700

阪神・淡路大震災神戸市域における消防活動の記録 監修：神戸市消防局 発行：財団
冊子・写真
法人神戸市防災安全公社 平成７年３月発行

30030008800

大震災に立ち向かって 阪神・淡路大震災記録書 平成８年１月 阪神高速道路公団

30030008900

別冊 大震災に立ち向かって 阪神・淡路大震災記録書 阪神高速道路公団関係 新聞
冊子・写真
記事集 平成８年１月 阪神高速道路公団

30030009000

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― 神戸港埠頭公社
平成９年５月

冊子・写真

30030009100

阪神・淡路大震災 被害・復旧記録 平成８年３月 大阪ガス株式会社

冊子・写真

30030009200

大阪読売 阪神大震災 特別縮刷版 １９９５.１.１７～２.１７ 読売新聞社 １９９
冊子・写真
５年３月２２日第１刷 １９９５年４月１４日第３刷

冊子・写真

冊子・写真
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30030009300

阪神・淡路大震災と神戸の地盤 ―神戸ＪＩＢＡＮＫＵＮの構築ならびに地盤と被害の
冊子・写真
分析― 平成１１年３月 神戸市 財団法人 建設工学研究所

30030009400

平成７年（１９９５年）兵庫県南部地震被害調査報告書 １９９５年３月

30030009500

阪神・淡路大震災と神戸の活断層 平成１１年６月 神戸市 編集：神戸市震災復興本
冊子・写真
部総括局、財団法人建設工学研究所

30030009600

高速道路と自動車 平成１７年１月号 Ｖｏｌ．４８ Ｎｏ．１ 平成１７年１月１日
冊子・写真
発行

30030009700

兵庫県南部地震における道路橋の被災に関する調査 中間報告書 平成７年３月３０日 冊子・写真

30030009800

神戸大学工学部兵庫県南部地震緊急被害調査報告書（第一報） １９９５年２月１７日
神戸大学工学部建設学科土木系教室 兵庫県南部地震学術調査団 協力 兵庫県、神戸 冊子・写真
市

30030009900

神戸大学工学部兵庫県南部地震緊急被害調査報告書（第二報） １９９５年３月 神戸
大学工学部建設学科土木系教室 兵庫県南部地震学術調査団 協力 兵庫県、神戸市
冊子・写真
（財）建設工学研究所

30030010000

Ｍ７.２ 技術者の見た 阪神・淡路大震災 その被害と復旧 平成７年１１月 社団
法人全日本建設技術協会

30030010100

阪神大震災被害状況調査 報告書（概要版） 平成７年４月 財団法人建設工学研究所 冊子・写真

30030010200

阪神大震災震害調査 緊急報告会資料 社団法人土木学会 平成７年２月８日第１刷、
冊子・写真
平成７年２月１６日第２刷発行

30030010300

土木学会阪神大震災震災調査 第二次報告会資料 社団法人土木学会 平成７年３月３
冊子・写真
０日第１刷発行

30030010400

震災交通影響検討調査業務 報告書 平成８年２月２０日

30030010500

阪神大震災活動記録～未曽有の災害体験、消防職員の声そして思い～ 阪神大震災 消
冊子・写真
防活動記録報告書 神戸市生田消防署 平成７年３月

30030010600

阪神・淡路大震災～救援活動記録～

30030010700

公園・緑地の防災面からの検討と課題 ―阪神・淡路大震災からの検証― 平成８年１
冊子・写真
月 社団法人日本造園学会関東支部公共造園部会 平成８年１月１８日発行

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

紙文書
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30030010800

阪神淡路大震災 保管損傷構造物概要 阪神高速道路公団

冊子・写真

30030010900

一日も早い復旧をめざして！！ よみがえる阪神高速道路 ３号神戸線復旧工事 阪神
冊子・写真
高速道路公団 平成８年１月

30030011000

よみがえる阪神高速道路 ６２３日ぶりの、笑顔。 ３号神戸線復旧工事 阪神高速道
冊子・写真
路公団

30030011100

直轄道路の震災復旧状況について 平成８年９月 建設省近畿地方建設局

冊子・写真

30030011200

年刊防災 第百九号 year's 防災 Ｎｏ．１０９ １９９８ ３月 特集 危機管理
社団法人全国防災協会 平成１０年３月２０日発行

冊子・写真

30030011300

阪神・淡路大震災と神戸の地盤・活断層 神戸市 （財）建設工学研究所 編集：神戸
冊子・写真
市震災復興本部総括局、（財）建設工学研究所 平成１０年５月発行

30030011400

復興 建設省兵庫国道工事事務所

30030011500

阪神・淡路大震災 被災地”神戸“の記録 安全な社会づくりに向けた市民からのメッ
セージ １・１７神戸の教訓を伝える会編 平成８年５月３０日初版発行 平成８年７ 冊子・写真
月１日再販発行 編集協力：株式会社防災都市計画研究所 発行：ぎょうせい

30030011600

第３６４回建設技術講習会テキスト 阪神・淡路大震災の被害と復旧 平成７年８月１
冊子・写真
日印刷

30030011700

第３８７回建設技術講習会テキスト（都市防災） 阪神・淡路大震災 その被害と復旧
冊子・写真
平成９年３月３日印刷

30030011800

交通工学 １９９５ 増刊号 Ｖｏｌ．３０ 特集：阪神・淡路大震災と交通 交通工
冊子・写真
学研究会 平成７年１０月発行 発売所：技術書院

30030011900

平成７年 阪神大震災（兵庫県南部地震） 被害調査報告書 １９９５年１月

30030012000

阪神高速道路 ３号神戸線 復旧工事 １日も早い復旧をめざして 阪神高速道路公団
平成７年１１月

ビデオ

30030012100

阪神高速道路 ３号神戸線 復旧工事 １日も早い復旧をめざして ２ 阪神高速道路
公団 平成８年１月

ビデオ

30030012200

阪神高速道路 ３号神戸線 復旧工事 １日も早い復旧をめざして ３ 阪神高速道路
公団 平成８年７月

ビデオ

冊子・写真

冊子・写真

紙文書
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30030012300

阪神高速道路 ３号神戸線 復旧工事 ６２３日ぶりの全線復旧 阪神高速道路公団
平成８年１２月

ビデオ

30030012400

甦れ わが路、わが都市 神戸市土木局

ビデオ

30030012500

復興への歩み ～蘇った神戸の都市基盤 新たなまちづくりに向けて～ 神戸市建設局

ビデオ

30100012000

創立７０周年記念出版 大震災に学ぶ ―阪神・淡路大震災調査研究委員会報告書―
平成１０年６月 社団法人土木学会関西支部

冊子・写真

30100012100

阪神・淡路大震災―神戸市の記録 一九九五年― 平成８年１月 神戸市 編集・発
行：阪神・淡路大震災神戸市災害対策本部 平成８年１月１７日発行

冊子・写真

30100012200

別冊 大震災に立ち向かって 阪神・淡路大震災記録書 阪神高速道路公団関係 新聞
冊子・写真
記事集 平成８年１月 阪神高速道路公団

30100012300

大震災に立ち向かって 阪神・淡路大震災記録書 平成８年１月 阪神高速道路公団
平成８年１月１７日発行

30100012400

阪神・淡路大震災調査報告書（解説編） 平成８年３月 社団法人地盤工学会・阪神大
冊子・写真
震災調査委員会 平成８年３月１２日初版発行

30100012500

阪神高速道路 震災から復旧まで［写真集］ １９９５．１．１７－１９９６．９．３
０ 阪神高速道路公団監修 財団法人阪神高速道路管理技術センター 平成９年１月１ 冊子・写真
７日発行

30100012600

阪神・淡路大震災 水道復旧の記録 神戸市水道局 平成８年２月

30100012700

阪神・淡路大震災から１０年 ～復興への足どりをたどる～ 国土交通省近畿地方整備
局 発行：国土交通省近畿地方整備局企画部防災課 制作：社団法人近畿建設協会 平 冊子・写真
成１７年１２月発行

30100012800

平成７年度 道路防災シンポジウム 地震災害と道路 報告書 建設省東北地方建設局
冊子・写真
山形県 制作：財団法人道路保全技術センター 平成７年１１月

30100012900

阪神・淡路大震災から１０年 人が輝く都市をめざして 都市機構の震災復興事業 独
冊子・写真
立行政法人都市再生機構 平成１７年１月１７日

30100013000

神戸大学工学部 兵庫県南部地震緊急被害調査報告書（第２報） １９９５年３月 神
戸大学工学部建設学科土木系教室 兵庫県南部地震学術調査団 協力：兵庫県、神戸
冊子・写真
市、（財）建設工学研究所

