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84010000100

毎日新聞は何を伝えたか 阪神大震災 発生から１週間完全収録 号外１／１７～１／
冊子・写真
２４ 大阪本社発行特別縮刷版 平成７年３月１５日発行 発行所：毎日新聞社

84010000200

阪神・淡路大震災に学ぶ学校危機管理 神戸の教育は死なず 編著：神戸市教育委員会
冊子・写真
発行所：株式会社小学館 平成８年４月０日発行

84010000300

こどもの心みえますか 著者：鈴木和子 平成７年８月１７日発行 発売元：神戸新聞
冊子・写真
総合出版センター

84010000400

『阪神・淡路大震災と住宅局営繕部』活動記録 「大震災を体験した営繕部の対応とそ
冊子・写真
の教訓」 平成８年３月 神戸市住宅局営繕部

84010000500

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２
冊子・写真
８日 神戸市教育委員会

84010000600

朝日新聞 大阪本社版 紙面集成 阪神大震災 １９９５ １．１７～２．１７ 平成
冊子・写真
７年３月２５日発行 発行所：朝日新聞社

84010000700

神戸市公共建築復興基本計画 報告書 基本指針編 『災害に強い公共建築づくり』と
『神戸の建築文化の復興』をめざして 平成８年３月 神戸市公共建築復興基本計画検 冊子・写真
討委員会

84010000800

１９９５年兵庫県南部地震災害調査速報 平成７年３月３１日発行 編集・発行所：社
冊子・写真
団法人日本建築学会

84010000900

きのう・今日・明日 ―We Love Kobe 阪神大震災と学校事務職員の１年― 平成８年
冊子・写真
２月発行 編集・発行：神戸市立小学校事務研究会

84010001000

学校震災対応マニュアル作成指針 平成８年８月発行 編集・発行：神戸市教育委員会 冊子・写真

84010001100

阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み 平成８年１月３１日発行 編
集・発行：神戸市教育委員会

冊子・写真

84010001200

こうべ 市制１００周年記念 平成元年７月発行 編集・発行：神戸市

冊子・写真

84010001300

平成７年度 兵庫県立教育研修所特別講座 講演録 語り継ごう阪神・淡路大震災 平
冊子・写真
成８年１月発行 発行：兵庫県内教育研究所連盟

84010001400

１９９５年兵庫県南部地震 ―木造建物の被害― 平成７年９月９日発行 編集・発行
冊子・写真
所：社団法人日本建築学会近畿支部
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84010001500

平成７年１月１７日 ５時４６分 あの一瞬を忘れないために ―阪神・淡路大震災の
記録― 兵庫県障害児教育諸学校長会 平成７年１１月３０日発行 編集：兵庫県障害 冊子・写真
児教育諸学校長会

84010001600

今、神戸の学校では ・個性を伸ばす教育 ・開かれた学校づくり ・ふれあい懇話会
冊子・写真
・進路指導の充実等 実践事例集 平成４年３月 発行者：神戸市教育委員会

84010001700

それは、朝焼けとともにはじまった… 震災時における障害（児）者の命と暮らし ガ
レキの中の障害者 阪神・淡路大震災障害者 実態調査中間報告 平成７年７月発行
冊子・写真
発行：全障研兵庫「阪神・淡路大震災障害者実態調査」委員会

84010001800

兵庫県南部大震災から見えてきたもの ―学校現場からの報告― 平成７年１１月発行
冊子・写真
編集・発行：兵庫県同和教育研究協議会・神戸市同和教育研究協議会

84010001900

阪神・淡路大震災 その時学校は ―検証と未来への提言― 平成７年１０月２４日発
冊子・写真
行 編集：神戸市ＰＴＡ協議会復興委員会

84010002000

学校運営研究 学校防災教育―見直し点はここだ Ｎｏ．４３７ 平成７年７月 明治
冊子・写真
図書出版株式会社

84010002100

内外教育 教育界の重要日誌 平成元年２月１７日～平成８年５月１７日

冊子・写真

84010002200

内外教育 さくいん 平成元年１月～平成８年４月

冊子・写真

84010002300

平成６年度 阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部 学校部記録

紙文書

84010002301

神戸市教育委員会からの情報 神戸市立学校園の当面の方針について 平成７年１月１
８日

紙文書

84010002302

災害対策本部学校部の新体制 平成７年１月２５日

紙文書

84010002303

「学用品受入れセンター」の開設について 平成７年１月２６日

紙文書

84010002304

神戸市教育委員会 ブロック別校園長会資料 平成７年１月３０日～３１日

紙文書

84010002305

阪神大震災における神戸市学校施設の被害状況等 平成７年２月２日

紙文書

84010002306

神戸市教育委員会災害対策本部（学校部）の現状と復旧への取り組み 平成７年２月１
６日現在

紙文書

84010002307

神戸市立小学校・中学校 児童生徒 転出入状況 平成７年３月６日現在

紙文書
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84010002400

平成６年度 阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部学校部情報 神戸市総合教育セン
ター

紙文書

84010002401

阪神大震災における神戸市学校施設の被害状況等 平成７年２月１日

紙文書

84010002402

神戸市教育委員会災害対策本部（学校部）の現状と復旧への取り組み 平成７年２月１
６日現在

紙文書

84010002403

教育委員会災害対策本部学校部の組織体制 平成７年３月１日

紙文書

84010002404

総合教育センター地震被害状況 平成７年１月２２日

紙文書

84010002405

阪神大震災 ＫＥＮに寄せられた各校の状況

紙文書

84010002500

平成６年度他 小野柄小学校 避難所新聞 Ｎｏ．１～Ｎｏ．８６

紙文書

84010002501

兵庫県南部大地震 小野柄小学校避難所新聞 平成７年１月２０日 （Ｎｏ．１）創刊
号

紙文書

84010002502

阪神・淡路大震災 小野柄避難所新聞 平成７年１月２０日 （Ｎｏ．８６）最終号

紙文書

84010002600

駒中２３５日の記録 神戸市立駒ヶ林中学校 震災記録集 Never Give Up 駒中生 平
冊子・写真
成７年１２月２２日発行 編集・発行：神戸市立駒ヶ林中学校

84010002700

追悼文集 平尾雄亮君をしのんで 平成７年５月１日発行 神戸市立本山中学校

冊子・写真

84010002800

阪神・淡路大震災から学校再開に向けて 神戸市立神港高等学校避難者対策委員会

冊子・写真

84010002900

平成７年度 文化祭 弁論「震災をのりこえて」 平成７年１１月１５日発行 神戸市
冊子・写真
立原田中学校

84010003000

阪神・淡路大震災 ―板宿小学校・避難所の記録― １９９５．１．１７ 平成８年３
冊子・写真
月１５日発行 編集：神戸市立板宿小学校

84010003100

１９９５（平成７年）／１／１７ ＡＭ５：４６ 阪神・淡路大震災の記録（兵庫県南
冊子・写真
部地震） 直下型大都市地震・Ｍ７．２ 神戸市立本山第一小学校

84010003200

もといち １年 平成８年３月発行 神戸市立本山第一小学校

冊子・写真

84010003300

もといち ２年 平成８年３月発行 神戸市立本山第一小学校

冊子・写真
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84010003400

もといち ３年 平成８年３月発行 神戸市立本山第一小学校

冊子・写真

84010003500

もといち ４年 平成８年３月発行 神戸市立本山第一小学校

冊子・写真

84010003600

もといち ５年 平成８年３月発行 神戸市立本山第一小学校

冊子・写真

84010003700

湧水 第１０号（平成７年度） 阪神大震災 あれから一年 平成８年１月１７日発行
冊子・写真
発行所：神戸市立神戸商業高等学校

84010003800

「つくろう 新しい御影の町を」 ～平成８年１月１７日の集い～ 神戸市立御影小学
冊子・写真
校 ５年生

84010003900

ひびきわたれ みくらの思い 生まれかわる神戸へ 平成８年１月発行 編集・発行：
冊子・写真
神戸市立御影小学校

84010004000

こころ 平成８年２月２６日発行 神戸市立神戸工業高等学校

84010004100

阪神大震災記録作文集 葺中生のきずな 平成７年１１月２日発行 神戸市立葺合中学
冊子・写真
校

84010004200

阪神大震災作文集 ―涙をふいて立ちあがれ― 負けるな神戸っ子 平成７年３月１５
冊子・写真
日発行 発行者：神戸市立鷹取中学校４９回生

84010004300

しあわせ はこぼう 小学校１・２・３年用 平成７年１１月発行 監修・編集：神戸
冊子・写真
市教育委員会 発行：財団法人神戸市スポーツ教育公社

84010004400

しあわせ はこぼう 小学校１・２・３年用 平成９年３月改訂 監修・編集：神戸市
冊子・写真
教育委員会 発行：財団法人神戸市スポーツ教育公社

84010004500

しあわせ はこぼう 小学校４・５・６年用 平成７年１１月発行 監修・編集：神戸
冊子・写真
市教育委員会 発行：財団法人神戸市スポーツ教育公社

84010004600

幸せ 運ぼう 中学校用 平成７年１１月発行 監修・編集：神戸市教育委員会 発
行：財団法人神戸市スポーツ教育公社

84010004700

幸せ 運ぼう 中学校用 平成９年３月改訂 監修・編集：神戸市教育委員会 発行：
冊子・写真
財団法人神戸市スポーツ教育公社

84010004800

小学校用「しあわせ はこぼう」 ―指導の手引き― 平成７年１２月１日発行 神戸
冊子・写真
市教育委員会

冊子・写真

冊子・写真
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84010004900

中学校用「幸せ運ぼう」 ―指導の手引き― 平成７年１２月１日発行 神戸市教育委
冊子・写真
員会

84010005000

平成７年度 教育委員会 兵庫県南部地震関連資料の保存・提出について

紙文書

84010005001

兵庫県南部地震関連資料の保存・提出について 平成７年９月２０日

紙文書

84010005002

企画展示 戦後５０年「神戸の教育」の歩み

紙文書

84010005100

もといち（本一ＰＴＡ広報） Ｎｏ．１４０～Ｎｏ．１４３（平成７年７月～平成８年
冊子・写真
３月） 発行：神戸市立本山第一小学校ＰＴＡ広報部

84010005200

夢多かれ若人 出版物に見る震災・復興の記録 平成８年１月２０日発行 発行者：神
冊子・写真
戸市立鷹取中学校

84010005300

惨禍を乗り越えて ―阪神・淡路大震災の記録集― 平成８年１１月発行 発行者：神
冊子・写真
戸市立若宮小学校

84010005400

みかげ 阪神淡路大震災から一年 神戸市立御影小学校 二年生

84010005500

阪神大震災あれから１年 文集 グラグラ 神戸市立御影小学校 ４年 平成８年１月
冊子・写真
１７日

84010005600

―１９９５年１月１７日 午前５時４６分― 阪神大震災 ～復興への足跡～ 平成７
冊子・写真
年４月発行 発行人：神戸市立本山中学校生徒会執行部

84010005700

南っ子新聞 復刻版 神戸市立本山南小学校 平成８年１月１７日

84010005800

阪神淡路大震災 福池小学校記録集 絆 平成８年２月２８日発行 発行所：神戸市立
冊子・写真
福池小学校

84010005900

阪神・淡路大震災１周年文集 『震災 そして私 その１年』 平成８年３月１３日発
冊子・写真
行 編集・発行：神戸市立楠中学校

84010006000

阪神淡路大震災一周年記念全員文集 あれから一年 ぼくも わたしも まけなかった
冊子・写真
よ 平成８年３月１日発行 発行者：神戸市立志里池小学校

84010006100

記録 阪神大震災と真陽小学校 神戸市立真陽小学校

冊子・写真

84010006200

せいようひがし再生 ’９５ 平成７年９月発行 発行：神戸市立青陽東養護学校

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84010006300

平成７年度 阪神・淡路大震災 神戸市立学校震災実態調査

紙文書

84010006301

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

84010006302

震災被害等実態調査票 平成７年６月１６日 神戸市教育委員会事務局 神戸市学校災
害復興本部

紙文書

84010006400

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２８日発行 発行
冊子・写真
者：神戸市教育委員会

84010006500

勇気と希望をありがとう 震災と闘った神戸の小さな放送局の記録 平成７年１２月発
冊子・写真
行 編集・発行：兵庫エフエムラジオ放送株式会社

84010006600

震―阪神・淡路大震災記録集 １９９５ 平成７年９月１日 編集・発行：社団法人神
冊子・写真
戸市医師会

84010006700

平成７年度 震災体験を生かす教育のあり方を求めて 専門研修講座 防災教育 神戸
冊子・写真
市総合教育センター

84010006800

平成７年１月１７日 ５時４６分 あの一瞬を忘れないために ―阪神・淡路大震災の
冊子・写真
記録― 平成７年１１月３０日発行 編集：兵庫県障害児教育諸学校長会

84010006900

その時から新しい生き方が始まった ―阪神・淡路大震災救援活動報告― 平成８年１
冊子・写真
月１７日発行 財団法人神戸キリスト教青年会（神戸ＹＭＣＡ）

84010007000

社会史に残る地図 神戸 あの繁栄が早く戻るように！ 阪神淡路大震災地図 平成７
冊子・写真
年５月発行 著作・発行：日地出版株式会社

84010007100

ＹＭＣＡスタディシリーズ１４ 明日を創るボランティア 日本ＹＭＣＡ阪神・淡路大
震災地域復興協力キャンプ 参加者意識調査研究報告 発行日：平成７年１２月１５日 冊子・写真
発行所：日本ＹＭＣＡ同盟出版部

84010007200

はがね 第６号 神戸市立長田工業高等学校 発行日：平成８年２月２０日

84010007300

明日に幸せ運べるように ―児童生徒の阪神・淡路大震災体験作文集― 発行：平成７
冊子・写真
年９月１日 発行者：神戸市教育委員会

84010007400

都市戦略のニュー・パラダイム デジタル・エンターテイメント都市の創造 「神戸国
際マルチメディア文化都市（仮称）」構想研究会報告書 神戸国際マルチメディア文化 冊子・写真
都市構想研究会

冊子・写真
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84010007500

三菱総合研究所 自主研究 社会リスク研究会報告３ 「阪神・淡路大震災３カ月後報
冊子・写真
告」 平成７年５月３１日 株式会社三菱総合研究所

84010007600

緊急レポート その時学校は …阪神大震災に学ぶ… 平成７年７月３１日発行 編
集：西宮市立小学校・養護学校教頭会震災委員会 発行：西宮市立小学校・養護学校教 冊子・写真
頭会

84010007700

神戸市行財政調査委員会 報告 ―行政需要の変化に対応した行政サービスのあり方―
冊子・写真
（震災復興への対応をふまえて） 平成７年９月２５日

84010007800

平成７年兵庫県南部地震による公共建築物の被害状況について ―神戸市公共建築物震
冊子・写真
災調査会からの報告を受けて― 平成７年３月 神戸市住宅局営繕部

84010007900

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

84010008000

災害時における情報通信のあり方に関する研究 平成７年５月 兵庫ニューメディア推
冊子・写真
進協議会

84010008100

資料編 阪神・淡路大震災をまとめる、そして考える 平成８年１月 発行・編集：神
冊子・写真
戸市立高等学校教職員組合

84010008200

シンポジウム 阪神淡路大震災と人権 シンポジウム第１・２・４・７分科会 報告書
冊子・写真
平成８年１月２７日 兵庫県立のじぎく会館他 近畿弁護士会連合会人権擁護委員会他

84010008300

兵庫の教育の復興に向けて（提言） 平成７年１０月 防災教育検討委員会

84010008400

平成７年度 阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部学校部の取り組み

紙文書

84010008500

平成７年度 阪神・淡路大震災 避難所教員アンケート

紙文書

84010008501

阪神大震災に関する調査票 平成７年１２月１０日実施 （大阪市立大学・産経新聞社
合同調査）

紙文書

84010008600

ＦＯＣＵＳ（フォーカスワイド大震災症候群の点検） 平成７年２月８日発行

84010008700

市民のグラフこうべ 特別号 Ｎｏ．２６８ 特集：阪神・淡路大震災―半年間の復興
冊子・写真
へのあゆみ― 平成７年７月 編集・発行：神戸市広報課

84010008800

ひょうごＥＹＥ 平成７年度版 あなたの県政 こころ豊かな兵庫 大震災を乗り越え
冊子・写真
て 平成７年７月発行 編集・発行：兵庫県広報課

冊子・写真
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84010008900

神戸の教育 平成６年度 平成６年５月発行 神戸市教育委員会

冊子・写真

84010009000

震災と復興の中で ―人権を考える市民の声― 第２２集 平成７年１２月 神戸市・
冊子・写真
神戸市教育委員会

84010009100

海になり空になり ―鈴木和子先生をしのんで― 鈴木和子先生追悼文集 平成７年４
冊子・写真
月２９日発行 神戸市立本山中学校

84010009200

都市政策 季刊 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
冊子・写真
発行所：財団法人神戸都市問題研究所

84010009300

人権作文集 第２６集 いろんなことが あっても 生きる １９９６年度 神戸市同
冊子・写真
和教育研究協議会編 発行：平成９年６月１日 発行所：神戸市同教事務局

84010009400

たまねぎテント ―東灘区本山南小学校 震災の記録― 発行：平成８年１月１７日
発行人：本山南小学校 文集製作委員会

冊子・写真

84010009500

We Love KOBE 大震災、私からの提言 発行：平成８年１月１７日 編集・発行：西日
本旅客鉄道株式会社神戸支社

冊子・写真

84010009600

神戸黒書 阪神大震災と神戸市政 発行：平成８年１月１７日 編著者：市民がつくる
冊子・写真
神戸市白書委員会

84010009700

花時計 ３８号 震災特集 発行：平成７年１１月 編集・発行：神戸市中学校教育研
冊子・写真
究会国語部

84010009800

切り抜き速報 教育版 １９９５．４上号（新聞記事転載期間１９９５．１．１６～
１．２９） 発行：平成７年５月４日 発行所：株式会社ニホン・ミック

冊子・写真

84010009900

切り抜き速報 教育版 １９９５．４下号（新聞記事転載期間１９９５．１．３０～
２．１２） 発行：平成７年５月１８日 発行所：株式会社ニホン・ミック

冊子・写真

84010010000

切り抜き速報 教育版 １９９５．５上号（新聞記事転載期間１９９５．２．１３～
２．２６） 発行：平成７年６月１日 発行所：株式会社ニホン・ミック

冊子・写真

84010010100

防災対策マニュアル［試案］第２版 川崎市立枡形中学校 防災対策委員会

冊子・写真

84010010200

神戸市立高等学校の将来を考える 平成６年４月発行 神戸市教育懇話会

冊子・写真

84010010300

市立高校の将来を考える ＶＯＬ．３ アンケート特集号 平成５年６月 神戸市教育
冊子・写真
懇話会事務局
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84010010400

すたあと 写真と作文でつづる 学校と子どもたちの２００日間のドキュメント 平成
冊子・写真
７年８月発行 神戸市教育委員会

84010010500

平成６年度他 教育委員会総合教育センター 新聞切抜き（コピー） 平成７年１月４
日～平成８年６月２４日

紙文書

84010010600

平成７年度他 教育委員会総合教育センター 新聞切抜き（一部コピー） 平成７年～
平成８年

紙文書

84010010700

平成６年度他 教育委員会総合教育センター 新聞切抜き（コピー） 平成７年２月２
日～平成１０年３月１３日

紙文書

84010010800

平成６年度他 教育委員会総合教育センター 新聞切抜き 一般紙 神戸市広報紙 平
成６年～平成８年

紙文書

84010010900

平成７年度 教育委員会総合教育センター 阪神・淡路大震災 神戸市立学校震災実態
調査票（小学校１４６校） 平成７年６月１６日

紙文書

84010011000

平成７年度 教育委員会総合教育センター 阪神・淡路大震災 神戸市立学校震災実態
調査票（中学校８４校、幼稚園７０園、高校１２校、盲・養護学校６校） 平成７年６
月１６日

紙文書

84020000100

平成９年度 震災３周年行事調査（平成１０年１月１７日）

紙文書

84020000101

（様式２）震災３周年学校行事等の調査 平成１０年１月８日締切（神戸市立湊小学
校）

紙文書

84020000102

湊小学校第４回避難訓練（平成１０年１月１７日）

紙文書

84020000103

平成９年度「湊小学校 防災の日」の取り組みについて

紙文書

84020000104

（様式２）震災３周年学校行事等の調査 平成１０年１月８日締切（神戸市立白川小学
校）

紙文書

84020000105

こんなときどうする ―災害から身を守ろう―（高学年用） 神戸市立白川小学校

紙文書

84020000106

（様式２）震災３周年学校行事等の調査 平成１０年１月８日締切（神戸市立板宿小学
校）

紙文書

84020000107

（様式２）震災３周年学校行事等の調査 平成１０年１月８日締切（神戸市立鷹取中学
校）

紙文書
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84020000108

平成１０年１月９日 教育委員会 神戸市立学校園の震災３周年関連行事について

紙文書

84020000200

平成１０年度 震災４周年学校行事等調査 １／２

紙文書

84020000201

（様式２）震災４周年学校行事等の調査 平成１１年１月８日締切 神戸市立福池小学
校

紙文書

84020000202

（様式２）震災４周年学校行事等の調査 平成１１年１月８日締切 神戸市立真野小学
校

紙文書

84020000300

平成１０年度 震災４周年学校行事等調査 ２／２

紙文書

84020000301

（様式２）震災４周年学校行事等の調査 平成１１年１月８日締切 神戸市立千歳小学
校

紙文書

84020000400

平成１２年度 震災６周年学校園行事等の調査

紙文書

84020000401

（様式２）震災６周年学校園行事等の調査 平成１２年１２月１８日締切 神戸市立高
羽小学校

紙文書

84020000402

（様式２）震災６周年学校園行事等の調査 平成１２年１２月１８日締切 神戸市立真
野小学校

紙文書

84020000500

平成７年度 二学期終業式・三学期始業式

紙文書

84020000501

（様式１）平成７年度冬期 終・始業式の調査 平成７年１２月１５日提出期限 神戸
市立本山第一小学校

紙文書

84020000502

（様式１）平成７年度冬期 終・始業式の調査 平成７年１２月１５日提出期限 神戸
市立御蔵小学校

紙文書

84020000600

平成７年度 中学校始業式・入学式

紙文書

84020000601

別紙様式 入学式・始業式 調査表 原田中学校他

紙文書

84020000602

別紙様式 入学式・始業式 調査表 神戸市立本庄中学校

紙文書

84020000700

平成７年度 小学校始業式・入学式

紙文書

84020000701

別紙様式 入学式・始業式 調査表 送付先：庶務課審査係 神戸市立二葉小学校

紙文書
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84020000702

別紙様式 入学式・始業式 調査表 神戸市立会下山小学校

紙文書

84020000800

平成７年度 避難者数一覧（民生局調べ）

紙文書

84020000801

（速報値）平成７年１月２１日（８時現在）各区役所からの情報

紙文書

84020000802

（速報値）平成７年１月２１日（１３時現在）各区役所からの情報

紙文書

84020000803

（速報値）平成７年１月２１日（１７時現在）各区役所からの情報

紙文書

84020000900

平成７年度 二学期始業式

紙文書

84020000901

（様式１）平成７年度二学期 始業式の調査（平成７年８月２５日締切り） 神戸市立
深江幼稚園

紙文書

84020000902

（様式１）平成７年度二学期 始業式の調査（平成７年８月２５日締切り） 神戸市立
会下山小学校

紙文書

84020000903

（様式１）平成７年度二学期 始業式の調査（平成７年８月２５日締切り） 神戸市立
広陵小学校

紙文書

84020001000

平成７年度 一学期行事調査

紙文書

84020001001

別紙様式 調査表 送付先 庶務課審査係 平成７年５月１１日締切 神戸市立本山南
小学校

紙文書

84020001002

別紙様式 調査表 送付先 庶務課審査係 平成７年５月１１日締切 神戸市立本山第
一小学校

紙文書

84020001003

別紙様式 調査表 送付先 庶務課審査係 平成７年５月１１日締切 神戸市立御影小
学校

紙文書

84020001004

別紙様式 調査表 送付先 庶務課審査係 平成７年５月１１日締切 神戸市立御影北
小学校

紙文書

84020001005

別紙様式 調査表 送付先 庶務課審査係 平成７年５月１１日締切 神戸市立高羽小
学校

紙文書

84020001006

別紙様式 調査表 送付先 庶務課審査係 平成７年５月１１日締切 神戸市立高倉台
小学校

紙文書
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84020001100

平成８年度 全国中学生防災フォーラム in KOBE

冊子・写真

84020001200

額付肖像写真

冊子・写真

84020001300

記者提供資料（平成８年１月）

紙文書

84020001301

神戸市立学校園の３学期始業式ならびに１月１７日の学校行事についての資料（市政記
者クラブへの提供資料 平成８年１月５日）

紙文書

84020001302

―阪神・淡路大震災１周年支援イベント― がんばれ神戸っ子！神戸夢愛スタジアム
（市政記者クラブへの提供資料 平成８年１月５日）

紙文書

84020001303

「車の翁舞」（国選択・県指定重要無形民俗文化財）について（市政記者クラブへの提
供資料 平成８年１月９日）

紙文書

84020001400

湧水第１０号（平成七年度） ‐阪神大震災 あれから一年‐ 発行所：神戸市立神戸
冊子・写真
商業高等学校 発行日：１９９６年１月１７日

84020001500

阪神・淡路大震災の復旧・復興記録 編集・発行：神戸村野工業高等学校 発行日：平
冊子・写真
成９年８月１日

84020001600

阪神・淡路大震災２周年事業 全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてと
もに考える～ （報告書） 平成９年１月１１日・１２日 全国中学生防災フォーラム
冊子・写真
in KOBE 実行委員会 神戸市教育委員会事務局 発行：神戸市教育委員会総務部庶務課
発行年月：平成９年４月

84020001700

全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてともに考える～ 平成９年１月１
１日・１２日 全国中学生防災フォーラム in KOBE 実行委員会 神戸市教育委員会事
務局

84020001800

第１５回神戸全日本女子２０Ｋロードレース大会 阪神・淡路大震災―復興祈念 １９
９５．１１．１２ 主催 兵庫陸上競技協会・神戸市・神戸市教育委員会 （財）神戸
市体育協会 主管 兵庫陸上競技協会 後援 （財）日本陸上競技連盟・ＮＨＫ神戸放
冊子・写真
送局 神戸新聞社・サンテレビジョン・ＡＭ神戸 ディリースポーツ社 協賛 （株）
三星堂 協力 （株）アシックス ※ＴＶ放映 関西テレビ放送 １１月１２（日）深
夜１時２５分～２時５０分

84020001900

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 編者：１．１７神戸の教訓を伝える会 発行：株式会社ぎょうせい 発行年月 冊子・写真
日：平成８年５月３０日

84020002000

ドッカン ぐらぐら 第２集 そして あしたへ 続阪神淡路大震災兵庫県下児童作文
集 編者：兵庫県国語教育連盟 兵庫県小学校教育研究会国語部会 発行所：（株）甲 冊子・写真
南出版社 印刷・発行：平成１０年１月１７日

冊子・写真

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
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84020002100

地球が動いた日 作者：岸川悦子 発行所：株式会社新日本出版社 発行年月日：１９
冊子・写真
９６年９月２０日

84020002200

阪神・淡路大震災 その時学校は ‐検証と未来への提言‐ 編集：神戸市ＰＴＡ協議
冊子・写真
会復興委員会 発行所：（株）六甲出版 発行日：１９９５年１０月２４日

84020002300

黒い虹 阪神大震災遺児たちの一年 編者：あしなが育英会 発行所：廣済堂出版 発
冊子・写真
行日：平成８年１月１７日

84020002400

神戸から新潟へ 足跡がいつか道に ‐阪神の経験を中越に・ボランティア活動の記録
‐ 著者・発行：特定非営利活動法人 ひまわりの夢企画 ひまわりオジサン 荒井勣 冊子・写真
制作：交友プランニングセンター・友月書房 発行年月日：２００５年１１月２５日

84020002500

９５ 神戸市教育職員録 平成７年度 編集：タイムス兵庫支社 発行：甲南出版社
刊行日：平成７年６月３０日

冊子・写真

84020002600

９６ 神戸市教育職員録 平成８年度 編集：タイムス兵庫支社 発行：甲南出版社
刊行日：平成８年６月２９日

冊子・写真

84020002700

報道関係資料（平成７年１１月）

紙文書

84020002701

平成７年１１月１３日 放送番組についての申し入れ書

紙文書

84020002702

心のケアよりも遊び場を 子どもたちの地震体験【下】 月刊「少年育成」１０月号よ
り抜粋

紙文書

84020002703

平成７年１１月８日 神戸市教育委員会庶務課長 長期取材に伴う各種の問題点の報告

紙文書

84020002704

平成７年１１月８日 文集についての掲載内容の抗議

紙文書

84020002705

新聞記事 １１月１０日

紙文書

84020002800

平成７年度校園長会との秋の懇談会 平成７年１０月

紙文書

84020002801

校園長会と教育委員会との懇談会 平成７年１０月１６日

紙文書

84020002900

平成８年度校園長会との懇談会

紙文書

84020002901

平成８年度 教育委員会との懇談会 平成８年６月１０日 神戸市立盲・養護学校長会

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84020002902

幼稚園長会と教育委員会との懇談会 平成８年６月１１日

紙文書

84020002903

高等学校長会と教育委員会との懇談会 平成８年６月１７日

紙文書

84020002904

学校園長会と教育委員会との懇談会概要の教育委員会議への報告について（伺） 平成
８年７月

紙文書

84020002905

中学校長会と教育委員会との予算事項に関する懇談会 平成８年１０月２８日

紙文書

84020002906

平成９年度 予算案説明資料 （教育委員会） 平成９年２月

紙文書

84020003000

平成８年度 教育復興調整会議

紙文書

84020003001

第１回 教育復興調整会議 平成８年４月２２日

紙文書

84020003002

指導第１課 資料提供 平成８年４月１９日 全国からの修学旅行生対象の震災学習と
交流事業の実施について

紙文書

84020003003

第２回 教育復興調整会議 平成８年５月２０日

紙文書

84020003004

第３回 教育復興調整会議 平成８年７月４日

紙文書

84020003005

第４回 教育復興調整会議 平成８年９月４日

紙文書

84020003100

平成８年度 教育復興調整会議

紙文書

84020003101

第４回 教育復興調整会議 平成８年９月４日

紙文書

84020003102

第３回 教育復興調整会議 平成８年７月４日

紙文書

84020003103

第２回 教育復興調整会議 平成８年５月２０日

紙文書

84020003104

第１回 教育復興調整会議 平成８年４月２２日

紙文書

84020003200

平成８年度 職制・行財政改善（１）

紙文書

84020003201

平成８年度 職制改正計画書 教育委員会事務局

紙文書

84020003202

平成９年度 政策懇談会資料 教育委員会事務局

紙文書
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平成31年02月01日現在
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84020003300

平成８年度 神戸市行財政改善懇談会

紙文書

84020003301

神戸市行財政改善懇談会 第１回会議 次第 平成８年５月７日

紙文書

84020003302

神戸市行財政改善懇談会第１回会議 委員発言要旨及び確認事項

紙文書

84020003303

神戸市行財政改善懇談会 第３回会議 次第 平成８年９月１０日

紙文書

84020003304

神戸市行財政改善懇談会第２回会議 委員発言要旨

紙文書

84020003305

第３回神戸市行財政改善懇談会メモ 平成９月１０日

紙文書

84020003306

神戸市行財政改善懇談会 第４回会議 次第 平成８年１１月７日

紙文書

84020003307

神戸市行財政改善懇談会 （第４回） 平成８年１１月７日 〈出された意見等〉 要
旨

紙文書

84020003308

神戸市行財政改善懇談会第３回会議 委員発言要旨

紙文書

84020003400

平成６年度・平成７年度 神戸市復興計画ガイドライン、神戸市災害対策本部学校部の
取り組み状況、平成７年度教育委員会事務局防災組織計画、学校避難所運営に対する市
長の感謝のメッセージ、『すたあと』のゲラ

紙文書

84020003401

神戸市復興計画ガイドライン 平成７年３月２７日 神戸市

紙文書

84020003402

阪神・淡路大震災における神戸市災害対策本部学校部の取り組み状況 平成７年６月２
日 神戸市教育委員会事務局

紙文書

84020003403

平成７年度 教育委員会事務局 防災組織計画 教育委員会（災害対策本部学校部）

紙文書

84020003404

神戸市立学校園教職員各位 礼状 平成７年９月１日 神戸市長 笹山幸俊

紙文書

84020003405

「すたあと」 写真と手記でつづる学校と子どもたちの２００日間のドキュメント 神
戸市教育委員会 平成７年８月２８日発行

紙文書

84020003500

平成９年度予算編成についての要望書、神戸市障害児教育研究協議会（平成８年１０
月）、神戸市立盲・養護学校長会（平成８年９月）、神戸市立高等学校長会、神戸市立
中学校長会（平成８年９月）、神戸市立小学校長会（平成８年９月６日）、神戸市立幼
稚園長会（平成８年９月）

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84020003501

「はばたけ子どもたち―幼児をもつお母さんたちへ―」 神戸市立幼稚園長会 監修・
神戸市教育委員会 平成８年２月１日改訂

紙文書

84020003502

平成９年度 要望書 神戸市立幼稚園長会 平成８年９月

紙文書

84020003503

要望書 平成８年１０月 神戸市障害児教育研究協議会

紙文書

84020003504

要望書 平成８年９月 神戸市立盲・養護学校長会

紙文書

84020003505

平成９年度 要望書 神戸市立高等学校長会

紙文書

84020003506

要望書 平成８年９月 神戸市立中学校長会

紙文書

84020003507

平成８年度 要望書 神戸市立小学校長会 平成８年９月６日

紙文書

84020003600

平成７年１月１７日 ５時４６分 あの一瞬を忘れないために ‐阪神・淡路大震災の
冊子・写真
記録‐ 編集：兵庫県障害児教育諸学校長会 発行：平成７年１１月３０日

84020003601

平成７年１月１７日 ５時４６分 あの一瞬を忘れないために ‐阪神・淡路大震災の
冊子・写真
記録‐ 編集：兵庫県障害児教育諸学校長会 発行：平成７年１１月３０日

84020003700

平成７年度『震災セミナー神戸の教育』資料

紙文書

84020003701

「震災セミナー 神戸の教育」―災害の実態と教訓― 開催要領 平成７年８月２８日
（月）～２９日（火）神戸市教育委員会

紙文書

84020003702

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 （「震
災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

84020003703

「すたあと」写真と作文でつづる学校と子どもたちの２００日間のドキュメント 神戸
市教育委員会平成７年８月発行（「震災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

84020003704

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（「震災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

84020003705

阪神大震災 ～復興への足跡～平成７年４月発行 発行人：神戸市立本山中学校生徒会
執行部（「震災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

84020003706

阪神・淡路大震災をまとめる、そして考える 発行・編集 神戸市立高等学校教職員組
合 １９９５年８月（「震災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84020003707

がんばる楠高生ニュース 神戸市立楠高等学校（１９９５年２月１日～１９９５年３月
２０日のＮＯ．１～ＮＯ．１７の綴り）（「震災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

84020003708

阪神・淡路大震災と神戸市立神戸商業高等学校・・・震災時の学校管理をめぐっ
て・・・（「震災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

84020003709

明日に幸せ運べるように ―児童生徒の阪神・淡路大震災体験作文集― 神戸市教育委
員会 発行：平成７年９月１日（「震災セミナー 神戸の教育」の資料）

紙文書

84020003800

平成７年度 「阪神・淡路大震災 神戸の教育の再成と創造への歩み」制作に関する資
料

紙文書

84020003801

「阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み」制作に関するお願い（各課室
所属長への依頼及び原稿の作成に関するルールとフォーマット） 平成７年１０月９日

紙文書

84020003802

神戸市教育委員会 記録用 写真撮影リスト（学校・教育施設等の被害状況・学校再開
風景、避難所風景、学校解体作業、撮影者等リスト） 平成７年１０月２５日

紙文書

84020003900

平成７年度 震災記録集の校正

紙文書

84020003901

教育委員会震災記録集の制作スケジュールと編集項目の趣旨と課題（第１章～第６章）
平成７年１０月９日

紙文書

84020003902

教育委員会震災記録集の校正作業文書とその資料

紙文書

84020003903

教育委員会震災記録集の資料として、「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

84020004000

平成８年度 校園長会

紙文書

84020004001

平成８年１１月 校園長会への報告事項について（地震による備品等の転倒防止等安全
対策）

紙文書

84020004100

平成６年度 神戸市復興計画検討委員会

紙文書

84020004101

神戸市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

紙文書

84020004102

神戸市復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会（平成７年２月１４日） ホー
ムスティ等受入先登録状況（自治体、教育委員会関係）一覧表

