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40歳代 女性 明石市
全く知らない世界でした知らないところで陰で大きな力を細やかな作業で支えられている事に感動しました命守る“水の番人”このタイ
トルを読み終わった後にもう一度違う重みを感じて見つめました

40歳代 女性 加古川市
ダムはあまりいいイメージがありませんでした。でも、この広告を見ると、ダムの必要性も考えさせられました。写真も分かりやすかっ
たです。

40歳代 男性 西宮市 まさに命を守る水の番人ですね。失敗は許されません。

50歳代 男性 姫路市 災害発生が多発する中、地域を守ってくれる人がいることに安心しました。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区
県民の日々の暮らしやライフラインなど生活に欠かせない「みず」を守り、家庭や生産の場に送る大切な仕事。理解できた。記事も分
かりやすく、読みやすい。

70歳以上 男性 西宮市 重責な任務内容がよく解りました

20歳代 男性 神戸市　北区　 水への対策はよく分かりましたが、白黒写真だったので目立ちにくいのが残念でした。

60歳代 男性 高砂市
河川の治水・利水、海岸部の台風・高潮対策の施設は日常的には意識する事は無いのですが、この特集を読んでシステムの一部と
はいえ知る事が出来ました。日頃、何気なく眺めている風景もこう言った設備のお陰とつくづく思います。

60歳代 男性 宍粟市
普通の記事と思い読んでおりました。普段なりげなく見ている見ている水門にも私たちの生命・財産を守ってくださっている「水の番人」
が裏方として働いておられることを知り力強く思いました。水門の仕組み等詳しく解説されてよくわかる内容です。

60歳代 男性 神戸市　中央区 治水、利水のために縁の下的に働いて人々の存在が良く分かった。

60歳代 男性 神戸市　須磨区 地味で　訴えるものが少ない。

60歳代 男性 加古郡 梅雨、台風シーズンを前にタイムリーな特集と思う。参考になりました。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
今まで青野ダムの存在は知っていましたが、その細かい役割は知りませんでした。ましてや姫路にある宮排水機場は存在すらありま
せんでした。この記事は知識を得る有り難いものです。切り抜いて保存するつもりです。勉強になりました、これが率直な感想です。

40歳代 女性 洲本市 なかなか、こんなところの話を聞く機械はないので、興味深く思いました。

60歳代 男性 神戸市　西区 それぞれの専門家の存在により人々の生活が守られています。重労働といわれる建築分野での人材も大切です。

40歳代 男性 神戸市　北区　
我々はいつも観光でしか見ないダムですが、そこには命がけで生命を守っている方々がいるのだと改めて感じた限りです。これから梅
雨の季節。気の抜けない日の連続なんですね。
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謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。

神戸新聞読者による、今回の作品についてのアンケート結果をお届けいたします。貴社の広告活動のご参

考になれば、幸いに存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。
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40歳代 男性 姫路市
何気なく近くを通ったり、名前を知っている程度の施設が果たす役割が大きいのだと認識できた記事でした。台風や大雨などの水害
はこれからの季節特に多くなるので、「なにもないのがいい」仕事ですが、責任の多いものだと思います。子供もよく小学校などで、課
外授業などいろんな施設に行ってるみたいなので、大人ももっと知るべきですね。

70歳以上 女性 加古川市
水に関わる人達の見えない苦労がよくわかりました。青野ダムが地域にとってどんなに大切な役割をしているか　また水の怖さ　有難
さを感じます。また姫路港にある宮排水機場の役割もよくわかりました。海の水もこの人達の努力で水害から守られているのですね。
平穏な生活が送れる事に感謝です。

60歳代 男性 洲本市

生活するうえでなくてはならない「水」ですが、生活の多様化に伴い年々使用量が増加していると思います。半面、地球温暖化などに
よりゲリラ的な降雨や台風などの水害も心配される近年です。そんな中、水資源の確保や治水のためにダムは必要であり、ダムの役
割は大きいと思います。そのようなことは、普段なかなか知ることができないため、この広告はとても勉強になり有意義だったと思いま
す。

60歳代 女性 洲本市
普段気にする事があまりない分野ですが、住民の安全安心のために日夜励んでいらっしゃる皆様の仕事に改めて感謝の念を覚えま
した。

60歳代 女性 明石市 地味すぎて読みにくい

70歳以上 男性 加古郡 水害防ぎ町の発展に寄与しますのでダムは大切なものですまた農業にとっても大切な利水です

50歳代 女性 神戸市　須磨区

今回の記事で青野ダム、宮排水機場は兵庫県の多くの県民の安全を守る大切な施設であるという事が分かりました。両施設職員の
方々の地道な作業に感謝致します。しかしこれらの施設は先人の方々の功績からの恩恵です。これからの建設分野の魅力とはなん
でしょうか。このテーマに日頃から感じている事があります。それは道路のアスファルトの陥没、亀裂。歩道の街路樹の根による凸凹
化が著しい事です。バスのルート道でも陥没がそこかしこにみられ、このまま放置していて事故にならないか懸念します。震災以降、
財政難なのはわかりますが、住みやすい環境、新しい気持ちになれる変化ある街作りがないと人口流出が加速し益々財政難になりま
す。県民の日々の生活を大切に守ってこそ建設分野の魅力と言えると思います。

60歳代 男性 神戸市　灘区　

水の大切さは十分に解っているつもりですが、ではどの様に維持し、また環境に対してどの様に配慮しながらやっているのか、と云う
点では解らないと云うか、知識が乏しかったのは事実です。今回の特集では懇切丁寧に説明されており、納得しております。また、日
頃の担当部門の努力には頭が下がります。直接我々の目に触れなくても、地道に努力されている方、機関があることを知り、勉強に
なりました。

60歳代 女性 神戸市　北区　 インパクトも強く写真と文章もちょうど良く目に入りやすいです。

40歳代 女性 明石市
数年前から、なぜかダムに興味を持ってしまい、この記事はワクワクしながら読みました。最近は異常気象で、台風や大雨による浸水
被害等（災害）が多いですが、それを未然に防ぐ役割を担っているダム施設管理、操作責任者の方々。純粋にカッコイイと思いまし
た。そして、ダムそのものも やっぱりカッコイイ！

40歳代 男性 神戸市　須磨区 興味なし

60歳代 男性 神戸市　須磨区
私も神戸市内のダム・浄水場見学を過去に経験しているが、大抵の箇所が24時間体制。点検・整備等大変な作業の毎日である。ダ
ムの場合、水量によっては放水、水枯れの際は貯水と、自然環境によって内容が大幅に変更となり、水害を防ぐ最前線でもあり、過
酷な業務があるからこそ、一般市民が安心して生活でている事をあらためて感じた広告。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
　治水、利水、環境保全のみならず親水の領域まで、まさに目に見えない縁の下の力持ちと言えるダム管理の大切さ、みんなの命を
守る大変さが身に染みて理解できる内容の広告です。

60歳代 女性 丹波市
大規模な災害が相次ぐ昨今、実家が川沿いということで洪水被害については特に自分の問題として捉えていますが、ダムや排水機場
については、深い知識も無く、今回仕組みや苦労を知ることができ、有意義な広告でした。内容はわかりやすく、とても良かったです。
実際に携わる人にスポットを当てることで興味がわきました。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 排水機の日ごろの手入れ訓練の重要さが分かった。

60歳代 男性 明石市
ダムなどの巨大建設は、地域住民の命を守るための大変すばらしい土木施設なのですね。あらためて施設のスタッフの方々に感謝
するものです。

70歳以上 男性 芦屋市 判りやすい内容であった。

70歳以上 男性 神戸市　兵庫区 自宅の近くにダムそのものが無いのでピンと来なかったです。

60歳代 男性 神戸市　西区 ７回目ということですが、見過ごしていました。興味深く読みました。これからの季節にピッタリの話題です。

70歳以上 女性 高砂市
地方自治体で大事なことは安全・安心の街つくりです。その最たるものに治水・利水です。これから梅雨の時期に入ります。町が浸水
や冠水のないことを願っています。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区 ダムはありがたい

40歳代 男性 神戸市　須磨区 毎回興味深く拝読しております。日常ではなかなか知りえない内容でこのような広告は貴重だと思います

60歳代 男性 神戸市　垂水区 これが、カラーだとなお一層良かったと思います。

60歳代 女性 加古川市神野町
水は無くてはならないもの。しかし自然災害時には脅威にもなります。今回の記事で身近なダムや排水システムを操作して被害を最
小限にするように取り組んでいることを知りました。

60歳代 男性 加古川市 三田の青野ダムが、北摂、北神戸地域に水道水、工業用水等を、供給している事を、学べて良かったです。



60歳代 男性 神戸市　灘区　

「この仕事に『これで十分は無い』」の言葉に感銘を受けた次第です。梅雨のシーズンが近いですが雨が多くなりますと河川の水位が
あがり危険な状態になります。ひとたび水害事故が起きますと被害は大きくなります。ダムや排水機を日頃から常に保守・管理される
人達のお蔭で我々は安全な生活を送ることができます。その人達にあらためて感謝の念を起こすインパクト性のある広告だと認識し
た次第です。