冊子・写真

冊子・写真

紙文書
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30100013100

阪神・淡路大震災 被害調査報告書 平成７年５月

冊子・写真

30100013200

平成７年（１９９５年）兵庫県南部地震 被害調査報告書 １９９５年３月

冊子・写真

30100013300

土木学会阪神大震災震災調査 第二次報告会資料 社団法人土木学会 平成７年３月３
冊子・写真
０日第１刷発行

30100013400

阪神・淡路大震災における火災状況 神戸市域 編集：神戸市消防局 発行：（財）神
冊子・写真
戸市防災安全公社、東京法令出版 平成８年８月１日初版発行

30100013500

平成７年阪神大震災（兵庫県南部地震） 被害調査報告書 １９９５年１月 １９９５
冊子・写真
年１月３１日第１版０２刷

30110013600

災害復旧関連資料（下水道マンホールの高さ調整マニュアル、災害復旧事業に伴う検討
事項、災害復旧事業執行等） 平成７年

紙文書

30110013601

下水道マンホールの高さ調整マニュアル 神戸市下水道局

紙文書

30110013602

災害復旧事業に伴う検討事項 道路復旧工事等

紙文書

30110013700

地域防災計画（平成７年）改訂案

紙文書

30110013701

平成７年７月２０日 各局室区長様 総務局長 地域防災計画の検討について（依頼）

紙文書

30110013702

平成８年１月１６日 各局室区防災担当課長様 神戸市総務局庶務課長 平成７年度神
戸市地域防災計画改定の校正について（依頼）

紙文書

30110013800

災害関係資料（土木局事務管理委託部会資料、汚水・雨水マンホール蓋高調整等報告
書、災害復旧説明会 等）

紙文書

30110013801

（道路災害復旧工事等）災害復旧事業説明会 平成７年６月２６日 神戸商工貿易セン
タービル

紙文書

30110013802

平成７年８月８日 土木事務所長様 道路部建設課長 道路部補修課長 災害復旧事業
の工事実施等に伴う検討事項の決定について（通知）

紙文書

30110013900

災害復旧関連資料（家屋等撤去、舗装補修、橋梁補修、法面補修等） 平成７年

紙文書

30110013901

平成７年１月２４日 神戸市災害対策本部土木部 平成７年１月２３日の応急復旧作業
内容

紙文書

紙文書
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30110013902

平成７年１月１９日 歩道橋破損状況及び応急補修日数

紙文書

30110013903

平成７年１月１８日の応急復旧作業内容

紙文書

30110013904

道路上の倒壊建物の処理について

紙文書

30110013905

土木局長様 各区災害対策本部長様 平成７年２月８日 中部土木事務所長 倒壊家屋
等の早期処理について

紙文書

30110013906

平成７年１月２８日 道路上（私道を含む）に倒壊している家屋等の撤去について

紙文書

30110013907

平成７年２月１日 倒壊のおそれのある家屋などの解体・撤去について

紙文書

30110014000

阪神・淡路震災復興計画 ２（復興状況把握 等）

紙文書

30110014001

平成１１年１１月９日 震災復興本部総括局長 復興状況進捗把握のための事業費調査
について（照会）

紙文書

30110014002

復興計画等進捗状況調書 担当局課名：建設局道路部工務課

紙文書

30110014100

震災関係資料集（震災直後の対応、国への災害報告等）

紙文書

30110014101

震災記録 土木局道路部建設課（工事第１係 工事第２係）

紙文書

30110014102

（要望）緊急道路啓開のための業者選定及びガレキや資機材の置場、駐車場等の用地の
確保はどのように対応しましたか。（東京都総務局行政監察室副監察員からの質問）

紙文書

30110014103

災害対策本部の主たる動き 神戸市土木協力会・震災緊急活動概要

紙文書

30110014104

地震直後の活動（東部土木事務所、中部土木事務所、道路機動隊）

紙文書

30110014105

建設省道路局・河川局への震災被害報告、災害査定等（平成７年１月２７日他）

紙文書

30110014200

阪神・淡路震災復興計画（緊急インフラ整備３か年計画） 建設省 兵庫県 平成７年
６月起

紙文書

30110014201

阪神・淡路震災復興計画にかかる事業（道路網等）

紙文書

紙文書
冊子・写真
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30110014202

道路ガレキ撤収写真 鳴尾御影線他

紙文書

30110014300

平成６年度 震災時資料（国への要望等） 補修課

紙文書

30110014301

平成７年３月１６日 各部庶務担当課様 防災部河川砂防課 第２回中央防災会議・防
災基本計画専門委員会開催に伴う質問事項への意見について（依頼） 通行規制の早期
化の要・不要（１月２０日開始）等

紙文書

30110014302

建設消防委員会（平成７年３月）「兵庫県南部地震」に係る国への要望事項他

紙文書

30120014400

平成７年度 神戸市地盤予備調査 報告書 平成８年３月 財団法人建設工学研究所

30120014500

神戸市地盤調査検討委員会 中間報告書（平成８年度） 平成９年３月 地盤調査検討
冊子・写真
委員会事務局

30120014600

平成１０年度地震動解析業務 報告書（地震動計算結果データ集） 平成１１年３月

冊子・写真

30120014700

平成１０年度地震動解析業務 報告書 平成１１年３月 神戸市

冊子・写真

30120014800

平成１１年度地震動解析業務 報告書 平成１２年３月 神戸市

冊子・写真

30120014900

下水道管渠耐震性向上への地震被害データベースの適用に関する基礎資料作成 報告書
冊子・写真
平成９年３月 神戸市建設局下水道部 財団法人建設工学研究所

30120015000

ケーススタディ地区におけるハザードマップ作成業務 報告書 平成１６年３月 神戸
冊子・写真
市 応用地質株式会社

30120015100

神戸市地盤調査 報告書 平成９年３月 財団法人建設工学研究所

30120015200

平成１４年度 地震関係基礎調査交付金 六甲・淡路島断層帯に関する調査 成果報告
冊子・写真
書 平成１５年３月 兵庫県

30120015300

平成１５年度 地震関係基礎調査交付金 六甲・淡路島断層帯に関する調査 成果報告
冊子・写真
書 平成１６年３月 兵庫県

30120015400

平成１６年度 地震関係基礎調査交付金 六甲・淡路島断層帯に関する調査 成果報告
冊子・写真
書 平成１７年３月 兵庫県

30120015500

阪神・淡路大震災誌 財団法人日本消防協会 平成８年３月３１日発行

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

紙文書
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30120015600

阪神大震災復旧工事誌 ―１９９５年兵庫県南部地震― 公社埠頭復旧の記録 財団法
冊子・写真
人神戸港埠頭公社 １９９８年３月

30120015700

阪神・淡路大震災誌「平成７年（１９９５年）兵庫県南部地震」―土木施設の地震災害
冊子・写真
記録― 平成９年１月 兵庫県 編集・発行：兵庫県土木部 平成９年１月１７日発行

30120015800

The １９９５ Hyogoken‐Nanbu（Kobe） Earthquake １９９５年兵庫県南部地震 液
状化、地盤変位及び地盤条件 １９９５年９月１日発行

30120015900

カラー航空写真 阪神大震災 平成７年１月２０日撮影 写測エンジニアリング株式会
冊子・写真
社

30120016000

神戸の地盤と阪神大震災 平成７年７月１５日発行

30120016100

１９９５年兵庫県南部地震による地表面変位量図 防災科学技術研究所 １９９６年９
冊子・写真
月３０日

30120016200

阪神大震災被災地 活断層表示 町名入 航空写真集 阪神大震災から３年 神戸の上
冊子・写真
空１５００ｍより撮影 制作・発行／日経大阪ＰＲ企画出版部

30120016300

９６年版 阪神大震災被災地 町名入 航空写真集 阪神大震災から３６５日 神戸の
上空１５００ｍより撮影 監修：兵庫県南部地震被災度判定体制支援会議 制作・発
冊子・写真
行：日経大阪ＰＲ企画出版部 発売：東方出版 １９９６年２月２４日発行

30120016400

阪神大震災被災地 町名入 航空写真集 阪神大震災から１００日 神戸の上空１５０
０ｍより撮影 監修：兵庫県南部地震被災度判定体制支援会議 制作・発行：日経大阪 冊子・写真
ＰＲ企画出版部 １９９５年６月１０日発行

30120016500

Ｍ７．２ 技術者の見た 阪神・淡路大震災 その被害と復旧 社団法人全日本建設技
冊子・写真
術協会 平成７年１１月発行

30120016600

創立７０周年記念出版 大震災に学ぶ ―阪神・淡路大震災調査研究委員会報告書―
平成１０年６月 社団法人土木学会関西支部 平成１０年６月９日発行

30120016700

激震 ～使命感に燃えて～ 〔阪神・淡路大震災体験手記〕 兵庫県警察本部 平成８
冊子・写真
年２月発行

30120016800

30200016900

阪神大震災被害状況調査 報告書 財団法人建設工学研究所 平成７年４月３０日発行

平成８年度 （後期） 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５）
東灘区 １‐１ １‐２ １‐３ １‐４ １‐５

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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30200017000

平成８年度 （後期） 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５）
東灘区 １‐６ １‐７ １‐８

30200017100

平成８年度 （後期） 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５）
東灘区 １‐９ １‐１０ １‐１１ １‐１２ １‐１３ １‐１４ １‐１５ １ 冊子・写真
‐１６ １‐１７ １‐１８ １‐１９ １‐２０

30200017200

平成８年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事 （雨水） （中部‐１） （西部
冊子・写真
‐１） 中部排水区‐１ 東部排水区‐１

30200017300

平成８年度 前期 平成８年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その２） 長田
冊子・写真
区 ０９‐０１ ０９‐０２ ０９‐０３ ０９‐０４ ０９‐０５

30200017400

平成８年度 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その６） 長田
冊子・写真
区 ０９‐１７ ０９‐１８ ０９‐１９ ０９‐２０ ０９‐２１ ０９‐２２

30200017500

平成８年度 前期 工務課用 下水道管渠小枝線補修工事 （その３）（その４）
（雨水分）

30200017600

平成８年度 前期 平成８年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その１） 灘区
冊子・写真
東部排水区０１（雨水） ２‐０１ ２‐０２ ２‐０３ ２‐０４

30200017700

平成８年度 前期 平成８年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その１） 東灘
冊子・写真
区 １‐０１ １‐０２ １‐０３

30200017800

平成７年度 （前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その２） 兵庫区内 ７‐０１
７‐０２

冊子・写真

30200017900

平成７年度 （前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その２） 兵庫区内 ７‐０３

冊子・写真

30200018000

平成７年度 （前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その２） 中央区内 ３‐０１
４‐０１ ５‐０１

冊子・写真

30200018100

平成７年度 （前期） 下水道管渠小枝線布設工事（その３） （垂水区） １１‐０
冊子・写真
１ １１‐０２ １１‐０３

30200018200

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その７） 長田区 ８-２ ８-３
冊子・写真
８-４

30200018300

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５） 灘区 ２-１ ２-２

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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30200018400

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その６） 中央区 ３-１ ４-１
冊子・写真
５-１

30200018500

下水道局 災害復旧工事数量計算入力表 入孔被害数量調書 １９９６年８月２日出力 冊子・写真

30200018600

雨水管渠延長調書 雨水災害復旧工事管路被害数量調書 １９９５年１２月２５日出力 冊子・写真

30200018700

平成８年度 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その６） 兵庫
冊子・写真
区 ０７-０１ ０７-０２ ０８-０１ ０８-０２