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84020004103

神戸市復興計画検討委員会 第２回市民生活検討分科会 平成７年２月１４日 議事次
第

紙文書

84020004104

神戸市復興計画検討委員会 資料番号：市民８ 提出年月日：平成７年２月１４日
「広域都市間協力」関連資料

紙文書

84020004105

平成７年２月２４日 ＦＡＸ送付ご案内 阪神大震災にともなうＰＴＡ活動一覧 神戸
市ＰＴＡ事務局協議会

紙文書

84020004106

神戸市復興計画検討委員会 第３回市民生活検討分科会 平成７年２月２７日 議事次
第

紙文書

84020004107

神戸市復興計画検討委員会 資料番号：市民１３ 提出年月日：平成７年２月２７日
「コミュニティ・ボランティア」関連資料

紙文書

84020004108

神戸市復興計画検討委員会資料番号：市民１０ 提出年月日：平成７年２月２７日 神
戸市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

84020004109

神戸市復興計画検討委員会資料番号：市民１１ 提出年月日：平成７年２月２７日
「ライフラインの強化」関連資料

紙文書

84020004110

平成７年２月１８日 神戸市住宅局 応急仮設住宅建設予定地について

紙文書

84020004111

神戸市復興計画検討委員会資料番号：委１０ 提出年月日：平成７年３月２２日 内部
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

84020004112

神戸市復興計画検討委員会 第３回委員会 平成７年３月２７日 議事次第

紙文書

84020004113

神戸市復興計画ガイドライン 平成７年３月２７日 神戸市

紙文書

84020004200

平成７年度 神戸市復興計画 １

紙文書

84020004201

防災都市基盤・防災生活圏検討会 第１回防災都市基盤検討部会、防災生活圏・防災拠
点整備検討部会 平成７年４月１３日 議事次第

紙文書

84020004202

大震災時の飲料水確保計画（防災都市基盤・防災生活圏検討会 第１回防災都市基盤検
討部会、防災生活圏・防災拠点整備検討部会関連資料）

紙文書

84020004203

神戸市立学校園の防災拠点としての考え方 平成７年４月１３日 神戸市教育委員会
（防災都市基盤・防災生活圏検討会 第１回防災都市基盤検討部会、防災生活圏・防災
拠点整備検討部会関連資料）

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

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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84020004204

神戸市学校園復興計画検討会 中間まとめ（第１回～第４回） 被害状況、復興計画基
本方針、復興計画、財源対策 平成７年４月１７日 神戸市学校災害復興本部（防災都
市基盤・防災生活圏検討会 第１回防災都市基盤検討部会、防災生活圏・防災拠点整備
検討部会関連資料）

紙文書

84020004205

防災都市基盤・防災生活圏検討会 第２回防災生活圏・防災拠点整備検討部会 平成７
年４月１９日 議事次第

紙文書

84020004206

第１回神戸市復興計画審議会 平成７年４月２２日 議事次第

紙文書

84020004207

神戸市復興計画審議会 資料番号４ 平成７年４月２２日 復興計画策定の考え方

紙文書

84020004300

平成７年度 神戸市復興計画 ２

紙文書

84020004301

震総調第２０号 平成７年５月３１日 震災復興本部 各局室区庶務担当課長様 総括
局調査課長 神戸市復興計画事業調書の作成について（依頼）

紙文書

84020004302

国への提出資料 特別事業一覧 平成７年６月２６日

紙文書

84020004303

予想質問「神戸市復興計画における教育関連施設の位置づけについて」他

紙文書

84020004304

第３回神戸市復興計画審議会 平成７年６月２６日

紙文書

84020004305

神戸市復興計画審議会 資料番号１６ 提出年月日：平成７年６月２６日 「神戸市復
興計画（案）」に関する答申書（案） 平成７年６月 神戸市復興計画審議会

紙文書

84020004306

神戸市復興計画審議会 資料番号１７ 提出年月日：平成７年６月２６日 委員意見の
取扱いについて（案）

紙文書

84020004307

神戸市復興計画審議会（平成７年６月２６日）資料編 水道耐震化指針の検討フローと
検討項目、被災基幹施設の位置図、口径別被害件数と被害率、配水管被害多発地区の地
区の分布図、給水車の推移、応急給水応援人数の推移、他都市修繕応援人数の推移、セ
ンター別の復旧率、電話問い合わせから見た市民・企業の要求、計画目標達成のための
管路耐震化方策、３リットル／人・日給水時の応急給水イメージ、２０リットル／人・
日給水時の応急給水イメージ、１００リットル／人・日給水時の応急給水イメージ、応
急給水方策の体系

紙文書

84020004308

神戸経済復興委員会 報告書 平成７年６月

紙文書

84020004309

教育委員会関係 公園計画と学校園との調整（平成７年１月２６日作成） 仮設住宅使
用予定公園の将来の学校園利用計画

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
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84020004310

平成７年７月７日 兵庫県阪神・淡路大震災復興本部計画課より阪神・淡路復興対策本
部事務局の「阪神・淡路震災復興計画（素案）」に対する国の意見について

紙文書

84020004400

平成７年度 神戸市復興計画 ３

紙文書

84020004401

神戸市消防基本計画 平成７年７月 神戸市

紙文書

84020004402

神戸市消防基本計画に係る教育委員会修正意見

紙文書

84020004500

平成１０年度 神戸市復興・活性化推進懇話会

紙文書

84020004501

第１回神戸市復興・活性化推進懇話会の報告について（供覧） 平成１０年６月１５日

紙文書

84020004600

平成７年度 市復興計画文部省説明

紙文書

84020004601

国復興本部への復興計画案説明（報告） 平成７年６月２日

紙文書

84020004602

復興計画についての文部省のヒアリング 平成７年６月８日

紙文書

84020004700

平成７年度 学校等の防災体制にかかる文部省調査

紙文書

84020004701

文部省からの「学校等の防災体制にかかる県教委等の実情調査について」に対する回答
平成７年４月

紙文書

84020004800

平成８年度 職制・行財政改善（２）

紙文書

84020004801

神戸市における平成９年度以降の同和行政の在り方について 答申 平成８年１２月
神戸市同和対策協議会

紙文書

84020004900

平成７年度 広報物

紙文書

84020004901

阪神大震災の経過について（震災後３日間） 平成７年４月２４日

紙文書

84020004902

福池小学校の震災記録（学校日誌より抜粋）（震災後２０日間）

紙文書

84020005000

平成６年度 平成７年度 阪神淡路大震災時行財政改善

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84020005001

平成７年２月３日付 事務連絡文 文部省体育局学校健康教育課 平成７年兵庫県南部
地震における被災児童生徒の心の健康相談活動等の基本的留意点について（通知）

紙文書

84020005100

イベント行事の予定、広報関係の照会に対する回答等庶務関係綴り

紙文書

84020005101

平成８年度 障害児教育資料 神戸市教育委員会事務局指導部

紙文書

84020005200

がんばろう神戸！ 復興に向けて 平成８年度 神戸市民全世帯アンケート 自由意見
（２０‐０１） 教育委員会 学校教育

紙文書

84020005201

神戸市民全世帯アンケート 自由意見

紙文書

84020005300

がんばろう神戸！ 復興に向けて 平成８年度 神戸市民全世帯アンケート 自由意見
（２０‐０２） 教育委員会 学校教育

紙文書

84020005301

神戸市民全世帯アンケート 自由意見

紙文書

84020005400

がんばろう神戸！ 復興に向けて 平成８年度 神戸市民全世帯アンケート 自由意見
（２０‐０３） 教育委員会 学校教育

紙文書

84020005401

神戸市民全世帯アンケート 自由意見

紙文書

84020005500

鷹取中学校の避難所運営に関する連絡ノート（１、２、３、４）の写し（９５．１．３
１～３．１１）

紙文書

84020005501

鷹取中学校の避難所運営に関する連絡ノート（写）

紙文書

84020005600

鷹取中学校の避難所運営に関する連絡ノート（８、９、１０、１１）の写し（９５．
４．２３～８．２３）

紙文書

84020005601

鷹取中学校の避難所運営に関する連絡ノート（写）

紙文書

84020005700

平成６年度 鷹取中学校避難所における問い合わせ要望項目、ボランティア、イベント
ファイル、炊き出し援助記録、救援物資受付、救援物資

紙文書

84020005701

鷹取中学校避難所運営における要望事項・炊出し援助記録、救援物資受付

紙文書

84020005800

平成６年度 鷹取中「個人・団体等義援物資送状控 ３／８～」

紙文書

84020005801

鷹取中学校あて救援物資送り状

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84020005900

鷹取中学校の記録（写し）（９５．２．４～３．３）

紙文書

84020005901

鷹取中学校の記録

紙文書

84020006000

鷹取中学校の記録（写し）（９５．３．１８～３．３１）

紙文書

84020006001

鷹取中学校の記録

紙文書

84020006100

平成７年度 ８.１.８ 校区外通学者調査

紙文書

84020006101

平成７年１２月２５日付 教学第８６０号 兵庫県教育委員会事務局学事課長「阪神・
淡路大震災で被災したことにより居住地等を転居し、県外及び県内の他都市等から通学
している児童生徒数調について（依頼）」

紙文書

84020006200

平成１４年度 神戸市立科学技術高校・神戸工科高校開校準備に関する資料

紙文書

84020006201

神戸工科高校開校準備チェックリスト 平成１６年１月６日

紙文書

84020006300

「競技力向上を含む神戸市のスポーツ振興策について」答申書 発行：神戸市スポーツ
冊子・写真
振興審議会 刊行年月日：平成２年３月２７日

84020006400

兵庫県立図書館 阪神・淡路大震災関連資料目録 平成９年１月末現在 編集・発行：
冊子・写真
兵庫県立図書館

84020006500

がんばろう神戸！ 復興に向けて 平成８年度 神戸市民全世帯アンケート 自由意見
（２０‐０４） 教育委員会 学校教育

紙文書

84020006501

神戸市民全世帯アンケート 自由意見

紙文書

84020006600

平成６年度 阪神大震災 被害状況の写真、教育委員会事務局、鷹匠中学校、二宮小学
冊子・写真
校、ＪＲ、阪急電鉄 線路崩壊 等

84020006700

平成７年度 避難所業務マニュアル（審査係）

紙文書

84020006701

避難所駐在の手引き

紙文書

84020006702

避難所業務マニュアル

紙文書

84020006703

対策本部受付のマニュアル

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84020006704

物資調達方法の変更について 平成７年４月１５日

紙文書

84020006705

避難所個別相談 Ｑ＆Ａ 平成７年５月

紙文書

84020006706

避難所巡回要領 平成７年６月１日

紙文書

84020006707

避難所駐在メンバー一覧表 平成７年５月３０日

紙文書

84020006800

平成７年度 神戸市教育委員会への郵便物 震災関係記録誌送付に対する礼状等

紙文書

84020006801

教育委員会刊行物の転載許可について 平成８年３月１２日

紙文書

84020006900

平成７年度 阪神・淡路大震災 別冊「避難所となっている学校の一日」の原稿

冊子・写真

84020007000

平成６年度 平成７年度 写真 （防災マップ、避難所、火災、授業再開、建物被害
等）

冊子・写真

84020007100

阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み 編集・発行：神戸市教育委員会
冊子・写真
発行日：平成８年１月３１日

84020007200

平成８年度 震災２周年フォーラム

紙文書

84020007201

阪神・淡路大震災２周年記念事業等の実施について 平成８年１２月１１日

紙文書

84020007300

平成６年度 平成７年度 復興記録集企画資料（避難所、緊急対応、建物被害 等）

紙文書

84020007301

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

84020007400

平成７年度 神戸市教育委員会震災記録集「阪神・淡路大震災神戸の教育の再生と創造
への歩み」の配布リスト

紙文書

84020007401

神戸市教育委員会震災記録集「阪神・淡路大震災神戸の教育の再生と創造への歩み」の
発行について 平成８年２月９日

紙文書

84020007500

平成６年度 阪神淡路大震災に関する文部省と神戸市教育委員会との連絡体制・協議関
係資料

紙文書

84020007501

文部省と神戸市教育委員会の連絡体制について（通知） 平成７年１月２３日

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
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84020007502

文部省被災状況調査会議録 平成７年１月２３日

紙文書

84020007503

文部省からの照会について 平成７年１月２３日

紙文書

84020007600

平成６年度 阪神淡路大震災による学校施設の被害状況、教育再開への取り組み、児
童・生徒の受け入れ等に関する資料

紙文書

84020007601

平成７年１月２５日 阪神大震災被災児童・生徒の受け入れ 『きたきたぬくもりステ
イ』実施要領

紙文書

84020007602

資料提供 平成７年１月３１日 「受験生」の皆様へ

紙文書

84020007603

卒業式式場 平成７年２月５日

紙文書

84020007700

震災復興ビデオニュース まちづくりは今 建設省近畿地方建設局 震災復興対策本部
平成１０年春号

ビデオ

84020007800

平成７年度 阪神大震災ボランティア活動 神戸市立鷹取中学校避難所・炊き出し班の
記録

紙文書

84020007801

阪神大震災ボランティア活動 神戸市鷹取中学校避難所 炊き出し班の記録

紙文書

84020007900

わたし あなた そして みんな ―震災 人間を学ぶ― 平成７年８月２５日 発行
冊子・写真
企画編集 神戸市教育委員会 発行 （財）神戸市教育スポーツ公社

84020008000

阪神大震災はや５年まだ５年 被災者達の復旧・復興 著者：産経新聞大阪本社編集局
大阪市立大学宮野研究室 発行所：（株）学芸出版社 刊行年月：２０００年１月１０ 冊子・写真
日

84020008100

阪神淡路大震災地図 社会史に残る地図 神戸 あの繁栄が早く戻るように！ １９９
５ １／１７ 阪神淡路大震災発生！ 焼失区域 全壊区域 半壊区域 崩壊個所 復
冊子・写真
興計画予定区域 液状化現象地域等掲載 著作発行：日本地図学会 日地出版（株）
刊行年月：１９９５年５月

84020008200

震災を生きて 記録 大震災から立ち上がる兵庫の教育 編集・発行：兵庫県教育委員
冊子・写真
会 刊行年月：平成８年１月１７日

84020008300

阪神大震災 編者：読売新聞大阪本社 発行所：読売新聞社 刊行年月：１９９５年１
冊子・写真
０月１６日

84020008400

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 １５０日間の取
冊子・写真
り組み 編集・発行：神戸市教育委員会事務局 刊行年月：平成７年４月２５日

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
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84020008500

阪神・淡路大震災神戸市災害対策本部学校部 １５０日間の取り組み ―神戸の教育の
再生と創造へのあゆみ―

紙文書

84020008600

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 阪神・淡路大震災
神戸市立学校震災実態調査報告書 すたあと 編集・発行：神戸市教育委員会 刊行年 冊子・写真
月：平成７年８月２８日

84020008700

平成６年度 阪神淡路大震災体験作文集用写真、学校の被災状況、卒業式等の写真

84020008800

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 （原稿）

紙文書

84020008900

平成６年度 平成７年度 避難所対策基準表

紙文書

84020008901

正常授業未実施校の状況 ３月９日

紙文書

84020009000

平成７年度 全市避難所宿泊者数速報 ６月Ｎｏ．３

紙文書

84020009001

（学校）避難者数速報値 ６月１１日

紙文書

84020009100

平成７年度 教育委員会活性化シンポジウム

紙文書

84020009101

平成７年度教育委員会活性化シンポジウムの開催について（通知） 平成７年６月２１
日

紙文書

84020009200

記録誌原稿（避難所、建物被害、緊急対応）

紙文書

84020009300

平成６年度 平成７年度予算説明発表資料

紙文書

84020009301

平成７年度 臨時事業費要求説明書 教育員会

紙文書

84020009400

平成７年度 震災データ集 避難所、建物被害、文化財被害、授業再開

紙文書

84020009401

阪神・淡路大震災における神戸市災害対策本部学校部の取り組み状況 平成７年４月６
日

紙文書

84020009500

平成７年度 行財政改善計画

紙文書

84020009501

神戸市行財政調査委員会報告 ―行政需要の変化に対応した行政サービスのあり方―
（震災復興への対応をふまえて） 平成７年９月２５日

紙文書

冊子・写真
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84020009600

平成７年度 照会 回答

紙文書

84020009601

「復興だよりの」送付について 平成８年３月２８日

紙文書

84020009700

平成７年度 照会 回答

紙文書

84020009701

国の平成７年度第２次補正予算及び平成８年度概算要求にかかる県の要望事業費調につ
いて 平成７年８月１５日

紙文書

84020009800

平成８年度 照会 回答（３）

紙文書

84020009801

神戸の生活再建支援プラン ―新たなコミュニティづくりと生活の再生に向けた支援プ
ログラム― 平成９年１月

紙文書

84020009900

平成７年度 事務引継 （幼稚園 中・高校 盲・養護学校）

紙文書

84020009901

事務引継書 神戸市立須佐野中学校 平成７年４月１日

紙文書

84020010000

校園長との懇談会 平成３年度秋 平成６年度春 平成７年度春

紙文書

84020010001

５～６歳幼稚園児の地震によるストレスに関するアンケート調査 平成７年２月２５日
～３月４日

紙文書

84020010100

阪神・淡路大震災‐神戸市の記録１９９５年（原稿・教育委員会分）

紙文書

84020010200

平成７年度 行財政改善緊急３か年計画（教育委員会分）

紙文書

84020010201

行財政改善所属個票 教育委員会事務局 平成８年２月１４日

紙文書

84020010300

平成９年度 復興関連施策 資料提供（平成９年９月）保存期間３年 平成１２年３月
３１日まで保存 所管課 庶務課

紙文書

84020010301

「復興関連施策」資料提供について（お願い） 平成９年９月４日

紙文書

84020010400

阪神・淡路大震災人権白書 高齢者・障害者・子ども・住宅 編者：近畿弁護士会連合
会 発行所：株式会社 明石書店 発行年月日：１９９６年１０月３１日

冊子・写真

84020010500

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～ 企画：神戸市
建設局

ビデオ
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84020010600

大震災 １００日の記録 兵庫県知事の手記 著者：貝原俊民 発行所：ぎょうせい 発
冊子・写真
行年月日：１９９５年１２月２０日

84020010700

神戸の教育は死なず 阪神・淡路大震災に学ぶ学校危機管理 編著者：神戸市教育委員
冊子・写真
会 発行所：株式会社 小学館 発行日：１９９６年４月２０日

84020010800

ドキュメント 崩壊からの出発 阪神大震災５年・「生活再建」への挑戦 著者：渡辺実
冊子・写真
小田桐誠 発行所：株式会社 社会思想社 発行日：２０００年９月１０日

84020010900

震災記録集 阪神淡路大震災と神戸高専 発行元：神戸市立工業高等専門学校 発行
日：平成８年１月１７日

84020011000

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 発行：神戸市教
冊子・写真
育委員会 発行日：平成７年８月２８日

84020011100

平成７年度 にしなだ 大震災から復興へのあゆみ 発行：神戸市立西灘小学校 発行
日：平成８年３月１１日

84020011200

震災の記録 避難所・池田小学校の記録 発行：神戸市立池田小学校 発行年月：平成
冊子・写真
８年２月

84020011300

がんばれ！ 神戸っ子新聞 第１号 発行：神戸市教育委員会 発行年月：平成７年３月 冊子・写真

84020011400

阪神・淡路大震災から学校再開に向けて 発行：神戸市立神港高等学校 避難者対策委
冊子・写真
員会 震災対策委員会 発行年：平成７年

84020011500

わたしたちのきろく 震災そして一年 発行：神戸市立宮川小学校 発行年月：平成８
年３月

冊子・写真

84020011600

すたあと 写真と作文でつづる学校と子どもたちの２００日間のドキュメント 発行：
神戸市教育委員会 発行年月：平成７年８月

冊子・写真

84020011700

阪神・淡路大震災 神戸市立学校震災実態調査報告書 執筆者：鳴門教育大学学校教育
学部助教授 大阪大学人間科学部 講師 発行者：神戸市教育委員会 発行日：平成７ 冊子・写真
年８月２８日

84020011800

震災体験を生かす神戸の教育の創造 発行：神戸市教育懇話会 発行日：平成８年１月
冊子・写真
１９日

84020011900

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２
５日 神戸市教育委員会事務局

冊子・写真

冊子・写真

紙文書
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84020012000

The Great Hansin & Awaji Earthquake Education in Kobe 100 Days of Struggle

紙文書

84020012100

阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部学校部 １５０日間の取り組み ‐神戸の教育と
再生と創造へのあゆみ‐

紙文書

84020012200

ブロック別校長会 アンケート調査集計表（平成７年１月３０日・３１日） 発行：教
冊子・写真
育委員会

84020012300

阪神・淡路大震災の教訓 震災時のトイレ対策 ‐あり方とマニュアル‐ 編著：震災
時のトイレ対策のあり方に関する調査研究委員会 発行：財団法人 日本消防設備安全 冊子・写真
センター 発行日：平成９年３月２８日

84020012400

学校震災対応マニュアル作成指針 編集・発行：神戸市教育委員会 指導部 指導第１
冊子・写真
課 発行日：平成８年８月

84020012500

板宿小学校 東小千谷小学校 交流メモリアル つなごう！いたやど きずこう！おぢや
震災の体験を明日に・・・ 復興へのエール、そして姉妹まちとしてコミュニティーの
冊子・写真
交流を！ 阪神・淡路大震災復興１０年事業 発行所：つなごう板宿 発行：２００５
年１２月

84020012600

平成６年度 神戸市教育委員会災害対策本部（学校部）の現状と復旧への取り組み

紙文書

84020012601

神戸市教育委員会災害対策本部（学校部）の現状と復旧への取り組み 平成７年２月１
６日

紙文書

84020012700

明日に幸せ運べるように ‐児童生徒の阪神・淡路大震災体験作文集‐ 発行者：神戸
冊子・写真
市教育委員会 発行：平成７年９月１日

84020012800

平成７年度 研究集会集録 大震災と学校事務職員 ‐混乱と復興の中で‐ 阪神・淡路
冊子・写真
大震災をのりこえて 発行：神戸市立中学校事務職員会

84020012900

阪神・淡路大震災 被害状況・復旧活動記録集 編集・発行：神戸市立中央図書館（管
理課） 発行日：平成７年１２月１５日

冊子・写真

84020013000

震災体験作文集 負けないぞ 編集発行：神戸市立大黒小学校 発行日：平成８年１月
１７日

冊子・写真

84020013100

学校が避難所になった日から 発行：神戸市立湊川多聞小学校 震災記録委員会

冊子・写真

84020013200

夢多かれ若人 出版物に見る震災・復興の記録 発行者：神戸市立鷹取中学校 発行
日：平成８年１月２０日

冊子・写真
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84020013300

神戸からあなたへ ‐震災から学ぶ‐ 発行：神戸市教育委員会 （財）神戸国際観光
冊子・写真
協会

84020013400

平成７年度 阪神・淡路大震災 神戸市立学校震災実態調査データ

紙文書

84020013401

神戸市学校震災実態調査 集計（第１版） 鳴門教育大学学校教育部 大阪大学人間科
学部 平成７年７月１１日

紙文書

84020013500

平成７年（１９９５年）１月１７日（火） 午前５時４６分 阪神・淡路大震災の記録
「明日に向かって」 平成６年度「糀台のあゆみ」より 発行：神戸市立糀台小学校
命の重さ尊さを受け止め、困難を乗り越えて助け合った仲間たち、我が街「神戸」の復 冊子・写真
興を信じて 「明日に向かって」力強く歩もう 命の大切さ一人一人の優しさ温かさ
人の力のすばらしさを糧に！ 平成７年３月３１日・６月３０日、まとめる.

84020013600

駒中２３５日の記録 神戸市立駒ヶ林中学校 震災記録集 Never Give Up 駒中生 編
集・発行：神戸市立駒ヶ林中学校 発行：平成７年１２月２２日

84020013700

神戸市学校施設復興基本計画策定調査報告書 発行所：神戸市教育委員会事務局 発行
冊子・写真
年月：平成７年３月

84020013800

神戸市学校施設復興基本計画策定調査報告書 高等学校編 発行所：神戸市教育委員会
事務局 発行年月：平成７年３月

84020013900

第２１回（社）日本ＰＴＡ近畿ブロック研究大会神戸市大会 阪神・淡路大震災復興研
修会 記録 平成７年１０月２５日（水） 発行者：（社）日本ＰＴＡ全国協議会 近
冊子・写真
畿ブロックＰＴＡ協議会 大会事務局 神戸市ＰＴＡ協議会 印刷・発行：平成８年４
月３０日

84020014000

きのう・今日・明日 ‐We Love KOBE 阪神大震災と学校事務職員の１年‐ 編集：神
戸市立小学校事務研究会 研修部 発行：平成８年２月

冊子・写真

84020014100

すこやかに 神戸 ‐「心のケア」相談事業報告書‐ 発行：神戸市教育委員会 社会
教育部体育保健課 発行年月：平成８年４月

冊子・写真

84020014200

平成６年度 平成７年度 「阪神・淡路大震災の取り組み状況について」「がんばれ神
戸っ子新聞」等神戸市教育委員会の発行資料

紙文書

84020014300

阪神・淡路大震災の取り組み 平成８年１月１７日 体育館授業（稗田小） 校舎被害
冊子・写真
（丸山中・鷹匠中他） 避難所（神楽小）

84020014400

平成６年度等 学校被災記録、周辺民家火災、市街地火災、学校授業再開、学校避難
所、仮設教室、避難者との交流、校庭での卒業式・入学式等

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84020014500

平成７年度 学校園避難所調査表（平成７年６月２８日作成）

紙文書

84020014501

平成７年度 学校園避難所調査表 平成７年６月２８日

紙文書

84020014600

阪神・淡路大震災における学校施設の状況等（平成７年２月１３日）

紙文書

84020014601

阪神・淡路大震災における学校施設の状況等 平成７年２月１３日

紙文書

84020014700

市立学校園以外の避難所および避難者数（平成７年６月１９日現在）、平成７年度学校
園避難所調査表（平成７年６月２０日）

紙文書

84020014701

平成７年度 学校園避難所調査表 平成７年６月２８日

紙文書

84020014800

避難住民の推移（区および全体の避難住民の１０日毎の推移）

紙文書

84020014801

避難所住民の推移（区及び全体の避難住民の１０日毎の推移）

紙文書

84020014900

平成２２年度 のびのびパスポート配布対象学校一覧

紙文書

84020014901

平成２２年度 のびのびパスポート配布対象学校一覧 平成２２年４月

紙文書

84020015000

平成７年１月１９日他 神戸市内小学校風景（テント下での卒業式、若菜小学校避難者
冊子・写真
受入れチラシ、運動場地割れ、仮設住宅住民の洗濯、体育館内での授業 等）

84020015100

学校平常化・避難所対策調査（第１３回）総括集計表 調査日：平成７年７月２０日、
学校平常化・避難所対策調査（第１３回）生徒数関係集計表 調査日：平成７年７月２
０日、学校平常化・避難所対策調査（第１３回）施設関係集計表 調査日：平成７年７
月２０日

紙文書

84020015101

学校平常化・避難所対策調査（第１３回）総括集計表 平成７年７月２０日

紙文書

84020015200

学校平常化・避難所対策調査（第１２回）総括集計表 調査日：平成７年７月１０日、
学校平常化・避難所対策調査（第１２回）生徒数関係集計表 調査日：平成７年７月１
０日、学校平常化・避難所対策調査（第１２回）施設関係集計表 調査日：平成７年７
月１０日

紙文書

84020015201

学校平常化・避難所対策調査（第１２回）総括集計表 平成７年７月１０日

紙文書

84020015300

学校平常化・避難所対策調査（第１１回）総括集計表 調査日：平成７年６月３０日、
学校平常化・避難所対策調査（第１１回）施設関係集計表 調査日：平成７年６月３０
日、学校平常化・避難所対策調査（第１１回）施設関係集計表（前回調査からの変化）
調査日：平成７年６月３０日

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01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

84020015301

学校正常化・避難所対策調査（第１１回）総括集計表 平成７年６月３０日

紙文書

84020015400

学校平常化・避難所対策調査（第１０回）総括集計表 調査日：平成７年６月２０日、
学校平常化・避難所対策調査（第１０回）施設関係集計表 調査日：平成７年６月２０
日、学校平常化・避難所対策調査（第１０回）施設関係集計表（前回調査からの変化）
調査日：平成７年６月２０日

紙文書

84020015401

学校平常化・避難所対策調査（第１０回）総括集計表 平成７年６月２０日

紙文書

84020015500

学校平常化・避難所対策調査（第６回）総括集計表 調査日：平成７年５月１２日、学
校平常化・避難所対策調査（第６回）生徒数関係集計表 調査日：平成７年５月１２
日、学校平常化・避難所対策調査（第６回）施設関係集計表（前回調査からの変化）
調査日：平成７年５月１２日

紙文書

84020015501

学校平常化・避難所対策調査（第６回）総括集計表 平成７年５月１２日

紙文書

84020015600

平成７年度 学校園避難所調査表 平成７年７月１０日作成

紙文書

84020015601

平成７年度 学校園避難所調査表 平成７年７月１０日

紙文書

84020015700

兵庫県南部地震に学ぶ ‐理科実験カード副教材‐ 神戸市教育委員会 神戸市中学校
冊子・写真
教育研究会理科部会 発行年月：１９９５年１１月

84020015800

平成６年度 阪神淡路大震災に関する教育委員会関係資料

紙文書

84020015801

平成７年２月２７日付 教義第１１５４号 「兵庫県教育委員会 義務教育課長」 兵
庫県南部地震による児童生徒の被害状況等の調査について（依頼）

紙文書

84020015802

住民票の異動を伴わない一時的な就学の取扱いについて 平成７年３月

紙文書

84020015900

平成９年１月１１日（土）～１２日（日） 全国中学生防災フォーラム ｉｎ ＫＯＢ
Ｅ

紙文書

84020015901

全国中学生防災フォーラム ｉｎ ＫＯＢＥ ～災害についてともに考える～ 平成９
年１月１１日・１２日 全国中学生防災フォーラム ｉｎ ＫＯＢＥ実行委員会 神戸
市教育委員会事務局

紙文書

84020016000

兵庫の教育の復興に向けて（提言） 平成７年１０月 防災教育検討委員会 発行：防
冊子・写真
災教育検討委員会 刊行年月：平成７年１０月１７日

84020016100

阪神・淡路大震災記録 平成７年（１９９５）１月１７日午前５時４６分 社団法人
兵庫県私立幼稚園協会 刊行年月：平成７年１０月１７日

冊子・写真
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84020016200

第２１回（社）日本ＰＴＡ近畿ブロック研究大会神戸市大会 阪神・淡路大震災復興研
修会 記録 平成７年１０月２５日（水） 発行者：（社）日本ＰＴＡ全国協議会 近
冊子・写真
畿ブロックＰＴＡ協議会 大会事務局：神戸市ＰＴＡ協議会 刊行年月：平成８年４月
３０日

84020016300

ふれあい広める未来っ子の集い ―神戸っ子、大田っ子交流会― １９９５年７月２９
冊子・写真
日～３１日 編集者：青木政弘 武田祐子 浄西弘美 発行：未来っ子を育てる会

84020016400

こわかったよ 阪神・淡路大震災／宝塚の記録 宝塚市教育委員会 編集：震災記録集
冊子・写真
編集委員会 発行：宝塚市教育委員会 刊行年月：平成８年１月１７日

84020016500

防災の手引き（地震編） 羽島郡四町教育委員会 発行者：岐阜県羽島郡四町教育委員
冊子・写真
会 刊行年月：平成９年１月１７日

84020016600

平成１０年度 平成１１年度 他 学校における防災の取り組み、児童の国際交流（写
真）、いきいき生徒会（写真）、交流給食会（写真）、修学旅行生との学校間交流（写 冊子・写真
真）、震災語り部の体験談を聞く修学旅行生たち

84020016700

文部省科学研究費補助金：重点領域研究「ミクロ統計データ」 阪神大震災に関するミ
クロ・アンケート・データの集積と利用 社会・経済的側面に関するデータ・ベース・
ディレクトリ （課題番号：０８２０９２０５） １９９７年３月 研究代表者 豊田 冊子・写真
利久 研究分担者 陳光輝 北坂真一、川畑康治 （神戸大学大学院国際協力研究科）
発行所：神戸大学大学院国際協力研究科 刊行年月：１９９７年３月

84020016800

阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部学校部 １５０日間の取り組み ‐神戸の教育
の再生と創造へのあゆみ‐

84020016900

防災教育副読本（高校生用） 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ 兵庫県教育
冊子・写真
委員会

84020017000

防災教育副読本「明日に生きる」（高校生用） 活用の手引き 兵庫県教育委員会 防
冊子・写真
災教育副読本委員会 （事務局）兵庫県教育委員会事務局高校教育課

84020017100

平成８年度 被災地における児童生徒の心の健康に関する調査研究報告書 編者：被災
冊子・写真
地における児童生徒の心の健康に関する調査研究協力者会議 刊行年月：平成９年８月

84020017200

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

84020017300

特定研究 「兵庫県南部地震に関する総合研究」 平成７年度報告書 発行所：神戸大
冊子・写真
学 刊行年月：１９９６年３月

紙文書
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84020017400

特別編集 阪神大震災 「みんな元気かい？」 まんが家総勢２５７名から神戸の子供
たちへのメッセージ 体験コミック 地震生活案内 伊藤重夫 他 特別寄稿 竹宮恵
冊子・写真
子 他 秋竜山＆永島慎二 スケッチルポ ＲＥＰＯＲＴ 手塚治虫記念館 発行所：
株式会社ふゅーじょんぷろだくと 刊行年月：１９９５年１０月１日

84020017500

学校の地震防災活動マニュアル 発行所：大和市教育委員会 刊行年月：平成１１年２
冊子・写真
月

84020017600

阪神・淡路大震災記録 ともに生きる ‐教育のまち西宮‐ 発行：西宮教育委員会
刊行年月：平成８年（１９９６年）１月

冊子・写真

84020017700

阪神・淡路大震災 アンケート 発行：神戸商船大学 刊行年月：平成８年６月

冊子・写真

84020017800

すたあと 写真と作文でつづる学校と子どもたちの２００日間のドキュメント 発行：
冊子・写真
神戸市教育委員会 刊行年月：平成７年８月

84020017900

平成７年１月１７日５時４６分 あの一瞬を忘れないために ‐阪神・淡路大震災の記
冊子・写真
録‐ 編集：兵庫県障害児諸学校長会 刊行年月：平成７年１１月３０日

84020018000

神戸新聞特別縮刷版 阪神大震災 報道記録 １９９５年１月１７日～２月１７日 編
冊子・写真
者：神戸新聞社 発行所：神戸新聞総合出版センター 刊行年月：１９９５年５月

84020018100

平成８年度 全国中学生防災フォーラム Ｎｏ．１ 修学旅行生対象の震災学習

紙文書

84020018101

修学旅行生対象の震災学習と交流事業 実施状況報告書 平成８年７月 神戸市教育委
員会指導第１課

紙文書

84020018200

平成８年度 全国中学生防災フォーラム Ｎｏ．２

紙文書

84020018201

震災２周年追悼・記念行事関連復興事業補助金の実績報告について（副申） 平成９年
３月２７日

紙文書

84020018300

平成６年度 平成７年度 他 小学校児童数及び学級数調査表、児童生徒の復帰状況外

紙文書

84020018301

児童生徒復帰状況

紙文書

84020018400

平成７年度 市立幼稚園保育料不能欠損処分

紙文書

84020018401

市立幼稚園保育料（平成２年度分）の不能欠損処分について（伺） 平成８年８月１４
日

紙文書
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84020018500

市立幼稚園園児応募状況調査（平成９年度募集）

紙文書

84020018501

平成９年度 市立幼稚園園児応募状況調査 平成８年１１月８日

紙文書

84020018600

平成７年度 市立幼稚園保育料 入力帳票綴（３）

紙文書

84020018601

幼稚園保育料減免報告書（り災免除第８回）

紙文書

84020018700

就園事務（平成７年度募集）

紙文書

84020018701

Ⅰ．阪神大震災に伴う指導要録・出席簿の出欠の取扱い

紙文書

84020018800

平成７年度、平成６年度 保育料減免還付

紙文書

84020018801

市立幼稚園保育料の減免決定に伴う保育料の還付及び還付通知について（伺） 平成８
年２月２９日

紙文書

84020018900

平成５年度 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 市立幼稚園の保育料
事務関係書類

紙文書

84020018901

市立幼稚園保育料等納入通知書 平成９年４月１１日

紙文書

84020019000

平成７年度 保育料減免震災（１）（申請書）

紙文書

84020019001

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立幼稚園の保育料等免除申請書の送付について（平成
７年度分 送付書） 平成７年４月２１日

紙文書

84020019100

平成７年度 保育料減免震災（２）（申請書）

紙文書

84020019101

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立幼稚園の保育料等免除申請書の送付について（平成
７年度分 送付書） 平成７年４月２１日

