
目録番号 請求番号 分類 内容形態 点数 和暦 西暦 備考

蓬川仮設住宅関係資料（仮）目録

1 A-b-1 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター開設あいさつ、グランドゴルフ大会・カラオケ大
会運営関連（実施要項・お知らせほか）、ファックス、運営協議会
設立案、領収書、蓬川自治会決定事項。

中性紙封筒
一括

38 平成8～9 1996～
1997

要審査

2 A-ｃ-1 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター運営協議会・自治会名簿、ふれあいセンターお
知らせ、生活復興県民ネット関係（メンバー自己紹介・出会いの
広場参加カード）。

中性紙封筒
一括

35 平成8 1996

要審査

3 A-e-6 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター・蓬川仮設自治会のお知らせ、『蓬川仮設ふれ
あいセンター カラオケの本』（選曲コード一覧）。

中性紙封筒
一括

20 平成8 1996

4 B-9 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンターのお知らせ（カラオケ使用規則ほか）、ポスター
類（健康づくりキャンペーン・尼崎こころのケアセンター、尼崎市ゴ
ミの仕分け、演歌CD宣伝（島悠子・港さとし））、尼崎市詳細図（平
成8、浜田崇徳院社会福祉協議会区域図）

中性紙封筒
一括

9 平成8 1996

5 A-ｃ-11 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター健康教室・健康相談関連資料（お知らせ・配布
物）、尼崎市・兵庫県発行の健康事業関連チラシ・ポスター。

中性紙封筒
一括

18 平成8～9 1996～
1997

6 A-ｃ-3 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター事業計画（平成8.6～9.5）中性紙封筒
一括

12 平成8～9 1996～
1997

7 A-a-1 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター運営協議会次第・事業計画・名簿・お知らせ、
仮設住宅地スポーツ遊具等設置事業補助金交付決定通知書、
遊具の貸出カード・写真（12枚+ネガ1）、餅つき大会写真コピー、
自治会決定事項・お知らせ、自主防災会・組織・編成・任務負担
表

中性紙封筒
一括

56 平成8～10 1996～
1998

要審査

8 Ｂ-3 1 蓬川公園ふれあい
センター

蓬川公園仮設住宅健康相談・健康教室日程表、来所者記入表、
蓬川公園ふれあいセンター事業計画、お知らせ（子供会廃品回
収結果）、各種発行物（『地域安全ニュース あまにし』、NPOシン
フォニーほか）

中性紙封筒
一括

9 平成10 1998

－1－ 尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”※備考に「要審査」とある史料は公開・非公開を審査する史料です。
閲覧には事前申請が必要です。



目録番号 請求番号 分類 内容形態 点数 和暦 西暦 備考

蓬川仮設住宅関係資料（仮）目録

9 Ｂ-5 1 蓬川公園ふれあい
センター

蓬川公園広場コンサートお知らせ、仮設住民支援カンパ関係新
聞記事コピー、災害復興住宅入居申込関係資料、生活復興支援
基金事業の案内、生活復興県民ネット・尼崎市消防局・同保健所
ほか各種発行物。

中性紙封筒
一括

23 (平成)

10 A-a-4 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター使用申込書（一部未使用用紙含む）。中性紙封筒
一括

59 平成9 1997

要審査

11 A-a-3 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター利用者名簿（平成8年3月～9年3月分）。中性紙封筒
一括

46 平成8.3～9.3 1996～
1997

12 A-ｃ-2 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンターの来所者記入表（平成9年5～7月）・当番表中性紙封筒
一括

22 平成9 1997

13 A-a-2 1 蓬川公園ふれあい
センター

来所者記入表（平成8年8～10月、9年2～4・9・11・12月、10年1
月）、当番表（平成8年4月～10年1月）

中性紙封筒
一括

11 平成8～10 1996～
1998

14 A-e-1 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター演芸交流会横断幕。中性紙封筒
一括

1 (平成)

15 Ｂ-8 1 蓬川公園ふれあい
センター

写真（植本善三氏撮影）中性紙封筒
一括

2 平成8 1996

16 A-e-2 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンターでの活動の写真（カラーコピー）中性紙封筒
一括

11 (平成) 兵庫県に提出分のコ
ピー。ネガは同セン
ター会長土井新郎氏
所蔵。

要審査

17 A-b-14 1 蓬川公園ふれあい
センター

尼崎競艇プログラム、東芝演歌カレンダー、ピザーラメニュー、毎
日新聞

中性紙封筒
一括

4 平成8～9 1996～
1997

－2－ 尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”※備考に「要審査」とある史料は公開・非公開を審査する史料です。
閲覧には事前申請が必要です。