60歳代 男性 神戸市　長田区 吉野ダム、行きたくなった

60歳代 女性 神戸市　長田区 建築、住居だけでなく、災害などの安全安心を守っている、改めて気づきました。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 青野ダムの命を守る水の番人の役割を果たす使命感に、心を打たれました。後世に伝えて下さい。・

30歳代 女性 神戸市　兵庫区 豪雨や水不足のときにしかダムのことは考えないが、排水など縁の下の力持ち、いつも頑張ってくれているんだと思った。

70歳以上 女性 姫路市
　最近は「ダム」に人気があり、ダム巡りをするファンも多いと聞いた。そこまでいかないが私もダムの威風堂々とした建物と、水をたた
えた神秘性が好きだ。この広告でダムで働く人の苦労と、責任感を知った。人々の生活を守る、水の大切さを再認識した。

60歳代 男性 相生市
治水目的のダムの存在すら知らない世代へは、この記事を読む事により認識を新たにしてもらい自然災害時の対応を考えてもらいた
いものです。

30歳代 男性 稲美町  水の番人の大事さを理解しました。

50歳代 女性 姫路市北平野
ダムの存在は知っているがその中での仕事や、役割を知る機会がなかったので、とても興味深かったです。宮排水機場は姫路住民な
ので見たことがあります。台風の時徹夜で守ってくださっているとのこと感謝です

70歳以上 男性 神戸市　西区

建設の大切は、日常生活を支える大切な土台であります。特に大切な水をためるダム・排水機などは命を守る大きな役目を持つ番人
であります。ダムの大切さは水害を防ぎ町の発展に大切な役目を担います。建設分野の大切さは手抜きのない(間違いをしない）生活
の基幹を担う大切さを認識して初めて、周囲の信頼を勝ち取ることができるものです。素晴らしい建築物を完成して長く使うことができ
れば最高の人生の生きがいをえるこでしょう。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区 三田市にある青野ダムは、有名である。そのダムの歴史と使命がくわしくかかれていて、水の大切さがよくわかった。

60歳代 女性 神戸市　兵庫区
昔はダムの建設はその地に住んでいる人にとっては生活の全てを奪われた敵のように思い、必要なものだと言う事は解っていても、
納得し難い事だったと思います。でも、今日では災害時には人々を守る頼もしい存在で、そのダムを守る人々のご苦労が忍ばれま
す。

50歳代 男性 明石市 建設分野は、無駄といわれていますが、そんなことはないと思います

20歳代 女性 神戸市　垂水区 文章が多く、なかなか読めませんでした。興味がない人がいかに惹きつけられ、読もうと思うかが大切だと思います。

60歳代 男性 神戸市　東灘区 当たり前のことを当たり前に、粛々と行っている「命を守る水の番人」のインパクトが良かった。まさに縁の下の力持ちである。

50歳代 男性 明石市
広告というよりも、取材記事として読みました。あまり普段見ることのできない青野ダムの役割、携わる人の責任感がよくわかる文章で
した。

50歳代 男性 福崎町 水の管理で自然、人、町を守る。わかりやすい広告。写真が多くていい。大切な仕事、役割です。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
神戸のの震災の時の三田に一時避難していました。少し暖かくなったので青野ダムに孫達をつれて時々出掛けたことを思い出しま
す。若い頃はどんどダムが出来る前は山田川にハヤ釣りによくいきましたがどちらも川が細くなり釣りもだめですねでも治水が目的だ
から仕方ないですね。治水に関わっておられる方々頑張って下さい。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 仕事の緻密さと完璧さに、大変感銘を受けました。

70歳以上 男性 西宮市

ダムの効用は知ってるようでもこんなに多くの機能と重要性があることをこの記事から理解できた。近くに武庫川があり、これから梅雨
に入る時期、私達の安心を支えて下さるダム管理所のご苦労に感謝したいです。記事中、管理業務の大変さが強調されてたが、どの
程度の水量での対処策や気象庁や地域防災部署などとの情報共有と協力体制など業務の手順の質などの記述があればより管理業
務の精度などが把握できやすかったと思います。また宮排水機場は県の努力もあり水門開閉が遠隔操作できるようになり、より精度
の高い運転管理ができるようになって、時代とともに改善の進展がなされており、目に見えぬ安全管理施設への行政の対応にも感謝
したいです。

50歳代 男性 姫路市
はっきり言って見過ごしていました。下にあるマンション広告と同じ内容と思い込んでいました。せめて見出し部だけでもカラーにして
人目を喚起すればと思います。読むと内容は”水の番人”たる所をわかりやすくまとめていてためになりました。

50歳代 女性 神戸市　垂水区
青野ダムと宮排水機場は、ほとんど知識がありませんでした。しかし、この記事を拝見して、市民が安心して生活が出来るように、職
員の方々が日々大変な努力をなさっていることに感動しました。ありがとうございます。そして、「自然の水族館」に是非訪れてみたい
と思いました。

40歳代 男性 神戸市　須磨区
水災害については、過去に日本は痛い目にあってきている。自然が相手だからこそ、日頃の点検、整備、緊急の体制が必要となる。
読んでいて、わかりやすく、素晴らしい広告だと思います。

70歳以上 女性 稲美町 憶のお金が用意できる人がいるんだなぁと羨ましく思う反面中古の物件でも収益性のあるんではなかろうかとの思いが交錯した。

40歳代 男性 三田市 建設現場個々において　ｄｐｄｐｊ見方があり　興味を持てる

50歳代 男性 神戸市　北区　 近年、人材が必要な重要な分野です。

70歳以上 男性 神戸市　西区 青野ダムの内容がよく分かった。
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60歳代 男性 姫路市
　世の中には、華々しく表に表れる仕事と縁の下の力持ちともいえる仕事がある。当該記事は人命や地域の安全を守る大切な仕事と
も言える。自然災害から地域住民の生命安全を守るためこれからも昼夜に渡り職務に精励して欲しい。

50歳代 女性 神戸市　西区

ダムというと、日本のダムを代表する黒部が頭をよぎりますが近く三田や姫路市にもダムがあるということを、認識していませんでし
た。広告にもあるように、ダムは「縁の下の力持ち」であって、表舞台には立ちませんが、本当に人間にとって水は生命の存在にはか
かせないもののであり、また天災などから地域の人々の生命を奪ってしまうものでもある。そして、その先端で水を管理されている企
業の方たち（水の番人）と書かれていますが、本当にその通りでこの方たちのおかげで暮らせているのだということを、再認識させられ
る広告です。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区 違う分野の事だったので大変勉強になった

60歳代 男性 明石市
日頃から公共の建築物は身近に感じないため関心が薄い。取材等のレポートでＰＲ活動を増やし、その必要・重要性を浸透する必要
があるように感じます。

70歳以上 男性 神戸市　西区 水をコントロールする。我々のいのちと財産を守ってくれる施設。十分に管理していって下さい。

30歳代 男性 姫路市
姫路港の排水機場周辺は潮干狩り、釣りと何度も訪れたことがある場所。その現場で働く人の生の声を聞かせてもらいました。昼夜
問わず水の管理を行ってもらっているから、知らず知らずのうちに市民の安全は保たれているんだと思います。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
　気の抜けない大変な仕事と思います。勤めていた会社が倒産後、経験を活かし何人かの人が就業しました。２４時間勤務の交代制
であり大変気を使うと話を聞かされました。まさに縁の下を支える仕事と感じます。御苦労さまです。

60歳代 女性 三木市 命を守る≪水の番人≫青野ダム　水害を防ぎカッコいい?