30200018800

平成８年度 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その６） 長田
冊子・写真
区 ０９-０１ ０９-０２ ０９-０３ ０９-０４ ０９-０５ ０９-０６

30200018900

平成８年度 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その６） 長田
冊子・写真
区 ０９-１１ ０９-１２ ０９-１３ ０９-１４ ０９-１５ ０９-１６

30200019000

平成８年度 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その６） 長田
冊子・写真
区 ０９-０７ ０９-０８ ０９-０９ ０９-１０

30200019100

平成８年度 前期 下水道管渠小枝線補修工事（その３） 須磨区 １０‐０１ １０
冊子・写真
‐０２ １０‐０３

30200019200

平成８年度 （前期） 工務課控決裁 下水道管渠小枝線補修工事（その３） （須磨
区） １０‐１ １０‐２ １０‐３ １０‐４ １０‐５ １０‐６ １０‐７ １ 冊子・写真
１‐１

30200019300

平成８年度 （前期） 工務課控決裁 下水道管渠小枝線補修工事（その３） 垂水区
冊子・写真
１２‐１ １２‐２ １２‐３ １２‐４ １２‐５ １２‐６ １２‐７

30200019400

平成８年度 前期 下水道管渠小枝線補修工事（その４） 西区 １４‐０１ １４‐
冊子・写真
０２ １４‐０４

30200019500

平成７年度 長田区 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その７） ８‐１

30200019600

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５） 東灘区 １‐３ １‐
冊子・写真
４

30200019700

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５） 東灘区 １‐５ １‐
冊子・写真
６
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30200019800

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その６） 兵庫区 ７‐１ ７‐
冊子・写真
２

30200019900

平成７年度 垂水区 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その７） １１‐１

30200020000

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５） 灘区 ２‐４ ２‐５ 冊子・写真

30200020100

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５） 灘区 ２‐６ ２‐７ 冊子・写真

30200020200

平成７年度 （後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５） 灘区 ２‐８ ２‐９ 冊子・写真

30200020300

平成６年度 下水道管渠小枝線補修工事（雨水） 後期

冊子・写真

30200020400

平成８年度 （後期） 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５）
灘区 ２‐１ ２‐２ ２‐３ ２‐４

冊子・写真

30200020500

平成８年度 前期 平成８年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その１） 東灘
冊子・写真
区 １‐０４ １‐０５ １‐０６ １‐０７ １‐０８ １‐０９

30200020600

平成８年度 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その５） 雨水
東灘５、１７、２３、２４、２６、２７、２８ 東灘６、１３、１４、１８、２９、３ 冊子・写真
０ 灘‐４ 汚水２‐５

30200020700

平成７年度前期布設契約単価 下水道管渠小枝線布設工事

30200020800

汚水災害復旧工事マンホール被害数量調書（１９９５年１２月１８日出力） 汚水災害
冊子・写真
復旧工事管路被害数量調書（１９９６年１月６日出力）

30200020900

平成８年度 下水道管渠小枝線布設工事（その３）

30200021000

平成８年度 後期 平成８年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その５） 中央区
３-０１ ３-０２ ３-０３ ３-０４ ３-０５ ４-０１ ５-０１ ５-０２ ５-０ 冊子・写真
３ ５-０４ ５-０５ ５-０６ ５-０７

30200021100

平成８年度 後期 平成８年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その５） 中央区
冊子・写真
５-０８ ５-０９ ５-１０ ５-１１ ５-１２ ５-１３ ５-１４ ５-１５

30200021200

平成８年度 後期 平成８年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その８） 北区

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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30200021300

平成７年度（前期） 下水道管渠小枝線布施工事（その３） （長田区） ８-０１ ８
冊子・写真
-０２ ８-０３ ８-０４

30200021400

平成７年度（前期） 下水道管渠小枝線布施工事（その３） （長田区） ８-０５ ８
冊子・写真
-０６ ８-０７

30200021500

平成７年度（前期） 下水道管渠小枝線布施工事（その３） （長田区） ８-０８ ８
冊子・写真
-０９

30200021600

平成８年度 前期 下水道管渠小枝線補修工事（その３） 須磨区 １０-０４ １０冊子・写真
０５ １０-０６ １０-０７ １１-１

30200021700

平成７年度 下水道管渠小枝線布設工事（その５） １／１３

30200021800

平成７年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その２） 中央区内 ５‐０２ ５
冊子・写真
‐０３

30200021900

平成７年度（前期） 下水道管渠小枝線布設工事（その３） （須磨区） ９‐０１
９‐０２

30200022000

平成７年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その２） 兵庫区内 ６‐０１ ６
冊子・写真
‐０２

30200022100

平成８年度 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その８） 西区 １４
冊子・写真
‐００１ １４‐００２ １４‐００３

30200022200

平成８年度 （後期） 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その７）
須磨区 １０‐０１ １０‐０２ １０‐０３ １０‐０４ １０‐０５ １０‐０６ 冊子・写真
１０‐０７ １０‐０８ １０‐０９ １０‐１０ １０‐１２

30200022300

平成８年度 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修工事（その７） 垂水
区 １２‐０１ １２‐０２ １２‐０３ １２‐０６ １２‐０７ １２‐０８ １ 冊子・写真
２‐０９ １２‐１０ １２‐１１

30200022400

平成８年度 （須磨区、垂水区） 後期 平成８年度（後期） 下水道管渠小枝線補修
工事（その７） １０‐０１ １０‐０２ １０‐０３ １０‐０４ １０‐０５ １
０‐０６ １０‐０７ １０‐０８ １０‐０９ １０‐１０ １０‐１２ １２‐０ 冊子・写真
１ １２‐０６ １２‐０７ １２‐０８ １２‐０９ １２‐１０ １２‐１１ １
２‐０２ １２‐０３

30200022500

平成８年度 前期 下水道管渠小枝線補修工事（その３） 垂水区 １２‐０１ １２
冊子・写真
‐０２ １２‐０３ １２‐０４ １２‐０５ １２‐０６ １２‐０７

冊子・写真
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30200022600

平成８年度 前期 平成８年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その１） 中央
冊子・写真
区 ０３‐０１ ０５‐０１ ０５‐０２ ０５‐０３ ０５‐０４ 中部排水区０１

30200022700

平成８年度 前期 下水道管渠小枝線補修工事（その４） 北区

30200022800

平成８年度 前期 平成８年度（前期） 下水道管渠小枝線補修工事（その２） 兵庫
冊子・写真
区 ０７‐０１ ０８‐０１ ０８‐０２ ０８‐０３ ０８‐０４

30200022900

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事 雨水

冊子・写真

30200023000

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その６） 中央区

冊子・写真

30200023100

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その６） 兵庫区

冊子・写真

30200023200

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その８） 北区、西区

冊子・写真

30200023300

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事 雨水

冊子・写真

30200023400

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その５）東灘区

冊子・写真

30200023500

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その５）東灘区

冊子・写真

30200023600

平成７年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その５）灘区

冊子・写真

30200023700

平成８年度（後期）下水道管渠小枝線補修工事（その７）長田区

冊子・写真

30200023800

東灘処理場 送風機械設備 査定設計書

冊子・写真

30200023900

平成７年仮沈殿池浚渫脱水工事関連

冊子・写真

30200024000

１次審査 東灘処理場 沈殿池機械設備災害復旧工事 最初沈殿機械設備 １／１ 査
冊子・写真
定設計書 仕様書 報告書類 積算根拠 写真・図面

30200024100

東灘処理場 水処理施設他 災害復旧工事設計変更申請

30200024200

３次査定 東灘処理場 砂ろ過機械設備災害復旧工事 向洋用砂ろ過機械設備改修 処
冊子・写真
理場用砂ろ過機械設備 ２／２ 被害写真 資料

冊子・写真

冊子・写真
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30200024300

３次査定 東灘処理場 最初沈殿池機械設備災害復旧工事 最初沈殿機械設備改修 分
冊子・写真
冊番号１／１ 審査設計書 被害写真 発注設計書

30200024400

３次査定 東灘処理場 分場１系汚水処理電気設備災害復旧工事 分場１系汚水処理電
冊子・写真
気設備改修 分冊番号１／１ 査定設計書 被害写真

30200024500

３次査定 東灘処理場 砂ろ過電気設備災害復旧工事 最初沈殿池電気設備改修 分冊
番号１／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200024600

３次査定 東灘処理場 自家発電設備災害復旧工事 自家発電設備改修 分冊番号１／
１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200024700

３次査定 東灘処理場 砂ろ過機械設備災害復旧工事 向洋用砂ろ過機械設備改修 処
理場用砂ろ過機械設備 １／２ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200024800

３次査定 東灘処理場 分場２系汚水処理電気設備災害復旧工事 分場２系汚水処理電
気設備改修 分冊番号１／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200024900

４次査定 東灘処理場 分場１系汚水処理機械設備災害復旧工事 分場汚水処理機械設
備改修 １／１ 査定設計書 図面・写真 見積書 設計根拠 仕様書 調査報告書

紙文書

30200025000

災害復旧 被害報告 東灘処理場 ガス貯留設備

紙文書

30200025100

災害復旧 被害報告 東灘処理場 浮上濃縮設備

紙文書

30200025200

災害復旧 被害報告 東灘処理場 発電機設備

紙文書

30200025300

４次査定 東灘処理場 ２号ガス貯留機械設備災害復旧工事 ２号ガス貯留機械設備
１／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200025400

４次査定 東灘処理場 分場２系汚水処理機械設備災害復旧工事 分場汚水処理機械設
備 １／１ 査定設計書 設計根拠 図面・写真 仕様書 見積書 調査報告書

紙文書

30200025500

６次査定 東灘処理場 消化槽機械設備災害復旧工事 消化槽機械設備 １／１ 査定
設計書 被害写真

紙文書

30200025600

７次査定 東灘処理場 汚泥重力濃縮他機械設備災害復旧工事 汚泥重力濃縮他機械設
備 １／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200025700