目録番号 請求番号 分類 内容形態 点数 和暦 西暦 備考

蓬川仮設住宅関係資料（仮）目録

18 Ｂ-2 1 蓬川公園ふれあい
センター

近隣飲食店（浜田中央商店街「福助」ほか）の注文メニューのコ
ピー

中性紙封筒
一括

2 (平成)

19 Ｂ-1 1 蓬川公園ふれあい
センター

カラオケ選曲コードを書いたノート中性紙封筒
一括

1 (平成)

20 Ｂ-4 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター宛て色紙（日本マーキュリーレコード島悠子、
港さとし）

中性紙封筒
一括

2 平成7 1995

21 Ｂ-7 1 蓬川公園ふれあい
センター

色紙（地蔵菩薩と童子、京都寂光院門主小松智光氏画、阪神大
震災被災者に贈呈）。

中性紙封筒
一括

4 平成8 1996

22 Ｂ-6 1 蓬川公園ふれあい
センター

掲示札「ふれあい安心マーク」（立花・センタープール地域ふれあ
いの会）

中性紙封筒
一括

2 (平成)

23 A-a-6 1 蓬川公園ふれあい
センター

ふれあいセンター備品の保証書・取扱説明書（冷蔵庫、カラオ
ケ、ファックス、ビデオ、掃除機、コピー機）

中性紙封筒
一括

28 (平成8) (1996)

24 A-a-5 2 蓬川仮設住宅 蓬川仮設住宅関係記事切り抜き（原本）4点とコピー8点。中性紙封筒
一括

12 平成8～9 1996～
1997

コピー

25 B-10 2 蓬川仮設住宅 蓬川仮設住宅自治会「入居者及び関係者以外立入禁止」看板木製看板 5 (平成) 看板(1)立杭付き・板
部分：縦61×横
40cm×厚さ0.5cm、
杭部分：縦31横5.8×
厚さ2.5×ｃｍ。(2)(3)
縦61×横
(2)40(3)34×厚さ
0.5cm。

26 B-11 2 蓬川仮設住宅 旗「防火 FIRE Prevention」旗 1 (平成) 縦93×横118cm。

－3－ 尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”※備考に「要審査」とある史料は公開・非公開を審査する史料です。
閲覧には事前申請が必要です。



目録番号 請求番号 分類 内容形態 点数 和暦 西暦 備考

蓬川仮設住宅関係資料（仮）目録

27 A-ｄ 3 土井新郎氏関係資
料

蓬川仮設自治会決定事項・役員名簿・自主防災会規約、ふれあ
いセンター運営協議会名簿・お知らせ・事業計画・開所式典関
連、住民会議ニュース・同会事務局名簿、「そして神戸」ファックス
（被災者「公的支援」関連）、慰問観劇参加者募集、災害復興住
宅関連、尼崎市宛て要望書コピー、生活再建事業（生活支援アド
バイザー、尼崎市発行健診案内等）、フェニックスリレーマーケッ
ト事業運営関連。

チューブ
ファイル

1 平成7～8 1995～
1996

土井氏個人持ちファ
イル（大型チューブ
ファイル）。

要審査

28 A-e-5 3 土井新郎氏関係資
料

土井新郎氏罹災証明書・市長宛申立書・蓬川仮設住宅関係新聞
記事のコピー、関西労災病院看護部ボランティア活動報告書、災
害公営住宅応募関係書類。

中性紙封筒
一括

22 平成7 1995

要審査

29 A-e-3 3 土井新郎氏関係資
料

蓬川仮設住宅ふれあいセンター会長（元自治会長）土井新郎氏
所蔵手帳（1992年度版だが内容は1996年のもの）のコピー。

中性紙封筒
一括

1 平成8 1996

要審査

30 A-e-4 3 土井新郎氏関係資
料

蓬川仮設住宅ふれあいセンター会長（元自治会長）土井新郎氏
所蔵手帳（1997年）のコピー。

中性紙封筒
一括

1 平成9 1997

要審査

31 A-b-3 5 ボランティア・復興
支援事業

ニュース・案内・チラシ類（NPOシンフォニー、ボランティアグルー
プマイムマイム、震災・活動記録室通信、生活再建住民会議、仮
設支援連絡会議、フェニックスステーション、大庄福祉事務所、蓬
川公園ふれあいセンター、阪神地区フェニックスリレーマーケッ
ト、尼崎被災者の会ほか）、新聞記事コピー、FAXコピー（仮設住
宅引越ボランティア・公的援助法関連）、コンサート案内チラシ