50歳代 男性 姫路市 最近、ダムは本当に必要かという話もありますがダムを作る技術、水を監視する技術、色々な技術が伝承されていくことを望みます。

40歳代 男性 明石市

最近、六甲の山々をよく歩き、ダムの傍を通る機会が多く、関心を持って読みました。青野ダムの多自然魚道などは、是非他のダムに
も広げて欲しいものです。ダムも排水機場も、確かに「縁の下の力持ち」で目立つ存在ではありませんので、このような企画広告で、そ
の存在意義を知らせることは大切なことだと思います。近年、産業ツーリズム、工場撮影会などに関心が高まっていますので、アクセ
ス地図を付けたり、見学が可能であれば、その案内を掲載すると、より関心を高められるのではと感じました。

70歳以上 男性 明石市
今回のアンケートについて我々が生活するうえでもっとも深刻な問題として考えておかなければならない問題だと思います。そのうえ
でこの命を守る「水の番人」と言われる皆さんの仕事はあまり世間では知られていない大変な仕事であることがこの広告で少しは知っ
てもらえると思います。そのうえで私達はこの貴重な水を日常で無駄のないように利用したいものです。

30歳代 女性 神戸市　灘区　
うちの近くにも川があり、大雨の際に鉄砲水で被害が出たそうです。これからも異常気象が発生する可能性があるので、ダムのこれか
らにも期待したいですし、この広告を見て安心できるなと思いました。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区

普段身近に感じることなく、あまり知られていない「縁の下の力持ち」。北摂、北神戸地域に水道水や工業用水等を安定的に供給しな
がら、大雨時には武庫川水系の水害を防ぐことを目的に８８年に完成した【青野ダム】（三田市）．地盤が低い地域の暮らしを高潮被害
から守る役割を果たしている【宮排水機場】（姫路市）。命守る“水の番人”として水害を防ぎ街の発展に寄与し、住民から感謝の声や
喜びを胸に、日頃の点検・整備に心掛け失敗が許されない重責を担っておられる皆さんに、心より感謝し、益々のご活躍を衷心よりお
祈りいたします。

30歳代 女性 神崎郡
日頃から行くような所でもないし、内容もわからないけど・・・。記事の通り大切な仕事だと思います。技術だけではない経験も必要で、
やりがいと責任もって守ってもらっていてありがたいですね。

50歳代 男性 加東市
「命守る”水の番人”」というコピーがとても印象的で記憶に残る。そしてその意味が治水・利水の精神につながっていてとてもわかりや
すく共感できる。

40歳代 男性 加古川市 ゲリラ豪雨や大型台風など最近は水害が多いのでとても重要な仕事だと思います。まさに番人ですね。

70歳以上 男性 加古川市 これからの季節、台風や集中豪雨など「水の番人」にとっては気の抜けない時期になりますね。頑張ってください

70歳以上 男性 西宮市

「命を守る水の番人」と言うことで「青野ダム」と「宮排水機場」が紹介されている。普段は当たり前のことと思ってやり過ごしているが、
よくよく考えたら、私たちの暮らし（命や財産）を支えてくれている。その日頃の整備・点検の大切さ、失敗の許されない緊張感などがひ
しひしと伝わってくる。改めて、それらに携わる人々への感謝の思いを強めた。台風やゲリラ豪雨が増えているので、余計に強く有難
いなあと思った。

60歳代 男性 西宮市
喫茶店を経営していますが、元ゼネコンの土木屋です。毎回楽しみな記事です。今回は何度もカヌーで漕いだ青野ダム懐かしく読み
ました。

40歳代 男性 姫路市 ちょっとしたミスが大惨事になる分野だなということが分かった

30歳代 女性 西宮市

青野ダムのおかげで武庫川水位が６０ｃｍ下がり洪水調整に寄与したとのことどこかのダム反対の知事に聞かせたいですね。また宮
排水機場により台風16号の浸水被害がでなかったことなど世間様にもっとアピールするべきですね。土木さんはダムの値打ちを世の
中に訴えるのがまったくへたくそですね。宮排水機場については仕組みの絵図面をもっと大きくして説明していただければもっとわか
りやすかったかと存じます。

50歳代 男性 淡路市
広告特集であれば，特に読んでもらうのが目的であれば，選んで読む新聞記事の体裁とは思い切って異なるレイアウトにするなど，
例えば，週刊誌のような形を一部取り入れるとかすれば，また，宮排水機場の仕組みのイラストをもっと大きく分かりやすく挿入すると
かしたほうが，読む気になり情報が伝わる。

70歳以上 男性 明石市
　久し振りに建設分野、土木施設の現況、治水、利水から環境保全に亘るﾚﾎﾟｰﾄを読んだ、三田青野ダム、姫路宮排水機場の現況、
努力、責任により普段は当たり前で上手く問題無く行えて居る事が、一旦事が起これば地域の皆さんに多大の被害が起こる、普段の
縁の下の力持ちを感じた、第一線で努力される係員の皆様に感謝する気持ちがひしひしと感じた。

50歳代 男性 神戸市　西区
普段は訪れる事は、まずない施設ですね。あらためて記事を読みました。近年の異常気象、ゲリラ豪雨などが発生した時には特に重
要な施設で、本当の「ライフライン」だと感じました。６月からの「水道週間」を前に良い特集を読ませて頂きました。有難うございまし
た。
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50歳代 女性 洲本市

新聞の記事かと思ったら、読み物風の広告だったのでびっくり。第７回とあったが前回までのものは気付かなかったのが残念。広告と
いうと商品のアピールだけかと思っていましたが、当広告は読み物としても、建設業（土木工事）についてどのような大事な役割をして
いるか、災害時に住民たちの命を守る大切な役目を果たされていることがよく分かる内容で、大変読み応えがあった。更にはマンショ
ンの物件の紹介、間取りの掲載などきちんとアピールするところはしていて、新聞一面を使った広告として、最大限にその役割を果た
せていると思った。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
青野ダム　命守る　水の番人　治水・利水から環境保全まで守って下さっているから我々安全に暮らせて居るのだなと感謝していま
す。

40歳代 男性 たつの市 私達の生活を支える土木建設はとても素晴らしいと思います。これからも安全作業でよろしくお願いします。

50歳代 男性 神戸市　北区　
「建設分野」ってなってたので一から建物等を作る方の建設だと自分勝手に思い込んでいました。紙面広告を拝見するとダムや操水
場の土木施設の整備・管理・操作等だった。これらも「建設分野」って言うんだって知りました。「建設」って言葉、奥深いですね。

30歳代 女性 南淡路市 図があって分かりやすく読みやすかった

50歳代 男性 赤穂郡 建設は社会の重要なインフラ。人の幸せのために技術革新を期待します。

50歳代 女性 赤穂郡 自然とうまく協調して安心の社会を作ってくれることを期待します。

40歳代 女性 加西市
恥ずかしながらダム事業についての知識は全くなかったのだが、点検や整備など具体的な作業内容と緊張感を持って責任ある仕事
に従事しておられることを知ることができ、よかった。近年温暖化の影響により台風以外にも急に大雨になることも珍しくはない。私た
ちの暮らしの陰で、こうした作業員の方が日々支えてくれているのだと有り難く思う。
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兵庫県県土整備部　『住みよい町目指し　職人の力を一つに　　～現場で活躍する７人に聞く～』

朝刊

１２段×２面

40歳代 女性 加古川市 一つの建物に、たくさんの分野の職人さんが携わってくれていることがよくわかりました。わかりやすい広告でした。

40歳代 男性 西宮市 建物はいろいろな人々の力があわさっているのが分かります。安全第一で丁寧な仕事をお願いしたいものです。

40歳代 女性 宍粟市 いろいろな皆さんが協力して、力強く仕事をされてるのがわかります。

60歳代 男性 明石市
建設業界の職人さんの仕事はロボットでは置き換えられない需要な工程である。それだけに技術・技能の継承が大きな
テーマーである。若い職人の皆さん、技術立国日本の為に是非頑張っていただきたい。

30歳代 女性 姫路市

有史以来私たちの先祖は国土に働きかけ、港を開き、鉄道を敷き、道路を用意し、河川を改修し、あるいは住宅を改善す
る、これらの行為を通じて、結果として得られる恩恵により暮らしてきています。私たちの暮らしをより豊かにするために、
今まで以上に豊かで安全で効率的な暮らしを実現するために、この広告紙面がこの国の若者の目に留まって、建設分野
に至高の志を抱いてくれることを願わずにはいられません。その意味で32歳の丸山さんたち若い世代の現場での活躍を
期待していま。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区
建設にもいろんな分野があり、それぞれが誇りを持って仕事をしているからこそ、いいものが出来るんだということがよくわ
かる内容だった。

20歳代 男性 神戸市　北区　 色々な分野でのことが細かく分かりましたが、少し目立たないのが、残念でした。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
一つの建造物が出来上がるまでに、さまざまな職種の人たちが関わっていることは分かっていたが、実際、工事に携わっ
ている人たちが責任を持ってそれぞれ自分たちの役割を果たしていき、完成していく職人魂が住みよい街づくりに貢献して
いることを再認識しました。

20歳代 女性 神戸市　東灘区 良かった

20歳代 女性 神戸市　垂水区
ひとつの建物を作るのに、こんなにたくさんの職人さんがいて、力と心を合わせて建設に携わっていることがわかった。得
意分野の集まりで、最高の建物ができるということを実感した。

50歳代 男性 神戸市　西区
この広告を見ると建設現場は様々な行程のエキスパートが仕事を担っていることが一目でわかる。この業界で活躍してい
る方々の思い入れや信念が感じられる。良い広告だ。

40歳代 女性 たつの市 実際に現場で働いている方の意見がわかりやすく掲載されている。様々な工法があることがわかった。

60歳代 女性 朝来市
それぞれの担当者のかたの責任と自信と誇りを聞かせて頂いて、さすが日本の職人さんだなと、私も誇りに思いました。こ
の広告を一般の人が読んでも感心しますが、今、携わっておられる職人さんにも励みになりますね。