８次査定 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 管理本館災害復旧工事（電気）
分冊番号１／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ
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文書
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30200025800

災害復旧 被害報告書 垂水処理場

紙文書

30200025900

災害復旧 被害報告 東灘処理場 汚泥脱水処理場

紙文書

30200026000

８次査定 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 脱水設備災害復旧工事（電気）
汚泥脱水機電気設備改修 分冊番号１／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200026100

８次査定 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 脱水・浮上・水処理 １／１ 見
積書 検討書

紙文書

30200026200

８次査定 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 汚泥脱水機 ２号浮上濃縮 ２／
２ 被害写真

紙文書

30200026300

８次査定 東灘処理場 汚泥処理電気設備災害復旧工事 汚泥処理電気設備改修 分冊
番号１／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200026400

８次査定 １‐（３）水処理施設災害復旧工事（機械） ５ （１／２）（本工事）

紙文書

30200026500

８次査定 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 水処理施設災害復旧工事（電気）
本場汚水処理電気設備改修 分冊番号２／２ 被害写真

紙文書

30200026600

８次査定 １‐（３） 水処理施設災害復旧工事（機械） （１／２）（本工事） ５

紙文書

30200026700

８次査定 １‐（３） 水処理施設災害復旧工事（機械） （２／２）（仮工事） ６

紙文書

30200026800

８次査定 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 水処理施設災害復旧工事（電気）
本場汚水処理電気設備改修 分冊番号１／２ 査定設計書

紙文書

30200026900

９次査定 東灘処理場 １号ガス貯留設備災害復旧工事 １／１ 査定設計書 被害写
真

紙文書

30200027000

８次査定 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 汚泥脱水機 ２号浮上濃縮 １／
２ 被害写真

紙文書

30200027100

８次査定 ２‐（３） 脱水設備災害復旧工事（機械） １／２ 本工事⑪

紙文書

30200027200

８次査定 ２‐（３） 脱水設備災害復旧工事（機械） ２／２ 仮工事⑫

紙文書

30200027300

８ 西部処理場 １系空気配管他災害復旧工事 内訳根拠表 及び比較計算書

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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建設局 整理済文書目録
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30200027400

８次査定 ４‐（１） ２号汚泥浮上濃縮機械設備災害復旧工事（機械） ⑰

紙文書

30200027500

東灘処理場災害復旧説明資料

紙文書

30200027600

災害復旧 被害報告 東灘処理場 分場機械設備

紙文書

30200027700

災害復旧 被害報告 東灘処理場 送風機械設改修

紙文書

30200027800

１０次査定 東灘処理場 汚泥浮上濃縮電気設備災害復旧工事 汚泥処理電気設備改修
分冊番号１／１ 査定設計書 被害写真

紙文書

30200027900

１０次査定 東灘処理場 １号汚泥浮上濃縮機械設備災害復旧工事 １／１ 査定設計
書 被害写真

紙文書

30200028000

平成７年度 災害復旧工事変更対照表 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 １‐
（４）水処理施設災害復旧工事（電気）（本工事）

紙文書

30200028001

平成７年度 災害復旧工事変更対照表 東灘処理場 水処理施設他災害復旧工事 １‐
（４）水処理施設災害復旧工事（電気）（本工事）

紙文書

30200028100

兵庫県南部地震 被害状況調書 <東灘処理場電気設備>３／３

紙文書

30200028200

設４ ９次査定 魚崎ポンプ場 ポンプ設備 機械設備災害復旧工事 分冊番号１／２
査定設計書 被害写真

紙文書

30200028300

設３ ９次査定 魚崎ポンプ場 魚崎ポンプ場電気設備災害復旧工事 魚崎ポンプ場電
気設備改修 魚崎ポンプ場沈砂池電気設備改修 分冊番号１／１ 査定設計書 被害写
真

紙文書

30200028400

下水道の地震対策についての最終提言等 建設省公共下水道課

紙文書

30200028401

平成８年８月３０日 建設省都市局公共下水道課 建設省都市局流域下水道課 下水道
の地震対策について

紙文書

30200028402

下水道の地震対策についての最終提言 平成８年８月３０日 下水道地震対策技術調査
検討委員会

紙文書

30200028500

地域防災計画―風水害編 改訂（依頼）

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ
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30200028501

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

紙文書

30200028600

建設省 事務連絡 下水道施設の耐震設計に係る指針について 他

紙文書

30200028601

平成７年４月２８日 下水道施設の耐震設計に係る指針について 建設省都市局公共下
水道課 建設省都市局流域下水道課 都道府県下水道担当課長 政令指定都市下水道局
計画担当部長 住宅都市整備公団関連施設・交通部施設第二課長殿

紙文書

30200028602

平成７年５月２５日 神戸市長殿 建設省都市局長 平成６年度都市局所管国庫補助金
の内定通知について

紙文書

30200028603

平成７年９月１３日 都道府県下水道担当課長 政令指定都市下水道局計画担当部長殿
建設省都市局下水道部公共下水道課 建設省都市局下水道部流域下水道課 事業計画の
軽微な変更の取扱いについて

紙文書

30200028604

大規模な事故災害等の対応について 報告書 平成８年５月 大規模事故災害等の対応
に関する検討委員会

紙文書

30200028700

下水道施設災害査定事務に関する報告書 ‐阪神淡路大震災における神戸市公共下水道
冊子・写真
の災害査定‐ 平成１０年３月 神戸市建設局下水道河川部

30200028800

設２ ４次査定 魚崎ポンプ場 スクリーン設備災害復旧工事 分冊番号１／１ 査定
設計書 被害写真

紙文書

30200028900

設５ ９次査定 魚崎ポンプ場 ポンプ設備 機械設備災害復旧工事 分冊番号２／２
査定設計書 被害写真

紙文書

30200029000

設２８ ７次査定 本庄ポンプ場 ポンプ設備他災害復旧工事 １／１ 査定設計書
説明資料

紙文書

30200029100

設２６ ３次査定 湊川ポンプ場 機械設備 災害復旧工事 「天井クレーン取替」
「雨水ポンプ設備」 １／１ 「査定設計書」「積算根拠」「被害写真」

紙文書

30200029200

設１９ １ 西部処理場 送風設備災害復旧工事 査定設計書 被害写真

紙文書

30200029300

設１８ １次査定 西部処理場 特高受変電設備 災害復旧工事 １／１

紙文書

30200029400

設１７ １ 西部処理場 汚水ポンプ機械設備 災害復旧工事 査定設計書 被害写真

紙文書

30200029500

設２１ ３ 西部処理場 汚泥浮上濃縮機械設備災害復旧工事 査定設計書 被害写真

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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30200029600

設２３ ５ 西部処理場 １系汚水処理機械設備災害復旧工事 査定設計書 被害写真

紙文書

30200029700

建設省 「防災に関する情報の収集と提供」についての事務処理フロー

紙文書

30200029701

平成８年７月１９日 各都道府県、指定市 災害復旧事業担当課長殿 建設省河川局防
災・海岸課建設専門官 防災に関する情報の収集と提供について

紙文書

30200029800

災害復旧 西部処理場 消化槽機械設備

紙文書

30200029900

災害復旧 被害報告書 西部処理場 汚泥浮上濃縮機械設備

紙文書

30200030000

設２５ ８ 西部処理場 １系空気配管他災害復旧工事 査定設計書 被害写真

紙文書

30200030100

設２４ ７ 西部処理場 消化槽他機械設備災害復旧工事 査定設計書 見積書

紙文書

30200030200

設２０ ３次査定 西部処理場 １系汚水ポンプ他電気設備災害復旧工事（１／１）

紙文書

30200030300

設２２ 西部処理場 ガス貯留設備災害復旧工事 査定設計書 被害写真

紙文書

30200030400

設９ ４次査定 島上ポンプ場 雨水ポンプ設備 災害復旧工事 １／１ 「査定設計
書」「積算根拠」「被害写真」

紙文書

30200030500

平成９年度 災害復旧工事一覧表（東灘処理場、ポートアイランド処理場等）

紙文書

30200030501

災害復旧工事一覧表 平成８年４月８日 下水道局設備課

紙文書

30200030502

災害復旧事業に関する打合せ 平成９年６月２６日 場所：建設省都市局都市再開発防
災課 出席者：建設省都市再開発防災課、神戸市下水道河川部工務課・経営管理課

紙文書

30200030600

兵庫県南部地震に係る各局支援・調査団の報告会資料 平成７年３月２９日 東京都総
務局 東京都技術会議

紙文書

30200030601

兵庫県南部地震に係る各局支援・調査団の報告会資料 平成７年３月２９日 東京都総
務局 東京都技術会議

紙文書

30200030700

神戸市地域防災計画の概要 １９９６年１１月 発行：神戸市防災会議 編集：神戸市
冊子・写真
市民局市民防災室 協力：まちづくり計画研究所

30200030800

震災被害（建築設備編）

紙文書

紙文書
冊子・写真
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30200030900

設１４ １２次査定 中部処理場 最初沈澱池機械設備災害復旧工事 最初沈澱池機械
設備 査定設計書・積算根拠 見積り・仕様書・図面 調査報告書・写真

紙文書

30200031000

１次査定 中部処理場 中部処理場機械設備災害復旧工事 １／１ 査定設計書 視察
資料 被害写真

紙文書

30200031100

設６ ４次査定 和田岬ポンプ場 電気設備災害復旧工事 １／１ 「査定設計書」
「内訳根拠表」「調査報告書類」「被害写真帳」

紙文書

30200031200

設７ 和田岬ポンプ場 機械設備災害復旧工事 １／１ 査定設計書 被害調査票 被
害写真

紙文書

30200031300

設８ ５次査定 島上ポンプ場 電気設備災害復旧工事 １／１ 「査定設計書」「内
訳根拠表」「被害写真帳」「その他関係書類」

紙文書

30200031400

１次査定 神明ポンプ場 機械設備災害復旧工事 １／１ 査定設計書 視察資料 被
害写真

紙文書

30200031500

西部処理場 送風機設備改修

紙文書

30200031600

下水道のしくみ、東灘処理場のパンフレット（平成２年度）、下水道施設の被害状況等
（東灘処理場等）

紙文書

30200031601

下水道のしくみ（神戸市下水道局）

紙文書

30200031602

東灘処理場概要パンフレット（神戸市下水道局）

紙文書

30200031603

神戸市の下水道施設の被災状況（処理場、ポンプ場）

紙文書

30200031700

災害復旧 被害報告 外浜ポンプ場

紙文書

30200031800

災害復旧 被害報告 島上ポンプ場 機械設備

紙文書

30200031900

大東ポンプ場機械設備災害復旧工事に伴う設計変更申請 平成７年度 兵庫県芦屋市

紙文書

30200032000

災害復旧 西部処理場 ガス貯留設備

紙文書

30200032100

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

紙文書

紙文書
冊子・写真
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30200032101

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び解説 昭和２６年３月３１日 法律第９７
号 最終改正昭和５９年４月２７日法律第１９号

