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40歳代 女性 加古川市 ドローンが活用されると、安全かつ効率よく作業できて、とても良いと思います。

40歳代 男性 西宮市 ＩＣＴ導入により建設現場の安全性が向上するのはよいことです。

40歳代 男性 揖保郡
いろんな分野で利活用されるICTですが、習得までに時間がかかるとか、今までの経験がいかされないと思われがちです
が、最近では人工知能やロボットをうまく活用して、職人の経験を踏襲した仕事ぶりを発揮してくれているようですね。今度
はドローンの活躍も楽しみにしています。

20歳代 女性 姫路市

当地近くの競馬場に何ができるのかと思っていましたが、船場川調整池ですか。洪水の懸念が緩和されますね。若い人が
地形データを3次元設計データ化され、天から見た目、鳥の目の視点で工事数量を集計し、図面化されるのでしょうか。ICT
やドローンを活用されて建設現場の安全性が向上するのは安心です。一方丹南建設三島さんのような熟練者の経験も加
味されることが安全安心な社会資本整備には不可欠と存じます。

50歳代 男性 加東市
　ＩＣＴを導入して建設現場の生産性を効率よく向上させる動きがよくわかる内容である。また、現場の安全性の工場やド
ローンの活用が進められている様子もよくわかる。

70歳以上 男性 加古川市 ICTってすごいですね。

70歳以上 女性 西宮市 ドローンの活用記事が面白かった

50歳代 女性 高砂市 最新だと思った

40歳代 男性 神戸市　須磨区 技術がすごい

50歳代 女性 芦屋市
題材が未知の分野なのでわからないですが、危険なく働けることはいいことです。ドローンも安全飛行ができるのならこん
なに便利なものはないですよね。いつも落ないかが一番心配するとこです

60歳代 男性 高砂市
ＩＣＴの開発努力が進んでいますが、先の新名神道路の事故の原因にもあったように、人のそのときそのときの判断も大切
です。使うのも人です。人材育成・教育も大事だと考えます。
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60歳代 男性 神戸市　西区
楽しみにみる広告です。今回はテレビ放送等で新しい機器を使った分野のことは知っていましたが、兵庫の建設分野で新
しい機器の使用を知ることができました。

60歳代 女性 神戸市　西区 色々進歩がすごいので楽しみです。ちなみに孫が都市システムに在籍してるので興味があります。

70歳以上 男性 神崎郡
ITCを活用して生産性の効率化の研究、特に人件費。ライブで情報収集ができるドローンの活用は様々な分野で導入され
ている。双方を融合させた技術の可能性は期待される。水中ドローンと水中ロボット重機の活用にも期待できる。

50歳代 男性 神戸市　北区　 建設業の仕事の素晴らしさを感じました。

70歳以上 男性 神戸市　西区
情報通信技術を活用した建設作業の紹介記事で様々なメリットが期待できるし、この方向に進んでいくだろう。ただ、公共
事業であるだけに、この技術の活用によってどの程度コストが削減できるのかについても触れてほしかった。

70歳以上 男性 高砂市 建設分野は我々が思っている以上に、機械化・自動化が進んでいると思った。

50歳代 男性 神戸市　北区　 人不足と時代がICTの進化を進めていると思うが人の技術継承が不安でもある。

60歳代 女性 宍粟市
建設機械もIT！びっくりしました。補助員配置が不要に？でも高齢化になると言っても私たちの世代はITはもう一つ理解で
きない、信じられません。そうは言ってもついていかなければならないのですね。そういった内容広告でした。身近な所で進
んでいるのです。じっくり観察してみます。

70歳以上 男性 神戸市　西区 ICT導入し効率良く建設分野が生かされていることが良く分かった。

50歳代 男性 神戸市　北区　 土木事務所の仕事が端的によく理解することができました。

50歳代 女性 神戸市　須磨区 ちょっと難しい記事だなあと思いました。どローンの活用は良いなあと思いました

60歳代 男性 神戸市　西区 ICTの活用が安全、迅速な建設関係に生かされることが期待されている時代が到来したと思います。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
ＩＣＴの導入で、建設現場が安全で技術の習得の役立ち、さらには人手不足にも解消にも役立ち、人材の定着のも期待で
きそうな取り組みを兵庫県で７か所で取り組んでいる。今後、建設業界の各分野で導入されて地域の発展に貢献できるこ
とを願っています。

40歳代 男性 加古川市 最先端の技術ってすごいですね。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 技術の進化、進歩がうかがえる。たいしたものだとしか言いようがない。