紙　　　別

段　　　数

兵庫県　技術企画課
建設業育成魅力アップ協議会

神戸新聞　読者アンケート結果のご報告

記

掲　載　日

広　告　名

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上

げます。

神戸新聞読者による、今回の作品についてのアンケート結果をお届けいたします。貴社の広告活動のご

参考になれば、幸いに存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

謹 白

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上

げます。

神戸新聞読者による、今回の作品についてのアンケート結果をお届けいたします。貴社の広告活動のご

参考になれば、幸いに存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

謹 白
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70歳以上 男性 高砂市
　建物の建設に当たっていろいろな職種の方がかかわっており、それぞれが高い技術を身に着け自信を持って作業に取り
組まれていることがよくわかりました。洲本総合庁舎が、使い勝手がよく、災害にも強いものになってほしいと念願していま
す。　また、こうした技術はさらに高められ、次の時代に引き継いでいって欲しいものです。

60歳代 男性 加古川市

建設業の仕事の内容、それに携わる人たちのそれぞれの分担内容を職人さんを通じて読者にわかりやすく書かれてい
て、大きな興味をもつことができると思われる。身近な庁舎の建て替え現場で、各分野の職人さんがどのような気持ちで仕
事をしているかが非常にわかりやすくまとめられて、一つ一つの力の重要性も把握できると思われる。地震、津波、浸水に
耐える、安全性の高い構造物を創る為の７人の職人さんの役割であったり、モノづくりに対する思い入れや自身の技術力
の自負がよくわかり、読んでいて気持ちが高ぶるのがわかりました。今回の紙面は職人さんのモノづくりに対する真摯な気
持ちが大きく出ていてよかったです。今後も職人さんを紹介する特集を組んでください。

70歳以上 男性 姫路市 建設産業を支える基礎部分の仕事を人に焦点を当てた記事は見易くて気持ちが良い

60歳代 男性 神戸市　須磨区
写真は　もう少しdynamicなものがほしい。小さい文字の文章は　読まれない。大きな字で　keywordを用いた表現が良いと
思う。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
　私も現役中は、事務職とはいえ建築関係の会社でしたので、そこそこ建築用語は理解している積りでしたが、「造作工」と
云うのは知りませんでした。要は「大工工」ですね。　工事の現場は好きでした。いろんな職種の方たちが単独で、又は一
斉に現場に入って作業を進めていく段取りの良さに時間を忘れて見とれてしまうこともあったことを思い出しました。

60歳代 女性 明石市
大工さんに若い人のなり手が少ないということを聞きますが、こんな風に色々なひとのおはなしが書いてあって、多くのひと
が興味をもって、見てくれたらいいのにと思いました。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 匠の人が集まっているなと思いました　手抜きをしないで建築士だなとおもいました。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 鉄筋のビルを建てる工程が良く分かるので良いです。少しカラーであればもう少し良いかもしれないです。

60歳代 男性 姫路市
建設分野には色んな専門職の方々がいらっしゃいますね。今回の広告は、１つのノンフィクション物語として読めました。こ
れまでは、街角で工事現場を見たとき、何が建つのだろうと「建モノ"」にしか興味が湧きませんでしたが、今後はそこで働く
職人さん達に思いが馳せそうです。"

60歳代 男性 神戸市　灘区　
建設分野での仕事を誠実にまた、真面目に紹介しており誠意が伝わってくる広告となっています。生き甲斐、やりがいも訴
えており、建設分野の魅力も訴えています。地道な努力、広告がきっと人の目に留まり、求人に繋がると思います。

60歳代 女性 三木市
今までもそしてこれからも、日本を支えるのは職人さんだと思っています。どんな仕事であれ職人さんが仕事に取り組む姿
は素晴らしいと思います。その日本人の丁寧で高品質なものづくりを若い人たちに伝えていって欲しいと思います。そのた
めには職人さんの地位が保障されなくてはなりません。それが今後の課題だと思っています

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
今回は洲本総合庁舎の建て替え現場を訪問して、それぞれの建設分野で活躍している人の仕事の内容と仕事に対する
取組みを紹介していますが、建設現場で働いている人の情熱が伝わってきていい記事でした。

70歳以上 女性 高砂市 職人さんの力は今後ますます重要になってくると思います。

70歳以上 男性 西宮市

技術を盗んで技を磨く末森さん、後世に残る仕事が誇りと言う藤原さんたち。それぞれに誇りを持って仕事に精進している
姿はとてもかっこいい。しかし、私は若手の育成にやりがいを見つけている円山さんに一番拍手を送りたい。どこも後継者
不足に悩んでいるからだ。担い手の確保と後継者育成は、最も力を入れなければ、本当の意味での職人がいなくなってし
まう。さびしい限りだ。

40歳代 女性 神戸市　西区
それぞれの建設の分野の職人さんが、写真いりで紹介されていて、皆さんの熱意が伝わってきました。洲本総合庁舎が立
て替えられるとのことで、このかたたちの誇りをもったものづくりの完成品が実際に身近で見れるということは、とても興味
があり、違った目でみれることがとても楽しみになってきました。怪我や事故のないように、お仕事されることを願います。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
彼らがいて、我々の住みよい街が形成される。若手の人材育成も福利厚生がしかっりしているからこそ、育むものでありま
す。魅力ある広告です。

60歳代 男性 神戸市　西区
建築関連お職人さんは３Ｋの感じがありますが、なくてはならない職業です。技術の承継と人材の育成が課題だと感じま
す。

30歳代 女性 神戸市　垂水区
プロ中のプロが織り成す職人技で表彰状物に値するような分野の職人達。どの角度から見ても美しい仕上がり。できれば
カラーで見たかったな。興味がなくても大々的に一面に載ってれば目を奪われるというか目に付く記事だったから思わず見
入ってしまいました。

40歳代 男性 姫路市 一つの建物を建てるためには様々な技術をもった職人が携わっていることが分かった

50歳代 男性 神戸市　西区 職人技の継承の難しさを改めて考えさせられた

50歳代 男性 福崎町
ものづくりが楽しそうと思える広告です。後の世に残るものをチアkらを合わせて作るイメージがあっていい。良い庁舎がで
きたらいいですね。
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70歳以上 男性 神戸市　垂水区 建設分野で働いている職人の技が、如何に大事かを考えさせて頂いた文面でした。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
泥臭い職人たちの仕事はカッコいいですね。建築物を見るとその背景にこんな人たちがいると思うとまた見方も変わります
ね

50歳代 女性 神戸市　中央区
普段あまり興味を持たない分野ですが、「職人」という言葉に惹かれました。複数掲載されていたこと、はっきりと職業別に
紹介されていて読みやすかったし、それぞれに見出しや仕事中の写真があり、とても良い広告だと思いました。構成が良
かったということもあります。

50歳代 男性 明石市 建設の技術は、大切なものです。人材を育成しなければならないと思います。

60歳代 女性 神戸市　兵庫区
一つの建物を建てるのに、大勢の色んな分野の職人さんが力を合わせ安心出来る建物が出来上がるのは、素晴らしい事
だと思います。そして、後継者を育てる事にも力を入れているのは、とても大事な事だと思います。

60歳代 男性 たつの市
目に見えるものを作る仕事は達成感にあふれる仕事ですね。打てば跳ね返ってくるもの作りは、人づくりとは一味違うもの
があるのでしょうね。

50歳代 男性 赤穂市
一つの建物を建てるのにも、多くの方の技術が結集して出来ているのだと改めて実感しました。これからも頑張って欲しい
です。

60歳代 男性 たつの市
大変な仕事（暑い日・寒い日、雨天・降雪、重い物・緻密な物、基礎・基本の重要性等々）であることがひしひしと分かりまし
た。頑張ってほしいと心から思いました。後輩育成も是非頑張ってほしいし、公的支援が出来れば良いなと思っておりま
す。

60歳代 女性 淡路市

地元淡路の総合庁舎の建て替え工事と言うことで、興味を持ち、たくさんの職人の方が、携わっていることを知りました。職
人さんの中でも造作工、プレストレスト・コンクリート工など全く知らなかったので、知ることが出来、よかったと思います。各
専門の職人さんが、誇りと責任を持ってされたことが、ひとつにまとまって、大きな建物が出来ることに感動しました。この
広告は、大変勉強にもなりました。

50歳代 男性 三田市
どんな素晴らしい建築工法があっても、職人さんの技能なり継続できる正しい仕事があって安心できる建築物が仕上がる
のは言うまでもないですね。我々に安心の提供を今後もお願いします。

60歳代 男性 西宮市 元ゼネコンの土木技師でした、毎回この広告を懐かしく眺めています。

30歳代 男性 加古郡   建設分野で働く職人さんにスポットを当てています。大事な地味な仕事に光を当てることは、大切だと思います。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
この広告の中で「技術を盗んで技を磨く」この言葉が好きです。今の仕事では誰でも出来るように手順書を使って作業をし
ていますが、誰でも出来るわけがありません。努力もしない人は作業も出来ずそれでも給料は貰っている。不平等な世に
なりました。

70歳以上 女性 加古郡
立派な庁舎ですね。　それぞれの努力が結晶した結果だと感心致しました。職人さんの自負立派でした。当節このような建
物ばかりですが日本家屋仕様のこのような大きな建物はむずかしいのでしょうか・・