中性紙封筒
一括

51 平成7～9 1995～
1997

ファックスあり

32 A-b-4 5 ボランティア・復興
支援事業

『復興かわらばん』（被災者復興支援会議）、『ハートネット』（生活
復興県民ネット）、『復興へ！そして21世紀の市民社会に向けて』
（阪神・淡路大震災被災者復興支援会議の記録）

中性紙封筒
一括

22 平成7～9 1995～
1997

33 A-ｃ-5 5 ボランティア・復興
支援事業

震災ボランティアグループ「神戸元気村」の活動（被災高齢者へ
の米配布、緊急通報システム）に関するチラシ・新聞記事コピー。

中性紙封筒
一括

16 平成8～9 1996～
1997

－4－ 尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”※備考に「要審査」とある史料は公開・非公開を審査する史料です。
閲覧には事前申請が必要です。



目録番号 請求番号 分類 内容形態 点数 和暦 西暦 備考

蓬川仮設住宅関係資料（仮）目録

34 A-ｃ-6 5 ボランティア・復興
支援事業

尼崎生活再建住民会議（市内仮設入居者実態調査・災害公営住
宅）、コミュニティづくり検討会資料、兵庫県『恒久住宅への移行
プログラム』、厚生省資料速報

中性紙封筒
一括

15 平成8～9 1996～
1997

35 A-ｃ-9 5 ボランティア・復興
支援事業

生活復興県民ネット発行物および出会いの広場事業（生活復興
プランのニーズマッチング）関連資料、兵庫県ほかの発行物（復
興かわらばん、県民だより）

中性紙封筒
一括

15 平成8～9 1996～
1997

36 A-b-7 6 ボランティア・復興
支援事業

「仮設居住者の震災前の家賃実態調査」アンケート、災害復興住
宅入居申込関係書類、住民会議ニュース

中性紙封筒
一括

19 平成8～9 1996～
1997

37 A-b-2 5 ボランティア・復興
支援事業

コミュニティづくり事例検討会レジュメほか関係書類。中性紙封筒
一括

11 平成9 1997 ＮＰＯシンフォニーの
主催

38 A-b-6 5 ボランティア・復興
支援事業

「公的援助法」実現ネットワークより、「災害被災者等支援法」国会
成立に関するお知らせ（FAXコピー）。

中性紙封筒
一括

13 平成9 1997

39 A-ｃ-7 6 ボランティア・復興
支援事業

県営水堂団地入居者交流会のお知らせ中性紙封筒
一括

3 平成10 1998

40 A-e-7 6 ボランティア・復興
支援事業

『（第4次募集分）災害復興公営住宅 周辺案内マップ』（生活復
興県民ネット発行）、『第四次募集 災害復興公営住宅区別あん
ない』、（震災･活動記録室発行）、『新築市営住宅・周辺案内マッ
プ』（「元気アップ神戸」市民運動推進協議会事務局発行）

中性紙封筒
一括

3 (平成)

41 A-b-8 7 発行物・配布物 尼崎市西保健所配布物（健康教室の案内、食事の手引きほか）中性紙封筒
一括

26 平成7～9 1995～
1997

－5－ 尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”※備考に「要審査」とある史料は公開・非公開を審査する史料です。
閲覧には事前申請が必要です。



目録番号 請求番号 分類 内容形態 点数 和暦 西暦 備考

蓬川仮設住宅関係資料（仮）目録

42 A-a-7 7 発行物・配布物 ふれあいセンター便り、リーフレット類（『震災を体験した子どもと
かかわる人のためのガイド』ほか）、『被災された方々のための基
金事業のご案内』、『くらしの復興かわらばん』（こころ豊かな兵庫
づくり推進協議会）、『災害復興（賃貸）住宅入居申し込みのご案
内』、生活復興県民ネット・被災者生活再建活動（フェニックス活
動）支援関連発行物ほか

中性紙封筒
一括

85 平成8～9 1996～
1997

43 A-a-8 7 発行物・配布物 『尼崎求人情報あぶにーる』（ハローワーク尼崎）、尼崎医療生活
協同組合『加入のおさそい』、フェニックスステーション大庄発行
チラシ、尼崎緑化協会発行物・ポスター、兵庫県総合保健協会健
康づくり啓発ビラ、『応急手当講習テキスト』（尼崎市消防局）、蓬
川仮設住宅居住者向けイベント案内ほか