紙文書

84020019200

平成６年度 保育料減免震災（１）

紙文書

84020019201

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立幼稚園の保育料等免除のお知らせ 平成７年３月４
日

紙文書

84020019300

平成６年度 保育料減免震災（３）

紙文書

84020019301

兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書 平成７年２月２０日

紙文書
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84020019400

平成７年度 保育料口座振替（７年９月分事故）

紙文書

84020019401

平成７年度９月分の市立幼稚園保育料の引き落とし不能と平成６年度９月分保育料未納
分の引き落としについて（伺） 平成７年１０月１９日

紙文書

84020019500

平成６年度 受け入れることができなかった児童・生徒数、給与した教科書数の調査票

紙文書

84020019501

震災による転入学者

紙文書

84020019600

平成６年度 転学した幼稚園児の名簿

紙文書

84020019601

震災による転学者 ２月６日

紙文書

84020019700

平成６年度 保育料減免申請書

紙文書

84020019701

平成６年度 市立幼稚園保育料減額・免除申請書 平成６年１２月６日

紙文書

84020019800

平成７年度 保育料減免（通常分）

紙文書

84020019801

平成７年度 市立幼稚園保育料減額・免除申請書の受付について（第１回通常減免）
（伺） 平成７年７月１０日

紙文書

84020019900

平成７年度 保育料減免申請書（１）

紙文書

84020019901

平成７年度 市立幼稚園保育料減額・免除申請書

紙文書

84020020000

平成７年度 保育料減免申請書（２）

紙文書

84020020001

平成７年度 市立幼稚園保育料減額・免除申請書 平成７年９月１日

紙文書

84020020100

平成６年度幼稚園保育料還付明細兼領収書

紙文書

84020020101

幼稚園保育料還付明細兼領収書 平成６年９月１６日

紙文書

84020020200

平成６年度 市立幼稚園園児応募状況調査（平成７年度分）

紙文書

84020020201

平成７年度 市立幼稚園園児応募状況調査 平成６年１１月１０日

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01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

84020020300

平成８年度園児応募状況報告書

紙文書

84020020301

平成７年度 園児応募状況報告書 平成７年１１月１３日

紙文書

84020020400

平成７年度 平成８年度私立幼稚園園児数調査（応募状況）

紙文書

84020020401

平成８年度 幼稚園園児数・学級数調査表

紙文書

84020020500

平成７年度 被災児童・生徒教育助成金交付データエラーリスト

紙文書

84020020501

被災児童・生徒教育助成金交付 エラーリスト 平成７年１０月２５日

紙文書

84020020600

平成７年度 被災児童・生徒教育助成金交付申請書

紙文書

84020020601

被災児童・生徒教育助成金交付申請書 平成７年９月６日

紙文書

84020020700

平成７年度 震災義援金 教育費助成

紙文書

84020020701

被災児童・生徒教育助成金の交付について（依頼） 平成７年５月３１日

紙文書

84020020702

兵庫県南部地震災害義援金 被災児童・生徒教育助成金事務取扱い要領（事務局用）
平成７年７月

紙文書

84020020703

兵庫県南部地震災害義援金 被災児童・生徒教育助成金事務取扱い要領（学校園用）
平成７年７月

紙文書

84020020704

被災児童・生徒教育（保育）助成金にかかるＱ＆Ａ

紙文書

84020020800

平成６年度 市立幼稚園保育料不能欠損処分（平成６年度）

紙文書

84020020801

市立幼稚園保育料（平成元年度分）の不能欠損処分について（伺） 平成７年８月２１
日

紙文書

84020020900

平成８年度 被災生徒 修学援助金 口座振替依頼書 新規

紙文書

84020020901

神戸市被災生徒修学援助金口座振替依頼書 平成８年４月３０日

紙文書

84020021000

平成６年度・平成７年度 保育料免除 震災分

紙文書
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84020021001

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立幼稚園保育料免除の決定について（平成７年度分保
育料：第１回認定分）（伺） 平成７年５月１日

紙文書

84020021100

平成６年度 就学援助（阪神・淡路大震災） 被災児童生徒 申請報告書・名簿（第１
回分） ‐中学校‐

紙文書

84020021101

兵庫県南部地震による被災児童生徒の就学援助報告書 平成７年３月６日

紙文書

84020021200

平成７年度 就学援助 阪神・淡路大震災に伴う交付（学用品費・通学費）

紙文書

84020021201

被災児童生徒に対する就学援助の認定及び援助費の交付について（伺）（第４回分）
平成７年６月８日

紙文書

84020021300

平成７年度 就学援助 通学費申請書 中①

紙文書

84020021301

平成７年度 就学援助（通学費）申請書 平成７年１０月１８日

紙文書

84020021400

平成６年度 就学援助 交付（災害の被災による就学援助費含む）

紙文書

84020021401

平成６年度 修学援助 決算額

紙文書

84020021500

平成６年度 就学援助 （阪神・淡路大震災） 被災児童生徒 通学費申請書

紙文書

84020021501

被災による就学援助通学費の支給について 平成７年４月１０日

紙文書

84020021600

平成６年度 就学援助 （阪神・淡路大震災） 返還報告書・名簿

紙文書

84020021601

（被災による就学援助）第１回支給分返還報告書

紙文書

84020021700

平成６年度 就学援助 （阪神・淡路大震災） 被災児童生徒 申請報告書・名簿（第
３回分） ‐小・中学校共通‐

紙文書

84020021701

兵庫県南部地震による被災児童生徒の就学援助報告書（第２回分） 平成７年５月８日

紙文書

84020021800

平成６年度 就学援助 （阪神・淡路大震災） 被災児童生徒 申請報告書・名簿（第
１回分） ‐小学校‐

紙文書

84020021801

兵庫県南部地震による被災児童生徒の就学援助報告書 平成７年３月６日

紙文書
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84020021900

平成６年度 就学援助 阪神淡路大震災に伴う交付（学用品費・通学費）

紙文書

84020021901

被災児童生徒に対する就学援助の認定及び援助費の交付について（伺）（第１回認定分
３／６報告分） 平成７年３月１０日

紙文書

84020022000

平成７年度 就学援助 泊を伴わない校外活動 経費報告書

紙文書

84020022001

平成７年度 校外活動経費報告書

紙文書

84020022100

平成６年度 災害救助費学用品費Ｎｏ．１神戸市

紙文書

84020022101

教科書・学用品歳出決算額

紙文書

84020022200

平成６年度 災害救助費学用品費Ｎｏ．１神戸市

紙文書

84020022201

教科書・学用品歳出決算額

紙文書

84020022300

平成６年度 災害救助費学用品費Ｎｏ．２神戸市

紙文書

84020022301

災害救助法に基づく学用品費等の支給にかかる請求について 平成７年４月１１日

紙文書

84020022400

平成６年度 災害救助費学用品費Ｎｏ．２神戸市

紙文書

84020022401

災害救助法に基づく学用品費等の支給にかかる請求について 平成７年４月１１日

紙文書

84020022500

平成７年度 就学援助 交付（修学旅行費（泊）校外活動費）

紙文書

84020022501

平成７年度 就学援助費・新規認定者の修学旅行費の追加支給について（伺） 平成８
年１月３１日

紙文書

84020022600

平成７年度 就学援助 口座振替依頼書

紙文書

84020022601

平成７年度就学援助費（学用品費） 平成７年８月３０日

紙文書

84020022700

平成７年度 就学援助 国庫補助

紙文書

84020022701

災害により被災した児童生徒に対する就学援護費について（依頼）と回答 平成８年５
月２４日

紙文書
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84020022800

平成７年度 就学援助 修学旅行 経費報告書

紙文書

84020022801

平成７年度 修学旅行経費調査 平成７年１１月１０日

紙文書

84020022900

７年度 就学援助 通学費 交付

紙文書

84020022901

平成７年度 就学援助費（通学費）の交付について（伺） ―第５回― 平成８年３月
２９日

紙文書

84020023000

平成７年度 就学援助 泊を伴う校外活動 経費報告書

紙文書

84020023001

平成７年度 就学援助 泊を伴う校外活動 経費報告書 平成８年２月２９日

紙文書

84020023100

平成７年度 就学援助 通学費申請書 中②

紙文書

84020023101

平成７年度 就学援助（通学費）申請書 平成７年１０月２０日

紙文書

84020023200

平成６年度 被災による就学援助

紙文書

84020023201

仮設住宅（第１次から第４次）入居者にかか学校の指定について 平成７年３月７日

紙文書

84020023202

就学援助にかあｋるり災証明について（再通知） 平成７年２月２３日

紙文書

84020023300

平成７年度 就学援助 <９月の状況> 申請希望者数調査（新規分）

紙文書

84020023301

平成７年度 就学援助 申請希望者数調査（新規分）

紙文書

84020023400

平成７年度 就学援助 通学費申請書 小

紙文書

84020023401

平成７年度 就学援助（通学費）申請書 平成７年１０月１９日

紙文書

84020023500

平成７年度 就学援助 交付

紙文書

84020023501

平成７年度 就学援助の認定及び援助費の交付について（伺）［学校申請・新規分］第
１回 平成７年１２月７日

紙文書

84020023600

平成７年度 被災児童特別教育資金支給事務関連綴

紙文書
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84020023601

被災児童特別教育資金の支給について（お知らせ） 平成７年１１月１７日

紙文書

84020023602

被災児童特別教育資金・支給対象児童数調 平成７年１１月９日

紙文書

84020023603

阪神・淡路大震災による震災遺児名簿の閲覧について（ご依頼） 平成８年２月１３日

紙文書

84020023604

「被災児童特別教育資金」受給者について 平成８年３月５日

紙文書

84020023605

阪神・淡路大震災遺児育英金給付 内規 平成８年２月２０日

紙文書

84020023700

平成７年度 被災児童特別教育資金支給決定通知書

紙文書

84020023701

被災児童特別教育資金支給決定通知書 平成７年１２月４日

紙文書

84020023800

平成７年度 被災児童特別教育資金申請書綴 Ｎｏ．１

紙文書

84020023801

被災児童特別教育資金の支給について（伺） 平成７年１２月１日

紙文書

84020023900

平成７年度 被災児童特別教育資金申請書綴 Ｎｏ．４

紙文書

84020023901

被災児童特別教育資金の第２期分の支給について（伺）（義援金） 平成８年３月１２
日

紙文書

84020024000

平成７年度 被災児童特別教育資金

紙文書

84020024001

兵庫県からの「義援金請求書に対する事実調査について（依頼）」 平成１０年８月３
１日

紙文書

84020024100

平成６年度 児童生徒の転出入状況調査票

紙文書

84020024101

平成６年度 児童生徒の転出入状況調査票

紙文書

84020024200

平成６年度 兵庫県南部地震被災児童生徒に係る学用品等給付関係資料（平成７年３
月）

紙文書

84020024201

兵庫県南部地震被災児童生徒にかかる学用品の給与について 平成７年３月３日

紙文書

84020024300

平成６年度 災害救助法に基づく教科書・学用品の給付に係る支払関係綴

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01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

84020024301

災害救助法に基づく学用品費の支出について（伺）（他都市執行分第１回支出） 平成
７年３月

紙文書

84020024400

平成６年度 阪神・淡路大震災の被災児童生徒の教科書・学用品の給与に係る厚生省精
算監査資料

紙文書

84020024401

阪神・淡路大震災に係る厚生省精算監査資料

紙文書

84020024500

平成６年度 災害救助法に基づく学用品・教科書給与者名簿

紙文書

84020024501

災害救助法に基づく学用品・教科書給与者名簿

紙文書

84020024600

平成６年度 災害関係給与教科書受領書（第１次） 平成７年２月

紙文書

84020024601

災害関係給与教科書受領書 平成７年２月１６日

紙文書

84020024700

平成６年度 平成７年度 平成７年 阪神淡路大震災対策学事関係事務

紙文書

84020024701

阪神・淡路大震災で被災したことにより居住地等を転居し、県外及び県内の他市町等か
ら通学している児童生徒数調について（依頼） 平成７年１２月２５日

紙文書

84020024702

災害救助費精算について（厚生省協議）

紙文書

84020024703

阪神・淡路大地震に関する神戸の教育復興のための当面の問題 平成７年２月１４日
神戸市教育委員会

紙文書

84020024704

兵庫県南部地震に伴う公立幼稚園、高等学校及び特殊教育諸学校の授業料免除等の取扱
いについて 平成７年１月２０日

紙文書

84020024705

兵庫県南部地震に伴う市立学校園の授業料等の免除について 平成７年１月２３日

紙文書

84020024706

兵庫県南部地震に伴う公立大学及び高等専門学校の授業料免除等の取扱いについて 平
成７年１月２５日

紙文書

84020024707

平成７年度兵庫県南部地震に伴う入学考査料等の免除について 平成７年１月３１日

紙文書

84020024708

兵庫県南部地震に伴う市立高校の入学選抜料の取扱いについて（通知） 平成７年２月
６日

紙文書
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84020024709

平成７年度兵庫県公立高等学校入学者選抜に係る入学考査料の納入の猶予について 平
成７年２月９日

紙文書

84020024710

私立高等学校の入試日程変更に係る平成７年度神戸市立高等学校入学選抜料の納入の猶
予について 平成７年２月

紙文書

84020024711

市立高等学校授業料１月・２月未納分の取り扱いについて 平成７年２月２４日

紙文書

84020024712

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立高等学校の授業料等免除及び神戸市奨学金の申請の
受付について 平成７年２月２８日

紙文書

84020024713

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立幼稚園の保育料等免除申請の受付について 平成７
年２月２７日

紙文書

84020024714

兵庫県南部地震による災害に係る復旧事業計画書の提出について（通知） 平成７年２
月１７日

紙文書

84020024715

地震災害における建物の被害区分について（通知） 平成７年２月１０日

紙文書

84020024716

就学援助事務について 平成７年２月１５日

紙文書

84020024717

平成７年度兵庫県南部地震における被災地域の児童生徒の就学援助について 平成７年
１月２６日

紙文書

84020024718

保育料の減免について 平成７年２月２４日

紙文書

84020024800

平成６年度 平成７年度 被災した児童生徒の転出・転入等の就学手続に関する資料

紙文書

84020024801

兵庫県南部地震に伴う学区外高等学校への通学について 平成７年４月１４日

紙文書

84020024802

仮入学・校区外就学の継続事務について 平成７年１１月２日

紙文書

84020024803

入学予定児童生徒で校区外からの就学を希望する者の取扱い 平成７年１１月１日

紙文書

84020024804

就学事務の取扱いについて 平成７年３月６日

紙文書

84020024805

平成７年度兵庫県南部地震における被災地域の児童生徒の各学年の課程の修了及び卒業
の認定等の配慮について（通知） 平成７年１月３０日

紙文書

84020024900

平成７年度 平成８年度 丸山中学校西野分校の移転

紙文書
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84020024901

丸山中学校西野分校の太田中学校への移転について

紙文書

84020025000

平成６年度 阪神・淡路大震災で被災した園児・生徒の保育料・授業料等の減免等に関
連する資料

紙文書

84020025001

市立幼稚園の保育料の納入について（通知） 平成７年３月１３日

紙文書

84020025100

平成８年度 義援金請求書（被災児童生徒教育助成金）に対する事実調査

紙文書

84020025101

兵庫県南部地震災害義援金募集委員会からの義援金請求書に対する事実調査について
（依頼） 平成８年７月２３日

紙文書

84020025200

平成７年阪神・淡路大震災で被災した児童生徒の市外の学校での受け入れの状況

紙文書

84020025201

兵庫県南部地震にともなう児童・生徒の受入について（報告） 平成７年２月１３日

紙文書

84020025300

受け入れることができなかった児童・生徒数、給与した教科書数の調査票

紙文書

84020025301

受け入れることができなかった児童・生徒数、給与した教科書数の調査票

紙文書

84020025400

高校、養護学校、中学校の転入学者名簿

紙文書

84020025401

高校・特別支援学校・中学校の転出入者名簿 ２月６日

紙文書

84020025500

幼児・児童・生徒の在籍状況調査 平成７年３月６日現在 神戸市教育委員会

紙文書

84020025501

幼児・児童・生徒の在籍状況調査について（依頼） 平成７年３月６日

紙文書

84020025600

平成７年阪神・淡路大震災で被災した児童生徒の転学先学校名調査票 東灘区、灘区、
中央区

紙文書

84020025601

被災児童等の転出先学校名調査 ２月５日

紙文書

84020025700

平成７年阪神・淡路大震災で被災した児童生徒の転学先学校名調査票 北区、長田区、
須磨区、垂水区、西区

紙文書

84020025701

被災児童等の転出先学校名調査 ２月４日

紙文書

84020025800

平成７年度 神戸市立高等学校 授業料免除・減免 継続許可者報告書

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01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

84020025801

平成７年度 神戸市立高等学校授業料減免の継続許可を要する者の取扱いについて
（伺） 平成７年４月３日

紙文書

84020025900

被災児童特別教育資金申請書綴 Ｎｏ．５

紙文書

84020025901

被災児童教育特別資金（義援金）の支給状況の報告について（伺） 平成１１年５月２
４日

紙文書

84020026000

教育委員会災害対策本部学校部情報１

紙文書

84020026001

兵庫県への阪神大震災に伴う中学校卒業生の進路にかかわる要望 平成７年１月２４日

紙文書

84020026002

被災児童生徒の臨時的受け入れについて 平成７年１月２５日

紙文書

84020026003

被災児童生徒に対する「ホームステイ相談センター」の開設について 平成７年１月２
６日

紙文書

84020026004

「学用品受入れセンター」の開設について 平成７年１月２６日

紙文書

84020026005

阪神大震災被災 児童生徒学習支援事業 「京都市一時留学（ラーニング・ステイ）」
平成７年１月２５日

紙文書

84020026100

教育委員会災害対策本部学校部情報２

紙文書

84020026101

プレハブ教室設置計画 平成７年２月１５日

紙文書

84020026102

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

紙文書

84020026103

公立高校入試日の被災生徒のかかる昼食弁当について 平成７年３月１日

紙文書

84020026200

平成７年度 幼児児童生徒の実態調査

紙文書

84020026201

幼児・児童・生徒の実態調査について 平成７年１月３０日

紙文書

84020026300

震災体験を生かす神戸の教育の創造のゲラ

84020026400

震災建築物等の被災度判定基準および復旧技術指針 （鉄筋コンクリート造編） （木
造編） （鉄骨造編） 監修 建設省住宅局建築指導課 発行 財団法人日本建築防災 冊子・写真
協会 平成３年２月２０日発行 平成７年３月２０日再版発行

冊子・写真
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84020026500

写真 竹灯籠作り、避難所での子供たちのパン配布（鷹取中学校）

冊子・写真

84020026600

兵庫県南部地震関連の新聞切り抜き 平成７年１月２７日～３月２７日

冊子・写真

84020026700

平成７年１月３０日浜山小安否確認のため登校日 市役所２号館の損壊、ポートライ
ナーの損壊

冊子・写真

84020026800

平成７年７月１１日（火） 鷹取中３年 海辺実習

冊子・写真

84020026900

鷹取中 サハリン北部地震（ネフチェゴルスク地震）義援金募金活動（生徒会、朝）平
冊子・写真
成７年６月１５日（木）

84020027000

六甲小、鷹匠中の仮設教室（寿公園）平成７年６月１２日（月）

冊子・写真

84020027100

平成７年６月１７日 本山南中 避難訓練

冊子・写真

84020027200

平成７年７月１１日（火） 鷹取中３年 海辺実習、北須磨小１年生活科 「海で遊ぼ
冊子・写真
う」 Ｎｏ．１

84020027300

飛松中学校・鷹匠中学校震災被害状況 Ｎｏ．１（ハード面）

84020027400

鷹匠中 平成７年６月１２日（月）部活動 仮設校舎と併存 稗田小食料配付平成７年
冊子・写真
６月１３日（火）

84020027500

平成５年５月２４日 甲緑小

冊子・写真

84020027600

平成７年６月２２日 鷹匠中 避難訓練 （仮設校舎からの避難）

冊子・写真

84020027700

各校の被害状況 Ｎｏ．１ （大丸町、千歳小他） （本多聞小、丸山中、魚崎小、原
冊子・写真
田中、室内小）

84020027800

各校の被害状況 Ｎｏ．４ 摩耶兵庫高、湊小、北野小、鷹匠中、御蔵小、丸山中、御
冊子・写真
影小、西郷小

84020027900

各校の被害状況 Ｎｏ．２ 室内小、志里池小、市立盲学校

84020028000

街の被害の様子 大倉山公園仮設住宅、ローソン前中央区橘通無料入浴、阪神高速、神
冊子・写真
戸港、体育保健課（平成７年１月１７日）

84020028100

蓮池小学校の仮設教室の授業風景 平成７年６月１２日（月）

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84020028200

板宿小・港島小・葺合高など各校の被害状況 自衛隊風呂（港島小）、講堂教室（稗田
冊子・写真
小）、千歳小周辺火事跡 Ｎｏ．３

84020028300

平成７年４月２１日総合運動公園 御蔵小学校運動会（午前）遠足（午後） 名谷幼稚
冊子・写真
園親子遠足

84020028400

平成７年６月２３日（金） 高倉中 避難訓練

84020028500

平成７年６月３０日（金） 会下山小プール授業 水木小にて 阪神淡路大震災におい
冊子・写真
て、よいおこないをした児童生徒の表彰式（神戸市教育委員会）

84020028600

平成８年４月１９日 こうべ小 シャピロ大使歓迎 クリントン大統領からのメッセー
冊子・写真
ジ①

84020028700

御蔵小 平成７年４月２７日 運動会・遠足

冊子・写真

84020028800

西郷幼 平成７年６月４日 Ｎｏ．２

冊子・写真

84020028900

平成７年６月２７日 御影中 ブラウン大学

冊子・写真

84020029000

中央図書館 読み聞かせ会 平成７年６月１０日

冊子・写真

84020029100

平成８年８月４日 こうべ小 シャピロ大使歓迎 クリントン大統領メッセージ②

冊子・写真

84020029200

中央図書館 読み聞かせ会 平成７年６月２４日 御影中 ブラウン大学 平成７年６
冊子・写真
月２７日

84020029300

平成８年１月７日 夢愛スタジアム プロ野球選手、Ｊリーグ選手 会場港島中学校

冊子・写真

84020029400

平成７年８月５日（土）六甲小ラジオ体操、神社門柱倒壊

冊子・写真

84020029500

平成７年６月５日 東須磨小 温水プール１年生（初めて）

冊子・写真

84020029600

市役所周辺の被害状況、神戸市立西野幼稚園の解体

冊子・写真

84020029700

西郷幼 平成７年６月４日 Ｎｏ．１ 児童運動風景

冊子・写真

84020029800

名倉小 音楽会 平成７年６月１７日 避難者校庭で洗濯

冊子・写真

冊子・写真
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84020029900

平成７年６月１７日（土）小体連 ６年女子バレーボール大会御蔵小にて 御蔵小、室
冊子・写真
内小、神楽小 尾鷲市立須賀利小学校より鶴の贈呈

84020030000

本山第一４年生授業

84020030100

平成７年７月１日（土）菊水小七夕集会「おりへめひこぼしコンクール」避難された方
冊子・写真
等を招いた七夕集会 他

84020030200

平成７年６月２４日（土） 中央図書館 よみきかせ会 震災関連図書コーナー

冊子・写真

84020030300

東須磨小（プール、休み時間中、プレハブ校舎、被害の状況）

冊子・写真

84020030400

大黒小 平成７年６月１２日（月） 児童活動風景

冊子・写真

84020030500

平成７年７月１９日 蓮池小 仮設教室とのわかれ 神戸市被災者用一時使用住宅第５
冊子・写真
次補充予定者名簿の発表を見る人

84020030600

今市市立今市中学校と神戸生田中学校 交流会

冊子・写真

84020030700

稗田小 平成７年６月１３日（火） 登校風景 避難所

冊子・写真

84020030800

こうべ小 開校式 平成８年４月８日

冊子・写真

84020030900

平成７年７月１１日（火）北須磨小１年生活科「海で遊ぼう」、鷹取中３年 海辺実習
冊子・写真
Ｎｏ．２

84020031000

六甲小一日の動き、神戸市会・兵庫県会議員選挙投票所、教室内避難所 平成７年６月
冊子・写真
１１日（日） ６月１２日（月）

84020031100

平成７年７月２０日（木）１学期終業式（大橋中、神楽小）

冊子・写真

84020031200

生徒の炊き出し訓練

冊子・写真

84020031300

御蔵小 平成７年６月９日（金） 避難所 子供 投票所撤去

冊子・写真

84020031400

平成７年７月８日（土）湊川中学校 親子ふれあいボランティア ３年生と保護者

冊子・写真

84020031500

市立博物館修復 資金貸付事務風景 私立幼稚園教育功労者感謝状贈呈式 平成７年１
冊子・写真
２月１１日

冊子・写真
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84020031600

本山第一小 休み時間 ４‐１学級社会科「わたしたちは新聞記者」 １年生の給食時
冊子・写真
間 平成７年５月１８日

84020031700

ＰＳＰＣ（ポートアイランドスポーツセンター）補修状況 御蔵小 平成７年６月８日 冊子・写真

84020031800

鷹取中 教室内避難者 平成７年６月９日（金）

冊子・写真

84020031900

鷹取中学校体育館内避難所、大池小市会見学、六甲小周辺

冊子・写真

84020032000

御蔵小学校周辺の解体撤去の状況（菅原市場、アーケード、御蔵郵便局他） 平成７年
冊子・写真
３月２４日撮影

84020032100

ねぶた がんばれ阪神 津軽からのメッセージ

冊子・写真

84020032200

市役所周辺 解体工事始まる

冊子・写真

84020032300

平成７年６月１５日 六甲小 避難訓練

冊子・写真

84020032400

平成７年６月２７日（火） 櫨谷小 消防署の仕事について説明を聞く児童 市消防司
令室にて

冊子・写真

84020032500

平成７年６月２９日（木） 魚崎小 ブラウン大学アカペラチームがやってきた

冊子・写真

84020032600

平成７年６月８日（木）御蔵小 授業風景

冊子・写真

84020032700

稗田小 平成７年６月１３日（火） 給食の準備 体育館での授業 仮設の教室

冊子・写真

84020032800

教育再生緊急提言会議他

冊子・写真

84020032900

ポートアイランドスポーツセンター他

冊子・写真

84020033000

御蔵小 平成７年６月９日（金）１日の動き 避難者への朝食配給、児童の登校風景

冊子・写真

84020033100

平成７年６月２７日 御影中 ブラウン大学

冊子・写真

84020033200

平成７年７月１９日 蓮池小 仮設教室との別れ

冊子・写真

84020033300

平成８年５月１１日 ４校合同運動会①

冊子・写真
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84020033400

平成８年１０月２７日 ヴィッセル神戸ｖｓＮＴＴ関東 ３：１

冊子・写真

84020033500

平成８年１０月２３日 なかよし会 なかよしオリンピック 灘区 兵庫区 中央区
園児 保護者 年長児

冊子・写真

84020033600

平成８年７月４日 本山第３小 ４年生プール授業

冊子・写真

84020033700

多井畑小学校①（終業式、集団下校など）平成９年７月１８日

冊子・写真

84020033800

多井畑小学校②（終業式、記者会見など）平成９年７月１８日

冊子・写真

84020033900

平成９年７月２３日 中央体育館（ダンス教室） 異人館（風見鶏の館）

冊子・写真

84020034000

笹山市長３選 初登庁 平成９年１０月２８日 １２：２０～

冊子・写真

84020034100

六甲小 老人引越

冊子・写真

84020034200

平成７年６月１７日 名倉小音楽会 講堂 天井破壊

冊子・写真

84020034300

平成７年６月１日 千歳小学校生徒ガレキ未撤去のそばを通学風景

冊子・写真

84020034400

平成８年７月４日 本山第３小プール 平成８年７月６日 六甲アイランド小 七夕祭
冊子・写真
り

84020034500

平成８年８月７日 長田工 生涯学習 高齢者学習センター 兵庫図書館

冊子・写真

84020034600

平成８年５月１１日 運動会②

冊子・写真

84020034700

平成８年４月９日 西須磨小入学式（テントの中での入学式）

冊子・写真

84020034800

７月２０日 御影工高Ｎｏ．２ 終業式

冊子・写真

84020034900

平成８年１０月２３日 なかよし会

冊子・写真

84020035000

平成８年１０月２７日 ヴィッセル神戸ｖｓＮＴＴ関東 ３：１

冊子・写真

84020035100

神出中防災訓練

冊子・写真

84020035200

全国大会出場者市長表敬

冊子・写真
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84020035300

日本・中国 子供のセレモニー会議

冊子・写真

84020035400

岩岡中学校防災訓練①

冊子・写真

84020035500

岩岡中学校防災訓練②

冊子・写真

84020035600

全国中学生防災フォーラム ｉｎ ＫＯＢＥ 阪神・淡路大震災２周年記念事業

冊子・写真

84020035700

募金に関する感謝状 市長室 平成９年１月２８日

冊子・写真

84020035800

校庭に車避難（太田中） 学校休校等の貼紙（住吉小、二宮小、六甲小） 修学旅行生
冊子・写真
震災研修

84020035900

復旧したレイン邸 震災被災状況（魚崎小学校、原田中学校、千歳小学校、丸山中学
校、本山南小学校のプレハブ教室、蓮池小学校）

冊子・写真

84020036000

みどりまごころ募金の会 感謝状記念写真 市長室

冊子・写真

84020036100

歓迎 今市市立今市中学校

冊子・写真

84020036200

学校でのお別れ会 火災の跡と消防車

冊子・写真

84020036300

お知らせ貼紙（西灘小） 休園貼紙（西野幼稚園） 休館（風見鶏の館） 休校貼紙
（神港高）、学校での貼紙

冊子・写真

84020036400

他校の教室への児童移動風景、使いにくい仮設トイレ（ビニールのとびら、階段手すり
なし、危険なトイレのスラップ）、給水タンク（岡山県より）、大雨洪水警報で避難
冊子・写真
（渦ケ森小）

84020036500

阪神電車線路被災（車庫近く）、教室避難所風景他、西灘小テントの下の卒業式（平成
冊子・写真
７年３月２４日）

84020036600

松陰大学会館での授業実施風景（烏帽子中学）

84020036700

若菜小学校の仮移転について（お知らせ）

紙文書

84020036701

若菜小学校の仮移転について（お知らせ） 平成７年１０月２６日

紙文書

84020036800

小学校での親子お正月会

冊子・写真

冊子・写真
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84020036900

平成７年度 兵庫県南部地震災害義援金交付申請について（全市分）

紙文書

84020037000

青少年のための科学の祭典【神戸大会】約１４分 ～青少年による青少年のための科学
の祭典～ ＩＮ神戸市立青少年科学館（１９９６年１月６,７日）

ビデオ

84020037100

～北海道南西沖地震災害・体験文集～ 一九九三・七・十二・十時十七分 明日へ向っ
て 北海道奥尻郡奥尻町立青苗中学校 編集・発行：北海道奥尻郡奥尻町立青苗中学校 冊子・写真
発行日：平成６年３月

84020037200

神戸市立幼稚園 阪神・淡路大震災記録集「お日さまいっぱい」 発行者：神戸市立幼
稚園長会 編集者：神戸市立幼稚園長会・環境教育委員会 刊行年月：平成１０年１月 冊子・写真
１７日

84020037300

わたし あなた そして みんな ‐震災 人間を学ぶ‐ 企画編集：神戸市教育委員
冊子・写真
会 発行者：（財）神戸市教育スポーツ公社 刊行年月：平成７年８月２５日

84020037400

Sunflowers in a City of Rubble By Isao Arai "Daddy Sunflower" Narrator of the
Great Hanshin‐Awaji Earthquake Translation by Ryohei Furumi and Hidemi Iwata 冊子・写真
刊行年月日：２００５年１月１７日

84020037500

全国中学生防災フォーラム in KOBE １ 平成９年１月１１・１２日

ビデオ

84020037600

全国中学生防災フォーラム in KOBE ２ 平成９年１月１１・１２日

ビデオ

84020037700

教科書・学用品配布状況、私立幼稚園緊急融資、小学校・中学校児童生徒の転入・転出
ＦＤ・ＭＯ
状況、就学援助対象者数、入園料・入学料減免について、平成７年度児童生徒数

84020037800

平成６年度 阪神・淡路大震災 保育料等の減免申請について

紙文書

84020037900

神戸市奨学金採用予約者高校等進学報告書綴り

紙文書

84020037901

神戸市奨学金採用予約者進学報告書 市立伊川谷中学校

紙文書

84020038000

平成６年度 就学援助 （阪神・淡路大震災）被災児童生徒 申請報告書・名簿（第２
回分）

紙文書

84020038001

兵庫県南部地震による被災児童生徒の就学援助報告書（第２回分） 平成７年３月 市
立東灘小

紙文書

84020038002

兵庫県南部地震による被災児童生徒の就学援助報告書（第２回分） 平成７年３月２５
日 市立本庄中

紙文書
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84020038100

平成７年度 神戸市奨学生 異動報告書綴り

紙文書

84020038101

神戸市奨学生 異動報告書 平成７年５月１８日 市立赤塚山高

紙文書

84020038102

平成７年度 神戸市奨学金奨学生の異動に伴う奨学金の戻入及び支払について 平成７
年６月

紙文書

84020038200

平成７年度 神戸市被災生徒修学援助金異動処理綴

紙文書

84020038201

神戸市被災生徒就学援助金奨学生異動報告書 平成７年７月３１日 市立御影工業高

紙文書

84020038202

神戸市被災生徒修学援助金奨学生の異動に伴う奨学金の戻入及び支出について

紙文書

84020038300

平成７年度 神戸市奨学金支出決裁綴

紙文書

84020038301

平成７年度 神戸市奨学金の決定及び支出について 平成７年６月１５日

紙文書

84020038302

平成７年度 神戸市奨学金の新規採用者の決定及び奨学金の支出について 平成７年１
１月２８日

紙文書

84020038400

平成６年度 兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書綴り（御影工高全
日制）

紙文書

84020038401

兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書 市立御影工高（全日制） 平
成７年３月１０日

紙文書

84020038402

休業証明

紙文書

84020038500

平成６年度 阪神・淡路大震災に伴う授業料等免除申請書綴り（兵庫商高、神戸工高）

紙文書

84020038501

兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書 市立兵庫商高 平成７年２月
１７日

紙文書

84020038502

保護者陳述書（例）

紙文書

84020038503

保護者陳述書

紙文書

84020038504

阪神・淡路大震災のり災に伴う授業料等免除申請書 市立神戸工高 平成７年３月２０
日

紙文書
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84020038600

平成６年度他 兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書綴り（葺合高校
１、２年生）

紙文書

84020038601

兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書 市立葺合高 平成７年３月２
７日

紙文書

84020038602

保護者経営店舗全壊の写真添付

紙文書

84020038700

平成６年度他 阪神・淡路大震災のり災に伴う授業料等免除にかかる関係書類綴り

紙文書

84020038701

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立高等学校の授業料等免除決定による入学選抜料の還
付に伴う予備費の充用要求について 平成８年２月２９日