70歳以上 男性 神戸市　北区　
専門職に励まれる方を見ると頭が下がります。一人一人が責任を果たし、大きな構造物ができるのに誇りがあると思いま
す。過酷な職場であると思いますが、専門の力を発揮してほしいです。

50歳代 男性 神戸市　北区　 建築には、さまざまな技術を持った人が必要であることがよく理解できた。

60歳代 女性 神戸市　垂水区 一軒の家を建てるのに色んな分野で色んな人が関わっているのがよく解りました。

60歳代 女性 神戸市　長田区 色々な職人さんが関わり洲本総合庁舎の建て替えが完成する皆さん誇りを持っておられます。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区 現場で働く人の声を前面に出した広告は珍しく、興味が湧いた。それも、片面でなく、見開きというのがよい。

60歳代 女性 丹波市
まず、紙面作りが良く、興味をそそられる導入であった。更に、7名の登場者の”職人”としての主張が明確で、掲載されて
いる写真との統一感が素晴らしく、大変心地よい読み応えを実感できた。登場された7名の職人さんの表情も素晴らしいと
感じた。

60歳代 男性 明石市
現場に直結した職人の仕事に対する熱意が伝わってきました。これらをよんでこの道を歩みたいと思う人も多くいるかと思
いますがその道に入る為の第一歩こういった気持ちがあれば立派な職人になれるとか、歩みたいと思う人を少し後押しし
てあげれるような一言ものせていれば良いなと思いました。

60歳代 男性 神戸市　灘区　

　洲本総合庁舎の建て替え工事に多くの建設専門家の働きが背後に存在することがよく理解できました。左官工、造作工
等７名の専門化が紹介されています。皆さんご自分の仕事に誇りを持たれ情熱的に取り組んでおられ嬉しくなります。ご自
分の仕事を完璧にこなすことが庁舎全体の安全を確保することを皆さん確信されています。　場所は洲本ですが機会がご
ざいましたら一度訪れてみたいと思います。

60歳代 男性 姫路市
　公共工事での本広告の携わっている人の選出方法や安全性の高い構造物となっているが設計を担当した建築士や施
工責任者への手抜き防止策や安全性への責任の所在などを正確に知りたい。
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30歳代 女性 神戸市　灘区　
家を建てる際に建築業者しか接点がないですが、裏にこれだけ業者がいると初めて知った。家を建てる際に、それらの業
者とも接したり、業者を選べたりすればいいのにと思った。

60歳代 男性 加古川市 洲本総合庁舎の建替工事にいろいろな建設業が関わっていることを知った。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
建設分野の担い手の確保・育成・今の日本には大事な事です。世の中ともすればIT産業に目が向けられて、汗をかいて
働く産業は敬遠されているように思えます。世の中の成り立ちはホワイト族だけでは成り立ちません。この広告ようにもっと
取り上げて若い人にアピールが必要かと思います。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 それぞれの分野での真剣な取り組みに、大変感銘を受けました。

70歳以上 男性 明石市
今回の広告はとても有意義な広告としてとても高い評価をしても何らかの効果はあると思いますが今の建設業界の人材
不足は解消されない中でこれだけのインパクトのある広告は中々できないことですが今回の広告は称賛します。今の高齢
社会で若い労働力の確保が困難な時代にあらゆる分野のメデアが人材確保に努力を欲しいと思います。

60歳代 男性 明石市
いろいろな建設分野の職人の皆さんのお話、大変興味深く読ませていただぃました。今後も他分野についての特集を載せ
ていただければ面白いと思います。

70歳以上 男性 神戸市　西区 色々な建設分野の仕事内容が分かった。

60歳代 女性 三木市
タイル工・コンクリート工・左官工・鉄筋工・鉄骨工・造作工・現場監督　それぞれの分野が住宅を完成するのに住みよい町
目指し職人の力を一つになって進めていくことが重要であることが感じられます。

40歳代 男性 加古川市
建築の中でもいろんな分野の職人さんたちがいるんですね。それぞれが専門分野で活躍し、一つの建築物ができるなん
て素敵なことですね。

60歳代 男性 神戸市　西区
建設業では、若い人が育ちにくい。きつい、危険な仕事を嫌うからだ。建物を作り、安全で快適な社会を作るために、若い
人の養成が大事だ。職人の写真を見ると、いい顔をしている。やりがいを感じているのだろう。将来の社会を支える良い職
人になって欲しい。見開きで、インパクトがあり良い広告です。

50歳代 男性 姫路市
今はあまり使われないかもしれないが３Ｋ職場ですが暮らしのためには必要な仕事です。今はやりのロボットにも変化して
いかない高度な技能の領域を絶やさないようにしていかなければいけないですね。

60歳代 男性 宍粟市
　職人７人の紹介。いずれも若い方々で、普段耳にしない職業が今回の記事で、「こういった職業があるのだと知りまし
た。」また、後継者として育成していかなければならないことも理解出来ました。こういった職業は、「きつい」、「きたない」、
ことから嫌われやすい職業ですが、若い世代が育っているのを知り非常に参考になりました。

40歳代 男性 尼崎市 「○○工」というそれぞれ、その道のプロがいらっしゃるんだと感心しました。

70歳以上 男性 神戸市　北区　

建設に携わる各種の職人６人がそれぞれの仕事内容についてコメントしており、仕事の奥深さをあらためて知ることとなっ
た。今までにこのような多くの職人が一挙に集まり語った記録や紙面は読んだことが無いので職人の具体的な仕事内容を
知ることができ大いに参考になった。ビル建設に当たってはおおくの職種、職人が働いているが、これ以外の職種の職人
についても順次取り上げてシリーズとして紙面をかざってほしい。一般の人々は個々の具体的な仕事内容についてまでは
知らないと思われるのでぜひとも企画してほしいものだ。そうすれば建設業界をよりいっそう知ることができると思う。

60歳代 男性 神戸市　長田区 衣食住、なかでも住は命にかかわる、よき技術の真心がほしい

60歳代 女性 神戸市　長田区 災害大国日本、建設の大切さを感じている

70歳以上 男性 神戸市　西区

住みよい街目指して・職人の力を一つに・・まちの中には、様々な建築物があふれています。一つ一つを見ても素晴らしい
出来栄えの建物があり、見ているだけでも頼もしく思います。現場をまかされている各職種の職人たちはそれぞれ長年の
経験をもとに真剣に自分の仕事を自信を持ち進めています。最近我が家でも外壁工事を信頼できる地元の会社に依頼し
ました。まず決めるのにやはり信頼できる取り組みと実績の積み重ねを見ました。大きな会社がいつも信頼できるものでも
なく、まず地元の信頼できるかが、大切でした。食にサンの仕事ぶりは頼みしい限りです。

60歳代 女性 神戸市　垂水区

　ひと昔前まではきつい、汚い、危険と云われていましたが機械化が進んだこともありまたパソコンに利用等によって随分
印象が変わってきていると思います。　一番クリエイティブな仕事ですし結果がハッキリと作った物にあらわれるので遣り甲
斐も十分にあると思います。　最近では女性の進出も多く将来的にも面白い業界だと思っています。　私自身も若ければ
挑戦もと考えなくもありません。

40歳代 男性 明石市

今回は、洲本総合庁舎の建て替え工事に携わる７人にインタビューし、仕事内容や思いが語られる構成。７つの職種それ
ぞれの特徴や仕事にかける情熱が具体的にわかり、建設業界を目指す若者の心をつかめる魅力的な広告に仕上がって
いると感じた。また、業界志望者でない一般の人々にとっても、工事現場で働く職人さんに関心を寄せ、理解を深めるきっ
かけになりそうだ。使われている写真も、それぞれの働く姿をよく表している。全体として、優れた広告だと思う。
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50歳代 女性 南あわじ市

住みよい町を目指して　さまざまな職種の職人さんたちが活躍されているのがよくわかりました。なかでもタイル工の中田
さんの記事は興味深かったです。私の主人が３５年間タイルの工場でタイルの研究製造をしているからです。危険な作業
も多く大変だと思いますが、喜びを感じながら完成させていただいてると知りました。各分野の方たちの苦労とかも感じな
がら、さまざまな建造物を見ていきたいなと思います。

50歳代 男性 加東市
「住みよい町目指し、職人の力を一つに」という見出しのもとに若手の育成、技術の継承、丁寧な仕事、ものづくり日本など
を目標としている姿勢がよく伝わる内容で共感できます。

60歳代 女性 神戸市　垂水区

　俗に云う「職人」の世界ですが腕一本で生きてゆく純粋職業だと想います。　日本人の物作りの原点で決して自分自身に
も妥協しない技術の世界です。　私の義父も和食の職人でしたが自分が納得できないものは決してお客様には売らないと
云う強い信念を最後まで持ち続けていました。　日本人の技術の神髄だとおもいました。　建設業に職人の方々も全く同じ
で技術立国日本人のを支えている尊い職業だと思っています。