紙文書

30200032200

平成７年兵庫県南部地震 神戸市下水道局災害査定（第１次災害査定３月６日～３月９
日他）

紙文書

30200032201

平成７年兵庫県南部地震 神戸市下水道局災害査定：第１次災害査定３月６日～３月９
日他

紙文書

30200032202

下水道局設備課 平成７年１月１７日兵庫県南部地震 処理場、ポンプ場被災状況（東
灘処理場他） １月１８日作成 １月１９日追記 １月２１日追記 １月２２日追記

紙文書

30200032300

災害復旧事業・関連資料（下水道施設の耐震設計に係る指針等）

紙文書

30200032301

平成７年４月２８日 都道府県下水道担当課長 政令指定都市下水道計画担当部長 住
宅都市整備公団関連施設・交通部施設第二課長殿 建設省都市局公共下水道課 建設省
都市局流域下水道課 下水道施設の耐震設計に係る指針について

紙文書

30200032400

１次査定 ＰＩ第３ポンプ場 ＰＩ第３ポンプ場 機械設備 災害復旧工事 １／１
「査定設計書」「積算根拠」「被害写真」

紙文書

30200032500

設１１ １次査定ポートアイランド第２ポンプ場 電気設備改修災害復旧工事 １／１
冊子・写真
「査定設計書」「積算根拠表」「被害写真帳」

30200032600

設１０ １次査定ポートアイランド第１ポンプ場 電気設備改修災害復旧工事 １／１
冊子・写真
「査定設計書」「積算根拠表」「被害写真帳」

30200032700

設１３ ４次査定ポートアイランド第１ポンプ場 汚泥脱水設備 災害復旧工事１／１
冊子・写真
「査定設計書」「積算根拠」「被害写真」

30200032800

設１２ ６次査定ポートアイランド処理場 汚水処理機械設備災害復旧工事 「水処理
冊子・写真
設備」「汚水ポンプ設備」 １／１ 「査定設計書」「積算根拠」「被害写真」

30200032900

設２７ ４次査定玉津処理場 ガス貯留設備災害復旧工事 汚泥脱水機械設備災害復旧
冊子・写真
工事 消化槽機械設備災害復旧工事 １／１ 査定設計書 説明資料 被害写真

30200033000

被災状況写真 神戸港岸壁、神戸高速線路、東灘処理場（ポンプ場、仮沈殿他、パイ
プ、地盤沈下等）

30200033100

設１５ ６次査定 大石ポンプ場 機械設備災害復旧工事 分冊番号１／１ 査定設計
書 被害写真

冊子・写真

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

建設局 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

30200033200

設２９ 平成７年３月１０日 査定設計 東部スラッジセター 集塵機等災害復旧工事

紙文書

30200033300

設３０ 平成７年３月８日 査定設計 東部スラッジセター 送水管等災害復旧工事

紙文書

30200033400

震災被害記録・震災直後の状況及び復旧工事等（神戸市内各処理場・ポンプ場）

紙文書

30200033401

下水道局設備課 平成７年１月１７日兵庫県南部地震 処理場、ポンプ場被災状況 １
月１８日作成 １月１９日・１月２１日・１月２２日・１月２３日・１月２５日・１月
２６日・１月２９日追記 東灘処理場他

紙文書

30200033402

東灘処理場 震災報告（回答） 平成７年１月１７日震災直後の様子

紙文書

30200033500

東灘処理場（エアタン電動送気弁、汚泥ポンプ、排水ポンプ 等）

冊子・写真

30200033600

東灘処理場（汚泥循環ポンプ、照明分電盤、排水ポンプ 等）

冊子・写真

30200033700

東灘処理場（ポンプねじれ、幹線配管被害、ポンプ棟地盤沈下 等）

冊子・写真

30200033800

東灘処理場全体写真（パイプ破断、橋脚崩壊、運河光景 等）

冊子・写真

30200033900

東灘処理場（建物外観、沈砂池、ガスタンク 等）

冊子・写真

30200034000

被災状況写真 東灘処理場 分場水処理施設

冊子・写真

30200034100

下水処理場消化ガス施設保安管理要綱

紙文書

30200034101

下水処理場消化ガス施設保安管理要綱運用について（伺） 平成１８年１２月１８日

紙文書

30200034200

工事写真帳 東灘処理場災害状況（電気） （地盤沈下・制御盤転倒・水没）

30200034300

設１６ ５次査定 吉田ポンプ場 機械設備災害復旧工事 １／１ 査定設計書 調査
報告書 被害写真

紙文書

30200034400

・震災直後の下水処理場 ・被災と復旧、各団体からの応援リスト ・阪神淡路大震災
における下水道復旧の記録（冊子） 平成７年７月 神戸市下水道局

紙文書

30200034401

兵庫県南部地震 神戸市公共下水道被害報告書 平成７年１月２８日 神戸市下水道局

紙文書

冊子・写真

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

建設局 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

30200034402

下水道局設備課 平成７年１月１７日兵庫県南部地震 処理場、ポンプ場被災及び復旧
状況 東灘処理場他

紙文書

30200034403

被災への応援リスト（企業、他の公共団体等） 平成７年２月９日

紙文書

30200034404

処理場・ポンプ場機械、電気設備の被害状況（兵庫県南部地震による） 平成７年３月
１日 神戸市下水道局設備課 水没による被害、構造物不等沈下による被害等

紙文書

30200034405

新聞記事 トイレもライフライン 平成７年６月６日

紙文書

30200034406

新聞記事 魚崎運河にボラ戻る 平成７年１１月６日

紙文書

30200034407

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

30200034500

兵庫県南部地震による下水道施設の被害状況（神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、高砂
市等）