紙文書

84020038702

神戸市立学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例の公布 平成７年３月３１
日

紙文書

84020038703

神戸市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の公布 平成７年
３月３１日

紙文書

84020038704

阪神・淡路大震災のり災に伴う神戸市立高等学校生徒に係る授業料免除の決定について
（平成７年度新入生分） 平成７年５月１日

紙文書

84020038705

阪神・淡路大震災のり災に伴う神戸市立高等学校生徒に係る授業料免除の決定について
平成７年３月３１日

紙文書

84020038706

阪神・淡路大震災のり災に伴う市立高等学校の授業料等免除及び神戸市奨学金の申請受
付について 平成７年２月２８日

紙文書

84020038800

平成６年度 授業料免除減額申請書綴り（神戸商高、兵庫商高、神戸工高、御影工高、
工業高専）

紙文書

84020038801

授業料免除減額申請書（市立神戸商業高） 平成６年５月２７日

紙文書

84020038900

平成６年度 兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書綴り（赤塚山高校
１、２年）

紙文書

84020038901

兵庫県南部地震に伴う神戸市立学校授業料等免除申請書 市立赤塚山高 平成７年２月
９日

紙文書

84020038902

解雇証明書

紙文書

84020039000

神戸市被災生徒修学援助金 採用者等一覧

紙文書
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84020039001

神戸市被災生徒修学援助金 採用者一覧 市立赤塚山高

紙文書

84020039100

平成８年度 神戸市被災生徒修学援助金交付明細書綴り（学校別）

紙文書

84020039101

平成８年度 神戸市被災生徒修学援助金交付明細書 市立赤塚山高

紙文書

84020039200

平成８年度 神戸市被災生徒修学援助金在学状況報告書綴り

紙文書

84020039201

神戸市被災生徒修学援助金奨学生在学状況報告 市立赤塚山高 平成８年４月１６日

紙文書

84020039300

平成６年度他 神戸市被災生徒修学援助金制度及び他の奨学金制度に関する綴り

紙文書

84020039301

神戸市被災生徒修学援助金交付要網 平成７年１月１７日

紙文書

84020039302

阪神・淡路大震災の被災者による神戸市奨学金の申請の受付について 平成７年３月７
日

紙文書

84020039303

兵庫県南部地震による奨学生の災害採用及び応急採用について 日本育英会兵庫県支部
長から各高等学校長等宛 平成７年１月２３日

紙文書

84020039304

兵庫県南部地震被災学生に対する対応について 文部科学省高等教育局学生課から発信
平成７年１月１９日

紙文書

84020039305

阪神・淡路大震災の被災者に対する神戸市奨学金の支給について（教育長説明資料）
平成７年５月２日

紙文書

84020039306

神戸市奨学金にかかる平成７年度補正予算要求内容 平成７年６月６日

紙文書

84020039400

平成７年度 神戸市被災生徒修学援助金の口座振替依頼書綴り

紙文書

84020039401

神戸市被災生徒修学援助金口座振替依頼書 市立赤塚山高 平成７年８月２８日

紙文書

84020039500

平成７年度 神戸市被災生徒修学援助金制度に関する綴り

紙文書

84020039501

神戸市被災生徒修学援助金交付要網の制定について 平成７年８月８日

紙文書

84020039502

神戸市被災生徒修学援助金の採用者の決定及び支払いについて 平成７年８月１０日

紙文書
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84020039503

被災生徒修学援助金 神戸市奨学金の事務日程

紙文書

84020039600

平成７年度 阪神・淡路大震災遺児等育英資金給付に関する綴り

紙文書

84020039601

阪神・淡路大震災遺児等育英資金の給付について（平成７年度実施分） 兵庫県教育委
員会

紙文書

84020039602

阪神・淡路大震災遺児等育英資金給付要網 平成７年４月１日

紙文書

84020039603

阪神・淡路大震災遺児等育英資金給付申請書 平成８年３月１４日 市立鷹匠中学校

紙文書

84020039700

平成７年度 阪神・淡路大震災による遺児名簿（区別） 平成７年６月末現在

紙文書

84020039701

被災児童特別教育資金の対象児童調査公用閲覧簿 平成７年６月末現在（東灘区）

紙文書

84020039800

平成７年度 阪神・淡路大震災義援金―被災児童生徒教育助成金及び被災児童特別教育
資金にかかる綴り

紙文書

84020039801

被災児童・生徒教育助成金の申込書のご送付について 神戸市教育委員会から保護者宛

紙文書

84020039802

兵庫県南部地震災害義援金―被災児童・生徒教育助成金事務取扱い要領（事務局用）
平成７年７月

紙文書

84020039803

被災児童特別教育資金支給について 神戸市教育委員会から保護者宛 平成７年１１月
１７日

紙文書

84020039804

被災児童・生徒に対する義援金（被災児童・生徒教育（保育）助成金）の配分について
兵庫県南部地震災害義援金募集委員会会長から各市町長県下各市町（郡）教育長宛 平
成７年５月２２日

紙文書

84020039805

兵庫県南部地震災害義援金―被災児童・生徒教育助成金事務取扱い要領（学校園用）
平成７年７月

紙文書

84020039806

義援金の配分について（①被災児童特別教育資金②要援護家庭激励金―震災時、胎児で
も対象）兵庫県南部地震災害義援金募集委員会事務局

紙文書

84020039900

平成６年度 阪神・淡路大震災のり災に伴う神戸市奨学生願書綴り（対象外分）

紙文書

84020039901

神戸市奨学生願書（神戸高） 平成７年３月１５日

紙文書
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84020040000

平成６年度他 阪神・淡路大震災のり災に伴う神戸市奨学金願書綴り（２）（神港高、
須磨高、神戸西高、神戸商高）

紙文書

84020040001

神戸市奨学生願書（神港高） 平成７年３月１５日

紙文書

84020040100

平成６年度他 阪神・淡路大震災のり災に伴う神戸市奨学生願書綴り（４）（御影工
高、摩耶兵庫高、楠高、長田工高、御影工高（定）、高専）

紙文書

84020040101

神戸市奨学生願書（御影工業高） 平成７年３月１５日

紙文書

84020040200

平成６年度 授業料減免

紙文書

84020040201

平成６年度 神戸市立高等学校生徒に係る授業料の減免決定について（当初、新規分、
全日制） 平成６年６月１７日

紙文書

84020040202

平成６年度 神戸市立高等学校等（全日制、定時制、高等専門学校）授業料減免の継続
許可について 平成６年５月１７日

紙文書

84020040203

授業料減免生徒異動報告書（葺合高） 平成６年６月２３日

紙文書

84020040300

平成６年度他 阪神・淡路大震災のり災に伴う授業料等免除申請書 摩耶兵庫高等学校
楠高等学校 長田工業高等学校 御影工業高等学校（定時制）

紙文書

84020040400

平成６年度他 阪神・淡路大震災のり災に伴う授業料等 免除申請書 赤塚山高校 葺
合高校 神港高校 神戸西高校 神戸商業高校 御影工業高校（全日制） 摩耶兵庫高
校（定時制） 神戸工業高校 工業高等専門学校

紙文書

84020040500

平成６年度 高校授業料減免関係書類綴り

紙文書

84020040501

神戸市高等学校（定時制課程）授業料減免取扱い要領及び事務の手引き

紙文書

84020040502

授業料の減免について

紙文書

84020040503

平成６年度私立高等学校生徒授業料軽減補助制度について 平成６年６月 兵庫県知事

紙文書

84020040504

平成６年度兵庫県私立高等学校生徒授業料軽減補助金事務の手引き 兵庫県総務部教育
課

紙文書

84020040600

神戸市奨学金採用予約者高校等進学報告書綴り

紙文書
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84020040601

神戸市奨学金採用予約者進学報告書 市立本庄中学校

紙文書

84050036900

阪神・淡路大震災 親と子と学校の記録 １９９５（平成７）年１月１７日 地震なん
かに負けないぞ！ 企画制作：神戸市ＰＴＡ協議会 復興委員会

ビデオ

84050037000

震災復興ビデオニュース １９９８冬号（Ｎｏ．２７） 特集 国道４３号の広域防災
帯整備 発行：建設省近畿地方建設局 震災復興対策本部

ビデオ

84050037100

２０世紀日本の地震災害 （財）日本気象協会

ビデオ

84050037200

大震災から学ぶ 学習用（神戸市立鷹取中学校）

ビデオ

84050037300

地震防災教育ビデオ 教職員研修用 学校と地震防災～地震を震災にしないために～
企画・著作／静岡県教育委員会

ビデオ

84050037400

地震防災教育ビデオ 中学校用 大地震！君はどう行動する 企画・著作

ビデオ

84050037500

お・は・し・ものうた 美浜町立布土小学校 地震防災オリジナル曲 カラオケ

84050037600

～震災１０年・心の復興を願って～ 語り部と朗読のつどい Ｎｏ．１ 主催 「震災
冊子・写真
１０年・心の復興」実行委員会

84050037700

神戸の教育の再生 ～２００日間の取り組み～ 著作制作

84050037800

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２
冊子・写真
８日 発行：神戸市教育委員会

84050037900

「神戸の教育の再生と創造への歩み」より 阪神・淡路大震災と神戸の学校教育 神戸
冊子・写真
市教育委員会

84050038000

学校震災対応マニュアル作成指針 （抜粋） 平成８年８月 神戸市教育委員会

84050038100

指導資料８‐１２ 小学校 「生きる力」を育む防災教育 １９９７年３月 神戸市教
冊子・写真
育委員会

84050038200

指導資料９‐４ 小学校 防災教育の実践 授業開発・学校防災体制研究 平成１０年
冊子・写真
３月 神戸市教育委員会

84050038300

指導資料８‐１３ 中学校 生きる力を育む防災教育 クロスカリキュラムの指導と工
冊子・写真
夫 １９９７年３月 神戸市教育委員会

冊子・写真
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冊子・写真
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84050038400

神戸市防災教育研究発表会 ‐「震災体験を生かし『生きる力』を育む防災教育」‐
平成９年度 平成１０年１月１３日（火） 全体会会場 神戸国際会館ハーバーランド
プラザ 平成１０年１月１４日（水） Ａ 平成８・９年度 文部省指定 防災教育推
進モデル地域・防災体制実践研究指定研究部会 会場 神戸市立東灘小学校、本庄小学 冊子・写真
校、本庄中学校 Ｂ 盲・養護学校における防災体制実践研究部会 会場 総合福祉
ゾーンしあわせの村 研修館 主催 神戸市防災教育実行委員会 神戸市教育委員会
後援 兵庫県教育委員会

84050038500

阪神・淡路大震災２周年事業 全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害について
ともに考える～（報告書） 平成８年度 全国中学生防災フォーラム in KOBE 実行
冊子・写真
委員会 神戸市教育委員会事務局 平成９年４月 発行：神戸市教育委員会総務部庶務
課

84050038600

防災教育副読本 「明日に生きる」 活用の手引き ‐小学校用‐ 兵庫県教育委員会
冊子・写真
平成９年３月発行 編集：防災教育副読本編集委員会 発行：兵庫県教育委員会

84050038700

防災教育副読本 「明日に生きる」 活用の手引き ‐中学校用‐ 兵庫県教育委員会
冊子・写真
平成９年３月発行 編集：防災教育副読本編集委員会 発行：兵庫県教育委員会

84050038800

防災教育副読本 「明日に生きる」 （高校生用） 活用の手引き 兵庫県教育委員会 冊子・写真

84050038900

防災教育副読本（中学生用） 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ 兵庫県教育
委員会 平成９年１月１７日発行 編集：防災教育副読本編集委員会 発行：兵庫県教 冊子・写真
育委員会

84050039000

防災教育副読本（小学校４・５・６年生用） 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学
ぶ 兵庫県教育委員会 平成９年１月１７日発行 編集：防災教育副読本編集委員会
冊子・写真
発行：兵庫県教育委員会

84050039100

防災教育副読本（高校生用） 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ 兵庫県教育
冊子・写真
委員会

84050039200

阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み 神戸市教育委員会 発行日：平
冊子・写真
成８年１月３１日 編集・発行：神戸市教育委員会

84050039300

神戸市防災教育 研究実践報告集 平成１０年１月 発行：神戸市防災教育実行委員会
冊子・写真
編集：神戸市教育委員会

84050039400

神戸市復興計画 平成７年６月 発行：神戸市 編集：震災復興本部総括局

84050039500

指導資料９‐５ 中学校 防災教育の実践 授業開発・学校防災体制研究 平成１０年
冊子・写真
３月 神戸市教育委員会

冊子・写真
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84050039600

平成８年度 県防災教育関係

紙文書

84050039601

防災教育専門推進員の１年間の活動の成果と課題

紙文書

84050039700

平成８年度 復興担当教員

紙文書

84050039701

復興担当教員の成果について

紙文書

84050039800

県教委防災教育専門推進員 平成８年度

紙文書

84050039801

防災教育に関するアンケート 現状・分析・課題 平成８年５月

紙文書

84050039802

平成８年度 震災後児童実態調査 集計結果（平成８年６月実施）

紙文書

84050039900

震災学習 講師派遣依頼書 平成９年度 １／２

紙文書

84050039901

平成９年度 震災学習交流のまとめ 震災学習・交流・研修・資料提供を含む 平成１
０年３月３１日

紙文書

84050040000

震災学習 講師派遣依頼書 平成９年度 ２／２

紙文書

84050040001

震災学習講演会講師派遣のお願い 平成９年３月１４日

紙文書

84050040100

震災学習 講師派遣依頼書 平成１０年度 １／２

紙文書

84050040101

平成１０年度 震災学習交流のまとめ 震災学習・交流・研修・資料提供を含む 平成
１１年３月３１日

紙文書

84050040200

震災学習 講師派遣依頼書 平成１０年度 ２／２

紙文書

84050040201

講師依頼 平成１０年９月１２日

紙文書

84050040300

平成１７年度 震災学習関係

紙文書

84050040301

平成１６年度 震災学習申込状況

紙文書

84050040400

平成１６年度 震災１０年 教育委員会の取り組み

紙文書

84050040401

教育復興１０年のあゆみ

紙文書
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84050040500

平成９年度 防災教育

紙文書

84050040501

平成８年度・９年度 防災体制の実践研究中間報告書

紙文書

84050040600

平成８年度 防災教育

紙文書

84050040601

防災教育推進委員会記録 平成８年９月１０日

紙文書

84050040602

第３回防災教育推進協議会記録 平成８年９月２５日

紙文書

84050040700

平成８年度 震災学習 Ｎｏ．１ ４／２１～

紙文書

84050040701

震災学習講師派遣要請書 平成８年５月１６日

紙文書

84050040800

平成８年度 平成９年度 震災交流学習 受入

紙文書

84050040801

震災学習の感想文送付について 平成９年４月４日

紙文書

84050040900

平成８年度 震災学習 Ｎｏ．２

紙文書

84050040901

防災教育講演会を終えて 平成８年６月２６日 明石市立望海中学校

紙文書

84050041000

平成１２年度 防災教育

紙文書

84050041001

阪神・淡路大震災が小中学生にもたらした心理的影響調査報告書 ―児童・生徒の精神
保健調査にかかわる調査・４年後（４７か月後）のまとめから― 平成１２年１１月

紙文書

84050041100

平成７年度 平成８年度 修学旅行生 震災交流学習

紙文書

84050041101

全国からの修学旅行生の受入について ―震災学習と交流― 平成８年４月１９日

紙文書

84050041200

平成６年度 阪神大震災 学校園ヒヤリング関係

紙文書

84050041201

学校園ヒヤリング実施の要領（平成７年２月１日)

紙文書

84050041300

平成６年度 阪神大震災 神戸市復興計画ガイドライン（素案）

紙文書

84050041301

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
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84050041400

平成６年度 阪神大震災 学校園再開プロジェクト関係

紙文書

84050041401

学校再開へむけての手順（日程）

紙文書

84050041500

VOICE OF FUKUIKE 福池小学校保護者の震災記録集 福池小学校震災記録集編集委員会
１９９６年１月発行

84050041600

大震災全記録 １９９５年（平成７年）１月１７日。火曜日、満月。日の出前の午前５
時４６分、兵庫県南部を震源にマグニチュード７．２の大地震が発生。神戸市や淡路島
冊子・写真
などで震度７（激震）を記録、神戸の街は、一瞬にして崩壊した。 神戸市立西須磨小
学校

84050041700

平成１１年度 西須磨防災教育 （評価・資料）まとめ 神戸市立西須磨小学校

冊子・写真

84050041800

北海道南西沖地震生徒文集 夜明け ～１９９３ 夏の日の記録～ 編集発行：奥尻町立
奥尻中学校生徒会 発行責任者：奥尻中学校長 平成６年２月発行

冊子・写真

84050041900

知っていますか？六甲山 兵庫県南部地震と土砂災害 制作：神戸新聞総合出版セン
ター 神戸新聞マーケティングセンター 発行日：１９９５年５月３１日 発行：建設 冊子・写真
省近畿地方建設局六甲砂防工事事務所 ６月は土砂災害防止月間です。

84050042000

第４７次全国教研報告 特別分科会Ⅱ 大震災に学ぶ教育創造

冊子・写真

84050042100

神戸からあなたへ ‐震災から学ぶ‐ 神戸市教育委員会 （財）神戸国際観光協会

冊子・写真

84050042200

兵庫県 こころのケアセンター 兵庫県こころのケアセンター

冊子・写真

84050042300

イラン地震で被災したバム市の市長から神戸市長へのお礼の手紙 ―神の御名のもと、
冊子・写真
神戸市長へ― ２００４年８月５日

84050042400

知っておきたい住まいの知識 編集・発行：神戸市住宅局建築部 平成８年４月

84050042500

平成１６年度「阪神・淡路大震災の影響により心の健康について教育的配慮を必要とす
る児童生徒の状況等に関する調査」全体集計結果 神戸市教育委員会

紙文書

84050042501

平成１６年度「阪神・淡路大震災の影響により心の健康について教育的配慮を必要とす
る児童生徒の状況等に関する調査」全体集計結果 神戸市教育委員会

紙文書

84050042600

クリーン作戦（地域の清掃活動）

冊子・写真

84050042700

兵庫県 こころのケアセンター「こころのケア」研修 受講生募集のご案内

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84050042800

震災の影響による児童生徒の影響調査 ［平成１２年７月県教委調査］

紙文書

84050042801

震災の影響による児童生徒の影響調査 ［平成１２年７月県教委調査］ 平成１２年９
月２５日

紙文書

84050042900

防災教育に関する新聞の切り抜きのコピー 兵庫県立舞子高校環境防災課 がんばって
冊子・写真
ます！高校改革 ７，８

84050043000

避難所となった学校の日誌 ［平成７年１月１７日～３月３１日］

紙文書

84050043001

学校日誌

紙文書

84050043100

なびーる ＮＡＶＩＲＥ ｖｏｌ.３９ 特集／大震災から１年・子の心、親の心 編集発
冊子・写真
行人：石井亮一 発行所：ひょうご芸術文化センター １９９６年２月２９日発行

84050043200

災害に遭った子どもたちへ HELPING CHILDREN 小学校教師のためのマニュアル 発行：
冊子・写真
朝日新聞厚生文化事業団 １９９５年４月１０日発行

84050043300

１９９５年１０月 Research 特集：阪神・淡路大震災‐その時，学校は… その時，先
冊子・写真
生は… その時，生徒は… 震災は対岸の火事ではない―災害対策教育資料 清水書院

84050043400

救急車が来るまでに 市民救命士講習テキスト〈ケガの手当コース〉 神戸市消防局
財団法人神戸市防災安全公社 監修：神戸市消防局 発行：（財）神戸市防災安全公社 冊子・写真
平成７年８月発行

84050043500

阪神・淡路大震災からの復興 フェニックス兵庫 For Hyogo in the 21st Century 兵
庫県 平成８年４月

冊子・写真

84050043600

はじめようこの手で 防災を考える市民のつどい 防災を考える市民のつどい実行委員
会

冊子・写真

84050043700

学校震災対応マニュアル作成指針 （抜粋） 神戸市教育委員会 平成８年８月

冊子・写真

84050043800

「神戸の教育の再生と創造への歩み」より 阪神・淡路大震災と神戸の学校教育 神戸
市教育委員会

冊子・写真

84050043900

しあわせ はこぼう 小学校 １・２・３年用 監修編集：神戸市教育委員会 発行：
（財）神戸市スポーツ教育公社 平成７年１１月発行 平成９年３月改訂

冊子・写真

84050044000

しあわせ はこぼう 小学校 ４・５・６年用 監修編集：神戸市教育委員会 発行：
（財）神戸市スポーツ教育公社 平成７年１１月発行 平成９年３月改訂

冊子・写真
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84050044100

幸せ 運ぼう ‐中学校用‐ 監修編集：神戸市教育委員会 発行：（財）神戸市スポー
冊子・写真
ツ教育公社 平成７年１１月発行

84050044200

すこやかに 神戸 ‐「心のケア」相談事業報告書‐ 第４集 １９９９．３．神戸市
教育委員会社会教育部体育保健課

84050044300

阪神淡路大震災（平成７年１月１７日午前５時４６分発生） 神戸市指定 緊急災害避難
冊子・写真
所 浜山小学校２９４日の記録 神戸市立浜山小学校

84050044400

～北海道南西沖地震災害・体験文集～ 一九九三・七・十二・十時十七分 明日へ向って
冊子・写真
編集・発行：北海道奥尻郡奥尻町立青苗中学校 平成６年３月発行

84050044500

なびーる ＮＡＶＩＲＥ ＶＯＬ．３７ 阪神・淡路大震災特集号 くらし、教育の再生
へ 被災者・ボランティアの声 編集発行人：石井亮一 発行所：ひょうご芸術文化セ 冊子・写真
ンター １９９５年３月２５日発行

84050044600

神戸で 見た・聞いた・考えた ―大震災が来る前に― 第１号～第７号 神奈川県高
等学校教職員組合 ボランティア編集委員会

冊子・写真

84050044700

平成九年度 兵庫県養父郡関宮町立関宮中学校 三学年校外学習 震災学習 生徒作文集
「ＫＯＢＥ ＷＡＴＣＨＩＮＧ」 復興神戸に学ぶ 平成９年８月３０日

冊子・写真

84050044800

MUTUAL AID ―助け合い― 横浜市立岩崎中学校

冊子・写真

84050044900

南っ子新聞 復刻版 神戸市立本山南小学校 平成７年度

冊子・写真

84050045000

震災直後の学校の状況 （長楽小学校・会下山小学校・湊川中学校・須佐野中学校）

紙文書

84050045001

震災直後の学校の状況 １月１７日

紙文書

84050045100

１９９５（平成７年）年１月１７日 ＡＭ５：４６ 大震災の中の危機管理 直下型大都
冊子・写真
市地震・Ｍ７．２ 神戸市立湊小学校

84050045200

いのち ‐阪神淡路震災記録集‐ 編集：震災記録集編集委員会 発行者：神戸市立烏
冊子・写真
帽子中学校 １９９５年１０月発行

84050045300

‐平成７年度・阪神淡路大震災からの復興・再生の記録‐限りない光を追いかけて 神
冊子・写真
戸市立歌敷山中学校

84050045400

１９９５年１月 淡路・阪神大震災日誌より 神戸市立湊川中学校

冊子・写真

冊子・写真
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84050045500

スポーツ選手との地域交流会（港島小学校、ポートアイランドホール）

冊子・写真

84050045600

惨禍を乗り越えて ‐阪神・淡路大震災の記録集‐ 神戸市立若宮小学校 平成８年度 冊子・写真

84050045700

こうべ小学校のあゆみ ～震災を乗り越えて～ 神戸市立こうべ小学校 平成１５年３
月２７日発行

84050045800

阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み 編集・発行：神戸市教育委員会
冊子・写真
発行日：平成８年１月３１日

84050045900

特別編集 阪神大震災 「みんな元気かい？」 まんが家総勢２５７名から神戸の子供
たちへのメッセージ 体験コミック 地震生活案内 伊藤重夫 他 特別寄稿 竹宮恵
冊子・写真
子 他 秋竜山＆永島慎二 スケッチルポ ＲＥＰＯＲＴ 手塚治虫記念館 発行所：
株式会社ふゅーじょんぷろだくと 刊行年月：１９９５年１０月１日

84050046000

かみさまのいじわる 長田区内小学校被災児童作文集 平成８年６月１５日発行

84050046100

じしんがおきると… 編集・発行：阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 監
冊子・写真
修：河田惠昭 阿部勝征

84050046200

地しんとしん災 編集・発行：阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 監修：
冊子・写真
河田惠昭 阿部勝征

84050046300

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

84050046400

阪神・淡路大震災２周年事業 全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてと
冊子・写真
もに考える～（報告書）発行：神戸市教育委員会総務部庶務課 平成９年４月

84050046500

子どもたちが生きぬく力を 日・米・中 国際シンポジウム ～震災と教育～ 日時：１
９９７年１月１８日（土）午前９時３０分～午後４時３０分 場所：神戸市総合教育セ
冊子・写真
ンター 主催：日本教職員組合・兵庫県教職員組合 後援 文部省 兵庫県教育委員
会・神戸市教育委員会 兵庫県小学校長会・兵庫県中学校長会・兵庫県ＰＴＡ協議会

84050046600

全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてともに考える～ 全国中学生防災
フォーラムin KOBE実行委員会 神戸市教育委員会事務局 平成８年度 平成９年１月
１１・１２日

84050046700

全国学校防災フォーラム ‐兵庫からの発信‐ 第１部：都道府県・指定都市学校防災会
議 第２部：阪神・淡路大震災３周年教育復興の集い 期日：平成１０年１月１６日
冊子・写真
（金）～１７日（土） 会場：兵庫県のじぎく会館 神戸新聞松方ホール 主催：文部
省・兵庫県教育委員会 後援 神戸新聞社 平成９年度

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84050046800

阪神・淡路大震災一周年 教育復興シンポジウム ―新たな防災教育の推進に向けて―
とき 平成８年１月１７日（水） ところ 兵庫県立神戸高等学校体育館 主催：兵庫 冊子・写真
県教育委員会 平成７年度

84050046900

報告書 "防災とボランティア週間"記念事業 阪神・淡路大震災１周年記念事業 “防災
とボランティア”を考えるシンポジウム 阪神・淡路大震災とボランティア活動シンポ
ジウム 災害救援ボランティア国際シンポジウム 平成８年１月２０日（土）～２１日 冊子・写真
（日） 兵庫県福祉部 長寿社会政策局すこやかな社会づくり推進室 平成８年３月発
行

84050047000

神戸市震災復興総括・検証報告書 平成１２年３月発行 神戸市震災復興本部総括局総
合計画課（概要版）（生活再建分野）（生活再建分野・意見集）（生活再建分野・取組 冊子・写真
集）（安全都市分野）（住宅・都市再建分野）（経済・港湾・文化分野）

84050047100

愛知県活断層アトラス 発行：愛知県防災会議地震部会 事務局：愛知県総務部消防防
冊子・写真
災対策室 平成９年３月

84050047200

防災教育副読本（高校生用） 「明日に生きる」 阪神・淡路大震災から学ぶ 兵庫県
冊子・写真
教育委員会

84050047300

地震対応マニュアル ‐阪神・淡路大震災に学ぶ‐ 発行：兵庫県教育委員会 平成８
冊子・写真
年３月発行

84050047400

神戸市立盲・養護学校 地震対応マニュアル ‐阪神・淡路大震災を教訓として‐ 神
戸市立盲・養護学校校長会 神戸市教育委員会指導第２課 発行年月：平成９年３月

84050047500

防災教育副読本（小学校４・５・６年生用） 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ
冊子・写真
編集：防災教育副読本編集委員会 発行：兵庫県教育委員会 平成９年１月１７日発行

84050047600

防災教育副読本「明日に生きる」活用の手引き ‐小学校用‐ 編集：防災教育副読本
冊子・写真
編集委員会 発行：兵庫県教育委員会 平成９年３月発行

84050047700

防災教育副読本（小学校１・２・３年生用） あすにいきる 阪神・淡路大震災から学
ぶ 編集：防災教育副読本編集委員会 発行：兵庫県教育委員会 平成９年１月１７日 冊子・写真
発行

84050047800

防災教育副読本（高校生用） 「明日に生きる」 阪神・淡路大震災から学ぶ 兵庫県
冊子・写真
教育委員会

84050047900

防災教育副読本（高校生用） 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ（３冊）、防災
冊子・写真
教育副読本「 明日に生きる」（高校生用）活用の手引き 兵庫県教育委員会

冊子・写真
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84050048000

学校震災対応マニュアル作成指針 編集・発行：神戸市教育委員会 指導部 指導第１
冊子・写真
課 発行日：平成８年８月

84050048100

平成６年度 阪神大震災 教育再生緊急提言会議

84050048200

防災教育実践事例集 ‐高等学校編‐ 編集：防災教育実践事例集作成委員会 発行：
冊子・写真
兵庫県教育委員会事務局高校教育課 平成１１年１月発行

84050048300

防災教育副読本「明日に生きる」を活用した 防災教育実践事例集 中学校編 編集：防
冊子・写真
災教育実践事例集作成委員会 発行：兵庫県教育委員会 平成１１年１月発行

84050048400

防災教育副読本「明日に生きる」を活用した 防災教育実践事例集 小学校編 編集：防
冊子・写真
災教育実践事例集作成委員会 発行：兵庫県教育委員会 平成１１年１月発行

84050048500

新たな防災教育の充実に向けて ７年目の取組 発行：兵庫県教育委員会 発行日：平
成１４年３月

84050048600

震災体験を生かす神戸の教育の創造 神戸市教育懇話会 平成８年１月 事務局：神戸
冊子・写真
市教育委員会事務局指導部指導第１課内

84050048700

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] 神戸市 平成
冊子・写真
７年６月

84050048800

防災教育副読本「明日に生きる」（高校生用）活用の手引き 防災教育副読本委員会
兵庫県教育委員会

84050048900

幸せ 運ぼう 中学校用 監修・編集：神戸市教育委員会 発行：(財)神戸市スポーツ
冊子・写真
教育公社 発行年月：平成７年１１月 改訂年月：平成９年３月

84050049000

雲仙普賢岳噴火災害下における学校対応の記録 編集発行：島原市教育委員会 発行
日：平成６年１月３０日

冊子・写真

84050049100

１９９５年１月 淡路・阪神大震災 神戸市立湊川小学校

冊子・写真

84050049200

平成１１年度 第１学年（５４回生） 総合的な学習 「いきいき生活探検隊」 （ア
シストさんを探せ） アシストさんマップ集 １１月２０日（土）実施 神戸市立住吉 冊子・写真
中学校

84050049300

震災綴り 人・ふれあい・助けあい 神戸市立湊川中学校編 平成７年７月１７日

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84050049400

平成２年度 自主防災組織中核リーダー研修結果報告書（第５集） 静岡県 静岡県地
冊子・写真
震対策課 地震対策資料 Ｎｏ．８３ １９９１

84050049500

平成３年度 自主防災組織中核リーダー研修結果報告書（第６集） 静岡県 静岡県総
冊子・写真
務部地震対策課 地震対策資料 Ｎｏ．１０８ １９９２

84050049600

さわやか長楽っ子 Ｎｏ.１～７４ ２１世紀に向かって頑張る長楽っ子１５６人の歩
み 神戸市立長楽小学校 平成１２年度

冊子・写真

84050049700

さわやか長楽っ子 Ｎｏ.７５～１４８ 人・自然ふれあい！長楽っ子１６０人の歩
み！ ２００２／３／３１ 神戸市立長楽小学校 平成１３年度

冊子・写真

84050049800

自主防災 東海地震に備えるためのコミュニケーション紙 Ｎｏ．２８ 震度７の恐怖
直下型地震、阪神を襲う。 県も東海地震に対する緊急総点検を実施 編集・発行／静
冊子・写真
岡県自主防災組織活動推進委員会 発行所／静岡県地震対策課内自主防災組織活動推進
委員会事務局 平成７年（１９９５）年３月１日

84050049900

家具の地震対策 みなさんのまわりにはこんな危険があります。 静岡県

冊子・写真

84050050000

自主防衛組織台帳 平成３年度～平成６年度 組織名

冊子・写真

84050050100

東海地震に備えて PARA PREVENIRSE CONTRA EL TERREMOTO DE TOKAI 静岡県
PROVINCIA DE SHIZUOKA

冊子・写真

84050050200

自主防災活動実践事例集 ―自主防災活動をすすめるために― １９８１．３ 静岡県
冊子・写真
地震対策課 自主防災組織資料３

84050050300

わが家の耐震診断と補強 わかりやすい自家診断 補強工法 融資制度 木造住宅を耐
冊子・写真
震的なものにするための知識 静岡県

84050050400

東海地震に備えて等 地震対策資料 Ｎｏ．１０６‐１９９１ 静岡県地震防災セン
ター

84050050500

東海地震に備えよう 静岡県地震防災センター 地震対策資料 Ｎｏ．８０‐１９９０ 冊子・写真

84050050600

東海地震に備えて PAGHAHANDA PARA SA TOKAI LINDOL 静岡市

84050050700

わが家の地震対策 家族の役割分担 集合場所の確認 耐震診断 家具類の固定 食
糧・飲料水の備蓄 非常持出品の準備 静岡県 地震対策資料 Ｎｏ．１０３‐１９９ 冊子・写真
１
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84050050800

余震からあなたと家族を守るために 危険な建物に入ったり 危険な場所には近付かな
冊子・写真
いようにしましょう 静岡県

84050050900

静岡市企画部防災課 静岡市教育委員会並びに市立学校視察報告 ４月１３日（木）～
４月１４日（金）

紙文書

84050050901

静岡市企画部防災課 静岡市教育委員会並びに市立学校視察報告 ４月１３日（木）～
４月１４日（金）

紙文書

84050051000

静岡市における防災事務実施状況の調査について（復命） 平成７年４月１７日

紙文書

84050051001

静岡市における防災事務実施状況の調査について（復命） 平成７年４月１７日

紙文書

84050051100

自主防災活動実践事例集（Ⅴ） ―防災は一人ひとりの備えから― １９９１．３ 静
冊子・写真
岡県地震対策課 地震対策資料 Ｎｏ．９９‐１９９０

84050051200

自主防災活動実践事例集（Ⅱ） ―守ります我が身我が町自主防災― １９８４．３
静岡県地震対策課 地震対策資料 Ｎｏ．２４‐１９８４

84050051300

自主防災活動実践事例集（Ⅲ） ―守ります我が身我が町自主防災― 地震！準備でき
冊子・写真
てる…！？ １９８７．３ 静岡県地震対策課 地震対策資料 Ｎｏ．４９‐１９８６

84050051400

震災記録集 阪神淡路大震災と神戸高専 神戸市立工業高等専門学校 発行元 神戸市
冊子・写真
立工業高等専門学校 平成８年１月１７日発行

84050051500

友呼ぶ鳥 ―阪神・淡路大震災の記録― 編集；震災記録集編集委員会 発行者；神戸
冊子・写真
市立友生養護学校 平成７年１１月１日発行

84050051600

平成７年１月１７日 ５時４６分 あの一瞬を忘れないために ―阪神・淡路大震災の
冊子・写真
記録― 編集 兵庫県障害児教育諸学校長会 発行 平成７年１１月３０日

84050051700

たびだち 第４５回卒業生 文集 神戸市立神戸西高等学校 平成７年度

84050051800

湧水 第１０号（平成７年度） ―阪神大震災 あれから一年― 発行所 神戸市立神
冊子・写真
戸商業高等学校 発行日 １９９６年１月１７日 ＩＳＳＮ １３４１‐８７３４

84050051900

はがね 第６号 平成７年度 神戸市立長田工業高等学校 発行日 平成８年２月２０
冊子・写真
日

冊子・写真

冊子・写真
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84050052000

同和教育感想文集 ひとり芝居 「身世打鈴」 かんげき！ １９９６年２月２３日
神戸市立神戸工業高等学校 発行者 神戸市立神戸工業高等学校 同和教育推進委員会 冊子・写真
発行日 １９９６・２・２３

84050052100

平成１３年度 平成１４年度 防災教育

紙文書

84050052101

修学旅行での交流学習 平成１３年３月２１日

紙文書

84050052200

神戸商船大学震災研究会研究報告 第２号 平成９年１月

冊子・写真

84050052300

震災体験文集 神戸市立魚崎中学校４９回生 平成７年３月

冊子・写真

84050052400

震災体験文集 そのとき私たちは １９９５.１.１７ 神戸市立魚崎中学校４８回生

冊子・写真

84050052500

復興への道 ―「震災から半年を経て、私は今…」― 平成７年９月１７日発行 発行
冊子・写真
所 神戸市立魚崎中学校

84050052600

阪神・淡路大震災復興１０周年記念冊子 阪神・淡路大震災 １０年目に見る原田中学
校の現状 ―「心のケア」アンケートまとめ 過去４年間の経過とその変化― 神戸市 冊子・写真
立原田中学校 ２００４年１２月