60歳代 男性 姫路市
ICT（情報通信技術）の活用が、建設現場の人手不足の対策や、結果として現場の生産性向上に繋がることを知りません
でした。また、ドローンの活用についても良い情報として知識が増えました。

50歳代 男性 福崎町
建設分野の進化に驚かされる広告です。最新技術で、早く、安全に、容易に作業ができるようになり人材定着できるのは
素晴らしい。ドローンの測量はテレビでも見ますが、データーを設計図にお合わせ工事ができる。ここまで進んでいてすば
らしい。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 いろんな人がICTの導入されて建設がされていて未来につなぐ　つくるひと・まもるひと　につながりますね。

70歳以上 女性 神戸市　兵庫区 近年のドローンの活躍には目覚ましいものがありますね。

70歳以上 男性 加古郡 ICTを活用して、建設現場の生産性を向上させ効率的な作業を行う事はこれから益々大切になると思います。

50歳代 男性 神戸市　東灘区
建設重機にGPSが装備されていて、稼働率や故障データ、メンテナンスに使っているのは知っていましたが、ICTやドロー
ンと連携して「見える化」をしているのは初めて知りました。

70歳以上 女性 姫路市
　ICTを活用して、建設現場の生産性を向上させる動きがあることは、何となく知っていたが、どのように導入され、仕事さ
れているかこの特集で理解した。



40歳代 男性 高砂市
ドローンの活用で効率よく作業ができ、危険な作業も回避できる。人手不足の解消にも一役かっている。スゴイ世の中に
なったものだ。ＩＴＣを安全に活用すれば未来はあかるい！期待している。

50歳代 男性 明石市

・ICTの導入で、いわゆるiConstractionないし先端土木の一端が紹介されている。建設業育成、魅力アップに繋がるし、土
木行政のPRにもなる。行政も新技術を導入している実績、努力が披露されている。・ただし、メリット、デメリット両方を書か
ないと。バラ色の世界だけじゃないはず。例えば、ICT建設機械は少子高齢化、ベテラン技能者の定年退場をカバーしてい
るプラス面がある。ドローンでは、精度管理の事、多数墜落している事、それらにまつわる話をすることが不可欠だと思う。
それらは、改良により、さらに良い“未来に繋ぐ”ことが出来るから。・基本的によい記事だと思う。

50歳代 男性 姫路市 時代は進んでいると感じる。ドローンやICTを使い、正確さ、作業効率が格段に進んでいる感じがする。

50歳代 男性 神戸市　北区　 建築現場でICT利用の現状をよく理解できた。

50歳代 女性 姫路市
建設の現場にまで通信技術やドローンが活用されていることが知れてとても勉強になりました。どんどん技術が進歩して
いくことが楽しみでもあります。

50歳代 女性 神戸市　中央区

私が勤める会社も姫路競馬場の工事の一部を請け負う事となり興味深く拝読致しました。建設業界もどんどん進化ICT導
入で10年の経験を積まないと出来なかった作業が操作を覚える事で出来るようになり人員削減、補助員の危険も心配す
る事が無くなったというのはすごい時代だなと思いました。ドローンも同じく危険で近づけない場所の撮影も楽に出来しかも
システム考案により災害時の迅速な対応が可能というのはすばらしいと感じました。このようなICT導入等で若者が建設業
へ興味を持って頂き更なる発展を期待します。すごい時代になったものです。

60歳代 男性 高砂市
建設現場の重機作業は、熟練者の技量がすべてと思っていたが、ICTの活用で経験がすべてでないことが判った。建築関
係者の人出不足や事故撲滅に大きく寄与できることが判った。科学技術の進歩を期待したい。

60歳代 男性 加古川市 ＩＣＴやドローンを活用した、建設分野の将来性の伝わる内容の、広告だと思った。

60歳代 男性 加古川市 様々な分野でICTの技術が活用されており建設業でも必須となっている

60歳代 男性 宝塚市

ICTなどの活用の周知については、最近はTVでもCM展開しているので「内容はわかる」広告でした。ただ、誰に対しての全
面広告なのかというと、少しわからなくなる。ICTなどの活用により、現場でのスピーディーな習熟や人材定着を謳っている
ものの、それだけの強調は何なのかと思う。ただでさえ日本の建造物が急激に劣化している現状や新名神の連続事故な
ど、建設分野に導入すべきヒューマンロジックとの関連がどこにも書かれてはいない。建築の未来はもっともっと人に寄り
添ってあらねばならないはず。

60歳代 男性 神戸市　西区 若い人が、たくさん育ってもらいたい。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 メリハリの効いた構成ですね。良いです。