紙文書

30200034501

兵庫県南部地震における下水道事業災害査定設計の問題点と方針について 兵庫県阪神
都市整備局会議室 平成７年２月６日

紙文書

30200034502

兵庫県南部地震による下水道施設の被災状況

紙文書

30200034503

日本下水道事業団災害対策本部第５回会合 平成７年２月１日 役員会議室

紙文書

30200034600

ガス事業法関係書類 アンケート・立入り検査

紙文書

30200034601

ガス事業法に基づく立ち入り検査に関する検査前書類について（回答）（玉津処理場）
平成１９年１月１７日

紙文書

30200034700

東灘処理場被害状況調査（機械設備） 報告書

冊子・写真

30200034701

東灘処理場被害状況調査（機械設備）

冊子・写真

30200034800

下水道施設災害査定事務に関する報告書 ‐阪神淡路大震災における神戸市公共下水道
冊子・写真
の災害査定‐ 平成１０年３月 神戸市建設局下水道河川部

30200034900

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

冊子・写真

30200035000

神戸市中部下水処理場一般平面図等

ＦＤ・ＭＯ

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

建設局 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

30200035100

玉津処理場平面図

ＦＤ・ＭＯ

30200035200

西部処理場 全体配置図

ＦＤ・ＭＯ

30200035300

神戸市中部下水処理場一般平面図

ＦＤ・ＭＯ

30200035400

鈴蘭台処理場一般平面図

ＦＤ・ＭＯ

30200035500

東灘処理場一般平面図

ＦＤ・ＭＯ

30200035600

東灘処理場一般平面図

ＦＤ・ＭＯ

30200035700

鈴蘭台処理場平面図

ＦＤ・ＭＯ

30200035800

阪神・淡路大震災による機械電気設備の被害、復旧状況と今後の対策について 平成９
ＦＤ・ＭＯ
年３月 神戸市建設局下水道部設備課 各処理場一般平面図（ラスター図）

30200035900

東灘処理場 本場汚水処理電気設備災害復旧工事 特別仕様書 平成７年 神戸市下水
ＦＤ・ＭＯ
道局設備課

30200036000

東灘処理場 消化槽電気設備災害復旧工事 複合工見積書

ＦＤ・ＭＯ

30200036100

東灘処理場 汚泥処理電気設備災害復旧工事 特別仕様書 神戸市下水道局設備課

ＦＤ・ＭＯ

30200036200

東灘処理場 水処理施設災害復旧工事（電気設備）の近接工事費計算根拠等

ＦＤ・ＭＯ

30200036300

東灘処理場 中央監視施設災害復旧工事（仮工事）近接工事費計算根拠

ＦＤ・ＭＯ

30200036400

設計書（東灘処理場 管理本館災害復旧工事（電気）仮工事）

ＦＤ・ＭＯ

30200036500

平成７年災害復旧工事設計書（東灘処理場 汚泥重力濃縮電気設備災害復旧工事）

ＦＤ・ＭＯ

30200036600

東灘処理場 汚泥脱水機電気設備災害復旧工事 特別仕様書 平成７年 神戸市下水道
ＦＤ・ＭＯ
局設備課

30200036700

東灘処理場 電気設備被害状況調査表１～７ H７．２．８

ＦＤ・ＭＯ

30200036800

東灘 被害状況調査表

ＦＤ・ＭＯ

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

建設局 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

30200036900

被害状況調査表（本場汚泥処理設備等）

ＦＤ・ＭＯ

30200037000

東灘処理場 被害状況調査表（本場水処理設備）

ＦＤ・ＭＯ

30200037100

兵庫県南部地震に関す災害査定状況報告

ＦＤ・ＭＯ

30200037200

兵庫県南部地震 下水処理施設等の被災写真のネガ

冊子・写真

30240035000

阪神・淡路大震災による倒壊・焼失建物の滅失調査 社団法人兵庫県公共嘱託登記土地
冊子・写真
家屋調査士協会 平成９年５月１５日発行

30240035100

阪神・淡路大震災調査報告書（解説編） 平成８年３月 社団法人地盤工学会・阪神大
冊子・写真
震災調査委員会 平成８年３月１２日発行

30240035200

阪神淡路大震災からの記録 関西電力株式会社 神戸電力所版「復旧記録編」 神戸電
冊子・写真
力所 平成７年７月

30240035300

平成７年（１９９５年）兵庫県南部地震被害調査報告書 １９９５年３月

30240035400

Ｍ７．２ 技術者の見た 阪神・淡路大震災 その被害と復旧 社団法人全日本建設技
冊子・写真
術協会 平成７年１１月発行

30240035500

地盤から見た”阪神大震災” 緊急報告会資料 平成７年３月２７日

冊子・写真

30240035600

阪神．淡路大震災 復旧工事への協力体制について

冊子・写真

30240035700

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

30240035800

阪神・淡路大震災 被害・復旧記録 平成８年３月 大阪ガス株式会社

冊子・写真

30240035900

一日も早い復旧をめざして！！ よみがえる阪神高速道路 ３号神戸線復旧工事 阪神
冊子・写真
高速道路公団 平成８年１月

30240036000

阪神大震災後の逆Ｙ型擁壁 変状調査報告 平成７年２月 国土道路株式会社 建設工
冊子・写真
学研究所

30240036100

阪神大震災後の逆Ｙ型擁壁 変状調査報告

冊子・写真

冊子・写真

建設局 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

30240036200

１９９５年１月１７日 阪神大震災の被災マップ Ｎｏ．Ⅰ・Ｎｏ．Ⅱ・Ｎｏ．Ⅲ １
冊子・写真
９９５年２月

30240036300

最初の一週間〈阪神・淡路大震災〉１９９５年１月１７日～情報の空白を埋める。 震
ＦＤ・ＭＯ
災関連文書リスト一挙収録 神戸新聞社 サンテレビジョン ＡＭ神戸

30250036300

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１

紙文書

30250036301

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１

紙文書

30250036400

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２

紙文書

30250036401

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２

紙文書

30250036500

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３

紙文書

30250036501

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３

紙文書

30250036600

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４

紙文書

30250036601

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４

紙文書

30250036700

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５

紙文書

30250036701

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５

紙文書

30250036800

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６

紙文書

30250036801

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６

紙文書

30250036900

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７

紙文書

30250036901

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７

紙文書

30250037000

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８

紙文書

30250037001

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８

紙文書

建設局 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

30250037100

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９

紙文書

30250037101

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９

紙文書

30250037200

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０

紙文書

30250037201

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０

紙文書

30250037300

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１

紙文書

30250037301

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１

紙文書

30250037400

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２

紙文書

30250037401

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２

紙文書

30250037500

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１３

紙文書

30250037501

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１３

紙文書

30250037600

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１８

紙文書

30250037601

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１８

紙文書

30250037700

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２０

紙文書

30250037701

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２０

紙文書

30250037800

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２１

紙文書

30250037801

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２１

紙文書

30250037900

７ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２２

紙文書

30250037901

７ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２２

紙文書

30250038000

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２３

紙文書

建設局 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

30250038001

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２３

紙文書

30250038100

７ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２６

紙文書

30250038101

７ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２６

紙文書

30250038200

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２７

紙文書

30250038201

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２７

紙文書

30250038300

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２８

紙文書

30250038301

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２８

紙文書

30250038400

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２９

紙文書

30250038401

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．２９

紙文書

30250038500

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．３０

紙文書

30250038501

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．３０

紙文書

30250038600

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１５

紙文書

30250038601

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１５

紙文書

30250038700

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１７

紙文書

30250038701

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１７

紙文書

30250038800

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３２

紙文書

30250038801

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３２

紙文書

30250038900

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３４

紙文書

30250038901

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３４

紙文書

建設局 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

30250039000

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４０．

紙文書

30250039001

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４０．

紙文書

30250039100

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４１

紙文書

30250039101

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４１

紙文書

30250039200

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４３．

紙文書

30250039201

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４３．

紙文書

30250039300

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４４

紙文書

30250039301

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４４

紙文書

30250039400

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４６

紙文書

30250039401

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４６

紙文書

30250039500

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４７

紙文書

30250039501

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４７

紙文書

30250039600

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４８

紙文書

30250039601

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４８

紙文書

30250039700

私道災害助成 兵庫１３３

紙文書

30250039701

私道災害助成 兵庫１３３

紙文書

30250039800

私道災害助成 兵庫１３４

紙文書

30250039801

私道災害助成 兵庫１３４

紙文書

30250039900

私道災害復旧助成 兵庫１３６

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

建設局 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

30250039901

私道災害復旧助成 兵庫１３６

紙文書

30250040000

私道災害復旧助成 兵庫１３７

紙文書

30250040001

私道災害復旧助成 兵庫１３７

紙文書

30250040100

私道災害復旧助成 兵庫１３８

紙文書

30250040101

私道災害復旧助成 兵庫１３８

紙文書

30250040200

私道災害復旧助成受付簿（兵庫区） Ｎｏ．１

紙文書

30250040201

平成７年９月４日 私道災害復旧工事助成申出書 土木事務所長様 工事箇所 神戸市
兵庫区新開地通

紙文書

30250040300

私道災害復旧助成受付簿（兵庫区） Ｎｏ．２

紙文書

30250040301

平成８年３月１６日 私道災害復旧工事助成申出書 土木事務所長様 工事箇所 神戸
市兵庫区会下山町

紙文書

30250040400

神戸市私道災害復旧工事助成要領 平成７年度他

紙文書

30250040401

平成７年１２月１日 神戸市水道局 水道局からのお知らせ 震災で水道管を引き替え
される皆様へ

紙文書

30250040402

広報こうべ地震災害対策特別号 １９９５年（平成７年）９月１日 私道災害復旧工事
に対する助成

紙文書

30250040403

神戸市私道災害復旧工事助成要領 平成７年９月１日

紙文書

30250040500

平成１０年２月１３日 中部事務所水環境センター サービス係 中部事務所 管理課
管理係 私道災害復旧助成工事申出箇所における公共下水道の有・無について（照会）

紙文書

30250040501

平成１０年２月１３日 中部事務所水環境センター サービス係 中部事務所 管理課
管理係 私道災害復旧助成工事申出箇所における公共下水道の有・無について（照会）
（工事箇所）神戸市兵庫区湊川町

紙文書

30250040600

私道災害復旧工事助成申出書（検討分）

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

建設局 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

30250040601

公道私道の区分の検討 平成１０年５月２０日

紙文書

30250040700

私道災害復旧工事助成に係る申出保留関係書類（受理番号なし）

紙文書

30250040701

平成９年１０月９日 私道災害復旧工事助成申出書 事務所長様 神戸市兵庫区会下山
町

紙文書

30250040800

平成７年度 私道災害復旧助成受付簿（中央区）

紙文書

30250040801

平成７年９月８日 私道災害復旧工事助成申出書 土木事務所長様 工事箇所：神戸市
中央区下山手通８丁目

紙文書

30250040900

私道災害復旧助成工事申出箇所における公共下水道の有・無について 水環境センター
Ｎｏ．２

紙文書

30250040901

平成１０年１２月１５日 中部事務所水環境センター サービス係様 中部事務所 管
理課管理係 私道災害復旧助成工事申出箇所における公共下水道の有・無について（照
会） 工事箇所:神戸市中央区中島通

紙文書

30250041000

市道災害復旧助成工事申出箇所における公共下水道の有・無について 水環境センター
Ｎｏ．３

紙文書

30250041001

平成１１年８月３１日 中部事務所水環境センター サービス係様 建設局中部建設事
務所管理課 管理係 私道災害復旧助成工事申出箇所における公共下水道の有・無につ
いて（照会） 工事箇所：神戸市兵庫区水木通他

紙文書

30250041100

平成１２年度 私道災害復旧助成工事申出箇所における公共下水道の有・無について
水環境センター

紙文書

30250041101

平成１２年６月１２日 建設局中部建設事務所水環境センター サービス係様 建設局
中部建設事務所 管理係 私道災害復旧助成工事公共下水道埋設確認（依頼） 工事箇
所：神戸市兵庫区荒田町他

紙文書

30250041200

私道災害復旧工事助成

紙文書

30250041201

平成９年１０月６日 中央区北野町の公道・私道の区分の調査の依頼

紙文書

30250041300

平成１１年度 私道災害復旧工事執行状況

紙文書

30250041301

私道災害復旧工事助成執行状況（平成１１年度１２月末現在）

紙文書

建設局 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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ファイル名／文書名

文書
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30250041400

平成１１年度 私道助成一覧表（災害復旧） Ｎｏ．１

紙文書

30250041401

私道助成一覧表 平成１１年１２月末

紙文書

30250041500

平成１１年度 私道助成一覧表（災害復旧） Ｎｏ．２

紙文書

30250041501

私道助成一覧表 平成１２年１月末

紙文書

30250041600

不承認 私道災害助成 兵庫～Ｎｏ．１９

紙文書

30250041601

不承認 私道災害助成 兵庫～Ｎｏ．１９

紙文書

30250041700

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３３

紙文書

30250041701

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３３

紙文書

30250041800

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４２

紙文書

30250041801

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４２

紙文書

30250041900

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４５

紙文書

30250041901

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４５

紙文書

30250042000

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５０

紙文書

30250042001

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５０

紙文書

30250042100

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６３

紙文書

30250042101

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６３

紙文書

30250042200

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６５

紙文書

30250042201

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６５

紙文書

30250042300

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７０

紙文書

建設局 整理済文書目録
平成30年03月30日現在
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ファイル名／文書名