40歳代 女性 神戸市　西区
街を歩いているとあちこちで道路工事や建物の建築現場を目にします。この広告を拝見して様々な分野のプロの方々が
誇りを持って仕事をされているのが良く伝わってきました。

60歳代 男性 三木市 各種職人さんの心構えや意気込みがよくわかった

40歳代 男性 加古郡 各人の仕事に対する考え方・職人気質がわかりました

40歳代 女性 加東市

建設分野の職業と聞いて思い浮かんだのは、「大工」さんと「左官屋」さんしかなかったが、他にこんなにたくさんの職種が
あるのかと驚いた。「鉄骨工」と「鉄筋工」は、どこがどうちがうのかさっぱりわからないが、それだけ細分化されたプロフェッ
ショナルな職業なのだと思った。そして、７職種、７人の職人さんが、それぞれに自分が「作り手」であり、「将来の担い手」
であり、オンリーワンをつくっている誇りを持っていると感じた。建設分野の魅力を十二分に伝えている広告だと思う。

60歳代 女性 神戸市　垂水区

　技術立国日本が誇れる丁寧で細かいところまで気を漬かっての建築分野での仕事は最高の評価をされていると確信し
ています。　私の義父も和食の職人で自分が納得できないものは絶対にお客様に出さない頑固者でした。　その頑固さが
職人には必要だと思っています。　建築現場は「キツイ、汚い、危険」と云う事も一時は言われていましたが今は機械化が
充分発達してそれも昔のことになって来ていると思います。　若い人が女の子も含めて建築現場に仕事を求めるのは良い
ことだと信じています。

50歳代 男性 明石市 こういう職人さんがいて、現場がなりたつんですね。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
安心して建設業界で働く者にとっては、やはり保健等の福利厚生はしっかりして欲しいところである。二面にわたり説明し
ており、魅力ある写真と分かりやすい文面である。

50歳代 男性 赤穂郡 建設はいろんな職種で成り立っている。待遇面をしっかりさせて若者を引き付けてほしい。

50歳代 女性 赤穂郡 安全は確かな腕から。耐震強度のある安全な建物に期待します。

40歳代 男性 たつの市 ぜひ、職人の力で住みよい町を作ってください。

50歳代 男性 神戸市北区
当たり前のことだが道路・橋・建物等々、街中で目に入る建造物のほとんどが建設業の仕事であって、左官・鉄筋・鉄骨・タ
イル等々の各分野ごとに細かく分かれプロの安全で正確な仕事がされていることを今回紙面を拝見していて改めて気付
かされた気がします。
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70歳以上 男性 神戸市　須磨区
南海トラフ地震が起こった場合に想定される津波に対して防災、減災対策を進めている閘門、防潮堤、防災ステーション
の施設に関わる担当者に現場の生の声を発信しているのは大変良いことです。自然災害、特に地震、津波はいつ起こる
か予知できません。普段からの地道な対策が重要なのです。

40歳代 女性 篠山市 男性のイメージの強い建設分野で働く女性に登場してもらって、同性として勇気づけられます。

30歳代 女性 姫路市
最優秀賞の電通西日本神戸支社の広告目をとられました。難しい問題ですが、一人一人を尊重して過ごせればステキで
す。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 すごいと思った

60歳代 男性 たつの市 大変参考になった。特に自分の身は自分で守ると言う心構えの教えは実践したいと思います。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区
11月5日が津波防災の日だということ、南海トラフ地震が起きたら兵庫県は津波の危険があることなど知らなかったことが
多かった。海から離れているから大丈夫だと思わず、どの地域まで危険があるのか、どういう備えをするといいのかなど見
直してみたいを思う。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区

喉元過ぎれば熱さを忘れるいうことわざがありますが、阪神大震災を経験した人でも今では何事もなかったように自分も含
めて生活しています。１１月５日は津波の日だそうですが、まさか東北地方での巨大津波映像を見て改めて自然災害の恐
ろしさを実感しました。神戸でも沿岸に近い方々は津波が来るからと避難されていたと後で聞きました。紙面にて津波防災
に対する企業の取り組みなど改めて理解でき、これから何が起きるかわからない災害防災に立ち向かって頂きたいです

60歳代 男性 加古川市 瀬戸内海は大津波とｈ無縁と思っていたが、やはり備えは重要であると思い直してるところです。

70歳以上 男性 神戸市　兵庫区 神戸に住んでいれば防潮堤は本当に重要に考えます。

60歳代 男性 神戸市　北区　
大津波の発生に備え、沿岸にある施設に勤務する３人の仕事に対する思いと日々災害に備え対処する人々の日々の努
力と思いに頭の下がる感動を覚えた。

60歳代 男性 神戸市　垂水区
｢万全の対策で津波から守る｣との事ですが｢想定外｣と言う一言で責任回避された東日本大震災の2の枚にならないの
か。記事を読んでも安心感が生まれません。緊迫感を持って最前線で戦い、安全対策を推進してもらいたいと思います。

60歳代 女性 神戸市　灘区　
・南海トラフ等予測される大地震での津波に万全を期すための対策は大切な事なので色んなシミュレーションをしながら進
めて欲しい。

60歳代 男性 西脇市
当市でも水門のトラブルで被害が出ました（結果は設備完了後の確認ミス？）＜万全の対策で津波から守る＞普段から最
悪の場合を考えシュミレーションを行い２重３重の対策を行っていただきたい。

紙　　　別

段　　　数

神戸新聞　読者アンケート結果のご報告

記

掲　載　日

広　告　名

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上

げます。

神戸新聞読者による、今回の作品についてのアンケート結果をお届けいたします。貴社の広告活動のご

参考になれば、幸いに存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

謹 白
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60歳代 男性 西脇市
当市でも水門の動作不良でトラブルがありました（設備完了後の動作確認不足？）＜万全の対策で津波から守る＞インフ
ラの整備や情報の発信等プラス定期的に動作の確認及び地元住民へＰＲを行ってください

70歳以上 男性 篠山市
私たちが知らないところでいろんな人がいろんな分野で自然災害に備えて頑張っておられることがわかりました。他にもま
だまだあると思いますので機会あるごとにこのような特集を組んでPRしてほしいと思います。

60歳代 男性 神戸市　北区　
世界で地震がない日はありませんね、日本も何時か南海トラフ地震があるかわかりません、神戸北区は津波の心配は無
いですが、山崩れとかは心配しています。

40歳代 女性 姫路市
高い確率で発生すると言われている南海トラフ地震に備える事が大事というのは分かっていましたが、具体的にどのよう
な対策をされているかは知らなかったので、今回の記事で、尼ロックを集中コントロールセンターから監視される方がおら
れたり、防潮堤に関する仕事をされている方がおられる事を知れて良かったです。

60歳代 女性 姫路市 住居が海から遠いのであまり関心なかった

60歳代 男性 神戸市　西区 自然災害に弱い日本を守るには建設が大事な分野です。

40歳代 男性 洲本市 淡路島島民にとっては他人事でないですからね、津波地策は。

30歳代 女性 三木市
普段ならさらっとしか読まない内容だが、子供が生まれて初めて先日の鳥取地震を体感しました。子供を守るためにも、
しっかりした知識も必要だと、じっくり読みました。しっかりした基礎や対策をしてくれている業者さんがいるのだから、私達
もしっかり自分にできることを考え、命を守らないといけないと感じました。

70歳以上 男性 加古郡播磨町北野添
南海トラフ地震が来たらどうする？来たら大阪よりも兵庫県に津波が到達するのが早いとの事、インフラの整備は大切な
事ですがその発信が如何に早くとも受ける人達の対応がまずいと大変なことになる。日頃の訓練も大変重要です。

60歳代 男性 明石市沢野1-16-11
普段目にすることのない公共部門の建設関連機関のお仕事の内容がよく理解できました。社会のインフラうぃ陰で支える
大切な役割を果たされていることに感謝の気持ちが湧いてきます。

50歳代 女性 明石市

東日本大震災から地震に対する備えについて多くの情報が飛び交っています。先日来の鳥取地震では、この辺りも震度3
の揺れがあり、阪神淡路大震災の時の揺れを思い出しました。南海トラフのことはよく聞きますが、近い将来のことと捉え
て防災対策をどうするかまでは考えていないのが現状です。近い将来の地震に備えて多くの方が尽力されているのを知
ると、自分の地震への考えも改めて家族を守る対策だけでもとっておかないと、と思いました。

60歳代 女性 神戸市　須磨区

「尼ロック」のことは今回の特集で初めて知りました。365日24時間、船が通行可能だからこそコントロールセンターにて常
時監視！操作を間違えれば町へ被害を出してしまう！とても重要で神経を使う仕事なんだと知りました。仕事を確実に行う
為に、決して慌てないという心掛けは、どの仕事にも大切な心構えだと思います。心掛けがあるからこそ良い緊張感を持ち
つつ確実に仕事をこなせる。今回の特集がなければ知らなかった仕事なので、町を守る縁の下の力持ちの方を取り上げ
ることを今後も続けてほしいです。縁の下の力持ちこそ光を当てるべきですね！