84050052700

中学生の地震対策 心の準備で命を守る 静岡県教育委員会

84050052800

蘇る夢の島！ 北海道南西沖地震災害と復興の概要 発刊 平成８年３月 発行 北海
冊子・写真
道奥尻町 企画・編集 奥尻町災害復興対策室

84050052900

平成８年度 平成８・９年度 防災教育推進モデル地域連絡協議会（第１回）資料 文
部省体育局学校健康教育課 平成８年１０月１日 国立教育会館５０１号室

紙文書

84050052901

防災教育推進モデル地域事業実施要項 平成８年７月１８日 体育局長裁定

紙文書

84050053000

震災学習 講師派遣依頼書 平成１１年度 １／２

紙文書

84050053001

震災講和講師派遣依頼 平成１１年３月１０日

紙文書

84050053100

震災学習 講師派遣依頼書 平成１１年度 ２／２

紙文書

84050053101

修学旅行における震災学習について（お願い） 平成１１年８月１６日

紙文書

84050053200

震災学習 講師派遣依頼書 平成１２年度 １／２

紙文書

冊子・写真
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84050053201

震災講和講師の派遣について 平成１２年３月２３日

紙文書

84050053300

震災学習 講師派遣依頼書 平成１２年度 ２／２

紙文書

84050053301

講師派遣について（依頼） 平成１２年５月１５日

紙文書

84050053400

震災学習 講師派遣依頼書 平成１３年度 １／２

紙文書

84050053401

震災学習講師依頼の件 平成１３年度 １月１６日

紙文書

84050053500

震災学習 講師派遣依頼書 平成１３年度 ２／２

紙文書

84050053501

新庄中学校地震学発表会における講演について（ご依頼） 平成１３年７月１３日

紙文書

84050053600

震災学習 講師派遣依頼書 平成１４年度

紙文書

84050053601

震災交流学習講師の派遣について（講師派遣依頼） 平成１４年２月２０日

紙文書

84050053700

震災学習 講師派遣依頼書 平成１５年度

紙文書

84050053701

講師派遣について（依頼） 平成１５年３月１２日

紙文書

84050053800

震災学習 講師派遣依頼書 平成１６年度

紙文書

84050053801

震災交流学習講師派遣について（依頼） 平成１６年４月２２日

紙文書

84050053900

平成１０年度他 震災学習

紙文書

84050053901

学校の防災・危機管理研修にかかる講師の他都市への派遣について ―学校の防災・危
機管理研修支援事業― 平成１５年８月２５日

紙文書

84050054000

平成９年度 防災モデル地域（１）

紙文書

84050054001

防災教育推進モデル地域事業について〈防災教育の推進〉

紙文書

84050054100

平成９年度 防災モデル地域（２）

紙文書

84050054101

平成９年度防災体制の実践研究の実施に要する経費について（通知） 平成９年１０月
３日

紙文書
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84050054200

平成９年度 学校防災モデル地域指定（３）

紙文書

84050054201

平成８・９年度学校等の防災体制の充実に関する研究事業の報告書の送付

紙文書

84050054300

平成８年度 防災モデル地域（文部省指定）

紙文書

84050054301

防災教育推進モデル地域の指定及び防災体制の実践研究の委嘱について（通知） 平成
８年１０月４日

紙文書

84050054400

阪神大震災による経営への影響及び神戸の復興に関する調査結果 （震災後２年経過時
冊子・写真
点調査） 平成９年３月 神戸商工会議所

84050054500

学校震災対応マニュアル作成指針 （抜粋） 平成８年８月 神戸市教育委員会

84050054600

ひかりのまちのまもの 地震防災学の哲学を説くもの 制作：理化学研究所 地震防災
冊子・写真
フロンティア研究センター 印刷：河北印刷株式会社 ２００１年３月発行

84050054700

「神戸の教育の再生と創造への歩み」より 阪神・淡路大震災と神戸の学校教育 神戸
冊子・写真
市教育委員会

84050054800

指導資料８‐１２ 小学校 「生きる力」を育む防災教育 １９９７年３月 神戸市教
冊子・写真
育委員会

84050054900

指導資料９‐５ 中学校 防災教育の実践 授業開発・学校防災体制研究 平成１０年
冊子・写真
３月 神戸市教育委員会

84050055000

平成十三年度 防災教育

紙文書

84050055001

神戸市の防災教育の現状と仮題 平成１４年３月１４日

紙文書

84050055100

防災教育 平成１０年度

紙文書

84050055101

防災コミュニティの結成状況 平成１１年６月１日現在

紙文書

84050055102

避難所開設・運営マニュアル概要

紙文書

84050055200

防災教育研究会（大池中、魚崎中、歌敷山中）

84050055300

指導資料９‐３ 幼稚園「生きる力」を育む 防災教育 平成１０年３月 神戸市教育
冊子・写真
委員会

冊子・写真

冊子・写真
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84050055400

指導資料８‐１３ 中学校 生きる力を育む防災教育 クロスカリキュラムの指導と工
冊子・写真
夫 １９９７年３月 神戸市教育委員会

84050055500

市民のグラフ こうべ 特別号 ＮＯ．２６８ １９９５，７ 特集・阪神・淡路大震
災 半年間の復興へのあゆみ 平成７年７月発行 編集・発行：神戸市広報課 編集協 冊子・写真
力印刷：（株）神港ジャーナル社

84050055600

大阪読売 阪神大震災 特別 縮刷版 １９９５.１.１７～２.１７ １９９５年（平成７
年）３月２２日第一刷 編者：読売新聞社 発行所：読売新聞社

冊子・写真

84050055700

駒中２３５日の記録 神戸市立駒ヶ林中学校 震災記録集 Never Give Up駒中生 編
集・発行：神戸市立駒ヶ林中学校 発行：平成７年１２月２２日

冊子・写真

84050055800

いのちが震えた えと文：岩田健三郎 １９９５年４月２７日発行第１刷 発行元：小
冊子・写真
さな出合いの家 発売元：社団法人兵庫部落問題研究所

84050055900

希望への一歩 平成１６年３月発行 発行：兵庫県教育委員会

84050056000

神戸市防災教育 研究実践報告集 平成１０年１月 発行：神戸市防災教育実行委員会
冊子・写真
編集：神戸市教育委員会

84050056100

地震対応マニュアル ―阪神・淡路大震災に学ぶ― 平成８年３月発行 発行：兵庫県
冊子・写真
教育委員会

84050056200

学校震災対応マニュアル作成指針 （抜粋） 平成８年８月 神戸市教育委員会

冊子・写真

84050056300

全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてともに考える～ 平成９年１月
１１日・１２日 全国中学生防災フォーラムin KOBE実行委員会 神戸市教育委員会事
務局

冊子・写真

84050056400

震災をふまえて学校現場から提案できるものは何か 平成７年１０月 神戸市立中学校
冊子・写真
長会

84050056500

第２回ブロック別校園長会 開催日時 開催場所 対象区 ２月２０日（月）午前１０
時 南五葉小学校 北区 ２月２０日（月）午後１時３０分 総合教育センター６０
冊子・写真
２・６０３ 東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、 ２月２１日（火）午
後１時 竹の台小学校 垂水区、西区、神戸市教育委員会

84050056600

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
冊子・写真
事務局：神戸市教育委員会事務局指導部指導第１課内

84050056700

学校防災マニュアル 兵庫県教育委員会 発行日：平成１０年３月

冊子・写真

冊子・写真
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84050056800

指導資料９‐３ 幼稚園 「生きる力」を育む防災教育 平成１０年３月 神戸市教育
冊子・写真
委員会

84050056900

小学校・中学校防災教育の実践Ⅱ 平成１１年３月 神戸市教育委員会

84050057000

阪神淡路大震災１.１７のつどい ２００３「阪神淡路大震災１.１７のつどい」事務局
発行日：２００３年２月１７日 発行：阪神淡路大震災１.１７のつどい実行委員会
冊子・写真
事務局：「阪神淡路大震災１.１７のつどい」事務局

84050057100

阪神・淡路大震災 被害状況・復旧活動記録集 編集・発行：神戸市立中央図書館（管
理課） 発行日：平成７年１２月１５日

84050057200

神戸市立中央図書館 震災関連資料リスト （１．１７文庫） 平成１０年１月１７日
冊子・写真
編集・発行：神戸市立中央図書館

84050057300

神戸市立中央図書館 震災関連資料リスト 平成９年１月１７日

84050057400

神戸市立中央図書館 震災関連資料リスト （１．１７文庫） 平成１１年１月１７日
冊子・写真
編集・発行：神戸市立中央図書館

84050057500

平成６年度 阪神大震災ブロック別校園長会関係

紙文書

84050057501

今回の被災に伴う卒業証書の発行及び台帳への記載について

紙文書

84050057600

平成１３年度 教育復興担当

紙文書

84050057601

阪神・淡路大震災の影響による児童・生徒の状況に関する調査について（依頼） 平成
１３年７月１２日

紙文書

84050057700

平成８年度 平成９年度 防災体制の実験研究中間報告

紙文書

84050057701

平成８年度 震災対応マニュアル 神戸市立東灘のぞみ幼稚園

紙文書

84050057800

平成８年度 震災対応マニュアル作成指針 発行日 平成８年８月 編集・発行 神戸
冊子・写真
市教育委員会 指導部 指導第１課

84050057900

平成１７年度 震災学習受付簿

紙文書

84050057901

平成１７年度 震災学習申込状況 平成１８年３月３１日

紙文書

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84050058000

全国中学生防災フォーラム in KOBE 進行の手引 （ＳＴＡＦＦ用） 平成９年１月１
１日（土）～１２日（日）全国中学生防災フォーラム in KOBE 実行委員会

84050058100

平成８年２月１５日 神戸市立中学校長会 防災対策試案 神戸市立中学校長会経営対
冊子・写真
策委員会

84050058200

ＦＡＸ送信票 震災学習に関する受付と講師派遣依頼書の送付のお願い

紙文書

84050058201

震災学習講師派遣受付

紙文書

84050058300

私たちの地震対策 静岡県教育委員会

84050058400

毎日新聞は何を伝えたか 阪神大震災 大阪本社発行 特別縮刷版 発生から１週間完
冊子・写真
全収録 号外１／１７～１／２４ １９９５年３月１５日発行 発行所：毎日新聞社

84050058500

阪神・淡路大震災 その時学校は ―検証と未来への提言― 発行日：１９９５年１０
冊子・写真
月２４日 編集・発行：神戸市ＰＴＡ協議会復興委員会

84050058600

阪神淡路大震災 その時企業は 徹底検証・危機管理 １９９５年４月３日１版１刷
編者：日本経済新聞社 発行所：日本経済新聞社

84050058700

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

84050058800

神戸新聞・京都新聞合同企画 生きる 大震災 ゼロからの出発 ５５００人余の尊い
命を奪った阪神大震災。その極限状況の中で互いに支え合いながら、”生きる”ために
立ち上がろうとする人びと。多くの困難と悲しみをのりこえ、やさしく、たくましく明 冊子・写真
日に向かう姿を追う。１９９５年１２月２０日第一刷発行 編者：神戸新聞社 編集：
のじぎく文庫 発行所：神戸新聞総合出版センター

84050058900

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

84050059000

―神戸・教育復興の１０年― 幸せ運べるように 平成１７年１月１７日印刷・発行
編集：神戸市小学校長会・神戸市立中学校長会 発行者：神戸市小学校長会・神戸市立 冊子・写真
中学校長会 発行所：みるめ書房

84050059100

９７神戸復興この２年を追って 飛翔 ―私達の明日へ― １９９７年３月１３日～１
５日 平成９年９月１日発行 編集：福井大学教育学部附属中学校修学旅行実行委員会 冊子・写真
発行者：福井大学教育学部附属中学校

冊子・写真

冊子・写真

冊子・写真
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84050059200

阪神淡路大震災兵庫県下児童作文集 ドッカン ぐらぐら 平成７年９月２２日印刷・
発行 編者：兵庫県小学校教育研究会国語部会 兵庫県国語教育連盟 発行所：甲南出 冊子・写真
版社

84050059300

平成８年度 中学校防災マニュアル（２）長田・須磨・垂水・西

紙文書

84050059301

平成１５年度 防災マニュアル

紙文書

84050059400

平成７年度 防災教育

紙文書

84050059401

平成７年度 よいおこないをした児童生徒の表彰 神戸市教育委員会

紙文書

84050059402

避難所業務マニュアル

紙文書

84050059500

平成８年度 市民防災室関連・条例ワーキング・避難所マニュアル・地域防災

紙文書

84050059501

平成８年１０月１８日 避難所開設・運営マニュアル 神戸市防災会議

紙文書

84050059502

平成９年２月２７日 市民局市民防災室防災企画課計画係 条例研究会記録

紙文書

84050059600

平成９年度 防災教育推進委員会、防災教育研究発表会

紙文書

84050059601

阪神・淡路大震災に関する保管資料についての調査 平成９年１０月１日

紙文書

84050059700

平成８年度 防災教育推進委員会

紙文書

84050059701

防災教育推進委員会記録 ９月１０日

紙文書

84050059800

平成９年度 ４６集 特別分科会Ⅱ 大震災に学ぶ教育創造

冊子・写真

84050059900

平成１１年度 ４８集 特別分科会Ⅱ 大震災に学ぶ教育創造

冊子・写真

84050060000

平成８年度 ４５集 特別分科会Ⅱ 震災を乗りこえる復興教育

冊子・写真

84050060100

平成１３年度 第５０次教育研究集会集録 兵庫の教育 子どもたちが未来に希望をも
てる教育創造を！ ＝第５１次教育研究活動のてびき＝ 第５０集 ２００１ 兵庫県 冊子・写真
教職員組合
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84050060200

平成１４年度 第５１次教育研究集会集録 兵庫の教育 ―ゆとりとやさしさ・自立と
連帯の教育の創造と実践― ＝第５２次教育研究活動のてびき＝ 第５１集 ２００２ 冊子・写真
兵庫県教職員組合

84050060300

平成１５年度 第５２次教育研究集会集録 兵庫の教育 ―ゆとりとやさしさ・自立と
連帯の教育の創造と実践― ＝第５３次教育研究活動のてびき＝ 第５２集 ２００３ 冊子・写真
兵庫県教職員組合

84050060400

平成１６年度 第５３次教育研究集会集録 兵庫の教育 ―ゆとりとやさしさ・自立と
連帯の教育の創造と実践― ＝第５４次教育研究活動のてびき＝ 第５３集 ２００４ 冊子・写真
兵庫県教職員組合

84050060500

平成１２年度 第４９次教育研究集会集録 兵庫の教育 子どもたちが未来に希望をも
てる教育創造を！ ＝第５０次教育研究活動のてびき＝ 第４９集 ２０００ 兵庫県 冊子・写真
教職員組合

84050060600

地震対策資料 Ｎｏ．４９‐１９８６ ―守ります我が身我が町自主防災― 自主防災
冊子・写真
活動実践事例集（Ⅲ） 地震！準備できてる…！？ １９８７．３ 静岡県地震対策課

84050060700

地震 ―その時 わたしたちは― 中学校 編集 相模原市教育研究所 発行 相模原
冊子・写真
市教育委員会 平成１０年３月３１日発行

84050060800

道徳教育推進指導資料 「心のノート」を生かした道徳教育の展開 ―「心のノート」
冊子・写真
活用事例集― 文部科学省 発行 文部科学省 平成１５年７月

84050060900

明日を信じて ―阪神淡路大震災時の看護婦の記録― 文部省・厚生省 編集 神戸大
学医学部附属病院看護部 震災記録ダイジェスト版編集委員会 発行 文部省・厚生省 冊子・写真
１９９７年１月

84050061000

みんなで創る防災のまちＫＯＢＥ ―家庭用防災マニュアル― 神戸市

84050061100

１９９６年６月 Ｒｅｓｅａｒｃｈ 特集：阪神大震災からの再出発 学校、先生、生
冊子・写真
徒 それぞれの長い１年を追って 清水書院

84050061200

大震災に学ぶ ◇震災１年・講演内容等の記録◇ 神戸市教育委員会学校災害復興本部
冊子・写真
発行者 神戸市教育委員会学校災害復興本部 発行 平成８年４月１日

84050061300

阪神・淡路大震災１周年 教育復興シンポジウム テーマ 新たな防災教育の推進に向
けて ―大震災から立ち上がる兵庫の教育― 日時 平成８年１月１７日（水） １２
時４５分～１６時 場所 兵庫県立神戸高等学校体育館 講演 震災体験を生かした防
災教育 国際日本文化研究センター所長 京都大学名誉教授 主催 兵庫県教育委員会 冊子・写真
後援 文部省 全国都道府県教育委員会連合会 神戸市教育委員会 兵庫県都市教育長
協議会 兵庫県市町村教育委員会連合会 兵庫県町村教育長会 （社）日本ＰＴＡ全国
協議会 全国高等学校ＰＴＡ連合会
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84050061400

平成１６年度 復興１０年委員会総括検証・提言事業 社会・文化部会 第６回教育分
科会 資料 日時 平成１６年１２月２５日（土）１０：３０～１２：００ 場所
冊子・写真
ラッセホール ５Ｆ ハイビスカス

84050061500

あじさい通信 ２００４ ８ Ｎｏ．２０５ 市費教員版 第２０５号 編集発行：神
戸市行財政局職員部厚生課 神戸市職員親和会 神戸市職員共助組合 神戸市職員共済 冊子・写真
組合 神戸市健康保険組合 神戸市職員信用組合 ２００４年８月１日

84050061600

防災福祉コミュニティのパンフレットのコピー

84050061700

本庄中学校の建替計画、防災機能、防災教育説明資料

紙文書

84050061800

平成１６年度 震災１０年に関わる年表の点検について（依頼） 平成１６年９月７日

紙文書

84050061900

コミュニティ安全マップ 本山南小学校区防災福祉コミュニティ 本山南小学校児童が
冊子・写真
参加したマップづくり 平成１２年５月発行

84050062000

中学生の地震対策 心の準備で命を守る 静岡県教育委員会

84050062100

「学校安全の手引」（地震対策編） 地震にそなえて 相撲原市教育委員会 編集 学
校安全の手引（地震対策編）作成委員会 発行 相模原市教育委員会 平成１０年３月 冊子・写真
３１日発行

84050062200

国連防災世界会議パブリックフォーラム（関連事業）プログラム 会期：２００５年１
月１８日（火）～２２日（土） 会場：ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際 冊子・写真
展示場、他

84050062300

平成８年度 防災教育・災害時の心の健康に関する中央研修会 ―阪神・淡路大震災２
周年教育復興シンポジウム― 期日 平成９年１月１６日（木）～１月１８日（土）
冊子・写真
会場 新神戸オリエンタル劇場 兵庫県立のじぎく会館 兵庫県私学会館 主催 文部
省・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会

84050062400

平成７年度 震災に関するアンケート集録 神戸市中学校教育研究会 数学部会

紙文書

84050062500

最終報告（案） 検証テーマ『被災児童生徒の心のケアの成果と課題及び提言』 兵庫
県臨床心理士会副会長

紙文書

84050062600

平成８・９年度 文部省指定 防災教育推進モデル地域 防災体制実践研究 神戸市防
災教育 研究発表会 ―震災体験を生かし「生きる力」を育む防災教育― 神戸市立御
冊子・写真
影工業高等学校研究主題 「学校再開・平常化に向けて ～その時学校は、子どもたち
は～」 資料集 平成１０年１月１４日 神戸市立御影工業高等学校

冊子・写真

冊子・写真

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01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

84050062700

平成８年度 神戸市教育委員会指導第１課 修学旅行生対象の震災学習と交流事業の実
施状況について

紙文書

84050062701

修学旅行生対象の震災学習と交流事業の実施状況について 平成８年９月２６日

紙文書

84050062800

平成１６年度 阪神・淡路大震災１０周年記念事業 震災と教育を考えるシンポジウム
～震災の教訓を生かし、子どもたちの人間的成長を育む教育の創造を～ 日時 ２００
冊子・写真
５年１月１６日（日） ９：３０～１６：００（予定） 場所 ラッセホール ２Ｆ
ローズサルーン 主催 日本教職員組合・兵庫県教職員組合

84050062900

災害救助の実務 ―平成８年版― 監修 厚生省社会・援護局保護課 発行所 第一法
冊子・写真
規出版株式会社 平成３年８月発行

84050063000

指導資料８‐１２ 小学校 「生きる力」を育む 防災教育 １９９７年３月 神戸市教
冊子・写真
育委員会

84050063100

指導資料８‐１３ 中学校 「生きる力」を育む防災教育 クロスカリキュラムの指導
冊子・写真
と工夫 １９９７年３月 神戸市教育委員会

84050063200

しあわせ はこぼう ＝小学校 １・２・３年用＝ 平成７年１１月発行 平成９年３月
冊子・写真
改訂 監修編集 神戸市教育委員会 発行 （財）神戸市スポーツ教育公社

84050063300

しあわせ はこぼう ＝小学校４・５・６年用＝ 平成７年１１月発行 平成９年３月
改訂 監修編集 神戸市教育委員会 発行 （財）神戸市スポーツ教育公社

冊子・写真

84050063400

幸せ 運ぼう ―中学校用― 平成７年１１月発行 監修編集 神戸市教育委員会 発
行 （財）神戸市スポーツ教育公社

冊子・写真

84050063500

防災教育のための参考資料 「生きる力」をはぐくむ防災教育の展開 文部省

冊子・写真

84050063600

明日に幸せ運べるように ―児童生徒の阪神・淡路大震災体験作文集― 発行 平成７
冊子・写真
年９月１日 発行者 神戸市教育委員会

84050063700

平成８年度 中学校防災マニュアル（１） 東灘・灘・中央・兵庫・北

紙文書

84050063800

防災教育研究発表会

紙文書

84050063801

神戸市防災教育研究発表会報告 平成１０年１月１３日～１４日

紙文書

84050063900

高知県鏡野中学校からの修学旅行のお礼の手紙、震災１０年発信・教育委員会の取り組
み打合会

紙文書
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84050063901

震災学習後の感想文

紙文書

84050064000

市民のグラフ こうべ １９９８．１ JANUARY ＮＯ．２８３ 特集 復興に懸ける 震
災から３年 平成１０年１月１７日発行 編集・発行／神戸市広報課

冊子・写真

84050064100

六甲の豊かな緑を未来に 六甲の治山 １９９５．１．１７阪神淡路大震災編 発行
兵庫県六甲治山事務所

冊子・写真

84050064200

調査資料 ―平成１０年度指定都市基本施策比較検討調― 《９年度決算編》 Ｎｏ．
冊子・写真
８８ ’９９．２ 発行 平成１１年２月 編集発行者 神戸市会事務局調査課

84050064300

地震と土砂災害 監修／建設省河川局砂防部 企画・編集／（財）砂防・地すべり技術
冊子・写真
センター 制作・発行／砂防広報センター 発行年月日／１９９５年９月

84050064400

はじめようこの手で 防災福祉コミュニティの創造 神戸市

冊子・写真

84050064500

指導資料１０―９ 小学校・中学校 防災教育の実践Ⅱ 平成１１年３月 神戸市教育
委員会

冊子・写真

84050064600

阪神淡路大震災が小中学生にもたらした心理的影響調査報告書 ―児童・生徒の精神保
健調査にかかわる調査・４年後（４７ヶ月後）のまとめから― 平成１２年１１月 神 冊子・写真
戸市教育委員会

84050064700

新・神戸市基本構想 ＫＯＢＥ ２０２５ 世界とふれあう市民創造都市 神戸市 編
集・発行：神戸市企画調整局企画部総合計画課

冊子・写真

84050064800

神戸市復興計画推進プログラム ～新生・神戸をめざして～ 平成１２年１０月発行
神戸市企画調整局企画調整部総合計画課

冊子・写真

84050064900

神戸２１世紀・復興記念事業の記録 神戸からありがとう 発行日 ２００２年（平成
１４年）３月８日 発行 神戸２１世紀・復興記念事業推進協議会 編集 神戸２１世 冊子・写真
紀・復興記念事業事務局

84050065000

震災体験を生かす神戸の教育の創造 平成８年１月 神戸市教育懇話会 事務局 神戸
冊子・写真
市教育委員会事務局指導部指導第１課内

84050065100

就学ガイドブック 日本の学校への入学手続き 文部省 （ベトナム語）

冊子・写真

84050065200

就学ガイドブック Isang Guide sa Pagpasok sa Eskuwelahan sa Japan 日本の学校
への入学手続き 文部省（タガログ語）

冊子・写真
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84050065300

防災は自分自身の手で 災害から自分の命を守る方法を考えよう 文部省 発行 文部
省体育局学校健康教育課 平成１１年３月

冊子・写真

84050065400

神戸からあなたへ ―震災から学ぶ― 神戸市教育委員会 （財）神戸国際観光協会

冊子・写真

84050065500

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 発行 神
冊子・写真
戸市民生局

84050065600

神戸市地域防災計画 総括 地震対策編 平成１５年６月 神戸市防災会議

冊子・写真

84050065700

すこやかに 神戸 ―「心のケア」相談事業報告書― １９９６．４． 神戸市教育委
員会体育保健課

冊子・写真

84050065800

すこやかに 神戸 ―「心のケア」相談事業報告書― 第２集 １９９７．３． 神戸
市教育委員会体育保健課

冊子・写真

84050065900

すこやかに 神戸 ―「心のケア」相談事業報告書― 第３集 １９９８．３． 神戸
市教育委員会体育保健課

冊子・写真

84050066000

神戸市立盲・養護学校 地震対応マニュアル ―阪神・淡路大震災を教訓として― 神
戸市立盲・養護学校校長会 神戸市教育委員会指導第２課 発行 平成９年３月

冊子・写真

84050066100

しあわせ はこぼう ＝小学校４・５・６年用＝ 平成７年１１月発行 監修編集 神
戸市教育委員会 発行 （財）神戸市スポーツ教育公社

冊子・写真

84050066200

平成１６年度 丸山中 防災教育事例

冊子・写真

84050066300

神戸市震災復興総括・検証報告書 震災復興総括・検証研究会 （１）概要版（２）生
活再建（３）安全都市（４）すまいとまち（５）経済・港湾・文化（６）生活再建・意
冊子・写真
見集（７）生活再建・取組集 発行：神戸市震災復興本部総括局総合計画課 発行年
月：平成１２年３月

84050066400

阪神・淡路大震災 航空写真集 撮影・編集：阪神・淡路大震災 航空写真 撮影・編
冊子・写真
集グループ 発行所：アジア航測株式会社 発行年月日：１９９５年６月１日

84050066500

平成８年度 防災教育，震災学習と交流事業，副読本等に関する資料

紙文書

84050066501

防災教育実態調査集計 平成８年７月 防災教育専門推進員会議

紙文書

84050066600

平成８年度 防災教育推進委員会

紙文書
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84050066601

危機管理を考えるために 震災体験を生かす教育の再生 《教育再生に向けてのアン
ケート第１回集約》 平成７年８月３１日

紙文書

84050066700

平成１６年度 防災教育推進関係

紙文書

84050066701

平成１６年度地域ぐるみの学校安全推進モデル事業における事業計画書等の提出につい
て（依頼） 平成１６年３月３日

紙文書

84050066800

平成１０年度 防災教育、教育復興担当教員関係資料

紙文書

84050066801

新たな防災教育に係る実態調査の実施について（依頼） 平成１０年４月２０日

紙文書

84050066900

平成８年度 防災教育（２）各校の取組み

紙文書

84050066901

成徳小学校における「災害を受けた児童生徒の心のケアの取り組みの現状と課題」につ
いて 平成８年８月１日

紙文書

84050067000

平成１１年度 防災教育各校の取り組み

紙文書

84050067001

平成１１年度 第２回教育復興担当教員研修会〔指導助言資料２〕教育復興担当教員の
成果と今後の課題

紙文書

84050067100

平成９年度他 防災教育、震災学習交流のまとめ、教育復興担当教員研修会

紙文書

84050067101

平成１１年度 震災学習のまとめ 震災学習・交流・研修・資料提供を含む 平成１２
年３月３１日

紙文書

84050067200

第２回ブロック別校園長会、阪神・淡路大震災における学校施設の状況等、児童の被災
状況、学校再開に向けての具体的取組み事例、『家族の死亡についての調査』のお願い

紙文書

84050067201

児童の被災状況「家族の死亡についての調査」のお願い 平成７年３月１０日

紙文書

84050067300

学校の被害の状況（’９５．１．２９）、熊本県出水南中学校と駒ヶ林中学校との震災
冊子・写真
交流学習（’９６．７．１０）、防災教育研究発表会（’９８．１．１３～１４）

84050067400

神戸市防災教育研究発表会 東灘小学校避難訓練、１９９８．１．１４

冊子・写真

84050067500

神戸市防災教育研究発表会 １９９８．１．１３ 基調報告 実践事例発表１

冊子・写真
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84050067600

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄中 ２年生授業風景

冊子・写真

84050067700

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 幼・中・高部会（本庄中）分科会風
景、資料展示

冊子・写真

84050067800

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄小分科会（アリーナ）、本庄中授
冊子・写真
業

84050067900

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄中授業風景（１学年）

84050068000

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄小 高学年（４～６年）授業風景 冊子・写真

84050068100

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄小 高学年（４～６年）授業風景 冊子・写真

84050068200

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 東灘小避難訓練 本庄小受付風景

冊子・写真

84050068300

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ 基調報告 実践事例発表

冊子・写真

84050068400

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ 基調報告 基調講演

冊子・写真

84050068500

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ 実践事例発表２、兵商高獅子舞

冊子・写真

84050068600

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ 受付風景、あいさつ・神戸市教育長・
冊子・写真
県教育次長・ひなだん

84050068700

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ 実践事例発表

冊子・写真

84050068800

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 東灘小避難訓練

冊子・写真

84050068900

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ 実践事例発表、兵商高獅子舞

冊子・写真

84050069000

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ 兵商高獅子舞

冊子・写真

84050069100

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄小研究発表会、１～３年授業風
景、分科会（アリーナ）（１）

冊子・写真

84050069200

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄小研究発表会、分科会（２）

冊子・写真

冊子・写真
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84050069300

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１３ あいさつ、ひな壇 会場風景

冊子・写真

84050069400

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄中授業

冊子・写真

84050069500

神戸市防災教育研究発表会 １９９８.１.１４ 本庄小４～６年生授業風景

冊子・写真

84050069600

学校震災対応マニュアル作成指針 （抜粋） 平成８年８月 神戸市教育委員会

冊子・写真

84050069700

防災福祉コミュニティ・ガイドブック はじめようこの手で 安全で安心して暮らせる
冊子・写真
まちづくり 神戸市 平成１７年３月 発行：神戸市消防局予防部予防課

84050069800

平成１８年度 防災マニュアル 考える子・思いやりのある子・ねばり強い子 神戸市
冊子・写真
立本庄小学校

84050069900

―阪神・淡路大震災に学ぶ―本庄の防災教育 平成１８年１０月１３日（金）

84050070000

平成１８年度 なぎさ防災マニュアル（神戸市立なぎさ小学校）、平成１７年度 神戸
冊子・写真
市立烏帽子中学校防災マニュアル

84050070100

避難所開設・運営マニュアル、防災の拠点施設としての課題

紙文書

84050070101

１９．避難所開設・運営マニュアル

紙文書

84050070200

平成１８年度 初任者研修《防災教育》レジュメ しゃべり原稿

紙文書

84050070201

平成１８年度 初任者研修《防災教育》レジュメ しゃべり原稿 平成１８年８月２２
日

紙文書

84050070300

平成１６年度 第１回防災教育推進連絡会議資料

紙文書

84050070301

第２回防災教育推進連絡会議記録 平成１６年３月２３日

紙文書

84050070400

共に生きる力を育む防災教育 ―平成１１年度 防災教育のまとめ― 神戸市立鹿の子
冊子・写真
台小学校

84050070500

幸せ運ぼう 手引作成委員会

84050070600

平成１６年度 中学校での市民救命士講習

紙文書

84050070601

中学校総合学習市民救命士講習会実施マニュアル（消防局からの案内）

紙文書

冊子・写真

冊子・写真
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84050070700

平成１６年度 教育復興担当教員研修会

紙文書

84050070701

復興担当教員要望メモ 平成１６年１月２０日

紙文書

84050070800

学校での避難者数の調査

紙文書

84050070801

神戸市立学校での避難者数 平成７年１２月１２日

紙文書

84050070900

平成７年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 神戸市及び各都道府県 小
冊子・写真
学校・中学校向け防災教育 副読本等

84050071000

平成１３年度 防災教育資料 教育復興担当教員 県教育委員会 研修資料 平成１２
年度震災学習交流のまとめ

紙文書

84050071001

平成１３年度 阪神・淡路大震災の影響によりこころの健康に教育的配慮を必要とする
児童生徒の状況等に関する調査 平成１３年９月２１日

紙文書

84050071002

震災関連資料の収集について（伺） 平成１３年８月１３日

紙文書

84050071003

「被災児童生徒の心理的影響等に関する調査研究」について（依頼） 平成１３年１１
月９日

紙文書

84050071100

平成１５年度 神戸市立各小学校の防災マニュアル

紙文書

84050071200

平成８・９年度 文部省指定 防災教育推進モデル地域・防災体制実践研究 神戸市防災
教育研究発表会 震災体験を生かし生きる力を育む防災教育 学習指導案集 神戸市立
本庄中学校 （１）日程・公開授業一覧・会場平面図 （２）防災意識調査 防災教育 冊子・写真
年間指導計画 （３）公開授業学習指導案 （４）平成９年度授業実践例 （５）防災
機能を備えた新校舎の説明

84050071300

修学旅行等における生徒のボランティア受入の依頼について

紙文書

84050071301

修学旅行等における生徒のボランティア受入の依頼について 平成１１年４月６日

紙文書

84050071400

学校の防災対応マニュアルの一部分

紙文書

84050071401

学校の防災計画

紙文書

84050071500

いざという時のために 神戸市立名谷小学校 防災マニュアル 平成１３年７月 防災
冊子・写真
教育委員会
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84050071600

自分で守ろう自分の身 ―災害から身を守ろう― （高学年用） 神戸市立北須磨小学
冊子・写真
校

84050071700

平成１５年度 防災マニュアル ―緊急時対応マニュアル― ◎火災発生時の対応 ◎
冊子・写真
地震発生時の対応 ◎その他災害対策 ◎緊急事故への対応 神戸市立北須磨小学校

84050071800

平成１５年度 防災教育 神戸市立松尾小学校

冊子・写真

84050071900

本一防災マニュアル ＝いざという時に！＝ 神戸市立本山第一小学校

冊子・写真

84050072000

平成１４年度 ふれあい懇話会実践報告 ふれあい 平成１５年３月 神戸市教育委員
冊子・写真
会

84050072100

兵庫県南部地震に学ぶ ―理科実験カード副教材― 神戸市教育委員会 神戸市中学校
冊子・写真
教育研究会理科部会 １９９５年１１月

84050072200

研究集録第１５号 別冊 ドキュメント「教頭の１月１７日」 神戸市中学校教頭会
平成８年１月

84050072300

明日に幸せ運べるように ―児童生徒の阪神・淡路大震災体験作文集― 神戸市教育委
冊子・写真
員会 発行 平成７年９月１日 発行者 神戸市教育委員会

84050072400

小学校用 指導資料８‐１４ しあわせ はこぼう ―指導の手引き― １９９７年３
冊子・写真
月 神戸市教育委員会

84050072500

「神戸の教育の再生と創造への歩み」より 阪神・淡路大震災と神戸の学校教育 神戸
冊子・写真
市教育委員会

84050072600

学校震災対応マニュアル作成指針 （抜粋） 神戸市教育委員会 平成８年８月

84050072700

新たな防災教育の充実に向けて ６年目の取組 発行 兵庫県教育委員会 発行日 平
冊子・写真
成１３年３月

84050072800

新たな防災教育の充実に向けて ５年間の取組 発行 兵庫県教育委員会 発行日 平
冊子・写真
成１２年１月１７日

84050072900

阪神淡路大震災～１０周年にあたって～ 兵庫県立芦屋高等学校 兵庫県立芦屋高等学
冊子・写真
校ＰＴＡ 発行日 ２００５年１月１７日 発行者 兵庫県立芦屋高等学校

84050073000

学校震災対応マニュアル作成指針 発行日 平成８年８月 編集・発行 神戸市教育委
冊子・写真
員会 指導部 指導第１課

冊子・写真

冊子・写真
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84050073100

阪神・淡路大震災における消防活動の記録 神戸市域 平成７年５月２５日発行 編集
冊子・写真
／神戸市消防局 発行所／財団法人神戸市防災安全公社 東京法令出版株式会社

84050073200

２００３年度 学校防衛計画 他（平成１４年度 平成１５年度 各小学校防災マニュ
アル他）

紙文書

84050073201

平成１５年度 防災教育に係る実態調査

紙文書

84050073300

小学６年生（震災を知らない世代）に対する震災教育の効果 ２００９年１月 新潟日
報 千葉日報 徳島新聞 茨城新聞 高知新聞 山陰中央新報 中国新聞 大阪日日新
聞

紙文書

84050073301

新潟日報記事 平成２１年１月４日

紙文書

84050073400

中学校用 「幸せ運ぼう」 ―指導の手引き― 神戸市教育委員会 平成７年１２月１
冊子・写真
日 神戸市教育委員会 指導第１課

84050073500

パソコンソフト・経済教育資料 「私たちの防災 被害を最小限にするために」／教師
用副読本 目次 １ この資料の利用について ３ 画面構成図 ５ テーマの概要
６ １ 災害を受けやすい日本の国土 ８ ２ わが国の災害対策 ９ ３ 地域の防
災活動 １１ ４ 災害から自分の身を守るために １３ ５ 防災ボランティア １ 冊子・写真
４ ６ 世界に向けた防災への取り組み １５ 活用の手引き 中学校 １７ 活用の
手引き 高等学校 編集・発行 財団法人 日本経済教育センター 平成１８年２月発
行