中性紙封筒
一括

22 平成8～9 1996～
1997

44 A-b-10 7 発行物・配布物 『尼崎市民ふくし』、尼崎市ごみカレンダー、地震災害対策パンフ
レット類、義援金支給・住宅助成関連お知らせ、地域安全ニュー
ス、フェニックスステーション大庄お知らせ、全国交通安全運動チ
ラシ、大庄地区少年補導委員街頭補導実施計画表、尼崎緑化協
会発行物（フリーマーケット案内、緑の相談所だより）

中性紙封筒
一括

43 平成8～9 1996～
1997

45 A-a-9 7 発行物・配布物 七地区子供会お知らせ（廃品回収結果・クリスマス会案内）、地域
ふれあいコンサートチラシ（地域ふれあいの会・尼崎西交通安全
協会）、

中性紙封筒
一括

4 平成8～9 1996～
1997

46 A-b-9 7 発行物・配布物 大庄・崇徳院地区お知らせ・案内（地域美化活動、盆踊り、こども
まつり、成徳小学校校庭開放）ほか

中性紙封筒
一括

7 平成8～9 1996～
1997

47 A-ｃ-8 7 発行物・配布物 大庄地区こどもまつり、盆踊り・健康教室、子ども会廃品回収報
告、尼崎ボランティア連絡協議会ふれあいフェスティバルほか

中性紙封筒
一括

9 平成9 1997

48 A-ｃ-10 7 発行物・配布物 尼崎市発行物（さわやか推進室、大庄地区道路工事お知らせ、
狂犬病登録ほか）、地域安全ニュース、大庄地区少年補導委員
街頭補導実施計画表、ふれあいセンター宛てFAXコピー（演奏会
招待など）

中性紙封筒
一括

14 平成8～9 1996～
1997

－6－ 尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”※備考に「要審査」とある史料は公開・非公開を審査する史料です。
閲覧には事前申請が必要です。



目録番号 請求番号 分類 内容形態 点数 和暦 西暦 備考

蓬川仮設住宅関係資料（仮）目録

49 A-b-11 7 発行物・配布物 NHKラジオ体操（仮設住宅別実施状況、体操図解）、『健康づくり
のてびき』、被災地しごと開発事業関連募集チラシ、生活復興県
民ネット（フェニックス活動助成事業）、兵庫県生活復興推進課、
被災者復興支援会議（応急仮設住宅巡回相談）

中性紙封筒
一括

38 平成8～9 1996～
1997

50 A-b-13 7 発行物・配布物 『市報あまがさき』（尼崎市）中性紙封筒
一括

7 平成8～10 1996～
1998

51 A-ｃ-4 7 発行物・配布物 蓬川ふれあいセンター関係新聞記事コピー、「公的援助法」実現
ネットワーク関連FAX、尼崎生活再建住民会議・NPOシンフォ
ニー・ボランティアグループ「マイムマイム」発行物（ニュース、ボラ
ンティア登録ほか）、『らいふ』（兵庫県社会福祉協議会）、被災者
仮設連絡会報告、災害公営住宅応募のてびき。

中性紙封筒
一括

31 平成9 1997

52 A-b-5 7 発行物・配布物 『三年目の会 ニュース』1～（FAXコピー）中性紙封筒
一括

14 平成9 1997 ファックスのコピー

53 A-a-10 7 発行物・配布物 『ホームコンサルタント』（簡易保険加入者協会発行）、『SOKA』
(創価学会機関誌）

中性紙封筒
一括

2 平成9 1997

54 A-e-8 7 発行物・配布物 県民だより（平成9年9月号）、『被災された方々のための基金事業
のご案内』（（財）阪神・淡路大震災復興基金）、『地域ふれあいの
会ニュース』（おおしょう地域ふれあいの会ほか）、『三年目の会
ニュース』（FAXコピー）、尼崎市保健局発行チラシ、聖教新聞、
カレンダー

中性紙封筒
一括

10 (平成9) (1997)

55 A-b-12 7 発行物・配布物 『県民だより ひょうご』『ひょうご 県議会だより』『ニューひょうご』中性紙封筒
一括

13 平成9～10 1997～
1998

－7－ 尼崎市立歴史博物館”あまがさきアーカイブズ”※備考に「要審査」とある史料は公開・非公開を審査する史料です。
閲覧には事前申請が必要です。