50歳代 男性 神戸市　垂水区 縁の下の力持ちとして頑張って下さい。

50歳代 男性 高砂市 いつ起こるかわからない災害に備えて、日ごろから関心を持つ習慣を身につけたい。

50歳代 男性 福崎町
近々来るかもしれない地震、津波に備え、頑張る人たち。みんなに知ってもらうことでいざというとき役立ちます。最大級の
津波の　8.1ｍ　は信じられないくらい大きい。地域に合わせた技術と情報で守りたい。津波防災の日を機に再認識です。

70歳以上 男性 神河町 特になし。

50歳代 男性 丹波市 自衛の心構えが大切という言葉がすごく印象的でした。

30歳代 男性 稲美町 　津波から市民を守るための重要だけど地味な仕事をされている人々の存在を知りました。

70歳以上 女性 加西市 自衛の心構えが何んといっても一番大切その通りだと思います

50歳代 男性 神戸市　西区 地震による津波発生時のインフラ整備がいかに重要かを認識させられた記事であった。

60歳代 男性 明石市
自分の現在の仕事にもわずかながら関連があり、興味深く読みました。特に阪神淡路震災を経験した地元居住者として
も、防災と減災に取り組んでおられる業界の動きの一端が理解できて有益でした。

60歳代 男性 明石市
兵庫県にこの様な津波防災活動を進めている施設があるとは知らなかった。阪神・淡路大震災を体験し、又、東日本大震
災の津波の画像を見て震災・津波の恐ろしさをイヤと云う程感じている。この様な施設があるのであれば、もっと新聞等を
通じて日頃の活動を積極的にＰＲしていただき、住民の防災・減災意識の向上に一役担っていただきたいと思います。
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20歳代 女性 姫路市

女性の現場監督さん尼崎港管理事務所の雨森主査頑張ってください。防潮堤という耳慣れない言葉に接しました。何年も
前に打設した「松杭」が腐食もせずに存置されていること、ただただ驚きでした。祖母から聞きましたが戦後すぐのジューン
台風は阪神地域に甚大な被害をもたらしたとか、高潮や東南海地震対応対策の防潮堤インフラ整備は、安全安心な社会
に不可欠で喫緊の課題ですね。

50歳代 男性 相生市汐見台
阪神大震災を身近に経験し、もう当分は来ないだろうと安心感を抱いていた今日この頃でしたが記事を読んで災害時どう
行動するのかを自分で考えておくことが重要であることを感じました。

40歳代 男性 加古川市 そういうこともあるのだなあ。

60歳代 女性 神戸市　兵庫区
災害が近い将来来る事は解かるが人生で阪神淡路震災と南海トラフの２回も経験するかもしれないのは日本に住む限り
避けて通れない・しかし尼ロックさんのような仕事の方が津波から守ってくれるというのは、初めて紙面で知った。この抽選
がなかったら、読まなかった。いろいろな仕事があると考えさせられた。日本はやっぱりすばらしい。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区
明日は防災の日ですか。阪神大震災の時は死ぬかと思うほどの恐怖を感じました。今度は南海トラフ地震が近々発生し、
大津波が来ると言われています。尼ロックの様な建設施設で、ぜひとも、人々の生命・財産を守っていただきたい。自然の
力には、個人個人ではとてもかないません。国や自治体の力が必要です。堅固な防潮堤の建設をお願いします。

60歳代 男性 神戸市　西区 津波防災インフラの整備や防災情報の発信について各施設担当者の熱い思いが伝わってきました。

40歳代 男性 西宮市 津波はいつきてもおかしくないので、今のうちからのシュミレーションが重要ですね。

60歳代 男性 神戸市　須磨区 防潮堤の重要性を改めて知ることが出来た。また、これらの仕事に携わる人々のご苦労を再認識することが出来た。

50歳代 男性 丹波市

今回の特集は南海トラフ地震についてでしたが、私達が生活している地域では、津波の危険性は皆無であります。しかし
生活環境が違う地域では、色々な分野で街の安全を維持するた為に、誇りと使命感で携わられている事に安心しました。
私の住む町も丹波豪雨の被害を受けましたが、防災意識は常に持ち続けければなりません?防災訓練も【訓練は本番の
ように、本番は訓練の様に】ありたいものです。

50歳代 男性 明石市
広告というよりも、必要な情報が満載されている記事として読みました。内容をしっかり心にとめて、災害から身を守る大切
さがよく理解できました。

50歳代 男性 赤穂市
街や人々を津波から守るため、建設分野の方々が活躍されていることが良く解りました。これからも頑張ってもらいたいで
す。

50歳代 男性 神戸市　西区
南海トラフ地震にそなえておられる３つの施設の担当者の思いがよく伝わった。非常時でも冷静心掛け・防潮堤の重要さ・
『自衛』の心構えが大切　どれも担当者ならではの適切で熱い思いがこちらにひしひしと感じられた。我々は、常に想定し
ておかなければならないと再度認識した。

70歳以上 男性 赤穂郡 近年は　災害が多発　建設業界が災害対策にスポットをあてることは非常にタイムリーで読者の関心をひく　良い企画。

50歳代 男性 たつの市 建設分野は、人材が命です。これからも「人」を大切にお願いします。

70歳以上 男性 神戸市北区
尼崎がゼロメーター地区とは知らなかった。人間の地下水組み過ぎで津波の危険にさらされ、防潮堤が不可欠とはびっく
り。ある行為が後々どのような影響をあたえるのかを十分な検討をして物事を進めてほしい。組み上げ水量は少ないもの
の、各地に多い都市部の温泉施設も考えものだ。

60歳代 男性 神戸市　須磨区 仕事の概要はわかるが　具体的にどのような企業で仕事があるか分からない。

50歳代 女性 高砂市 あんしんできる

30歳代 女性 宍粟市
勉強になりました。防災対策の仕事人とはいえ、笑顔で暗くならず、前向きで未来への希望を感じた。通行人、住民へ、工
事内容の看板で知ってもらおうという工夫に感心しました。

40歳代 女性 神戸市　兵庫区
最近、南海トラフ地震の話題を聞くことが多くなり、怖いなと感じているけど何もできないなと思う毎日ですが、色んな建設
の分野で、これから起こりうる事態に備えるため、日々研究、作業をしている方々がいるとわかり、とても心強く感じました。

40歳代 女性 相生市
防波堤が大切なことは一般的に分かるが老朽化含め耐えれるかどうかとか、どうすれば耐震になるのかまでは、私には
分からないけれど、こういった仕事に携わる方々の力は、必要不可欠で、でも自分の身は、自分で守るという意識で、いざ
というときに、きちんと判断できるよう普段から考えなくては、いけないんだなと思いました。

40歳代 男性 姫路市

この前の鳥取地震があってから日も経ってないので、この地域も記事に書いてましたが「南海トラフ」や今住んでる「山崎
断層」があるので自衛の心構えが必要だと改めて感じました。いつ災害が来るかわからないので、家の耐震検査や、防災
キットなどの話題は家族と話してます。５日が防災の日だという認識もなかったので情報をネットや新聞などの媒体を使っ
て調べようと思いました。
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50歳代 男性 姫路市

兵庫県が、市民に防災対策を広く知ってもらうための広告・・・ですね。誰が、誰に向けてかよく分かりませんでした。書か
れている内容はとてもよいものでしたが、写真をもう少し大きくして、記事はコンパクトにいた方が目にとめる人が多いと思
います。特集「建設・・・・」の部分か、万全の対策で・・・の部分をカラーにするとか。直接的な、対処法が書いてあるわけで
はないので、私は、当日はスルーしていました。避難訓練は、夜や早朝も視野に入れて・・・と言う波戸崎さんの言っておら
れることはもっともだと思いました。また、淡路に行った際には、ステーションによりたいとも思いました。津波到達時間まで
にやるべきことをやれば命が守れると書いてありましたが、その具体的な内容が知りたいです。

60歳代 男性 加古川市 津波防災の施設を知ることができて良かった

60歳代 男性 神戸市　東灘区
　「南海トラフ地震」にそなえて津波対策に懸命に取り組む人々の紹介を拝見し、その並々ならぬ努力と精神力に頭が下
がります。　まさに縁の下の力持ちならぬ「波の下の力持ち」だと思います。

60歳代 男性 神戸市　垂水区
私の年代はフィルム時代はモノクロで育ちました。今はカラーが主流になってそれに慣れてしまいましたが、私の年齢にな
るとやはり目が衰えて来ます。なのでカラー紙面の方が見やすいです。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 津波防災が建設分野に業種分けされることを始めて認識した。又、建設分野の裾野の広さに感心した。

40歳代 女性 洲本市
津波は自分だけでは防ぐことができないので、防潮堤を建設したり尼ロックのような門の建設は必要だと思った。また、そ
れらを連携させて動かすような防災ステイションも必要だと思った。