84050073600

神戸からあなたへ ―震災から学ぶ― 神戸市教育委員会 （財）神戸国際観光協会

冊子・写真

84050073700

「災害後の学校の復旧に関する会議」 阪神・淡路大震災 神戸の教育の再建と再生
１９９５年１０月２３日 神戸市教育委員会

冊子・写真

84050073800

わたしたちは わすれない ―高羽の子の心にきざまれた 阪神淡路大震災の記録集―
冊子・写真
神戸市立高羽小学校 発行者 神戸市立高羽小学校 １９９５年８月発行

84050073900

もといち 明日に向かって 阪神・淡路大震災 特別号 神戸市立本山第一小学校 発
冊子・写真
行者 神戸市立本山第一小学校 発行日 １９９５年１０月１日

84050074000

阪神・淡路大震災から１年 力強く生きる 神戸市立舞子小学校 平成８年３月発行

冊子・写真
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84050074100

防災教育に関わる取り組み 平成１１年度 神戸市立井吹西小学校 ◎平成１１年度
「効果的な防災教育の進め方について」 １．新たな防災教育の推進 ２．具体的な取
り組み ◎「教育復興担当教員」配置校に関わる実態調査について １．本校について
２．本校での「被災児童の心のケアに関わる取り組み」について ３．家庭や地域社会 冊子・写真
などとの連携 ４．本校での事例 ◎阪神・淡路大震災に伴う「心のケア」の調査につ
いて ◎阪神・淡路大震災に伴う「心のケア」調査集計表 ◎回答 ―震災前と違うこ
とがあれば―

84050074200

阪神・淡路大震災２周年事業 全国中学生防災フォーラムin KOBE ～災害についてと
もに考える～ （報告書） 平成９年１月１１日・１２日 全国中学生防災フォーラム
冊子・写真
in KOBE 実行委員会 神戸市教育委員会事務局 発行 神戸市教育委員会総務部庶務
課 平成９年４月

84050074300

市民のグラフ こうべ 特別号 ２０００年１月１７日号 通巻２９５号 よみがえる
神戸 大震災から５年 神戸新聞ＭＯＯＫ 編集・発行 神戸市広報課 平成１２年１ 冊子・写真
月１７日発行

84050074400

航空写真集 阪神・淡路大震災 激震直後５日間の記録 １９９５年１月１７日～２１
日 神戸新聞総合出版センター 編者 神戸新聞総合出版センター 発行所 神戸新聞 冊子・写真
総合出版センター １９９６年７月３０日第１刷発行

84050074500

災害に備えて 九十九里町教育委員会 平成８年７月１０日 初版 平成９年９月０９
冊子・写真
日 改定版

84050074600

地震 防災教育マニュアル 北海道教育庁日高教育局 編集・発行 北海道教育庁日高
冊子・写真
教育局 平成１０年２月

84050074700

文部省指定研究（平成８年度・９年度事業） 「防災体制の実践研究」 「防災教育推
冊子・写真
進モデル地域事業」 研究結果報告書 仙台市教育委員会

84050074800

愛知県避難所運営マニュアル 平成１０年３月 愛知県防災会議地震部会 発行 愛知
冊子・写真
県防災会議地震部会 事務局 愛知県総務部消防防災対策室

84050074900

防災教育への取り組み 神戸市立湊川中学校 教育復興

冊子・写真

84050075000

震災体験を生かす神戸の教育の創造 平成８年１月 神戸市教育懇話会

冊子・写真

84050075100

さわやか長楽っ子 Ｎｏ．１４９～２１１ 人・自然ふれあい！長楽っ子１７１人の歩
冊子・写真
み！ ２００３／３ ／３１ 神戸市立長楽小学校

84050075200

―記録― 阪神大震災と真陽小学校 Ⅱ 神戸市立真陽小学校

84050075300

市民のグラフ 特別号 こうべ Ｎｏ．２６８ １９９５，７ 特集・阪神・淡路大震
災 ―半年間の復興へのあゆみ― 編集・発行 神戸市広報課 平成７年７月１７日発 冊子・写真
行
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84050075400

市民のグラフ こうべ Ｎｏ．２８３ １９９８．１ 特集 復興に懸ける 震災から
冊子・写真
３年 編集・発行 神戸市広報課 平成１０年１月１７日発行

84050075500

かみさまのいじわる 長田区内小学校被災児童作文集 平成８年６月１５日発行

84050075600

―阪神の経験を中越に・ボランティア活動の記録― 神戸から新潟へ 足跡がいつか道
に 著者・発行 特定非営利活動法人 ひまわりの夢企画 ひまわりオジサン 荒井勣 冊子・写真
２００５年１１月２５日第１刷発行

84050075700

わたし あなた そして みんな ―震災 人間を学ぶ― 企画編集 神戸市教育委員
冊子・写真
会 発行 （財）神戸市教育スポーツ公社 平成７年８月２５日 発行

84050075800

阪神・淡路大震災１０年報道 守れいのちを （完結編） １９９５ ２００５ 編者
冊子・写真
神戸新聞社 発行所 神戸新聞総合出版センター ２００５年１１月１日 第１刷発行

84050075900

阪神・淡路大震災に学ぶ 学校危機管理 神戸の教育は死なず 編著者 神戸市教育委
冊子・写真
員会 発行所 株式会社 小学館 発行日 １９９６年４月２０日 第１版第１刷発行

84050076000

地震なんかに負けない 神戸市小学校 「阪神・淡路大震災記録作文集」 編者 神戸
市小学校教育研究会国語部 発行所 （株）二期出版 発行日 １９９５年６月２９日 冊子・写真
初版第１刷発行

84050076100

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
株式会社 時事通信社 １９９５年４月２０日発行

84050076200

じしん 地震防災安全学習資料 （小学校低学年用） 編集 京都府教育庁指導部 発
冊子・写真
行 京都府教育委員会 平成７年９月１日発行

84050076300

地震 地震防災安全学習資料 （小学校高学年用） 編集 京都府教育庁指導部 発行
冊子・写真
京都府教育委員会 平成７年９月１日発行

84050076400

地震 地震防災安全学習資料 （中学校用） 編集 京都府教育庁指導部 発行 京都
冊子・写真
府教育委員会 平成７年９月１日発行

84050076500

地震 地震防災安全学習資料 （高等学校用） 編集 京都府教育庁指導部 発行 京
冊子・写真
都府教育委員会 平成７年９月１日発行

84050076600

地震 地震防災安全指導資料 （小学校教師用） 編集 京都府教育庁指導部 発行
京都府教育委員会 平成７年９月１日発行

84050076700

地震 地震防災安全指導資料 （中学教師用） 編集 京都府教育庁指導部 発行 京
冊子・写真
都府教育委員会 平成７年９月１日発行
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84050076800

地震 地震防災安全指導資料 （高校教師用） 編集 京都府教育庁指導部 発行 京
冊子・写真
都府教育委員会 平成７年９月１日発行

84050076900

できることいっぱい （３・４年生用） 編集・発行 神戸市教育委員会指導部指導第
冊子・写真
１課 神戸市市民局婦人問題担当室 発行年月 平成元年３月

84050077000

阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み 編集・発行 神戸市教育委員会
冊子・写真
発行日 平成８年１月３１日

84050077100

学校震災対応マニュアル作成指針 編集・発行 神戸市教育委員会指導部指導第１課
発行日 平成８年８月

84050077200

指導資料９―４ 小学校 防災教育の実践 授業開発・学校防災体制研究 平成１０年
冊子・写真
３月 神戸市教育委員会

84050077300

みんなで創る 防災のまちＫＯＢＥ ―家庭用防災マニュアル― 神戸市

84050077400

平成１３年度 防災教育検証委員会のまとめ 編集 防災教育検証委員会 発行 兵庫
冊子・写真
県教育委員会 平成１４年３月発行

84050077500

新たな防災教育の充実に向けて ８年目の取組 発行 兵庫県教育委員会 発行日 平
冊子・写真
成１５年３月

84050077600

阪神・淡路大震災 神戸市立看護短期大学からの報告 平成７年１１月

冊子・写真

84050077700

学校震災対応マニュアル作成指針 （抜粋） 平成８年８月 神戸市教育委員会

冊子・写真

84050077800

学校震災対応マニュアル作成指針 発行日：平成８年８月 編集・発行：神戸市教育委
冊子・写真
員会 指導部 指導第１課

84050077900

みんなで創る 防災のまちＫＯＢＥ ―家庭用防災マニュアル― 神戸市

冊子・写真

84050078000

全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてともに考える～ 平成９年１月
１１日・１２日 全国中学生防災フォーラムin KOBE実行委員会 神戸市教育委員会事
務局

冊子・写真

84050078100

阪神・淡路大震災に学ぶ 学校危機管理 神戸の教育は死なず 発行日：１９９６年４
冊子・写真
月２０日 編集者：神戸市教育委員会 発行所：株式会社 小学館

84050078200

小学校・中学校 防災教育の実践Ⅲ 平成１２年３月 神戸市教育委員会

冊子・写真

84050078300

小学校・中学校 防災教育の実践Ⅱ 平成１１年３月 神戸市教育委員会

冊子・写真

冊子・写真
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84050078400

震災復興住宅の理論と実践 都市政策論集第１８集 １９９８年１月７日第１刷発行
発行所：財団法人 神戸都市問題研究所

84050078500

震災調査の理論と実践 ―震災被害，生活再建，産業復興，住宅，健康― 都市政策論
集第２１集 ２００１年２月１７日第１刷発行 発行所：財団法人 神戸都市問題研究 冊子・写真
所

84050078600

神戸市立幼稚園 阪神・淡路大震災記録集 お日さまいっぱい 発行日：平成１０年１
月１７日 発行者：神戸市立幼稚園長会 編集者：神戸市立幼稚園長会 環境教育委員 冊子・写真
会

84050078700

花時計 震災特集 ３８号 平成７年１１月発行 編集発行：神戸市中学校教育研究会
冊子・写真
国語部

84050078800

Sunflowers in a City of Rubble Narrator of the Great Hanshin‐Awaji Earthquake
By Isao Arai "Daddy Sunflower" Prepared by Koyu Planning Center Published on
冊子・写真
Jan.17,2005

84050078900

わたし あなた そして みんな ―震災 人間を学ぶ― 平成７年８月２５日発行
企画編集：神戸市教育委員会 発行：（財）神戸市教育スポーツ公社

84050079000

学校防災 神戸からの提言 １９９７年２月１７日第一刷発行 監修者：斎藤浩志 編
冊子・写真
者：全教神戸市教職員組合 発行者：山崎修 発行所：神戸新聞総合出版センター

84050079100

阪神淡路大震災一周年記念全員文集 あれから一年 ぼくも わたしも まけなかった
冊子・写真
よ 発行日：１９９６年３月１日 発行者：神戸市立志里池小学校

84050079200

わたしたちのきろく 震災そして一年 神戸市立宮川小学校 平成７年度

冊子・写真

84050079300

震災の中で ―阪神・淡路大震災の記録― 神戸市立若宮小学校 平成７年度

冊子・写真

84050079400

ひびきわたれ みくらの思い 生まれかわる神戸へ 平成８年１月発行 編集、発行：
冊子・写真
神戸市立御蔵小学校

84050079500

阪神・淡路大震災 ―板宿小学校・避難所の記録― １９９５. １. １７ 発行：平成
８年３月１５日 編集：神戸市立板宿小学校

紙文書

84050079501

阪神・淡路大震災 ―板宿小学校・避難所の記録― １９９５． １． １７ 発行：
平成８年３月１５日 編集：神戸市立板宿小学校

紙文書

84050079600

―記録― 阪神大震災と真陽小学校 神戸市立真陽小学校

冊子・写真

冊子・写真
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84050079700

神戸市文献史料 第二十二巻 古文書調査報告 平成１５年３月発行 発行：神戸市教
冊子・写真
育委員会

84050079800

震災復興の理論と実践 都市政策論集第１７集 １９９６年１２月２９日第１刷発行
発行所：財団法人 神戸都市問題研究所

84050079900

阪神・淡路大震災 その時学校は ―検証と未来への提言― 発行日：１９９５年１０
冊子・写真
月２４日 編集・発行：神戸市ＰＴＡ協議会復興委員会

84050080000

現代学校経営シリーズ１６ 学校教育の危機管理Ⅴ 阪神・淡路大震災を体験して 武
庫川女子大学 岡本憲明 監修 神戸市立校園長会 編 平成８年４月２０日初版第１ 冊子・写真
刷発行 編著：東京教育研究所 発行者：東京書籍株式会社

84050080100

人権作文集 第３２集 ぼくの一番だいじなもの ２００３年６月１０日発行 発行
者：神戸市人権教育研究協議会 発行所：神戸市人権教育研究協議会事務局

冊子・写真

84050080200

神戸市立灘小学校 ―阪神大震災の記録（学校の記録・避難所の記録），総合防災マ
ニュアル，「心のケア」アンケート，防災訓練の参加へのお願い等―

紙文書

84050080201

阪神大震災の記録 神戸市立灘小学校

紙文書

84050080300

日本に住むための必須！！防災知識 小学校低学年 教師用小冊子 基本編 地震・津
波編 台風・豪雨編（洪水・高潮） 台風・豪雨編（土砂災害）・火山編 編集：国民 冊子・写真
の防災意識向上に関する特別委員会 発行日：平成１７年３月初版第１刷

84050080400

阪神・淡路 震災復興計画のあらまし ～阪神・淡路大震災を乗り越えて～ 平成７年
冊子・写真
７月 兵庫県 兵庫県阪神・淡路大震災復興本部総括部計画課

84050080500

阪神・淡路大震災作文集 震災なんかに負けない 兵庫県教育委員会 The Great
Hanshin‐Awaji Earthquake Essay Collection Who's Afraid of the Big, Bad
Earthquake? HYOGO PREFECTURAL BOARD OF EDUCATION

84050080600

新たな防災教育の推進 兵庫の教育の復興を目指して ―２年目の取組― 発行日：平
冊子・写真
成９年１月１７日 発行：兵庫県教育委員会

84050080700

地震対応マニュアル ―阪神・淡路大震災に学ぶ― 平成８年３月発行 発行：兵庫県
冊子・写真
教育委員会

84050080800

神戸市防災教育 研究実践報告集 平成１０年１月 発行：神戸市防災教育実行委員会
冊子・写真
編集：神戸市教育委員会

84050080900

平成１１年度 防災教育

冊子・写真

冊子・写真

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84050080901

平成１１年度防災教育・災害時の心の健康に関する中央研修会 阪神・淡路大震災５周
年教育復興の集い開催要領

紙文書

84050081000

平成１４年度 防災教育実施報告書

紙文書

84050081001

平成１４年度 防災教育実施報告書

紙文書

84050081100

全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてともに考える～ 平成９年１月
１１日・１２日 全国中学生防災フォーラム in KOBE実行委員会 神戸市教育委員会事 冊子・写真
務局

84050081200

ブロック別校長会 アンケート調査集計表（平成７年１月３０日,３１日） 各学校被
害状況 編集・発行：神戸市教育委員会 平成６年度

84050081300

防災教育のための参考資料 「生きる力」をはぐくむ防災教育の展開 文部省 平成９
冊子・写真
年度

84050081400

震災交流学習関係 平成８年度～ 集計

紙文書

84050081401

平成１２年度震災交流学習への協力について（伺） 平成１２年５月３０日

紙文書

84050081500

各中学校防災教育実施計画 平成１５年度

紙文書

84050081501

平成１５年度 防災教育実施計画

紙文書

84050081600

神戸市立盲・養護学校 地震対応マニュアル ―阪神・淡路大震災を教訓として― 神
戸市立盲・養護学校校長会 神戸市教育委員会指導第２課 発行：平成９年３月 事務 冊子・写真
局：神戸市立垂水養護学校

84050081700

地震対応マニュアル ―阪神・淡路大震災に学ぶ― 平成７年度 兵庫県教育委員会
平成８年３月発行 発行：兵庫県教育委員会

冊子・写真

84050081800

指導資料１０‐９ 小学校・中学校 防災教育の実践Ⅱ 平成１１年３月 神戸市教育
委員会

冊子・写真

84050081900

「神戸の教育の再生と創造への歩み」より 阪神・淡路大震災と神戸の学校教育 神戸
冊子・写真
市教育委員会

84050082000

平成８年度 防災教育（４） 各校の取組み

紙文書

84050082001

防災教育の取組み

紙文書

冊子・写真

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在
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84050082100

教育委員会資料（阪神・淡路大震災と神戸の学校教育、しあわせはこぼう小学４・５・
６年用等） 平成８年１月 平成８年８月

紙文書

84050082200

平成１６年度 市民救命士講習会

紙文書

84050082201

平成１４年度 市民救命士講習会 平成１４年３月１日

紙文書

84050082300

すたあと 写真と作文でつづる学校と子どもたちの２００日間のドキュメント 平成７
冊子・写真
年度 平成７年８月発行

84050082400

防災教材 副読本「しあわせ運ぼう」についての研究 神戸学院大学 ２００９年１２
冊子・写真
月１４日

84050082500

平成十五年度 防災教育

紙文書

84050082501

平成１５年度「防災週間の取組に関する調査」集計結果

紙文書

84050082600

地震対応マニュアル ―阪神・淡路大震災に学ぶ― 平成８年３月 兵庫県教育委員会 冊子・写真

84050082700

全国中学生防災フォーラム in KOBE ～災害についてともに考える～ 平成９年１月
１１日・１２日 全国中学生防災フォーラム in KOBE実行委員会 神戸市教育委員会事 冊子・写真
務局

84050082800

神戸からあなたへ ―震災から学ぶ― 神戸市教育委員会 （財）神戸国際観光協会

84050082900

震災体験を生かす神戸の教育の創造 平成８年１月 神戸市教育懇話会 事務局 神戸
冊子・写真
市教育委員会事務局指導部指導第１課内

84050083000

KOBE THE SIGHTSEEING SPOTS IN KOBE 三宮・元町、北野・新神戸、ハーバーランド・
メリケンパーク、ポートアイランド・六甲アイランド、六甲・摩耶、灘・東灘、有馬、 冊子・写真
西北神、須磨・舞子 財団法人 阪神・淡路産業振興推進機構

84050083100

ニューひょうご Ｖｏｌ．４ 臨時号 平成７年兵庫県南部地震 復興への誓い新たに
発行：兵庫県広報課 １９９５年３月２５日発行 平成６年度

冊子・写真

84050083200

１・１７ 震災メモリアル行事 阪神・淡路大震災を忘れない ２１世紀を担う私たち
の使命 教育委員会資料（広報こうべ特別号（中央区）保存版平成１３年作成 ＫＯＢ
Ｅ２００１通信他）

紙文書

84050083300

平成７年１月１７日午前５時５６分 兵庫県南部地震発生 神戸市教育委員会 （財）
冊子・写真
神戸国際観光協会

冊子・写真
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84050083400

平成９年度 防災教育研究発表会資料

紙文書

84050083500

平成８年度 防災教育（３）各校の取組み

紙文書

84050083600

平成８年度 防災教育（１）各校の取組み

紙文書

84050083700

震災と復興の中で ―人権を考える市民の声― 第２２集 発行：神戸市教育委員会社
冊子・写真
会教育課 刊行年月：平成７年１２月

84050083800

神戸市防災教育 研究実践報告集 編集：神戸市教育委員会 発行：神戸市防災教育実
冊子・写真
行委員会 刊行年月：平成１０年１月

84050083900

幸せ 運ぼう 中学校用 指導の手引き 発行：神戸市教育委員会 刊行年月：平成１
冊子・写真
８年３月

84050084000

未来につなぐ防災教育 ～ＫＯＢＥ きずな・愛・いのち～ 発行：防災教育開発機
構・神戸市教育委員会 刊行年月日：平成２１年３月３１日

84050084100

阪神・淡路大震災 被災学校園 復旧・復興記録集 発行日：平成１０年３月 編集・
冊子・写真
発行：神戸市教育委員会事務局 神戸市住宅局 財団法人神戸市都市整備公社

84050084200

平成１７年度 教育委員会事務局防災組織計画

冊子・写真

84050084300

［ビジュアル版］ 幸せ運ぼう ～阪神・淡路大震災から学ぶ～ 制作・著作：「ビ
ジュアル版 幸せ運ぼう」制作実行委員会 刊行年月：２００８年８月

冊子・写真

84050084400

防災福祉コミュニティ・ガイドブック はじめよう この手で 発行：神戸市消防局予
冊子・写真
防部予防課 刊行年月：平成１７年３月

84050084500

平成８年度 高羽小学校 防災教育のとりくみ

84050084600

平成９年度 阪神・淡路大震災保管資料一覧 各学校保有資料調査

紙文書

84050084601

大震災保管資料一覧

紙文書

84050084700

平成７年度 震災体験を生かす神戸の教育の創造、真陽小学校記録等

紙文書

84050084701

仮設校舎での長期にわたる学習により生じた問題点及びそのための手立て 平成８年２
月２０日

紙文書

84050084800

平成７年度 学校園防災対策、震災避難マニュアル作成委員会

紙文書

冊子・写真

冊子・写真
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84050084801

平成７年度兵庫県南部地震における被災地域の児童生徒の各学年の課程の終了及び卒業
の認定等への配慮について（通知） 平成７年１月２７日

紙文書

84050084900

平成１８年度 震災学習受付表（四万十市、富山市等多数）

紙文書

84050084901

平成１７年度 震災学習交流センターのまとめ 震災学習・講話・講演・研修・資料提
供を含む

紙文書

84050085000

昭和４５年頃の西神（米づくり、野菜づくり、ぶどうづくり等）

84050085100

平成６年度 学校ごとのデータ（避難者、復興担当教員、幼稚園再開状況）

紙文書

84050085101

平成７年３月２４日 小学校における卒業式の会場

紙文書

84050085200

神戸からあなたへ ‐震災から学ぶ‐ 神戸市の兵庫県南部地震による被害 平成８年
冊子・写真
初版 平成１４年８月改訂

84050085300

平成１７年度 神戸の絆、震災学習センター業務、震災学習語り部

紙文書

84050085301

震災学習交流センターの業務移管について 平成１８年１月１９日

紙文書

84050085302

「震災学習交流センター」のあり方について 平成１７年１１月７日

紙文書

84050085400

平成８年度他 震災体験を生かす神戸の教育の再生、阪神・淡路大震災と神戸の学校教
育

紙文書

84050085401

平成７年度 神戸市養護教諭研究の実際

紙文書

84050085500

平成１７年度 震災学習交流センターの業務について

紙文書

84050085501

震災学習交流センターの業務について 平成１８年３月１０日

紙文書

84050085600

平成１７年度 福井県松岡町からの震災研修依頼

紙文書

84050085601

教育委員研修について（依頼） 平成１７年１０月４日

紙文書

84050085700

発見！体験！まるごと神戸 ‐神戸の観光、震災体験コースなど‐ 制作・発行：Ｆｅ
冊子・写真
ｅｌ KOBE 観光推進協議会 発行：平成１７年５月

冊子・写真

教育委員会事務局 整理済文書目録
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84050085800

平成１７年度 神戸の絆ネットワーク 語り部派遣事業及びオンライン会議について

紙文書

84050085801

神戸の絆ネットワーク 語り部派遣事業及びオンライン会議について 平成１８年１月
１１日

紙文書

84050085900

平成１７年度他 瀬戸市、一宮市、岐阜市他多数

紙文書

84050085901

神戸の絆ネットワーク 震災語り部派遣事業の実績等について 平成２０年１月７日

紙文書

84050086000

平成８年度 防災教育推進委員会 復興担当教員

紙文書

84050086001

復興担当教員の成果について

紙文書

84050086100

平成１１年度他 震災学習交流センター

紙文書

84050086101

平成９年度 震災学習交流のまとめ 震災学習・交流・研修・資料提供を含む 平成１
０年３月３１日

紙文書

84050086200

平成１６年度 スマトラ島沖地震募金等アンケート

紙文書

84050086201

インドネシア・スマトラ島沖地震と及び津波による被災国、被災地域への支援に関する
調査（依頼） 平成１７年１月１４日

紙文書

84050086300

平成１６年度 台風２３号及び新潟中越地震の被災地へのボランティア活動に関する調
査

紙文書

84050086301

台風２３号及び新潟中越地震の被災地へのボランティア活動に関する調査

紙文書

84050086400

神戸からあなたへ ―震災から学ぶ― 神戸市の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）
冊子・写真
による被害 平成８年初版

84050086500

街がかわった 心がかわった Ｍｅｍｏｒｉａｌ ９５１１７ 阪神大震災２２０人の
証言 編集人：地域情報誌 ＡＮてな 発行人：Ｍｅｍｏｒｉａｌ． ９５１１７ １ 冊子・写真
９９６年１月１７日 第１刷発行

84050086600

いざというときのＱ＆Ａ９９ ―大地震に備えて― 発行 兵庫県教育委員会 発行日
冊子・写真
平成１０年１月１７日

84050086700

阪神・淡路大震災 その時学校は ―検証と未来への提言― 編集・発行 神戸市ＰＴ
冊子・写真
Ａ協議会復興委員会 発行日 １９９５年１０月２４日
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84050086800

阪神・淡路大震災 その時学校は ―検証と未来への提言― 編集・発行 神戸市ＰＴ
冊子・写真
Ａ協議会復興委員会 発行日 １９９５年１０月２４日

84050086900

たまねぎテント ２月８日、小学校の校庭にアメリカから贈られたドーム型の大型テン
トが建てられた。当初は物資の保管に使用していたが、物資が少なくなってからは、ボ
ランティアの宿泊やミーティングにも利用した。ボランティアのメンバーにとっては本
冊子・写真
山南小での活動の拠点となった思い出深いテントであり、解散式を行ったボランティア
の終点のテントでもある。 東灘区本山南小学校震災の記録 発行人 本山南小学校
文集制作委員会 発行 １９９６年１月１７日

84050087000

わたし あなた そして みんな ―震災 人間を学ぶ― 企画編集 神戸市教育委員
冊子・写真
会 発行 （財） 神戸市教育スポーツ公社 平成７年８月２５日 発行

84050087100

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

84050087200

すぐに役立つ学校防災 大地震が学校をおそったら［全３巻］ 監修／髙野尚好 筑波
大学教授 １学校でのひなんと備え ２行事・通学中のひなんと備え ３家庭・外出先 冊子・写真
でのひなんと備え 発行所 株式会社学習研究社 １９９６年２月２２日 初版発行

84050087300

被災状況 写真パネル 阪神高速湾岸線（西宮港）、阪神高速西宮出入口東側、兵庫区
会下山町付近、兵庫区松本通、新長田、阪神高速倒壊、芦屋市親王塚町・翠ヶ丘町、自 冊子・写真
衛隊の仮設トイレ、避難所で乾かされる毛布、自転車の提供

84050087400

市民のグラフ こうべ 特別号 ２０００年１月１７日号 通巻２９５号 よみがえる
神戸 大震災から５年 神戸新聞ＭＯＯＫ 編集・発行 神戸市広報課 平成１２年１ 冊子・写真
月１７日発行

84050087500

震災モニュメントマップ 支え合う「こころ」を次代に伝えるために ３６５日、どこ
かで震災が語られるために 阪神・淡路を訪れる人に震災を語り継ぐために モニュメ 冊子・写真
ントに込められた「思い」を語り継ぐために 震災モニュメントマップ作成員会

84050087600

阪神・淡路大震災を報道する平成７年１月１７日・１８日の新聞

84050087700

仮設住宅位置図 平成１１年７月現在 編集 神戸市立中学校教育研究会社会科研究部
冊子・写真
発行 神戸市スポーツ教育公社

84050087800

震災作文集 平成九年 二葉 いま そして あす 神戸市立二葉小学校 発行所 神
冊子・写真
戸市立二葉小学校 平成９年３月１０日発行

84050087900

阪神淡路大震災 （平成７年１月１７日午前５時４６分発生） 神戸市指定 緊急災害
避難所 浜山小学校２９４日の記録 神戸市立浜山小学校 平成７年１１月

冊子・写真

冊子・写真
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84050088000

―阪神・淡路大震災から１年― みかげっ子 神戸市立御影小学校 １年生 発行 神
冊子・写真
戸市立御影小学校 １年生 発行日 １９９６年１月１７日

84050088100

平成九年 二葉 いま そして あす ＝共同作文集＝ 神戸市立二葉小学校

冊子・写真

84050088200

震災の一週間 学年 組 なまえ 本山第三小学校

冊子・写真

84050088300

はすいけ 第６８回 卒業記念文集 神戸市立蓮池小学校 平成７年３月３１日

冊子・写真

84050088400

ひびきわたれ みくらの思い 生まれかわる神戸へ 編集、発行 神戸市立御蔵小学校
冊子・写真
平成８年１月 発行

84050088500

―記録― 阪神大震災と真陽小学校 神戸市立真陽小学校

冊子・写真

84050088600

―記録― 阪神大震災と真陽小学校Ⅱ 神戸市立真陽小学校

冊子・写真

84050088700

４年２組の阪神・淡路大震災 神戸市立多聞台小学校

冊子・写真

84050088800

阪神淡路大震災 福池小学校記録集 絆 発行所 神戸市立福池小学校 発行年月日
平成８年２月２８日

冊子・写真

84050088900

「それぞれの記憶」 ―発進！長田南― 長田南ブロック区域同推 駒ヶ林中 長楽小
冊子・写真
二葉小 大橋中 神楽小 真陽小

84050089000

阪神・淡路大震災 ―板宿小学校・避難所の記録― １９９５．１．１７ 編集 神戸
冊子・写真
市立板宿小学校 発行 平成８年３月１５日

84050089100

なだ １９９５．１．１７ 阪神大震災 作文集 神戸市立灘小学校 ３年

冊子・写真

84050089200

なだ １９９５．１．１７ 阪神大震災 作文集 神戸市立灘小学校 ４年

冊子・写真

84050089300

なだ １９９５．１．１７ 阪神大震災 作文集 神戸市立灘小学校 ５年

冊子・写真

84050089400

文集 にしすま １年 平成６年度 発行者 神戸市立西須磨小学校 発行日 平成７
冊子・写真
年３月３１日

84050089500

文集 にしすま ２年 平成６年度 発行者 神戸市立西須磨小学校 発行日 平成７
冊子・写真
年３月３１日

84050089600

文集 にしすま ３年 平成６年度 発行者 神戸市立西須磨小学校 発行日 平成７
冊子・写真
年３月３１日
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84050089700

文集 にしすま ４年 平成６年度 発行者 神戸市立西須磨小学校 発行日 平成７
冊子・写真
年３月３１日

84050089800

文集 にしすま ５年 平成６年度 発行者 神戸市立西須磨小学校 発行日 平成７
冊子・写真
年３月３１日

84050089900

もといち 明日に向かって 阪神・淡路大地震 特別号 発行者 神戸市立本山第一小
学校 発行日 １９９５年１０月１日

84050090000

わたしたちは わすれない ―高羽の子の心にきざまれた 阪神淡路大震災の記録集―
冊子・写真
発行者 神戸市立高羽小学校 １９９５年８月 発行

84050090100

ふたたび学校に笑顔が帰ってきた ―阪神・淡路大震災の記録― 神戸市立霞ヶ丘小学
冊子・写真
校 平成７年９月 発行

84050090200

学校が避難所になった日から 神戸市立湊川多聞小学校

冊子・写真

84050090300

かみさま の いじわる 長田区内小学校被災児童作文集 平成８年６月１５日発行

冊子・写真

84050090400

１９９５ １．１７ ごぜん５：４６

冊子・写真

84050090500

９３．７．１２ 悲しみをのりこえて ～北海道南西沖地震災害 作文集～ 発行者
北海道奥尻町立青苗小学校 発行日 １９９４年３月１日

冊子・写真

84050090600

阪神・淡路大震災１周年文集 『震災 そして私 その１年』 １９９６年１月１６日
編集 発行 神戸市立楠中学校 平成８年３月１３日 発行

冊子・写真

84050090700

駒中２３５日の記録 神戸市立駒ヶ林中学校 震災記録集 Never Give Up 駒中生
編集・発行 神戸市立駒ヶ林中学校 発行 平成７年１２月２２日

冊子・写真

84050090800

震災綴り 人・ふれあい・助けあい 神戸市立湊川中学校編

冊子・写真

84050090900

この日を忘れない １９９５年１月１７日 神戸市立御影中学校 平成８年１月１７日 冊子・写真

84050091000

いのち ―阪神淡路震災記録― 編集 震災記録集編集委員会 発行者 神戸市立烏帽
冊子・写真
子中学校 １９９５年１０月発行

84050091100

復興への道 ―「震災から半年を経て、私は今…」― 発行所 神戸市立魚崎中学校
平成７年９月１７日 発行

冊子・写真

冊子・写真
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84050091200

阪神大震災作文集 ―涙をふいて立ちあがれ― 負けるな神戸っ子 発行者 神戸市立
冊子・写真
鷹取中学校４９回生 発行日 平成７年３月１５日

84050091300

震災作文集 （発行所） 神戸市立御影工業高等学校定時制 １９９６年１月１７日発
冊子・写真
行

84050091400

こころ 神戸市立神戸工業高等学校 １９９６年２月２６日発行

冊子・写真

84050091500

湧水 第１０号（平成７年度） ―阪神大震災 あれから一年― 発行所 神戸市立神
戸商業高等学校 発行日 １９９６年１月１７日 ＩＳＳＮ １３４１‐８７３４

冊子・写真

84050091600

阪神・淡路大震災 震災の記録 発行者 親和女子高等学校 親和中学校 １９９６年
冊子・写真
１月１７日発行

84050091700

友呼ぶ鳥 ―阪神・淡路大震災の記録― 編集：震災記録集編集委員会 発行者：神戸
冊子・写真
市立友生養護学校 平成７年１１月１日発行

84050091800

せいようひがし 再生 ’９５ 発行 神戸市立青陽東養護学校 発行日 １９９５年
冊子・写真
９月

84050091900

大地震にあって ―児童・生徒の体験から― 神戸市立盲学校 発行者 神戸市立盲学
冊子・写真
校 同和教育推進委員会 発行日 平成７年３月３１日

84050092000

平成９年度 学校防衛計画（案） （激甚災害編） 神戸市立湊小学校

84050092100

平成８・９年度 文部省指定 防災教育推進モデル地域・防災体制実践研究 神戸市防災
教育研究発表会「震災体験を生かし『生きる力』を育む防災教育」 神戸市立東灘小学
冊子・写真
校研究主題「地域に生きる防災教育をめざして」資料集、神戸市立本庄小学校テーマ
震災を乗り越え、震災体験を生かす教育を目ざして ―“希望”仮設校舎から新校舎へ
―

84050092200

平成９年度指導案集 １９９８・１・１７ 防災教育 神戸市立原田中学校

84050092300

兵庫県南部地震に学ぶ ―理科実験カード副教材― 神戸市教育委員会 神戸市中学校
冊子・写真
教育研究会理科部会

84050092400

第４７次兵庫県教育研究集会報告書 ３２ 「生きる力」を育む防災教育 ―今 私た
冊子・写真
ちにできること― 特Ⅱ分科会 兵庫県教職員組合

84050092500

平成８年度 被災地における児童生徒の心の健康に関する調査研究報告書 平成９年８
冊子・写真
月 被災地における児童生徒の心の健康に関する調査研究協力者会議

冊子・写真

冊子・写真
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84050092600

全国学校防災フォーラム ―兵庫からの発信― 第１部：都道府県・指定都市学校防災
会議 第２部：阪神・淡路大震災３周年教育復興の集い 期日 平成１０年１月１６日
冊子・写真
（金）～１７日（土） 会場 兵庫県立のじぎく会館 神戸新聞松方ホール 主催 文
部省 兵庫県教育委員会 後援 神戸新聞社

84050092700

防災教育副読本（小学校１・２・３年生用） あすにいきる ■阪神・淡路大震災から
学ぶ 編集 防災教育副読本編集委員会 発行 兵庫県教育委員会 平成９年１月１７ 冊子・写真
日発行

84050092800

防災教育副読本（小学校４・５・６年生用） 明日に生きる ■阪神・淡路大震災から
学ぶ 編集 防災教育副読本編集委員会 発行 兵庫県教育委員会 平成９年１月１７ 冊子・写真
日発行

84050092900

防災教育副読本（中学生用） 明日に生きる ■阪神・淡路大震災から学ぶ 編集 防
冊子・写真
災教育副読本編集委員会 発行 兵庫県教育委員会 平成９年１月１７日発行

84050093000

防災教育副読本（高校生用） 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ 兵庫県教育
冊子・写真
委員会

84050093100

神戸市立原田中学校 避難訓練実施要項（案）

冊子・写真

84050093200

防災教育副読本「明日に生きる」（高校生用） 活用の手引き 兵庫県教育委員会

冊子・写真

84050093300

新たな防災教育の充実に向けて ３年目の取組 発行 兵庫県教育委員会 発行日 平
冊子・写真
成１０年１月１７日

84050093400

平成７年１月１７日 ５時４６分 あの一瞬を忘れないために ―阪神・淡路大震災の
冊子・写真
記録― 編集 兵庫県障害児教育諸学校長会 発行 平成７年１１月３０日

84050093500

雲仙普賢岳噴火災害下における学校対応の記録 編集発行 島原市教育委員会 発行日
冊子・写真
平成６年１月３０日

84050093600

「驚異の科学」シリーズ ２１ GAKKEN MOOK ［保存版］地球環境白書 今「地震」
が危ない 発行所 株式会社学習研究社 １９９５年５月１９日発行

84050093700

阪神大震災対策対応版 建物・家屋のフッキュウライン 建物の修理・修繕、銀行、保
険、公共機関等 臨時電話帳 対象範囲 神戸市・明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・
冊子・写真
川西市・洲本市・宝塚市・西宮市・三木市・川辺郡猪名川町・津名郡・三原郡 ＮＴＴ
発行所 日本電信電話株式会社 平成７年３月発行

