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歴代の神戸市長

神戸市の現在の市長は16代目に当たります。（平成30年現在）
歴代の市長を知るために役立つ本の一部をご紹介します

列伝
著者 出版社 出版年 場所 分類 お問合せ番号

原忠明 原忠明 1988 2階 318 PV:0000719303

神戸新聞社
編

神戸新聞総合出
版センター

1994 2階 318 PV:0008007540

伊藤貞五郎 伊藤貞五郎 1925 2階 318 PV:0000034753

伊藤貞五郎 神戸市政研究社 1926
書庫(2階
へ)

0013 PV:7000337136

神戸市 神戸市 1995 2階 H PV:6000008488

個人の伝記・著作
著者 出版社 出版年 場所 分類 お問合せ番号

坪野平太郎 日東堂書店 1914
書庫(3階
へ)

Q170 PV:7000196532

坪野平太郎 実業之日本社 1925
書庫(3階
へ)

154 PV:0000132713

保科孝一編 光風館書店 1916 2階 Pﾂﾎﾞ PV:7000210472
松田重夫 青山学院 1980 2階 Pｶﾂ PV:0000350028

中井一夫伝
編集委員会

中井一夫伝編集
委員会

1985 2階 Pﾅｶ PV:0000666874

小寺謙吉先
生小伝委員
会

 三田学園 1962 2階 Pｺﾃﾞ PV:0000326005

原口忠次郎 のじぎく文庫 1959 2階 515 PV:0000196623
原口忠次郎 時事通信社 1964 2階 Pﾊﾗ PV:0000236683

原口忠次郎 ダイヤモンド社 1965 2階 Pﾊﾗ PV:0000236685

原口忠次郎の横
顔刊行会

1966 2階 Pﾊﾗ PV:0005084310

原口忠次郎 日本経済新聞社 1968 2階 00 PV:0000306735

原口忠次郎
全国市長会港湾
都市協議会

1970 2階 Pﾊﾗ PV:7000051493

原口忠次郎 のじぎく文庫 1971 2階 Pﾊﾗ PV:7000024895
原口忠次郎  [神戸市]  [1972] 2階 Pﾊﾗ PV:7000025029

原口忠次郎
伝編集委員
会

原口忠次郎顕彰
会

1983 2階 Pﾊﾗ PV:0000637030

杜山　悠 中外書房 1970 2階 318 PV:0000260521

宮崎辰雄 日本評論社 1971 2階 Pﾐﾔ PV:0000312468

宮崎辰雄  [宮崎辰雄] 1971 2階 318 PV:7000142866

書名

激動期六人の神戸市長：原忠明回
想録

神戸市長14人の決断

神戸市長物語　：　市政研究

神戸市長物語　：　市政研究 4版改
訂増補

新修神戸市史 行政編1: 市政のしく
み

書名

快馬一鞭（かいばいちべん）

叱牛録（しつぎゅうろく）

實業學校國語教科書　8
評伝勝田銀次郎

百年を生きる : 中井一夫伝

小寺謙吉先生小伝

夢のかけ橋
心のかけ橋

技術屋の夢 : 都市づくり・人づくり

原口忠次郎の横顔

過密都市への挑戦 : ある大都市の
記録

世界を結ぶ瀬戸内海と大阪湾 : 私
の夢

わが心の自叙伝
欧米を視察して : 1965

技術に生きて : 原口忠次郎伝

市長と市民　：　原口市政20年から
宮崎市政へ

市民都市論

都市の経営 : 都市の実際的運営



著者 出版社 出版年 場所 分類 お問合せ番号書名

宮崎辰雄 日本評論社 1973 2階 318 PV:0005084670

宮崎辰雄 勁草書房 1973 2階 318 PV:0000280718

宮崎辰雄
神戸市市民局相
談課

1977
書庫(2階
へ)

0013 PV:6000112997

宮崎辰雄 勁草書房 1978 2階 318 PV:0000323658

宮崎辰雄 日本経済新聞社 1979 2階 318 PV:0000462542

宮崎辰雄
神戸市市民局相
談部

1979
書庫(2階
へ)

0013 PV:0000598984

宮崎辰雄 日経事業出版社 1985 2階 Pﾐﾔ PV:0000668663

宮崎辰雄 河出書房新社 1993 2階 Pﾐﾔ PV:0005195970

前神戸市長故宮
崎辰雄さんとの
お別れの会実行
委員会

[2000] 2階 Pﾐﾔ PV:6000272662

矢田立郎
神戸新聞総合出
版センター

2008 2階 318 PV:7200062054

久元喜造 講談社 2013 2階 318 PV:7200341202

久元喜造 ぎょうせい 2017 2階 318 PV:7200543798

＜歴代神戸市長一覧＞

氏名

1 鳴滝幸恭（なるたき ゆききよ）

2 坪野平太郎(つぼの　へいたろう）

3 水上浩躬（みなかみ　ひろちか）

4 鹿島房次郎（かしま　ふさじろう）

5 桜井鉄太郎（さくらい　てつたろう）

6 石橋為之助（いしばし　ためのすけ）

7 黒瀬弘志（くろせ　ひろし）

8 勝田銀次郎（かつた　ぎんじろう）

9 野田文一郎（のだ　ぶんいちろう）

10 中井一夫（なかい　かずお）

11 小寺謙吉（こでら　けんきち）

12 原口忠次郎（はらぐち　ちゅうじろう）

13 宮崎辰雄（みやざき　たつお）

14 笹山幸俊（ささやま　かずとし）

15 矢田立郎（やだ　たつお）

16 久元喜造（ひさもと　きぞう）

2019.06 改訂

神戸市の挑戦 : 持続可能な大都市
経営

平成元年11月20日～平成13年11月19日

平成13年11月20日～平成25年11月19日

在職期間

平成25年11月20日～

昭和24年11月30日～昭和44年11月19日

明治22年5月21日～明治34年5月20日

明治34年5月27日～明治38年3月17日

明治38年9月27日～明治42年7月23日

明治43年2月28日～大正9年3月12日

大正9年10月18日～大正11年5月27日

大正11年12月22日～大正14年6月3日

大正14年8月17日～昭和8年8月16日

昭和8年12月21日～昭和16年12月20日

昭和17年1月8日～昭和20年7月20日

昭和20年8月11日～昭和22年2月28日

昭和22年4月7日～昭和24年9月27日

昭和44年11月20日～平成元年11月19日

人間環境都市への実践 : 明日の
地方自治

市民都市の創造 : 講演集

これからの福祉

あすの都市経営 : 宮崎辰雄対談集

都市の経営 : 市長に何ができるか

ネット時代の地方自治

市民福祉の理念

私の履歴書 : 神戸の都市経営

神戸を創る : 港都五十年の都市経
営

宮崎辰雄さんをしのぶ

衆知を活かす　：　明日の神戸のま
ちづくり