文書
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30250042301

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７０

紙文書

30250042400

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７２

紙文書

30250042401

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７２

紙文書

30250042500

期限切れ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８５

紙文書

30250042501

期限切れ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８５

紙文書

30250042600

期限切れ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９５期限切

紙文書

30250042601

期限切れ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９５期限切

紙文書

30250042700

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０５

紙文書

30250042701

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０５

紙文書

30250042800

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０９

紙文書

30250042801

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０９

紙文書

30250042900

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１８

紙文書

30250042901

取下げ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１８

紙文書

30250043000

期限切れ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１９

紙文書

30250043001

期限切れ 私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１９

紙文書

30250043100

取下げ １１私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２０

紙文書

30250043101

取下げ １１私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２０

紙文書

30250043200

期限切れ ⑪私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２６

紙文書

30250043201

期限切れ ⑪私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２６

紙文書
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平成30年03月30日現在
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30250043300

不承認 ⑪私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２８

紙文書

30250043301

不承認 ⑪私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２８

紙文書

30250043400

不承認 私道災害復旧助成 兵庫１３５

紙文書

30250043401

不承認 私道災害復旧助成 兵庫１３５

紙文書

30250043500

不承認 私道災害助成 中央区Ｎｏ．３

紙文書

30250043501

不承認 私道災害助成 中央区Ｎｏ．３

紙文書

30250043600

取下げ 私道災害助成 中央区Ｎｏ．６

紙文書

30250043601

取下げ 私道災害助成 中央区Ｎｏ．６

紙文書

30250043700

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．１７

紙文書

30250043701

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．１７

紙文書

30250043800

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．２０

紙文書

30250043801

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．２０

紙文書

30250043900

取下げ 私道災害助成 中央区Ｎｏ．２３

紙文書

30250043901

取下げ 私道災害助成 中央区Ｎｏ．２３

紙文書

30250044000

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．２８

紙文書

30250044001

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．２８

紙文書

30250044100

期限切れ 私道災害助成 中央Ｎｏ．３１

紙文書

30250044101

期限切れ 私道災害助成 中央Ｎｏ．３１

紙文書

30250044200

期限切れ 私道災害助成 中央Ｎｏ．３５

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
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文書
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30250044201

期限切れ 私道災害助成 中央Ｎｏ．３５

紙文書

30250044300

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．３９

紙文書

30250044301

取下げ 私道災害助成 中央Ｎｏ．３９

紙文書

30250044400

取下げ ⑪私道災害助成 中央Ｎｏ．４６

紙文書

30250044401

取下げ ⑪私道災害助成 中央Ｎｏ．４６

紙文書

30250044500

期限切れ 私道災害復旧助成 中央４７

紙文書

30250044501

期限切れ 私道災害復旧助成 中央４７

紙文書

30250044600

保留 ９ 申出（未提出） 仮申出中 中央区 山本通４丁目

紙文書

30250044601

保留 ９ 申出（未提出） 仮申出中 中央区 山本通４丁目

紙文書

30250044700

私道災害助成 中央区Ｎｏ．１

紙文書

30250044701

私道災害助成 中央区Ｎｏ．１

紙文書

30250044800

私道災害助成 中央Ｎｏ．２

紙文書

30250044801

私道災害助成 中央Ｎｏ．２

紙文書

30250044900

私道災害助成 中央Ｎｏ．４

紙文書

30250044901

私道災害助成 中央Ｎｏ．４

紙文書

30250045000

平成１０年度 仮設住宅関連 ・公園での居住者の状況 ・残存物件（平成１０年６月
～）

紙文書

30250045001

公園機能の回復について 現状（平成１０年６月１日現在）

紙文書

30250045002

居住者のいる公園・残存物件がある公園 平成１０年６月１日現在

紙文書

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ
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文書
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30250045003

平成８年９月３０日 建設局長決定 公園内残存・放置物件の廃棄要領について

紙文書

30250045100

新聞記事（被災者に対する心のケア、その他震災関連）１ 平成７年７月～平成８年１
月１１日

紙文書

30250045200

新聞記事（阪神高速神戸線全線開通、その他震災関連）２ 平成８年１月１２日～平成
８年５月

紙文書

30250045300

新聞記事（メモリアルパーク整備、その他震災関連）３ 平成８年６月～平成９年３月

紙文書

30250045400

新聞記事（モニュメント、慰霊碑、その他震災関連）４ 平成９年４月～平成１１年１
月

紙文書

30250045500

新聞記事 （仮設住宅関連）

紙文書

30250045600

新聞記事 （避難所関連）

紙文書

30250045700

震災関連（査定・復旧工事） 公園災害復旧

紙文書

30250045701

公園災害復旧について（中部土木） 平成８年１１月２８日

紙文書

30250045800

震災関連（仮設住宅・公共利用等） ・仮設住宅関係質疑応答集（平成７年１２月）
・仮設住宅設置公園の占用許可、公園管理会の取扱い

紙文書

30250045801

平成７年６月２１日 各土木事務所副所長様 土木局公園緑地部管理課長 仮設住宅設
置公園の占用許可について

紙文書

30250045802

仮設住宅の建設されている公園の公園管理会の取扱いについて

紙文書

30250045803

平成７年１１月１６日 兵庫区地域福祉課 ふれあいセンターの概要

紙文書

30250045804

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

30250045805

仮設住宅調査員マニュアル 平成７年１２月９日 神戸市災害対策本部

紙文書

30250045900

震災関連（避難所・無許可占用物件） 公園での居住者の状況等

紙文書

30250045901

公園の遊具撤去について 平成７年７月

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
種別

30250045902

建設消防委員会議事録要旨 兵庫区の道路と公園について 平成７年６月２９日

紙文書

30250046000

震災関連（避難所・無許可占用物件）２ 公園での居住者の状況等

紙文書

30250046001

平成７年１１月３０日 中部土木事務所長（公園緑地係）様 兵庫区長 平成７年度
住所不定者更生援護対策パトロールの実施について（御依頼）

紙文書

30250046002

次の様なことで困っている人は相談に来て下さい。 神戸市立更生援護相談所

紙文書

30250046100

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．３６

紙文書

30250046101

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．３６

紙文書

30250046200

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．３７

紙文書

30250046201

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．３７

紙文書

30250046300

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３８・３９

紙文書

30250046301

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．３８・３９

紙文書

30250046400

私道災害復旧 兵庫Ｎｏ．５３

紙文書

30250046401

私道災害復旧 兵庫Ｎｏ．５３

紙文書

30250046500

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５５

紙文書

30250046501

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５５

紙文書

30250046600

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５６

紙文書

30250046601

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５６

紙文書

30250046700

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５７

紙文書

30250046701

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５７

紙文書

建設局 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

30250046800

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５８

紙文書

30250046801

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５８

紙文書

30250046900

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５９

紙文書

30250046901

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５９

紙文書

30250047000

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４９

紙文書

30250047001

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．４９

紙文書

30250047100

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５１

紙文書

30250047101

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５１

紙文書

30250047200

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５２

紙文書

30250047201

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５２

紙文書

30250047300

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５４

紙文書

30250047301

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．５４

紙文書

30250047400

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６０

紙文書

30250047401

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６０

紙文書

30250047500

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６１

紙文書

30250047501

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６１

紙文書

30250047600

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６２

紙文書

30250047601

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６２

紙文書

30250047700

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６６

紙文書

建設局 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

30250047701

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６６

紙文書

30250047800

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６４

紙文書

30250047801

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６４

紙文書

30250047900

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６７

紙文書

30250047901

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６７

紙文書

30250048000

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６８

紙文書

30250048001

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６８

紙文書

30250048100

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６９

紙文書

30250048101

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．６９

紙文書

30250048200

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７１

紙文書

30250048201

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７１

紙文書

30250048300

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．７３

紙文書

30250048301

私道災害助成 兵庫区Ｎｏ．７３

紙文書

30250048400

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７４

紙文書

30250048401

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７４

紙文書

30250048500

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７５

紙文書

30250048501

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７５

紙文書

30250048600

私道災害助成 執行状況１

紙文書

30250048601

私道の災害復旧工事助成執行状況 平成９年１月末

紙文書

建設局 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

30250048700

私道災害復旧助成工事 執行状況２

紙文書

30250048701

私道の災害復旧工事助成執行状況 平成９年５月末

紙文書

30250048800

私道災害復旧工事 執行状況３

紙文書

30250048801

私道の災害復旧工事助成執行状況 平成９年１２月末

紙文書

30250048900

私道災害復旧工事 執行状況４

紙文書

30250048901

私道の災害復旧工事助成執行状況 平成１０年２月末

紙文書

30250049000

私道災害復旧工事 執行状況５

紙文書

30250049001

私道の災害復旧工事助成執行状況 平成１０年６月末

紙文書

30250049100

私道災害復旧工事 執行状況６

紙文書

30250049101

私道の災害復旧工事助成執行状況 平成１０年１２月末

紙文書

30250049200

30250049201

30250049300

30250049301

30250049400

30250049401

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７８

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７８

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

建設局 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
30250049500

30250049501

30250049600

30250049601

30250049700

30250049701

30250049800

30250049801

30250049900

30250049901

30250050000

30250050001

30250050100

30250050101

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ファイル名／文書名
私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７９

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．７９

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８０

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８０

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８２

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８２

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０２

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０２

文書
種別

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

建設局 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
30250050200

30250050201

30250050300

30250050301

30250050400

30250050401

30250050500

30250050501

30250050600

30250050601

30250050700

30250050701

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ファイル名／文書名
私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８８

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８８

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８９

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．８９

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９７

文書
種別

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

30250050800

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９８

紙文書

30250050801

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９８

紙文書

建設局 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
30250050900

30250050901

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ファイル名／文書名
私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９９

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９９

文書
種別

紙文書

紙文書

30250051000

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１００

紙文書

30250051001

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１００

紙文書

30250051100

30250051101

30250051200

30250051201

30250051300

30250051301

30250051400

30250051401

30250051500

30250051501

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．９４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１０