84050093800

兵庫県南部地震対策対応版 ライフライン ガス・水道・電気・公共機関等 対象範囲
神戸市・明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・川西市・洲本市・宝塚市・西宮市・三木
冊子・写真
市・津名郡・三原郡西淡町・大阪府豊中市 ＮＴＴ 発行所 日本電信電話株式会社
平成７年２月発行

冊子・写真
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84050093900

復興の歌「しあわせ運べるように」、「いつも心は４６人分」「笑顔にありがとう」、
湊小防災教育の取り組み

紙文書

84050093901

震災を契機に小学校の先生がつくった歌

紙文書

84050094000

ふたたび学校に笑顔が帰ってきた ―阪神・淡路大震災の記録― 神戸市立霞ケ丘小学
冊子・写真
校 平成７年９月 発行

84050094100

震災記録 （日報 職員会・職員集合議題 避難者との話し合い 教室使用状況 支援
について主なもの） 菊水小学校

紙文書

84050094101

震災記録 （日報 避難者との話し合い等）

紙文書

84050094200

震災の記録 神戸市立池田小学校

冊子・写真

84050094300

絆 Ｎｏ．１８ １９９５ 神戸市立御影工業高等学校 平成７年８月２０日発行
［発行所］ 神戸市立御影工業高等学校

冊子・写真

84050094400

阪神・淡路大震災 その時学校は ―検証と未来への提言― 発行日 １９９５年１０
月２４日 編集 神戸市ＰＴＡ協議会復興委員会 監修 復興委員会委員長 発行所
冊子・写真
（株）六甲出版 近隣住区論の復活 ―都市社会の基礎的単位としての校区― 大阪大
学名誉教授

84050094500

うたしきやま ３８号 平成７年３月１０日発行 発行 神戸市立歌敷山中学校 国語
冊子・写真
科

84050094600

学校だより あすなろ、ホップ ステップ ジャンプ、震災綴り 人・ふれあい・助け
冊子・写真
あい 神戸市立湊川中学校

84050094700

神戸市立高丸小学校 阪神大震災発生後の経過、高丸だより２月号、高丸だより３月
号、特別勤務表等

紙文書

84050094701

高丸小学校 地震発生後の経過

紙文書

84050094800

ＭＯＴＯＹＡＭＡ 神戸市立本山中学校 学校だより第１号 平成７年２月１日発行
～第７号 平成７年３月２２日発行 １９９５年１月１７日午前５時４６分 阪神大震 冊子・写真
災～復興への足跡～ 発行人 神戸市立本山中学校生徒会執行部 平成７年４月発行

84050094900

平成７年度研修のあゆみ にしなだ 大震災から復興のあゆみ 神戸市立西灘小学校

冊子・写真
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84050095000

震災関連資料 神戸市立有瀬小学校 学校再開への諸調査 学校だより（２月～４月、
９月）、ＰＴＡだより１１号（平成７年３月２３日） ありせ 第１４号 平成７年３
月１７日 第１５号 平成７年７月１２日 神戸市立有瀬小学校ＰＴＡ広報部

紙文書

84050095001

箕輪小学校からの励ましの手紙 平成７年３月２８日

紙文書

84050095100

震災関連資料 神戸市立筒井台中学校 避難者名簿、兵庫県南部地震記録簿Ｎｏ．１、
阪神・淡路大震災作文

紙文書

84050095101

阪神・淡路大震災作文

紙文書

84050095200

筒井台中学炊出し写真 カレーライス 平成７年１月２７日 岡山県勝北町役場より

84050095300

震災関連資料 神戸市立西須磨小学校 緊急臨時号 しおかぜ 平成６年度 Ｎｏ．１
５ 平成７年１月２７日～Ｎｏ．２０ 平成７年２月２４日、１月２７日現在 西須磨
小学校のみなさんへ

紙文書

84050095301

西須磨小学校 しおかぜ 緊急臨時号 平成７年１月２７日

紙文書

84050095400

震災関連資料 神戸市立稗田小学校 ひえだっ子教室だより「なかま」 ９５．２．１
～９５．２．１８ ひえだっ子教室文集 阪神大震災特集 作２／１ 清書２／５

紙文書

84050095401

ひえだっ子教室文集 なかま 阪神大震災特集

紙文書

84050095500

―記録― 阪神大震災と真陽小学校Ⅱ 神戸市立真陽小学校 「それぞれの記憶」 ―
発進！長田南― 長田南ブロック区域同推 駒ヶ林中 長楽小 二葉小 大橋中 神楽 冊子・写真
小 真陽小

84050095600

震災をふまえて学校現場から提言できるものは何か 平成７年１０月 神戸市立中学校
冊子・写真
長会

84050095700

震災資料 神戸市立雲中小学校 雲中通信 風・花・人 平成７年２月号、３月号 平
成７年３月 雲中小学校卒業式式辞

紙文書

84050095701

雲中通信 平成７年２月

紙文書

84050095800

震災関連資料 神戸市立名倉小学校 名倉にこにこニュース 第１号～第１０号 名倉
小学校４年新聞部

紙文書

84050095801

名倉にこにこニュース

紙文書

冊子・写真
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84050095900

名倉小学校 炊き出しもちつき 平成７年２月２８日

冊子・写真

84050096000

震災関連資料 神戸市立唐櫃小学校 からと ２９号 １年～５年 １９９５年３月２
３日 発行 発行者 神戸市立唐櫃小学校、兵庫県南部地震被災による仮転出・仮転入 冊子・写真
者名簿（平成７年１月２７日～平成７年３月２日）

84050096100

震災関連資料 神戸市立東須磨小学校 学校の記録（平成６年１２月２４日～平成７年
９月３日、沿革史より抜粋）、避難所支援、ボランティア、医療、炊き出し等

紙文書

84050096101

慰問・炊き出し等避難所支援

紙文書

84050096200

神戸市立御影幼稚園 ドイツから寄贈を受けたグランドピアノのお礼に送った園児の絵
冊子・写真
が載ったコンサートのパンフレット

84050096300

せいようひがし 再生’９５ 神戸市立青陽東養護学校 発行日 １９９５年９月 発
冊子・写真
行 神戸市立青陽東養護学校

84050096400

私たちは忘れない 平成７年３月 阪神大震災文集 神戸市立鵯台中学校 平成７年３
冊子・写真
月 発行 編集 神戸市立鵯台中学校 １・２学年

84050096500

１９９５年（平成７年）１月１７日 ＡＭ５：４６ 大震災の中の危機管理 直下型大
冊子・写真
都市地震・Ｍ７．２ 神戸市立湊小学校

84050096600

大震災を体験して 福田中学校１７回生 感想文抄録

紙文書

84050096601

大震災を体験して 福田中学校１７回生 感想文抄録

紙文書

84050096700

兵庫県南部地震資料 神戸市立魚崎幼稚園 ２月３月幼稚園だより、ほけんだより２
月・３月、みどりのかぜＮｏ．７ 平成７年３月１８日

紙文書

84050096701

幼稚園だより

紙文書

84050096800

絆 阪神・淡路大震災 １９９５．１．１７ 神戸市立友が丘中学校第１６回生 発行
冊子・写真
日 平成７年３月３１日 発行者 神戸市立友が丘中学校 第１６回生

84050096900

阪神大震災平成７年１月１７日～１８日 魚崎小学校での記録 職員研修「心のケア」
平成７年６月３１日

紙文書

84050096901

阪神大震災 平成７年１月１７日から１８日 魚崎小学校での記録 平成８年１月２５
日

紙文書
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84050097000

市工育友会広報 Ｎｏ．６３ １９９５年２月２４日 発行人 神戸市立神戸工業高等
学校育友会会報係 震災関連記録（学級日誌より）、『震災のなかで』 神戸市立神戸
工業高等学校

紙文書

84050097001

震災関係記録（学校日誌より）

紙文書

84050097100

復興への道 ―「震災から半年を経て、私は今…」― 神戸市立魚崎中学校 平成７年
冊子・写真
９月１７日 発行 発行所 神戸市立魚崎中学校

84050097200

震災関連資料 大沢中学校 学校だより’９５ ２月、阪神大震災に関する特集号 発
行 大沢町 平成７年２月１５日

紙文書

84050097201

学校だより １９９５年２月

紙文書

84050097300

いのち ―阪神淡路震災記録― 神戸市立烏帽子中学校 １９９５年１０月発行 編集
冊子・写真
震災記録集編集委員会 発行者 神戸市立烏帽子中学校

84050097400

阪神淡路大震災 （平成７年１月１７日午前５時４６分発生） 神戸市指定 緊急災害
冊子・写真
避難所 浜山小学校２９４日の記録 神戸市立浜山小学校

84050097500

がんばる楠高生ニュース（Ｎｏ．２ １９９５．２．１～Ｎｏ．１７ １９９５．３．
冊子・写真
２０） 神戸市立楠高等学校

84050097600

阪神・淡路大震災から学校再開に向けて 神戸市立神港高等学校 避難者対策委員会
震災対策委員会

冊子・写真

84050097700

神戸市立神港高等学校 校舎被害写真、体育館避難写真

冊子・写真

84050097800

震災関連資料 神戸市立板宿小学校 板宿小学校のみなさんへ 学年通信 すくすく１
年、学年だより ひろば４年、学年だより かけあし５年、ゴールめざして ６年

紙文書

84050097801

避難所教室移転経過 平成７年４月２４日

紙文書

84050097900

震災関連資料 神戸市立東灘小学校 本校内居住児童１／２８（土）現在、震災により
失われた授業時数について

紙文書

84050097901

避難している子供

紙文書

84050098000

阪神・淡路大震災 ―板宿小学校・避難所の記録― １９９５．１．１７ 神戸市立板
冊子・写真
宿小学校 発行 平成８年３月１５日 編集 神戸市立板宿小学校
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84050098100

震災関連資料 神戸市立苅藻中学校 生徒会セレモニー 昨年１年間（平成７年）を振
冊子・写真
りかえる

84050098200

魚崎幼稚園 写真 震災被害の状況、ひなまつりパーティー、親子運動会、お誕生会、
冊子・写真
親子コンサート

84050098300

写真 西灘小学校周辺の被害状況、避難所、炊き出し、授業風景

84050098400

平成７年度 文化祭 弁論 「震災をのりこえて」 神戸市立原田中学校 発行日 平
冊子・写真
成７年１１月１５日 発行者 神戸市立原田中学校

84050098500

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
冊子・写真
会 事務局 神戸市教育委員会事務局指導部指導第１課内

84050098600

平成７年度 兵庫県立教育研修所特別講座 講演録〈分刷〉 語り継ごう阪神・淡路大
震災 第１回 平成７年６月１４日（水） 児童生徒の心のケアと地域社会 姫路獨協
冊子・写真
大学助教授 第２回 平成７年７月２７日（木） 救急活動の現場から 県立光風病院
精神科医長 兵庫県内教育研究所連盟

84050098700

むつぼし ―大震災をふりかえって― 神戸市立盲学校ＰＴＡ

冊子・写真

84050098800

教育展望 第２０１号 １９９５．３．３１ 神戸市総合教育センター

冊子・写真

84050098900

教育展望 第２０２号 １９９５．９．１ 神戸市総合教育センター

冊子・写真

84050099000

教育展望 第２０３号 １９９５．１２．１ 神戸市総合教育センター

冊子・写真

84050099100

こうべを襲った阪神淡路大震災―そのとき学校は、子供たちは―

紙文書

84050099200

阪神・淡路大震災 神戸市災害対策本部学校部 １５０日間の取り組み ―神戸の教育
の再生と創造へのあゆみ―

紙文書

84050099300

阪神・淡路大震災 著作制作：神戸市立博物館Ｎｏ．５ ―学習室・見るコーナー―
ａ：平成７年１月１７日・神戸 １５分 ｂ：映像記録・阪神淡路大震災 １５分 Ａ
Ｍ１１：５５現在の長田区

ビデオ

84050099400

阪神・淡路 震災復興ビデオニュース 特集 震災の記憶を伝えていくために 平成１
１年（春号） 発行 建設省近畿地方建設局 震災復興対策本部

ビデオ

84050099500

“生命の大切さ”救助・救出の祭典 ８／５（木）ポートアイランドに上陸 神戸市消
防局 時間５分

ビデオ

冊子・写真
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84050099600

はじめようこの手で 防災福祉コミュニティの創造 神戸市

ビデオ

84050099700

防火教育教材ビデオ『わたしたちの防火』企画制作（財）日本防火研究普及協会 監修
自治省消防庁 協賛 （財）消防試験研究センター 制作協力 （株）ＮＨＫエデュ
ケーショナル

ビデオ

84050099800

阪神・淡路 震災復興 VIDEO NEWS １２月号 発行 建設省近畿地方建設局 震災復
興対策本部

ビデオ

84050099900

震災復興ビデオニュース１９９８．冬号（Ｎｏ．２７）国道４３号の広域防災帯整備
発行 建設省近畿地方建設局 震災復興対策本部

ビデオ

84050100000

水の事故を防ぐために 時間／８分５０秒 制作日／平成８年６月２５日 企画 神戸
市消防局救急救助課

ビデオ

84050100100

阪神・淡路震災復興こどもビデオニュース 発行 建設省近畿地方建設局 震災復興対
策本部 阪神・淡路大震災の被害とその後の復旧・復興の様子

ビデオ

84050100200

防災教育ビデオ（幼稚園児用）いきているっていいな こんなときどうするの 教育委
員会指導第１課 １９９８.３ 企画 神戸市教育委員会 制作 こうべケーブルテレビ
ジョン

ビデオ

84050100300

静岡県教育委員会地震防災教育ビデオ じしんってなあに？ ～ユラリちゃんとかんが
えよう～ 小学校低学年用

ビデオ

84050100400

静岡県教育委員会地震防災教育ビデオ 地震のこと教えて ～シンド博士の地震防災教
室～ 小学校高学年用

ビデオ

84050100500

地震なんかに負けないぞ！ ＝阪神・淡路大震災 親と子と学校の記録＝ １９９５
（平成７）年１月１７日 神戸市ＰＴＡ協議会 復興委員会

ビデオ

84050100600

写真パネル１１枚 震災直後の様子（天皇皇后両陛下の視察と市長の説明、自衛隊の給
冊子・写真
水車など）

84050100700

額縁写真８枚 震災直後の様子（児童の葬儀など）

84050100800

写真パネル１５枚 震災直後の様子（岡山県勝央町炊き出し、仮設校舎と運動会、仮設
冊子・写真
校舎、校庭でのテント、仮設トイレ、校舎の柱の崩壊など）

84050100900

平成７年度 震災セミナー 平成７年８月２８日 報告・質疑応答 Ｎｏ．２ 神戸市
教育委員会主催

冊子・写真

ビデオ
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84050101000

平成７年度 震災セミナー 神戸市教育委員会主催 平成７年８月２８日 講演 Ｎ
ｏ．１

ビデオ

84050101100

平成７年度 震災セミナー 神戸市教育委員会主催 平成７年８月２９日 現地説明会
Ｎｏ．３

ビデオ

84050101200

平成７年度 「震災セミナー神戸の教育」 神戸市教育委員会主催 平成７年８月２９
日 稗田小学校長報告

ビデオ

84050101300

地震のことを教えて ～シンド博士の地震防災教室～ 静岡県地震防災センター 企
画・著作 静岡県教育委員会

ビデオ

84050101400

静岡県教育委員会地震防災教育ビデオ じしんってなあに？ ～ゆらりちゃんとかんが
えよう～ 小学校低学年用

ビデオ

84050101500

静岡県教育委員会地震防災教育ビデオ じしんってなあに？ ～ゆらりちゃんとかんが
えよう～ 小学校低学年用

ビデオ

84050101600

神戸の教育の再生（震災セミナー プロローグ映像） 神戸市教育委員会

ビデオ

84050101700

永久保存版 激震の記録 映像で語りつぐ阪神・淡路大震災 ～失われたあの時あの場
所～ Ｖｏｌ．１ 発売元：朝日放送株式会社

ビデオ

84050101800

永久保存版 激震の記録 映像で語りつぐ阪神・淡路大震災 ～失われたあの時あの場
所～ Ｖｏｌ．２ 発売元：朝日放送株式会社

ビデオ

84050101900

学校と地震防災 ～地震を震災にしないために～ 日本の過去の地震 阪神・淡路大震
災の被害状況 企画・著作：静岡県教育委員会

ビデオ

84050102000

静岡県・静岡市の地域防災に関する収集資料一覧

紙文書

84050102001

静岡県・静岡市の地域防災に関する収集資料一覧 ４月１３日・１４日 神戸市教育委
員会現地調査により収集

紙文書

84050102100

平成１１年度鶴ヶ島市防災訓練（総合訓練） 平成１１年８月２９日（日） 富士見中
学校 健康教育総合推進モデル事業 鶴ヶ島市学校防災推進協議会

ビデオ

84050102200

阪神・淡路大震災 平成７年１月１７日 午前５時４６分 神戸震災学習交流センター
制作著作：神戸市広報課

ビデオ
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84050102300

神戸の教育の再生 ～２００日間の取り組み～

ビデオ

84050102400

神戸の教育の再生 ～２００日間の取り組み～

ビデオ

84050102500

阪神大震災を生きる―助け合い、思いやる心―

ビデオ

84050102600

この１年をふりかえって 平成８年１月２０日：進路指導総合改善事業研究会 神戸市
立鷹取中学校

ビデオ

84050102700

震災交流学習 神戸の教育の再生～２００日間の取り組み～

ビデオ

84050102800

震災交流学習 神戸の教育の再生～２００日間の取り組み～

ビデオ

84050102900

『神戸震災学習』 平成８年９月６日社員研修 神戸修学旅行誘致促進協議会

ビデオ

84050103000

震災交流学習 神戸の教育の再生～２００日間の取り組み～ 指導第１課作

ビデオ

84050103100

神戸の教育の再生～２００日間の取り組み～ 震災学習

ビデオ

84050103200

修学旅行生向けの震災学習ＰＲビデオ 平成７年１月１７日の被災状況

ビデオ

84050103300

神戸の教育の再生～２００日間の取り組み 修学旅行生震災学習ビデオ

ビデオ

84050103400

大好きな友達そして学校―阪神大震災と子供達― 渦が森小学校 五位の池小学校 高
羽小学校 御蔵小学校 本山第二小学校 蓮池小学校 真陽小学校

ビデオ

84050103500

震災交流学習 大地震の経験をいかして 駒ヶ林中学校・出水南中学校

ビデオ

84050103600

神戸の復興を目指して （国際課 都市計画局） 神戸市都市計画局

ビデオ

84050103700

震災直後の状況 平成８年１１月現在の状況 電気、ガス、水道、道路の復旧工事 企
画：建設省近畿地方建設局震災復興対策本部

ビデオ

84050103800

神戸市立中学校における市民救命士講習会の実施

84050103900

震災による心の健康等の調査結果（一部 中学生）

紙文書

84050103901

「震災により心の健康について教育的配慮を必要とする児童の症状とその程度」につい
て調査結果（中学生）

紙文書

ＦＤ・ＭＯ

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01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

84050104000

震災等による心の健康等の調査結果（一部 小・中学生計）

紙文書

84050104001

「震災により心の健康について教育的配慮を必要とする児童の症状とその程度」につい
て調査結果（小・中学生計）

紙文書

84050104100

学校防災・危機管理研修用資料

紙文書

84050104101

学校防災・危機管理研修用資料「危機を管理する学校へ」（一部） 神戸市教職員有志

紙文書

84050104200

震災学習交流センターのまとめ（平成１６年度）

84050104300

第２次東海地震被害想定資料及び対策要領（静岡市分）

紙文書

84050104301

第２次東海地震人的被害等想定資料（静岡市分）

紙文書

84050104302

平野部の中学校における地震災害対策要領

紙文書

84050104303

平野部の小学校における地震災害対策要領

紙文書

84050104304

海岸部の小・中学校における地震災害対策要領

紙文書

84050104305

山間部の小・中学校における地震災害対策要領

紙文書

84050104400

「おれにだってできるんや」手話についての作文 中央区湊小学校

紙文書

84050104401

「オレにだってできるんや！」を見て 湊小学校生

紙文書

84050104500

震災セミナー「神戸の教育」 平成７年８月２８日

ビデオ

84050104600

震災セミナー「神戸の教育」 平成７年８月２８日

ビデオ

84050104700

震災セミナー（８月２８日）ｐｍ１：００～３：００ Ｎｏ．１

ビデオ

84050104800

震災セミナー（８月２８日）ｐｍ３：００～５：００ Ｎｏ．２

ビデオ

84050104900

震災セミナー（８月２９日）本山中学校 本山第二小学校

ビデオ
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84050105000

～震災１０年・心の復興を願って～語り部と朗読のつどいＮＯ．１ 主催 「震災１０
ＦＤ・ＭＯ
年・心の復興」実行委員会

84050105100

10th KOBE LUMINARIE Kobe Luminarie Original Music 1999‐2003

84050105200

阪神・淡路大震災を振り返って 震災の経験を生かした取組みと地域防災計画 震災関
ＦＤ・ＭＯ
連データ等

84050105300

忘れまい・阪神淡路大震災 ふれあいコンサート花 協賛 日本赤十字社

ＦＤ・ＭＯ

84050105400

組曲「震災を乗り越えて」 １９９５年９月 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 録
音：平成７年９月１３日 校内体育館にて

ＦＤ・ＭＯ

84050105500

学校壁新聞（からと幼稚園 真陽小学校 西舞子小学校 太山寺中学校 御影工業高等
冊子・写真
学校 東灘のぞみ幼稚園 上筒井小学校 蓮池小学校 八多中学校 垂水養護学校）

84050105600

学校壁新聞（盲学校 飛松中学校 東落合小学校 小部小学校 大沢幼稚園 伊川谷幼
冊子・写真
稚園 霞ヶ丘小学校 桜ヶ丘小学校 向洋中学校 青陽東養護学校 他５校）

84050105700

学校壁新聞（二宮小学校 若菜小学校 中央小学校 小野柄小学校 吾妻小学校 名谷
幼稚園 新構想高等学校 美穂が丘幼稚園 刈藻中学校 青陽高等養護学校
他１
冊子・写真
校）

84050105800

学校壁新聞（赤塚山高等学校 布引中学校 浜山小学校 竜が台幼稚園 大沢幼稚園
小部小学校 東落合小学校 飛松中学校 盲学校）

冊子・写真

84050105900

鷹匠中学校損壊（渡り廊下、学校周辺）、二宮小学校（自衛隊救護所）、若菜小学校
（休校お知らせ）

冊子・写真

84050106000

仮設教室で運動場が狭くなった鷹匠中学校の写真（仮設教室、運動場で縄跳び、避難者
冊子・写真
との共存、避難所状況）

84060100900

災害復旧補助金 平成７年度事業計画書・・博物館（建築）

紙文書

84060100901

災害復旧事業計画書

紙文書

84060101000

災害復旧補助金 平成７年度事業計画書・・博物館（設備・備品）

紙文書

84060101001

展示用設備復旧の国庫補助金対象工事費積算内訳書

紙文書

84060101100

平成６年度 兵庫県南部地震被災建物調査 新勤労会館 調査写真

ＦＤ・ＭＯ

冊子・写真
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84060101200

平成６年度 兵庫県南部地震被災建物調査 新勤労会館 調査写真

冊子・写真

84060101300

平成７年度 「一般単独災害復旧事業」（図書館、博物館、小磯等）

紙文書

84060101301

平成７年度第２回一般単独災害復旧事業起債審査に係る資料の提出について（伺）

紙文書

84060101400

災害復旧補助金 平成７年度事業計画書・・小磯等

紙文書

84060101401

災害復旧事業施設別表

紙文書

84060101500

災害復旧補助金 平成７年度事業計画書・・図書館

紙文書

84060101501

神戸中央図書館等の被害状況

紙文書

84060101600

災害復旧補助金 平成７年度事業計画書・・現地査定結果（公民館、図書館、博物館
等）

紙文書

84060101601

平成７年度 市立公民館災害復旧現地査定結果 平成７年４月１７日～２１日

紙文書

84060101700

平成７年度 公立社会教育施設整備関係

紙文書

84060101701

公立社会教育施設防災対策整備の対象工事の範囲について（通知） 平成８年２月２９
日

紙文書

84060101800

「阪神・淡路大震災復興基金」 私立博物館震災復旧事業 Ｎｏ．１

紙文書

84060101801

私立博物館災害復旧事業現地調査の実施について（通知） 平成７年１１月１０日

紙文書

84060101900

「阪神・淡路大震災復興基金」 私立博物館震災復旧事業 Ｎｏ．４

紙文書

84060101901

（財）阪神・淡路大震災復興期金による私立博物館災害復旧事業市町説明会の開催につ
いて（通知） 平成７年９月１２日

紙文書

84060102000

平成７年度 申請（図書館等） 災害復旧工事費（図書館、公民館等）

紙文書

84060102001

災害復旧事業施設別表

紙文書

84060102100

平成７年度 申請（博物館等） 災害復旧工事費（青少年科学館、動物園、水族園等）

紙文書
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84060102101

災害復旧事業施設別表

紙文書

84060102200

平成７年度 災害復旧実績報告書（図書館）

紙文書

84060102201

平成７年度 公立社会教育施設災害復旧費補助事業実績報告書

紙文書

84060102300

平成７年度 災害復旧実績報告書（博物館・小磯）

紙文書

84060102301

平成７年度 公立社会教育施設災害復旧費補助事業実績報告書

紙文書

84060102400

平成７年度 災害復旧実績報告書（公民館等）

紙文書

84060102401

平成７年度 公立社会教育施設災害復旧費補助事業実績報告書

紙文書

84060102500

平成７年度 災害復旧実施設計書

紙文書

84060102501

市立博物館災害復旧工事 設計変更工事

紙文書

84060102600

災害復旧補助金 平成７年度 事業計画書：公民館

紙文書

84060102601

災害復旧工事事業計画書

紙文書

84060102700

平成６年度 災害復旧補助金 Ｎｏ．１ 復旧事業事務処理手順（建物被害認定方法・
建築専門家の指導依頼書、災害報告書）

紙文書

84060102701

地震災害における建物の被害区分について（通知） 平成７年２月１０日

紙文書

84060102702

災害報告書の提出について（伺）（公立社会教育施設） 平成７年２月

紙文書

84060102800

平成６年度 平成７年度 災害復旧補助金 Ｎｏ．２

紙文書

84060102801

平成６年度公立社会教育施設災害復旧国庫補助事業に係る交付申請書の提出について
（伺） 平成７年３月２４日

紙文書

84060102900

平成６年度 平成７年度 災害復旧補助金 Ｎｏ．３ 社会教育施設災害復旧補助事業
現地調査 文部省協議状況 社会教育施設被害状況

紙文書

84060102901

文部省協議状況について 平成７年７月３１日

紙文書
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84060102902

平成６年度公立社会教育施設災害復旧費補助金交付決定通知書 平成７年３月２８日

紙文書

84060103000

平成７年度 災害復旧補助金 Ｎｏ．４

紙文書

84060103001

平成７年度公立社会教育施設災害復旧費補助事業の契約状況について 平成７年１２月
１３日

紙文書

84060103100

平成７年度 平成８年度 災害復旧補助金 Ｎｏ．５ 社会教育施設実績報告書の提出

紙文書

84060103101

平成７年度公立社会教育施設災害復旧国庫補助事業に係る交付申請書の提出について
（伺） 平成７年６月２５日

紙文書

84060103102

平成７年度公立社会教育施設災害復旧費補助金の交付決定について（通知） 平成８年
３月２９日

紙文書

84060103103

公立社会教育施設災害復旧国庫補助事業に係る実績報告書の提出について（伺） 平成
８年４月１日

紙文書

84060103200

平成１０年教育委員会会計検査（図書館・公民館等復旧工事、水族園復旧工事） 災害
復旧補助金 Ｎｏ．６ 会計検査資料含む

紙文書

84060103201

公立社会教育施設災害復旧国庫補助事業に係る実績報告書の提出について（伺） 平成
９年４月３日

紙文書

84060103300

平成７年度 「阪神・淡路大震災復興基金」私立博物館震災復旧事業 Ｎｏ．２

紙文書

84060103301

（私立博物館災害復旧工事）補助金交付申請書

紙文書

84060103400

平成７年度 平成８年度 「阪神・淡路大震災復興基金」私立博物館震災復旧事業 Ｎ
ｏ．３

紙文書

84060103401

私立博物館修理費補助事業に係る平成８年度実績報告書のとりまとめについて（伺）
平成９年

紙文書

84060103500

災害復旧実績報告書（平成６年度施設）

紙文書

84060103501

平成６年度公立社会教育施設災害復旧費補助事業実績報告書

紙文書

84060103600

平成６年度 平成７年度 阪神淡路大震災記録 平成７年１月１７日 葺合公民館関係

紙文書
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平成31年02月01日現在

紙文書
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84060103601

葺合総合会館等の避難者名簿

紙文書

84060103700

葺合公民館被災写真

84080103800

避難所（王子スポーツセンター）、避難者給食納品書等

紙文書

84080103801

避難所の食事納品書 １９９５年６月８日

紙文書

84080103900

王子スポーツセンター避難者名簿、引き継ぎ書

紙文書

84080103901

避難所要毛布のクリーニング（水洗い・殺菌処理）毛布との交換支給スケジュールの件
平成７年３月２８日

紙文書

84080103902

避難所での役割分担、日々の記録等 平成７年１月３１日

紙文書

84080104000

王子スポーツセンター遺体安置所、変死者・引取人名簿、避難者名簿

紙文書

84080104001

王子スポーツセンター避難者の概要（性別・年令別） 平成７年３月２５日

紙文書

84080104100

第５次仮設住宅の申込説明会のお知らせ、王子スポーツセンターの職員勤務ローテー
ション

紙文書

84080104101

王子スポーツセンター職員ローテーション表

紙文書

84080104200

王子スポーツセンター避難者名簿

紙文書

84080104201

王子スポーツセンター 遺体名簿・避難者名簿・待機者名簿

紙文書

84080104300

王子スポーツセンター 兵庫県からの生活関係資料（法律・税務相談、こころのケア、
ホームスティ他）

紙文書

84080104301

兵庫県から避難所へ送られた生活関係情報 ２月１４日

紙文書

84080104400

王子スポーツセンター避難者名簿 ～７月３１日までの退所者、８月１日からの退所者

紙文書

84080104401

王子スポーツセンター 避難者名簿

紙文書

84080104500

王子スポーツセンター避難者名簿

紙文書
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84080104501

王子スポーツセンター 避難者名簿 平成７年１月２０日

紙文書

84080104600

王子スポーツセンター 配布食糧の（ラベル）の保管書綴、避難者への配布品名表控え

紙文書

84080104601

王子スポーツセンター 避難所配布食品のラベル 平成７年８月１９日

紙文書

84080104700

王子スポーツセンター避難者名簿、職員勤務ローテ、待機所、利用規則他

紙文書

84080104701

待機所について 平成７年８月１８日

紙文書

84080104800

王子スポーツセンター 待機者・退出者名簿、仮設住宅入居申込のごあんない、避難所
個別指導Ｑ＆Ａ、仮設住宅第５次募集の結果

紙文書

84080104801

王子体育館 避難所待機者・退出者名簿 ８月３１日

紙文書

84080104900

王子スポーツセンター 仮設住宅入居状況調査、避難所残留者個別面談、ボランティア
名簿、物資提供者名簿、物資希望調べ、避難所個別面談実態調査、自治組織の成立に伴
う体育館の区割、職員の出勤表、避難者数、食事配布表

紙文書

84080104901

避難所での支援（カイロ・炊き出し）受付 ２月５日

紙文書

84080105000

王子スポーツセンター 避難者への配布食料品

紙文書

84080105001

王子スポーツセンター 避難所配布食品のラベル 平成７年７月３１日

紙文書

84100000100

平成１０年度 震災復興状況分布調査

紙文書

84100000101

平成１０年度 兵庫県埋蔵文化財分布調査事業について 平成１１年２月１９日

紙文書

84100000102

阪神・淡路大震災復興事業に伴う埋蔵文化財分布調査実績報告書 平成１０年度 兵庫
県教育委員会

紙文書

84100000200

平成７年度 復旧・復興関連

紙文書

84100000201

派遣職員の受け入れに伴う諸問題―県教委ヒアリング 平成７年４月２５日

紙文書

84100000202

神戸市における震災復興事業に伴う国庫補助金調査について 平成７年６月２８日

紙文書
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84100000203

第１回阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査研究協議会 平成
８年１月２５日

紙文書

84100000204

平成７年度 阪神・淡路大震災に係る発掘調査の整理作業体制について 平成７年１２
月１８日

紙文書

84100000205

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マニュアル 暫定版 平
成７年５月２９日

紙文書

84100000206

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） 平成７年３月２９日 文化庁次長から兵庫県教育委員会あて

紙文書

84100000207

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 平成７年
４月２８日 兵庫県教育長から各市郡町教育長あて

紙文書

84100000300

平成８年度 復旧・復興関連

紙文書

84100000301

復興補助金の繰越について（報告） 平成８年１０月２３日

紙文書

84100000302

阪神・淡路大震災に伴う復旧・復興事業に関する調書の提出について 平成８年９月６
日

紙文書

84100000303

震災に伴う住宅再建に係る開発許可制度の運用及び再開発型開発行為に係る運用基準の
見直しについて 平成８年７月３１日

紙文書

84100000304

阪神・淡路大震災に係る埋蔵文化財の取扱い（平成７年度分） 平成８年５月８日 兵
庫県教育委員会

紙文書

84100000400

阪神・淡路大震災に係る埋蔵文化財の取扱い等

紙文書

84100000401

復旧・復興事業と埋蔵文化財発掘調査について 平成７年７月５日

紙文書

84100000402

阪神・淡路大震災後の埋蔵文化財調査についての集計表 平成７年３月９日

紙文書

84100000403

震災復旧・復興に係る埋蔵文化財の取り扱い 神戸市現行と「基本指針」に基づく取り
扱いとの比較 平成７年３月３１日

紙文書

84100000404

阪神・淡路大震災の復興に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて 平成７年３月１７日
神戸市教育委員会

紙文書

84100000405

文化庁次長通知 「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」の説明会（報告） 平成７年３月２日

紙文書
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84100000406

阪神大震災による周知の埋蔵文化財包蔵地重要度判定表 神戸市教育委員会文化財課
平成７年

紙文書

84100000407

文化庁記念物課との打合せ 平成７年２月８日

紙文書

84100000408

阪神大震災による周知の埋蔵文化財包蔵地内被災面積算定表 神戸市教育委員会文化財
課 平成７年

紙文書

84100000500

平成７年度 復興関連各局照会

紙文書

84100000501

平成７年度災害公営住宅建設事業に対する意見について（照会） 平成７年６月８日

紙文書

84100000600

平成７年度 震災復旧にかかる周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事の実施

紙文書

84100000601

震災復旧にかかる周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の実施について 平成７
年４月１０日

紙文書

84100000700

震災に伴う埋蔵文化財の取扱い

紙文書

84100000701

阪神・淡路大震災に伴う復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する基本方針の
適用期間の変更について（通知） 平成１０年３月２６日 文化庁次長から兵庫県教育
委員会教育長あて

紙文書

84100000702

震災復興市街地再開発事業および土地区画整理事業地における埋蔵文化財調査の現状
平成８年１２月４日

紙文書

84100000703

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） 平成７年３月２９日 文化庁次長から兵庫県教育委員会教育長あて

紙文書

84100000800

震災に伴う埋蔵文化財の取扱い

紙文書

84100000801

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説明会 平成７
年５月１６日

紙文書

84100000802

「適用要領」策定に伴う関係市町の意見

紙文書

84100000803

「阪神・淡路大震災の復旧・復興に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する基本方針」説明
平成７年３月２２日

紙文書
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84100000804

「阪神・淡路大震災に係る本格的『復興』に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」の市町
説明用資料 平成７年３月６日

紙文書

84100000805

平成７年度 埋蔵文化財調査 各局照会 回答

紙文書

84100000900

平成９年度 震災関連 県営・公団住宅についての照会(回答)