50歳代 男性 神戸市　須磨区 ドローンを活用し、河川監視する危険で近づけない箇所もチェックできるのは画期的だと思います。

70歳以上 男性 神崎郡
従来の技術では、機械は人の手で、操作されるものであっただろうに、ＩＣＴの力で、省力化と共に正確に進められている現
在の現場、おおきな機械と、少人数での作業の様子を近くの圃場整備の進む、耕地の傍を眺めながら散歩です。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 情報通信技術を活用して、建設現場の生産性を向上させる動きが広がりつつあることは、競争力を高めると思います。

50歳代 男性 神戸市　兵庫区
ここ1年間でドローンの普及が増えてきたように思う。作業の効率性、安全、人件費削減など多くの建設業の悩みを解決で
きると思った。さらに進化が進むと思う。

50歳代 男性 姫路市
ドローンは仕事で活用したことがありますが結構いいですね。人材不足もあり世の中の技術をどう活用するかアイデアの
時代だと感じます。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　ICT 導入し効率良くとか進むドローンの活用はこれからの建築分野でも一番必要なことだと思います。　恐らく現場の安
全性の向上にも大いに役立と思います。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
　これからはドローンやACうぃかに上手に現場で使うかが最も大きな課題だと思います。　きっと将来は女性もどんどん活
躍できる業種になってゆくと思います。

50歳代 男性 赤穂市
最先端のICTを導入し、効率化を進めることは素晴らしいですね。どんどん働きやすくなるのでしょうね。でも人は不要に
なっていくのですか・・・？



20歳代 女性 姫路市
現在ロボット関連会社の投資信託を保有しているため興味の持てる内容でした。現在も業務にロボットを導入している企
業は多いが、今後高齢化社会や効率化の面でドローンやＩＣＴといったロボットがさらに普及する未来が読み取れる内容で
した。

60歳代 男性 姫路市 建設現場でのICTによる作業効率の上昇を図る取り組みがよくわかる。

70歳以上 男性 加古川市 安全第一を主眼に且つ効率を追求する姿勢が頼もしいです

60歳代 女性 加古川市 安全と省力化を上手く取り入れているようで期待しています

50歳代 男性 加古川市 進化を続ける建設機械・建設現場。ＩｏＴの最先端を感じる。

70歳以上 女性 神戸市　長田区 ITを駆逐して、安全な職場で安全な生活を作り上げている。

70歳以上 男性 神戸市　長田区 ICT、ハイテクを使っての安全のための調査、そして安全なインフラができる、目標は高い

30歳代 男性 神戸市　灘区　 情報通信技術(ICT)を活用したいろいろな取り組みを知ることができてよかったです。

60歳代 男性 神戸市　東灘区 遅れていると思っていた建設分野もICT利用するなどかなり進んでいると感じます。

50歳代 女性 明石 知らなかったらわからないことが、世の中にはたくさんあると、改めて思いました。

40歳代 男性 姫路市 ドローンの活用に驚きです

60歳代 男性 神戸市　東灘区
ドロ-ンを活用することで、土木・建設業の安全性でが向上したり、人材育成の簡略化につながることを知った。ICTの導入
が、日本の労働力不足解決の活路になっていくんでしょうね。

40歳代 男性 三田市
ドローン等を活用した新しい方法での河川等今まで難しかった部分を容易に見ることが出来るなど建設分野は大きく変わ
ろうとしていることがよく分かりました。

60歳代 女性 加古郡
「未来につなぐ」「ICT導入」という語句がとても印象的でした。従来の「土木＝土色」のイメージが「緑色・空色」に向かって
いくような感想を持ちました。

50歳代 女性 神戸市　垂水区
ドローンを使うとか、3次元測量とか、運転手をオペレーターというとか、建設業界もすごく変わっているんだなと思います。
むかしながらの、ガチガチの現場監督とかニッカポッカのお兄ちゃんとかは、消えゆく文化なのですね。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 ドローンやICTを導入して効率化が進んでるが、まだまだ残業じかんが多い。月間100時間超がザラやから人が入らない

70歳以上 男性 たつの市 これからはIT技術を駆使し、安全第一、人員削減、作業効率の充実に努める必要があります。更なる努力を期待します。、

40歳代 女性 加古川市 現場でドローンを利用していることに驚きました。

60歳代 男性 明石市 建設機械でICT導入のメリットがこの広告で判りました｡

60歳代 男性 明石市
土木工事の正確な工事がこのような最先端技術で行われていることを初めて知りました。ＧＰＳの活用ドローンの活用で人
件費の削減ができ経費の削減にもなっているのには、感心します。