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１０

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

建設局 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
30250051600

30250051601

30250051700

30250051701

30250051800

30250051801

30250051900

30250051901

30250052000

30250052001

30250052100

30250052101

30250052200

30250052201

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ファイル名／文書名
私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１２

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１２

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０８

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０８

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１０６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１６

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１６

文書
種別

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

建設局 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
30250052300

30250052301

30250052400

30250052401

30250052500

30250052501

30250052600

30250052601

30250052700

30250052701

30250052800

30250052801

30250052900

30250052901

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ファイル名／文書名
私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２１

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２２

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２２

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２５

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２５

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１３

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１３

文書
種別

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

建設局 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
30250053000

30250053001

30250053100

30250053101

30250053200

30250053201

30250053300

30250053301

30250053400

30250053401

30250053500

30250053501

30250053600

30250053601

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ

ファイル名／文書名
私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１４

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１５

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１１５

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２７

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２９

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１２９

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１３０

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１３０

私道災害助成 兵庫１３１

私道災害助成 兵庫１３１

私道災害助成 兵庫１３２

私道災害助成 兵庫１３２

文書
種別

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

紙文書

建設局 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

30250053700

私道災害助成 中央Ｎｏ．４５

紙文書

30250053701

私道災害助成 中央Ｎｏ．４５

紙文書

30250053800

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１６

紙文書

30250053801

私道災害助成 兵庫Ｎｏ．１６

紙文書

30250053900

私道災害助成 中央Ｎｏ．３４

紙文書

30250053901

私道災害助成 中央Ｎｏ．３４

紙文書

30250054000

私道災害助成 中央Ｎｏ．３８

紙文書

30250054001

私道災害助成 中央Ｎｏ．３８

紙文書

30250054100

私道災害助成 中央Ｎｏ．４０

紙文書

30250054101

私道災害助成 中央Ｎｏ．４０

紙文書

30250054200

私道災害助成 中央Ｎｏ．４１

紙文書

30250054201

私道災害助成 中央Ｎｏ．４１

紙文書

30250054300

私道災害助成 Ｎｏ．４３

紙文書

30250054301

私道災害助成 Ｎｏ．４３

紙文書

30250054400

私道災害助成 中央Ｎｏ．４４

紙文書

30250054401

私道災害助成 中央Ｎｏ．４４

紙文書

30250054500

私道災害復旧助成 中央Ｎｏ．４８

紙文書

30250054501

私道災害復旧助成 中央Ｎｏ．４８

紙文書

30250054600

私道災害復旧助成 中央Ｎｏ．４９

紙文書
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30250054601

私道災害復旧助成 中央Ｎｏ．４９

紙文書

30250054700

私道災害復旧助成 中央Ｎｏ．５０

紙文書

30250054701

私道災害復旧助成 中央Ｎｏ．５０

紙文書

30250054800

私道災害助成 中央Ｎｏ．２２．

紙文書

30250054801

私道災害助成 中央Ｎｏ．２２．

紙文書

30250054900

私道災害助成 中央Ｎｏ．２４．

紙文書

30250054901

私道災害助成 中央Ｎｏ．２４．

紙文書

30250055000

私道災害助成 中央Ｎｏ．２５

紙文書

30250055001

私道災害助成 中央Ｎｏ．２５

紙文書

30250055100

私道災害助成 中央Ｎｏ．２６

紙文書

30250055101

私道災害助成 中央Ｎｏ．２６

紙文書

30250055200

私道災害助成 中央Ｎｏ．２７．

紙文書

30250055201

私道災害助成 中央Ｎｏ．２７．

紙文書

30250055300

私道災害助成 中央Ｎｏ．３０

紙文書

30250055301

私道災害助成 中央Ｎｏ．３０

紙文書

30250055400

私道災害助成 中央Ｎｏ．３２

紙文書

30250055401

私道災害助成 中央Ｎｏ．３２

紙文書

30250055500

私道災害助成 中央Ｎｏ．３３

紙文書

30250055501

私道災害助成 中央Ｎｏ．３３

紙文書
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30250055600

私道災害助成 中央Ｎｏ．３６

紙文書

30250055601

私道災害助成 中央Ｎｏ．３６

紙文書

30250055700

私道災害助成 中央Ｎｏ．３７

紙文書

30250055701

私道災害助成 中央Ｎｏ．３７

紙文書

30250055800

私道災害助成 中央Ｎｏ．５

紙文書

30250055801

私道災害助成 中央Ｎｏ．５

紙文書

30250055900

私道災害助成 中央Ｎｏ．７

紙文書

30250055901

私道災害助成 中央Ｎｏ．７

紙文書

30250056000

私道災害助成 中央Ｎｏ．８

紙文書

30250056001

私道災害助成 中央Ｎｏ．８

紙文書

30250056100

私道災害助成 中央Ｎｏ．９

紙文書

30250056101

私道災害助成 中央Ｎｏ．９

紙文書

30250056200

私道災害助成 中央区Ｎｏ．１０

紙文書

30250056201

私道災害助成 中央区Ｎｏ．１０

紙文書

30250056300

私道災害助成 中央Ｎｏ．１１

紙文書

30250056301

私道災害助成 中央Ｎｏ．１１

紙文書

30250056400

私道災害助成 中央Ｎｏ．１２

紙文書

30250056401

私道災害助成 中央Ｎｏ．１２

紙文書

30250056500

私道災害助成 中央Ｎｏ．１３

紙文書
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30250056501

私道災害助成 中央Ｎｏ．１３

紙文書

30250056600

私道災害助成 中央Ｎｏ．１４

紙文書

30250056601

私道災害助成 中央Ｎｏ．１４

紙文書

30250056700

私道災害助成 中央Ｎｏ．１５

紙文書

30250056701

私道災害助成 中央Ｎｏ．１５

紙文書

30250056800

私道災害助成 中央Ｎｏ．１６

紙文書

30250056801

私道災害助成 中央Ｎｏ．１６

紙文書

30250056900

私道災害助成 中央Ｎｏ．１８

紙文書

30250056901

私道災害助成 中央Ｎｏ．１８

紙文書

30250057000

私道災害助成 中央Ｎｏ．２１

紙文書

30250057001

私道災害助成 中央Ｎｏ．２１

紙文書

30260046100

災害査定写真（道路）（長田区南部）

冊子・写真

30260046200

災害査定写真（道路）（長田区北部）

冊子・写真

30260046300

災害査定写真（道路）（須磨区北部）

冊子・写真

30260046400

災害査定写真（道路）（須磨区南部）

冊子・写真

30260046500

阪神大震災被災箇所調査業務 写真集（道路） Ｂブロック 長田区南部地区 平成７
冊子・写真
年３月 神戸市土木局西部土木事務所

30260046600

阪神大震災被災箇所調査業務 写真集（道路） Ｂブロック 須磨区南部地区 平成７
冊子・写真
年３月 神戸市土木局西部土木事務所

30260046700

被災状況 写真 橋梁 車道 歩道

冊子・写真

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ
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30260046800

西代跨線橋 被災橋脚 Ｐ４（大判写真）

冊子・写真

30260046900

西代跨線橋 被災橋脚 Ｐ４（大判写真）

冊子・写真

30260047000

平成６年度 土木局西部土木事務所管内 災害査定用現場写真ネガ 「須磨区若草町道
冊子・写真
路敷」「須磨区桜木町道路敷」「須磨区大手町道路敷」「須磨区車道路敷」他

30260047100

平成６年度 土木局西部土木事務所管内災害査定用現場写真・ネガ 「長田区房王寺石
冊子・写真
積」「新湊川」「長田区丸山中学付近」「長田区丸山中学北側山麓線」他

30260047200

平成６年度 土木局西部土木事務所管内 被災状況・応急復旧災害査定用写真 「新湊
川橋東側西行車線被災状況」「長田区内山麓線応急復旧写真」「長田区（房王寺）山麓 冊子・写真
線石積災害査定用写真」他

30260047300

平成７年度 土木局西部土木事務所管内 災害査定用写真ネガ（第６次・第７次査定）
「第６次査定 西代跨線橋」「第６次査定 国道２８号線」「第７次査定 北須磨幹線 冊子・写真
１・２工区」「第７次査定 垂水・妙法寺線１・２工区」他

30260047400

平成６年度他 土木局西部土木事務所管内災害査定用写真ネガ（第３次・第５次査定）
「３次査定 兵庫駅・鷹取線」「３次査定 房王寺線 新湊川上流右岸」「５次査定
冊子・写真
大日ヶ丘１工区 丸山幹線２工区 長田・箕谷線１工区」「５次査定 神戸・加古川・
姫路線１～３工区」他

30800047000

平成６・７年度災害復旧費 （早見表） 神戸市立王子動物園

紙文書

30800047001

６・７年度災害復旧費庶務課登録報告書

紙文書

30800047100

公立社会教育施設災害復旧事業 王子動物園施設（機関車、フラミンゴ池、動物科学資
料館等）

紙文書

30800047101

その他請負契約決定通知書（営繕契約用） 王子動物園機関車復旧その他補修 平成７
年６月２１日

紙文書

30800047200

災害復旧６年度補助申請 王子動物園（文部省現地査定資料 平成７年３月１３日）

紙文書

30800047201

災害復旧事業施設別表 平成７年３月１４日 査定提出

紙文書

30800047202

平成６年度災害復旧事業被害状況 神戸市立王子動物園

紙文書

30800047300

６・７年度災害復旧 王子動物園（復旧工事会計検査、災害調査現状写真）

紙文書

紙文書
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30800047301

平成９年５月２８日 所属長様 教育委員会庶務課長 会計検査（文部省所管）につい
て 検査官 会計検査院 文部検査第一課（課長、調査官） 王子動物園

紙文書

30800047302

王子動物園 災害調査現状写真

紙文書

30800047400

災害復旧事業計画書 王子動物園施設復旧工事及び災害状況写真

紙文書

30800047401

６・７年度災害復旧費庶務課登録報告書 平成８年４月１０日

紙文書

30800047402

王子動物園 災害調査現状写真

紙文書