紙文書

84100000901

（仮称）災害復興住宅（仮）東灘スカイマンション建替工事について（回答） 平成９
年１２月５日

紙文書

84100000902

住宅・都市整備公団の住宅建設計画について（回答）（仮称：東灘甲南町団地） 平成
１０年３月１８日

紙文書

84100001000

復旧･復興関連 写真資料

84100001100

震災後雑件

紙文書

84100001101

平成７年度予算特別委員会質疑応答資料 文化財課

紙文書

84100001102

阪神大震災 埋蔵文化財ニュース Ｎｏ．１ 平成７年２月９日

紙文書

84100001103

兵庫県南部地震による周知の埋蔵文化財包蔵地内被災面積算定表 神戸市教育委員会文
化財課 平成７年１月

紙文書

84100001200

震災後の文化財取扱関係

紙文書

84100001201

阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取り扱いに関する説明会 平成
７年５月１６日

紙文書

84100001202

「神戸市震災復興緊急整備条例」に基づく「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

紙文書

84100001203

復興事業に伴う緊急を要する発掘調査 平成７年９月２２日現在

紙文書

84100001204

平成７年度阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査事業等

冊子・写真

紙文書

84100001300

阪神大震災関係

紙文書

84100001301

阪神大震災 埋蔵文化財の取り扱いに係る打ち合わせ会議（報告） 平成７年２月２３
日

紙文書
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84100001302

兵庫県南部地震に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取扱いについて
平成７年２月１３日 兵庫県教育委員会社会教育・文化財課から各関係市町文化主幹課
あて

紙文書

84100001303

文化庁記念物課との打合せ 平成７年２月８日

紙文書

84100001400

重要文化財 旧トーマス住宅 災害復旧工事報告書 兵庫県 神戸市 平成１０年３月 冊子・写真

84100001500

重要文化財 旧神戸居留地十五番館 災害復旧工事報告書 兵庫県 平成１０年３月

84100001600

神戸華僑総会震災復旧工事 竣工図原図 施工図原図 修理状況図原図 復旧時実測図
原図

紙文書

84100001700

平成８年度 国指定災害復旧工事（十五番館）

紙文書

84100001701

平成８年度文化財保存整備費等補助事業の内定について（通知） 平成８年１１月８日
兵庫県教育長から神戸市教育長あて

紙文書

84100001702

平成８年度重要文化財災害復旧事業に対する神戸市補助金の交付決定及び支出について
平成８年７月１０日

紙文書

84100001703

平成８年度重要文化財旧神戸居留地十五番館保存修理事業実績報告書及び請求書の進達
について（国費・県費・復興基金） 平成９年４月２日

紙文書

84100001704

重要文化財（建造物）旧神戸居留地十五番館保存修理計画変更承認申請書の進達につい
て 平成９年３月２５日

紙文書

84100001705

重要文化財旧神戸居留地十五番館保存修理事業国庫補助金の額の確定通知の伝達につい
て 平成９年４月１６日

紙文書

84100001706

重要文化財旧神戸居留地十五番館の現状変更許可申請の進達について 平成８年７月２
日

紙文書

84100001800

平成９年度 十五番館(復興基金、市費）

紙文書

84100001801

平成９年度重要文化財災害復旧事業に対する神戸市補助金の交付決定及び支出について
平成９年６月３日

紙文書

84100001802

平成９年度重要文化財旧神戸居留地十五番館保存修理事業実績報告書及び請求書の進達
について 平成１０年４月２日

紙文書
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84100001803

平成９年度重要文化財保存整備費（災害復旧）阪神・淡路大震災復興基金補助金交付申
請書の進達について 平成９年６月３日

紙文書

84100001900

歴史的建造物（近代建築）被災調査 アーバンデザイン室 日本建築学会

紙文書

84100001901

阪神大震災による歴史的建造物被災調査リスト 日本建築学会近畿支部建築歴史・意匠
系四部会（建築史部会・民家部会・近代建築部会・建築論部会） 平成７年４月４日

紙文書

84100001902

兵庫県南部地震による指定文化財の被害状況 平成７年２月１７日

紙文書

84100001903

阪神大震災による（神戸市の近代洋風建築物）被害状況―中間報告― 平成７年３月４
日 調査主体：日本建築学会近畿支部

紙文書

84100002000

平成９年度 沢の鶴大石蔵（前蔵・大蔵） 県指定文化財(災害復旧)補助金綴

紙文書

84100002001

平成９年度県指定重要文化財災害復旧事業に対する神戸市補助金の交付決定及び支出に
ついて（随伴補助） 平成９年１１月２１日

紙文書

84100002002

平成９年度県指定文化財保存整備費等（災害復旧）実績報告書及び補助金交付請求書の
進達について 平成１０年４月３日

紙文書

84100002003

県指定有形民俗文化財 沢の鶴株式会社大石蔵（資料館）建築基準法第３条の認定に関
する防火及び避難安全性検討書 平成９年２月

紙文書

84100002100

平成７年度 震災による清盛塚修復工事

紙文書

84100002101

県指定文化財清盛塚石造十三重塔保存修理補助金交付申請書の提出について 平成７年
７月２６日 神戸市長から兵庫県教育長あて

紙文書

84100002102

県指定文化財「清盛塚十三重塔」強化処理作業委託契約の締結と経費の支出について
平成７年８月２２日

紙文書

84100002200

８年度 文化的建造物補助関係資料 復興基金

紙文書

84100002201

文化的建造物修理費助成事業のご案内（事業主体 財団法人阪神・淡路大震災復興基
金）

紙文書

84100002202

兵庫県教育長から神戸市教育長あて 平成８年度文化財修理費助成事業補助金（（財）
阪神・淡路大震災復興基金）の交付決定について 平成９年３月２６日

紙文書
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84100002203

平成８年度 歴史的建造物等修理助成事業の文化的建造物推薦書の提出について 平成
９年２月１０日

紙文書

84100002300

平成７年度 歴史的建造物修理費助成事業 補助金交付申請書 補助事業実績報告書

紙文書

84100002301

補助金交付決定通知書 平成８年３月２９日

紙文書

84100002400

平成８年度 阪神・淡路大震災復興基金 歴史的建造物等修理費助成事業

紙文書

84100002401

歴史的建造物修理費助成事業（平成８年度）の実績報告書の提出について 平成９年３
月１７日

紙文書

84100002402

歴史的建造物修理費助成事業（平成８年度）の交付申請書の提出について 平成８年１
２月２日

紙文書

84100002500

復興基金文化財保存整備事業、（財）文化財保護振興財団修理補助事業、モーターボー
ト特別競走復興支援事業

紙文書

84100002501

震災復興基金事業案 事業名：文化財修理費助成事業

紙文書

84100002502

文化財保護振興財団補助事業実績報告書の提出について（福祥寺他）

紙文書

84100002503

文化財保護振興財団助成申請書及び推薦書等手続書類の提出について（福祥寺他） 平
成７年９月８日

紙文書

84100002504

阪神・淡路大震災復興支援事業運輸連絡協議会による阪神・淡路大震災復興支援事業の
選定について（未指定異人館・住宅に対する支援事業） 平成７年７月６日

紙文書

84100002600

モーターボート義援金申請書関係

紙文書

84100002601

神戸歴史的建造物等観光資源復旧支援事業の関係書類の送付について 平成８年１月２
８日

紙文書

84100002602

モーターボート競走による助成金の追加申請書の提出について 平成８年６月１０日

紙文書

84100002603

歴史的建造物修復に関するアンケートの実施について（モーターボート特別競走の資金
を活用した復興支援事業） 平成７年１１月２４日

紙文書

84100002604

神戸歴史的建造物等観光資源復旧支援事業助成金交付決定通知書（神戸回教寺院） 平
成８年５月１日

紙文書
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84100002700

平成１０年度 菊正宗収蔵庫国指定文化財（災害復旧）補助金綴（１）

紙文書

84100002701

平成１０年度国宝重要文化財等保存施設整備費補助金交付申請書（灘の酒造用具）

紙文書

84100002702

平成１０年度国指定民俗文化財灘の酒造用具収蔵施設建築事業実績報告書及び補助金交
付申請書の進達について（菊正宗酒造） 平成１１年４月２日

紙文書

84100002703

平成１０年度国宝重要文化財等保存施設整備費補助金の額の確定通知（灘の酒造用具）
平成１１年４月８日 兵庫県教育委員会から菊正宗酒造（株）あて

紙文書

84100002704

菊正宗酒造記念館新築工事 建築概要書 平成１０年３月１２日

紙文書

84100002705

重要有形民俗文化財「灘の酒造用具」の一部の滅失について 平成９年１月１４日

紙文書

84100002800

平成１０年度 菊正宗収蔵庫国指定文化財（災害復旧）補助金綴（２）

紙文書

84100002801

平成１０年度国宝重要文化財等保存施設整備（災害復旧）の計画変更承認申請書の進達
について（「灘の酒造用具」を保存する収蔵庫の建築） 平成１０年８月６日 神戸市
教育長から兵庫県教育長あて

紙文書

84100002900

平成１０年度 菊正宗収蔵庫国指定文化財補助金（３）

紙文書

84100002901

平成１０年度国指定重要文化財災害復旧事業に対する神戸市補助金の交付決定及び支出
について（随伴補助：菊正宗酒造株式会社） 平成１１年３月３１日

紙文書

84100002902

平成１０年度文化財保存整備費等補助事業補助金の交付決定について（通知） 平成１
１年３月９日 兵庫県教育長から神戸市教育長あて

紙文書

84100003000

平成１０年度 沢の鶴大石蔵（前蔵・大蔵）県指定文化財（災害復旧）補助金綴

紙文書

84100003001

平成１０年度県指定重要文化財災害復旧事業に対する神戸市補助金の交付決定及び支出
について（随伴補助）－沢の鶴株式会社大石蔵－ 平成１０年１１月１０日

紙文書

84100003002

平成１０年度県指定文化財保存整備費等（災害復旧）実績報告書及び補助金交付請求書
の進達について（沢の鶴・大石蔵） 平成１１年３月３１日

紙文書

84100003003

平成１０年度県指定文化財保存整備等（災害復旧）補助金交付請求書及び阪神・淡路大
震災復興基金申請書の進達について 平成１０年５月２１日

紙文書

84100003004

沢の鶴資料館 展示計画案 平成１０年７月２１日

紙文書
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84100003100

平成７年度 国指定災害復旧工事（旧トーマス住宅）

紙文書

84100003101

旧トーマス住宅災害復旧工事 震災による壁・クラック変状計測報告書 平成７年７月

紙文書

84100003102

平成７年度重要文化財保存整備費補助金交付申請書の提出について（災害復旧・県費随
伴） 平成７年１１月３０日

紙文書

84100003103

平成７年度重要文化財旧トーマス住宅保存修理事業実績報告書及び請求書の提出につい
て（国費・県費） 平成８年４月１日

紙文書

84100003104

平成７年度文化財国庫補助金の交付決定について 平成７年７月２５日

紙文書

84100003105

平成７年度重要文化財保存整備費補助金交付申請書の提出について（災害復旧） 平成
７年６月７日

紙文書

84100003106

重要文化財旧トーマス住宅保存修理事業（国庫補助事業）の設計監理業務の委託とそれ
に伴う経費の支出について 平成７年７月１日

紙文書

84100003107

係官派遣申請書の提出について（災害復旧） 平成７年８月８日

紙文書

84100003200

平成７年度 国指定災害復旧工事（旧ハッサム住宅）

紙文書

84100003201

平成７年度重要文化財旧ハッサム住宅保存修理事業実績報告書及び請求書の提出につい
て（国費・県費） 平成８年４月１日

紙文書

84100003202

重要文化財旧ハッサム住宅保存修理事業（国庫補助事業）の設計監理業務の委託とそれ
に伴う経費の支出について
平成７年９月１日

紙文書

84100003300

平成７年度 国指定災害復旧工事（旧ハンター住宅）

紙文書

84100003301

平成７年度重要文化財旧ハンター住宅保存修理事業実績報告書及び請求書の提出につい
て（国費・県費） 平成８年４月１日

紙文書

84100003302

重要文化財旧ハンター住宅保存修理事業（国庫補助事業）の設計監理業務の委託とそれ
に伴う経費の支出について
平成７年７月１日

紙文書

84100003400

平成７年度 国指定災害復旧工事（能福寺）

紙文書

84100003401

阪神・淡路大震災復興基金実績報告書及び請求書の申達について 平成８年

紙文書
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84100003500

平成７年度 国指定災害復旧工事（太山寺）

紙文書

84100003501

平成７年度重要文化財太山寺本堂・仁王門保存修理事業実績報告書及び請求書の申達に
ついて（国費・県費・復興基金） 平成８年４月１日

紙文書

84100003600

平成７年度 国指定災害復旧工事（如意寺）

紙文書

84100003601

平成７年度重要文化財如意寺阿弥陀堂・文殊堂保存修理事業実績報告書及び請求書の申
達について（国費・県費・復興基金） 平成８年４月３日

紙文書

84100003700

平成７年度 国指定災害復旧工事（十五番館）

紙文書

84100003701

平成７年度重要文化財神戸居留地十五番館保存修理事業実績報告書及び請求書の申達に
ついて（国費・県費・復興基金） 平成８年４月４日

紙文書

84100003702

係官派遣申請書の申達について 平成７年１２月８日

紙文書

84100003800

平成７年度 国指定災害復旧工事（菊正宗）

紙文書

84100003801

平成７年度重要文化財保存整備費（災害復旧）国庫補助金交付申請書及び阪神・淡路復
興基金補助金交付申請書の申達について 平成７年９月２５日

紙文書

84100003900

平成７年度 国指定災害復旧工事（旧小寺厩舎）

紙文書

84100003901

平成７年度重要文化財旧小寺家厩舎保存修理事業実績報告書及び請求書の提出について
（国費・県費） 平成８年４月１日

紙文書

84100003902

重要文化財旧小寺家厩舎保存修理事業（国庫補助事業）の設計監理業務の委託とそれに
伴う経費の支出について
平成７年７月１日

紙文書

84100004000

平成７年度 国指定災害復旧工事（多聞寺）

紙文書

84100004001

平成７年度国宝重要文化財等保存整備費補助金実績報告書及び請求書（国費）並びに文
化財保存整備費等補助事業実績報告書及び請求書（県費）の申達について 平成８年２
月１５日

紙文書

84100004002

係官派遣申請書の進達について 平成７年９月２９日

紙文書

84100004100

工事写真帳 工事名：五色塚修復工事 工事箇所：神戸市垂水区五色山４丁目 工期：
冊子・写真
平成８年２月２０日～３月３１日
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84100004200

震災写真北～西 伝建

冊子・写真

84100004300

被災指定文化財修理（市伝統的建造物）

紙文書

84100004400

被災指定文化財修理（国・県指定彫刻、工芸品、史跡）

紙文書

84100004401

県指定文化財修理設計書（兵庫県南部地震に伴う緊急修理） 平成７年３月１１日

紙文書

84100004500

被災指定文化財修理（国宝、国・県指定建造物）

紙文書

84100004501

旧神戸居留地十五番館の修理について 平成７年３月２７日

紙文書

84100004502

地震被害調査リスト （平成７年３月１８～１９日調査）

紙文書

84100004503

兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）による石造遺品の損傷状況調査メモ一覧

紙文書

84100004600

平成９・１０年度 復旧・復興関連

紙文書

84100004601

平成１０年度 阪神・淡路大震災に係る発掘調査実施状況（平成１１年３月末） 平成
１１年５月２７日

紙文書

84100004602

平成１０年度の復興調査の現状〔２〕 神戸市教育委員会文化財課 平成１１年３月５
日

紙文書

84100004603

平成９年度 阪神・淡路大震災に係る発掘調査実施状況（平成１０年３月末） 平成１
０年３月２４日

紙文書

84100004604

阪神・淡路大震災に伴う復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する基本方針の
適用期間の変更について（通知） 平成１０年３月３０日 兵庫県教育長から各市郡町
教育長あて

紙文書

84100004700

平成９年度 県教委 復興支援依頼ほか

紙文書

84100004701

阪神・淡路大震災の復興事業に係る埋蔵文化財発掘調査の実績報告書の送付について
平成１０年３月４日 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所長から神戸市教育長あて

紙文書

84100004702

阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査に係る支援についての礼
状の送付について 平成１０年５月１日

紙文書
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84100004703

阪神・淡路大震災に係る埋蔵文化財の調査依頼について 平成１０年２月１６日 神戸
市教育長から兵庫県教育長あて

紙文書

84100004704

阪神・淡路大震災の復興調査にともなう発掘調査報告書の作成にかかる支援職員の派遣
について 平成９年７月１６日 神戸市教育長から兵庫県教育長あて

紙文書

84100004800

平成８年度 県教委 復興支援依頼ほか

紙文書

84100004801

阪神・淡路大震災に係る埋蔵文化財の調査依頼について 平成９年１月２７日 神戸市
教育長から兵庫県教育長あて

紙文書

84100004900

平成７年度 震災関連 公営・改良住宅についての照会（回答）

紙文書

84100004901

平成７年度災害公営住宅建設事業に対する意見について（回答） 平成８年１月１６日

紙文書

84100005000

平成７年度 震災に伴う埋蔵文化財の取扱い

紙文書

84100005001

「学用品受入センター」の開設について 平成７年１月２６日

紙文書

84100005002

平成９年度 阪神淡路大震災の復旧・復興事業調査（神戸市への支援職員）

紙文書

84100005003

阪神・淡路大震災復旧・復興に伴う埋蔵文化財専門職員の派遣（平成９年４月１日付）

紙文書

84100005004

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マニュアル 暫定版

紙文書

84100005005

兵庫県教育委員会と神戸市教育委員会との「阪神・淡路大震災に係る埋蔵文化財発掘調
査の支援に関する協定書」 平成７年７月１日

紙文書

84100005006

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

84100005007

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） 平成７年３月２９日 文化庁次長から兵庫県教育委員会教育長あて

紙文書

84100005100

地震関連雑綴 職員出勤状況 文化財関係新聞記事

紙文書

84100005101

災害を受けた子どもたちの心のケア事業

紙文書
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84100005200

平成６年度 阪神大震災震災 震災関係資料

紙文書

84100005201

阪神・淡路大震災に関する神戸の教育復興のための当面の課題 平成７年２月１４日
神戸市教育委員会

紙文書

84100005202

阪神大震災に関する報告（平成７年２月７日教育委員会会議資料） （神戸市教育委員
会事務局）

紙文書

84100005203

阪神大震災に関する要望 平成７年１月 神戸市教育委員会

紙文書

84100005204

兵庫県南部地震災害復旧事業に関する要望 平成７年１月 神戸市教育委員会

紙文書

84100005205

文部省被災状況調査会議録 平成７年１月２３日

紙文書

84100005206

避難所該当学校園への教職員支援体制について 平成７年１月２２日 教職員課

紙文書

84100005300

平成６年度 阪神大震災 震災関係資料

紙文書

84100005301

阪神・淡路大震災における神戸市災害対策本部学校部１カ月の取り組み（平成７年２月
１３日現在）

紙文書

84100005302

神戸市文化財保存資金融資利子補給制度のあらまし 神戸市教育委員会文化財課

紙文書

84100005400

平成６年度 阪神大震災 震災関係資料

紙文書

84100005401

文化財修理に限定された寄付金の取扱い要領

紙文書

84100005402

文化財財政支援制度

紙文書

84100005500

平成６・７年度 阪神大震災関連

紙文書

84100005501

文化庁記念物課 阪神大震災状況調査 打ち合わせ会議（報告） 平成７年２月８日

紙文書

84100005600

震災関連資料

紙文書

84100005601

阪神淡路大震災後の埋蔵文化財調査についての集計表（復旧・復興関連事業地内の埋蔵
文化包蔵地）

紙文書
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84120105100

神戸市立青陽高等養護学校、神戸市立友生養護学校、神戸市立青陽東養護学校、神戸市
立盲学校、神戸市立青陽西養護学校、神戸市立垂水養護学校、心障学級、進路他

紙文書

84120105101

兵庫区・長田区の心身障害児の現状について

紙文書

84120105102

兵庫障害者連絡協議会から市長あての「阪神大震災により被災した障害者・家族への救
援対策の要望書」 １９９５年３月１日

紙文書

84120105103

知的障害児（者）施設の被害状況 平成７年２月９日

紙文書

84120105200

学校園施設の被害状況、ブロック別校園長会、震災被害等実態調査

紙文書

84120105201

学校園再開・卒業式等についての調査 平成７年２月２０日

紙文書

84120105300

小学校の簡易給食、中学校の給食、炊き出しメニュー、配送計画他

紙文書

84120105301

平成７年２月２日付 ７体学第６の１号 文部省体育局学校健康教育課長 平成７年兵
庫県南部地震における被災児童生徒の心の健康相談活動等の充実について（通知）

紙文書

84120105302

被災した幼児・児童生徒の精神保健支援について 平成７年２月２日

紙文書

84120105303

災害時の子供への精神的援助 平成７年１月２８日

紙文書

84120105400

国家要望、激甚対象拡大資料、既存諸法の改正 他

紙文書

84120105401

学校運営等における留意事項について 平成７年２月１０日

紙文書

84120105500

震災セミナー （参加者名簿、視察コース、進行台本）準備資料

紙文書

84120105501

震災セミナー説明会 平成７年８月２９日

紙文書

84120105600

震災セミナー 『震災セミナー 神戸の教育』 ―災害の実態と教訓― 平成７年８月
２８日・２９日 神戸国際会議場 神戸市教育委員会 「阪神・淡路大震災 神戸市立
冊子・写真
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」 本山中学校記録集、千
歳小学校記録集他

84120105601

あしたに幸せ運べるように ―児童生徒の阪神・淡路大震災体験作文集― 発行者：神
冊子・写真
戸市教育委員会 発行日：平成７年９月１日
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84120105602

阪神大震災 ～復興への足跡～ 発行者：本山中学校 発行：１９９５年４月

冊子・写真

84120105603

震災体験記録 絆 発行者：神戸市立千歳小学校 平成７年６月１日

冊子・写真

84120105700

「阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み」

紙文書

84120105701

第２回教育懇親会意見要旨

紙文書

84120105702

第１回教育懇親会意見要旨

紙文書

84120105800

震災記録集 「阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み」 再校正 （平
冊子・写真
成８年１月８日）

84120105801

震災の記録「平成７年１月１７日阪神・淡路大震災」 ひまわり学園、丸山学園、のば
冊子・写真
ら学園 編集：３通園連絡会 発行日：平成８年１月１７日

84150105900

平成７年度 （震災）完全給食再開調査

紙文書

84150105901

完全給食実施の準備状況について 平成７年３月２９日

紙文書

84150105902

平成７年度の学校給食について 平成７年４月１２日

紙文書

84150105903

平成７年度の牛乳、主食、副食について 平成７年４月７日

紙文書

84150106000

震災 完全給食再開

紙文書

84150106001

平成７年度 学校給食代替措置経過 平成７年５月８日

紙文書

84150106002

給食備品の復旧について（通知）

紙文書

84150106100

震災一周年記念講演とシンポジウム

84150106101

震災一周年記念講演とシンポジウム テーマ「震災と食」―ＨＹＯＧＯ・ＫＯＢＥ 栄
冊子・写真
養士からのメッセージ― 日時：平成８年１月３０日

84150106200

学校統合に伴う給食の検討

紙文書

84150106201

統合校及び本庄小学校給食の実施について（平成９年４月から） 平成９年４月４日

紙文書

冊子・写真
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84150106300

災害 法令 通知等

紙文書

84150106301

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（参考送付） 平成７年２
月９日

紙文書

84150106400

給食再開準備 ２

紙文書

84150106401

平成７年１月２０日付 ７体学第４号文部省体育局学校健康教育課長通知「平成７年兵
庫県南部地震対策のための学校給食施設等の活用に関する協力要請について」

紙文書

84150106500

給食再開準備 ３

紙文書

84150106501

学校給食の再開について 平成７年２月２０日

紙文書

84150106502

学校徴収金（給食費を除く）の取扱について 平成７年２月２０日

紙文書

84150106600

学校給食設備を利用した「炊き出し事業」 １

紙文書

84150106601

（給食設備を活用した）簡易弁当及び炊出しの件 平成７年１月２３日

紙文書

84150106700

炊き出し（震災）

紙文書

84150106701

共同調理場炊出し状況 平成７年２月８日現在

紙文書

84150106702

共同調理場炊出し 平成７年１月３１日

紙文書

84150106800

献立表（１９７４．１２～１９９０．３）

紙文書

84150106801

こんだて表（第６地区） 平成２年２月

紙文書

84150106900

学校施設の被害状況、学校給食再開計画、災害対策本部学校部情報、学校教育活動の再
開

紙文書

84150106901

学校教育活動の再開について 平成７年２月１１日

紙文書

84150107000

災害対策本部学校部情報Ｎｏ．５５（平成７年３月６日）～Ｎｏ．１０８（平成７年８
月２４日）

紙文書

84150107001

（避難所）食事の改善について 平成７年３月１０日

紙文書
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84150107002

神戸新聞切り抜き 「子供のケアと避難者の間で先生の悩み尽きず」 平成７年４月９
日

紙文書

84150107100

平成６年度 給食費の精算

紙文書

84150107101

給食費の取扱について 平成７年３月２日

紙文書

84150107102

ミルク給食費及び昼食費の取扱について 平成７年３月６日

紙文書

84150107200

平成６年度 給食施設設備

紙文書

84150107201

中学校ミルク給食再開に係る調査について 平成７年２月６日

紙文書

84150107300

平成６年度 給食再開事業

紙文書

84150107301

学校給食再開について 平成７年２月１９日

紙文書

84150107302

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

紙文書

84150107303

兵庫の学校給食だより 平成７年１１月１日

紙文書

84150107400

平成６年度 災害対策 炊き出し事業

紙文書

84150107401

調理機器借用のお礼 平成７年２月２７日

紙文書

84150107402

簡易弁当と炊きだしの実施について

紙文書

84150107500

垂水学校給食共同調理場（調理場被害、炊出し（弁当））

冊子・写真

84150107600

平成７年１月２３日～２５日 炊き出し状況写真 ＜北学校給食共同調理場＞

冊子・写真

84500000100

被害状況の写真 常設 ①

冊子・写真

84500000200

被害状況の写真 常設 ①―２

冊子・写真

84500000300

被害状況の写真 常設 ①―１

冊子・写真

84500000400

被害状況の写真 常設 ②

冊子・写真

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01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

84500000500

被害状況の写真 常設 ②―１

冊子・写真

84500000600

被害状況の写真 常設 ②―２

冊子・写真

84500000700

被害状況の写真 常設 ③

冊子・写真

84500000800

被害状況の写真 常設 ③－１

冊子・写真

84500000900

被害状況の写真 常設 ③－２

冊子・写真

84500001000

被害状況の写真 常設 ④

冊子・写真

84500001100

被害状況の写真 常設 ④－１

冊子・写真

84500001200

被害状況の写真 常設 ④－２

冊子・写真

84500001300

被害状況の写真 常設 ⑤

冊子・写真

84500001400

被害状況の写真 常設 ⑤－１ その他

冊子・写真

84500001500

被害状況の写真 ホール 南蛮 ①

冊子・写真

84500001600

被害状況の写真 ホール 南蛮ー①

冊子・写真

84500001700

被害状況の写真 ホール 南蛮①―２

冊子・写真

84500001800

被害状況の写真 南蛮―② 特 １ 収 ９

冊子・写真

84500001900

被害状況の写真 南蛮 特 １ 収 ９

冊子・写真

84500002000

被害状況の写真 ①

冊子・写真

84500002100

被害状況の写真 ①－１

冊子・写真

84500002200

被害状況の写真 ①－２

冊子・写真

84500002300

被害状況の写真 ②

冊子・写真
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84500002400

被害状況の写真 ③

冊子・写真

84500002500

被害状況の写真 ③－１

冊子・写真

84500002600

被害状況の写真 ③－２

冊子・写真

84500002700

被害状況の写真 ④

冊子・写真

84500002800

被害状況の写真 ④－１

冊子・写真

84500002900

被害状況の写真 ④－２

冊子・写真

84500003000

被害状況の写真 ⑤

冊子・写真

84500003100

被害状況の写真 その他

冊子・写真

84500003200

被害状況の写真 Ⅰ 地階

冊子・写真

84500003300

被害状況の写真 Ⅱ ３階

冊子・写真

84500003400

被害状況の写真 余

冊子・写真

84500003500

神戸市立博物館復旧図

冊子・写真

84500003600

国際シンポジウム 災害から文化財を守る

紙文書

84500003601

国際シンポジウム 災害から文化財を守る 神戸大会 阪神・淡路大震災２周年「文化
財保護フォーラム」平成９年１月１９日 神戸朝日ホール

紙文書

84500003602

国際シンポジウム 災害から文化財を守る 報道発表資料 平成８年１１月１５日

紙文書

84500003700

阪神大震災美術館・博物館総会調査報告原稿 全国美術館会議

紙文書

84500003701

阪神・淡路大震災時における神戸市立博物館他の対応状況票

紙文書

84500003800

防災科研

紙文書

84500003801

「防災科研」用のコンピューター設置について

紙文書
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84500003802

科学研究費補助金の経理について

紙文書

84500003900

国際シンポジウム 地震から文化財を守るー阪神・淡路大震災５周年と台湾大地震

紙文書

84500003901

国際シンポジウム 地震から文化財を守る ～阪神・淡路大震災５周年と台湾大地震～
平成１２年１月２８日 神戸大学瀧川記念学術交流会館

紙文書

84500004000

神戸市立博物館地震被害状況調査

紙文書

84500004001

神戸市立博物館地震被害状況調査 報告書 平成７年３月

紙文書

84500004002

神戸市立博物館の地震被害状況 平成７年４月１２日

紙文書

84500004100

９５国庫補助（備品）

紙文書

84500004101

設備復旧の国庫補助対象工事費積算内訳書

紙文書

84500004102

平成８年度購入備品 平成８年５月２４日

紙文書

84500004200

地震関係メモ・新聞切抜他

紙文書

84500004201

阪神・淡路大震災お見舞い・協力者等一覧表

紙文書

84500004202

収蔵品の被害状況について

紙文書

84500004300

９５地震関係（記録原本報告書・私信）

紙文書

84500004301

県下博物館等設備被害状況及び掲載資料 平成７年１２月７日

紙文書

84500004302

阪神大震災における博物館の被害状況について―博物館研究 平成７年２月２５日

紙文書

84500004400

地震関係（予備原稿）

紙文書

84500004401

～阪神淡路大震災を教訓として～美術作品の防災対策の現状について 平成１１年１月
２２日

紙文書

84500004402

阪神大震災による被害と復旧―神戸市立博物館の場合 平成７年１０月

紙文書

84500004500

文化財防災資料センター

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
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文書
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84500004501

「文化財防災資料センター」（仮称）設立趣意書

紙文書

84500004600

全国美術館会議 阪神大震災美術館・博物館総合調査 報告Ⅰ

冊子・写真

84500004700

全国美術館会議 阪神大震災美術館・博物館総合調査 報告Ⅱ

冊子・写真

84500004800

震災復旧事業 事務用備品

紙文書

84500004801

阪神・淡路大震災復旧事業に係る展示用備品修理業務の委託契約の締結並びに所要経費
の支出について（国庫補助事業） 平成７年７月２７日

紙文書

84500004900

震災関連メモ・対応等

紙文書

84500004901

神戸市立博物館の地震被害状況 平成７年４月１２日

紙文書

84500004902

阪神・淡路大震災メモリアル「タペストリー」の作成 平成７年１０月

紙文書

84500004903

阪神大震災美術館・博物館総合調査について（お願い） 平成７年５月２０日 全国美
術館会議会長から神戸市立博物館あて

紙文書

84500005000

Ｈ７館外展示

紙文書

84500005001

神戸市立博物館 館外企画展示のご案内

紙文書

84500005002

館外企画展示 入館者数の状況

紙文書

84500005100

震災復旧事業（市単費分）

紙文書

84500005101

震災復旧事業にかかる代替資料購入、及びその資料に関する評価委員の委嘱と評価委員
会の開催、および諸経費の支出について 平成７年１１月１０日

紙文書

84500005102

阪神・淡路大震災復旧事業にかかる展示用備品修理業務の委託契約の締結並びに所要経
費の支出について 平成７年１０月１２日

紙文書

84500005200

文化財防災資料センター

紙文書

84500005201

文化財防災資料センター運営委員会の開催と所要経費の支出について 平成９年１２月
４日

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
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84500005202

文化財防災資料センター運営に関する所要経費の支出について 平成１６年３月２５日

紙文書

84500005300

桜ヶ丘銅鐸、銅戈の一時保管依頼について（伺）

紙文書

84500005301

桜ヶ丘銅鐸、銅戈の一時保管依頼について 平成７年１月２５日

紙文書

84500005302

阪神・淡路大震災による桜ヶ丘銅鐸、銅戈の被害状況調査の委託契約締結とそれに係る
経費の支出について 平成７年３月２３日

紙文書

84500005400

物品不用決定兼処分決議書

紙文書

84500005401

博物館資料及び事務用備品 物品不要決定兼処分決議書（破損及び修復不可能） 平成
７年７月６日

紙文書

84500005500

神戸市立博物館地震被害状況調査 報告書 平成７年３月

紙文書

84500005600

神戸市立博物館地震被害状況調査 報告書 平成７年３月

冊子・写真

84500005700

災害復旧工事にかかる請負契約書及び修復委託契約書

紙文書

84500005701

神戸市市立博物館給排水設備復旧工事請負契約書 平成７年３月２７日

紙文書

84500005702

市立博物館災害復旧工事請負契約書 平成７年８月１１日

紙文書

84500005703

市立博物館災害復旧機械設備工事請負契約書 平成７年７月２５日

紙文書

84500005704

震災復旧事業における展示資料の修復業務の委託契約書 平成７年７月２７日

紙文書

84500005800

平成７年度 市立博物館災害復旧機械設備工事 竣工図 工期 平成７年７月２６日～
冊子・写真
平成７年１２月１５日

84500005900

平成７年度 市立博物館空調設備改修工事 完成図書 工期 平成７年８月３０日～平
冊子・写真
成７年１２月２０日

84500006000

国庫補助（災害）雑書類

紙文書

84500006001

阪神・淡路大震災復旧事業にかかる展示資料の修復業務の委託契約の締結並びに所要経
費の支出について（国庫補助事業） 平成７年７月４日

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
冊子・写真
ＦＤ・ＭＯ
ビデオ
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84500006002

消防用設備等点検状況報告書 平成７年６月１９日

紙文書

84500006100

国庫補助会計検査（災害復旧）

紙文書

84500006101

会計検査に係る検査調書の提出について 平成９年４月２５日

紙文書

84500006102

会計検査（文部省所管）について 平成１０年５月１２日

紙文書

84500006200

災害復旧１／２

紙文書

84500006201

阪神・淡路大震災に係る一般単独災害復旧事業個所表及び設計方針書（災害関連工事を
除く） 平成７年１２月１４日

紙文書

84500006202

補助災害復旧事業に係る超過負担額一覧表 平成７年１２月１３日

紙文書

84500006300

災害復旧債２／２ 備品

紙文書

84500006301

備品復旧一覧表

紙文書

84500006302

平成７年度一般単独災害復旧事業並びに地方公営企業等災害復旧事業に係る大蔵省審査
（第２回）の対応について 平成７年１１月２４日

紙文書

84500006400

災害復旧申請書

紙文書

84500006401

設備復旧の国庫補助対象工事費積算内訳書（ケース等）

紙文書

84500006402

設備復旧の国庫補助対象工事費積算内訳書（資料、収蔵品等）

紙文書

84500006500

地震被害状況（市立博物館）

紙文書

84500006501

社会教育施設復旧計画 平成７年２月２５日

紙文書

84500006502

文化財建造物修理について 平成７年２月１９日

紙文書

84500006503

神戸市立博物館の地震被害状況 平成７年４月１２日

紙文書

84500006504

神戸市立博物館地震被害状況調査について

紙文書

84500006600

災害復旧関連－予算・調査・資料－

紙文書

教育委員会事務局 整理済文書目録
平成31年02月01日現在

紙文書
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84500006601

支援団体等一覧表

紙文書

84500006602

「兵庫県南部地震の災害復旧における建築構造専門家の確認・指導依頼書」 平成７年
２月２１日

紙文書

84500006603

地震災害における建物の被害区分について（通知） 文部省教育助成局施設助成課長か
ら関係府県教育委員会施設主管課長あて 平成７年２月１０日

紙文書

84500006604

災害単価表 ［阪神・淡路大震災に係る公立学校施設災害復旧事業に適用する復旧指針
に基づく統一単価］ 平成７年２月 文部省

紙文書

84500006605

文部省所管公立社会教育施設災害復旧費調査要領（案）

紙文書

84500006606

文部省所管公立社会教育施設災害復旧費調査に関する申合事項（案） 昭和５９年１１
月２日

紙文書

84500006700

災害復旧申請書

紙文書

84500006800

神戸市立博物館震災改修計画 ６年度工事

紙文書

84500006801

災害復旧事業施設別表

紙文書

84500006900

神戸市立博物館震災改修計画 ７年度工事

紙文書

84500006901

災害復旧事業施設別表

紙文書

84500007000

災害復旧支出関連

紙文書

84500007001

平成６年度 神戸市立博物館地震被害状況調査業務の委託について 平成７年２月１６
日

紙文書

84500007002

工事請負契約決定通知書 平成７年９月５日

紙文書