60歳代 男性 神戸市　長田区 今日は津波の日とか?初めて分かったが、天災は避けられないが、土木の力で最小限の被害にとどめたい

60歳代 女性 神戸市　長田区 11月5日の津波の日に供えて、防災のための活躍を期待したい

60歳代 女性 神戸市　兵庫区
街や人々を守る防災にも、一般の人々は知らない所で、色々な内容の仕事があり、それを守っている人がいると言う事を
改めて知りました。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 津波被害に対する対策の大切さをあらためて実感しました。南海トラフ地震は必ず起きるという認識が必要だと思います。

50歳代 男性 姫路市 南海トラフ地震の津波に備えて色々な人達が携わり、日夜備えられてる事が伝わる広告だと思います。

20歳代 女性 神戸市　東灘区 良かった

70歳以上 男性 神戸市　東灘区 一般的な広告というイメージなし。普通の記事として読んでいた

70歳以上 男性 神戸市　垂水区

紙面を開いて記事を見た時、これがＰＲ特集とは思えませんでた。防災に関するほぼ全面記事と思い読ませて頂きました
が、兵庫県の港湾管理一部門からの情報発信記事に終わっているのが残念です。内容そのものは申し分ありませんが、
「建設分野の魅力」と題するからには、どんな魅力を次世代に訴えようとしているのかがあっても良かったのではと思いま
した。

50歳代 女性 神戸市　須磨区
海の近くに住んでいますので津波の記事は特に目を通すようにしています。近い将来来るかもしれない巨大津波に対応で
きる防波堤の開発を切望しています。

40歳代 男性 明石市

毎回、充実した内容の広告を掲載してきたＰＲ特集「建設分野の魅力」、今回は、11月5日・津波防災の日に合わせた企画
で、学生だけではなく、幅広い層に響く内容だと思いました。特に、福良港津波防災ステーションの学習リーダー、波戸崎さ
んは、地域との関わりで、建設分野に携わるようになったと読みとれ、地域活動をする中高年の方に向けてもヒントになっ
たのではないでしょうか。この広告シリーズは、工業高校などで活用されることで、学生の学びと社会での具体的な実践を
結びつけられそうな内容で、今後もさまざまな切り口で建設分野を紹介していくことが期待されます。

50歳代 男性 明石市 南海トラフ地震に対する心構えが建設工事にも出来ていることがよく分かりました

70歳以上 女性 高砂市 日本のインフラを担うのは建設分野です。

70歳以上 男性 高砂市 建設分野は、災害の多い日本で復興の推進力だ！

60歳代 男性 姫路市
　非常時のマニュアルの熟知と冷静さ，また防潮堤の大切さ加えて各人が市町村に頼らず自分に出来る事への自衛の心
構え（短時間での避難）を保持することを再認識した。

50歳代 男性 西宮市
題名を見ると、まずは防災関係の広告かと思いました。題名と広告の意図が一見マッチしていないように感じました。もち
ろんよく読むと防災に対しての土木建設関係の人々の地道な取り組みであることはわかったのですが、３人それぞれの見
出しに、もう少し工夫すればわかりやすかったのではないかと思いました。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
　建設分野の魅力と題されているが、記事はむしろ使命である。違和感あり。津波から守るためには、近隣地域住民との
連携とか共同の取り組みなどの検討記事が不可欠であると感じました。
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40歳代 女性 三田市
防災の日がある事はしっていましたが、津波の日がある事を知りました。南海トラフ地震は、いつ来てもおかしく無い地震
です。しかし、この様な取り組みや、整備が出来ている事を知りました。たくさんの人が、色々な所で働き、それも自然相手
の気の抜けない仕事、凄いと思いました。この様な記事を見るきっかけが出来て良かったです。

20歳代 女性 神戸市　北区　
現場に携わっている方のコメントは興味深く読むことができたのは、大変良かったが、写真が白黒だったのが、少し残念
で、次回からはカラーにしてほしいです。

60歳代 女性 0 最近は至るところで地震がありますので、興味深く読みました。日頃の心がけが大切と実感しました。

70歳以上 男性 明石市藤江
地震、津波が起こつた時は自分の身は自分で守る事が基本ですその為には普段の心構えが大切です、ハザードマップで
避難所も指定されていますが、いかれない場合も考え別の避難所も考える事も大切です。我が家では防災グッズを身近
なところですぐに取り出す様にしています。今更ながら自然の脅威を感じずにいられません。

60歳代 男性 西宮市
前職はゼネコンで土木技師していたジャズ喫茶のオヤジです。尼ロックの工事に従事したことが有ります、懐かしい思いで
す。

50歳代 男性 加東市
　津波防災インフラの整備や防災情報の発信について３人の担当者へのインタビュー形式の形でとても印象に残ります。
まさに現場を担当する最前線の専門的な生の声なので共感できる点も多い。

20歳代 女性 尼崎市
住んでいる尼崎市のことなので興味をもてた。内容は専門的な部分もあったので、絵や図で説明してもらえるとわかりやす
いなと感じた。

40歳代 男性 加古川市尾上町 11月５日が津波防災の日というのを初めて知りました。それぞれの専門分野で活躍されていてかっこいいです。

50歳代 男性 篠山市

最近各地で地震が起きています。また近年予想される「南海トラフ地震」、勤務先は大阪市北区につき津波は警戒地域で
す。昼食後の散歩で逃げ場も確認するようになった。防潮堤でコントロールしてくださることの重要性を改めて認識させてく
ださいました。非常時でも冷静さを忘れず、自分には関係ない話とは思わず、心に刻んでおかないといけません。広告を
拝読し気が非締まりました。ありがとうございます。

70歳以上 男性 神戸市　兵庫区
南海トラフ地震はいずれは発生することでしょう。それまでに高潮に負けない町づくりが出来ますようにと祈っています。尼
ロックはこの広告で初めて知りました。

20歳代 女性 神戸市　北区　

まず、インパクトのある「万全の対策で津波から守る」という言葉がいいなと思いました。読みたい！と思えて、全部読みま
した。もう阪神淡路大震災のような経験を経験したくないので、こうして、震災、津波のために常時働いている方の姿や気
持ち、意見を知ることができて、なんだかホッとしました。わたしも災害時の対処、想定をきちんとして、もしものために備え
たいと強く思いました。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
いつ来るのか、どんな規模の津波になるのか、わからないけれど、兵庫県のまじめで地道な取り込みと、準備にたずさわ
るひとたちの真摯な努力が読み取れた。人々の暮らしの中で、安心安全が確保されていることに敬意を表したい。

40歳代 女性 加古川市
日本は、地震などの自然災害がおこり過去の経験を生かしさまざまな観点からの防災知識、技術が優れているということ
は海外の自然災害の応援などの活躍などで知っていましたが、現場で働いているかたの声はなかなか聞けません。現場
ならではの、防災知識、思いなどがよくわかりました。

60歳代 男性 三田市
華々しく脚光を浴びていないが、社会にとって大切な、このような仕事の特集は、単なる広告以上の効果があると思われ
るので、今後も継続されることを望みます。

40歳代 男性 神戸市　北区　
こなければそれが一番いいのですがやはり備えあれば患いなし。いかに被害を軽微にするか…人間の学習能力が試され
る。

70歳以上 男性 赤穂市西有年2997-200
神戸ミントクラブの会員にもなり楽しく読ませて頂いています。神戸新聞を読んでいる者の一つの楽しみです。ありがとうご
ざいます。

40歳代 男性 尼崎市武庫元町 行政は０m地帯を居住、商用地帯に先ずはしないようにすることが一番だと考えます。

60歳代 男性 小野市
本紙で津波から守る沿岸の防災対策が地道に行われていること知り、心強く思いました。更に11月5日が「津波防災の日」
であることも知り、日頃からの自衛の心構えの大切さを痛感しました。

60歳代 女性 加古川市
津波に対応して、色々対策がされていて安心しました。津波の恐ろしさを東日本の時に、テレビで見て地獄のようでした。
色々な事に関心を持って「自分の命は自分で守る！」を家族と話し合っています。

60歳代 男性 神戸市　西区 津波をテーマにしており、難しい内容でしたが、読んでしまいました。

60歳代 男性 神戸市　中央区
尼崎地区の三分の一が海面より低いゼロメートル地帯。かつてイタリーのベニスで見た海水の流入が、ここ」でも普通に
なっているので、水門の開閉が重要な仕事になっている。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 この広告を見るまでは津波防災の日を感知していなかつた、これからは意識するようしていきたい。
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50歳代 女性 神戸市　中央区

いつも出掛けるときに通ってる尼崎がゼロメートル地帯であることは知りませんでした。津波や高潮の時以外でも海と運河
の水位の管理があって湾岸エリアの安全が保たれてるのですね。これから起きるであろう「南海トラフ地震」対策の防潮堤
も実際には見たことはなく、何度か観光で訪れた福良港にも津波対策ステーションがあることも知りませんでした。次に行
くことがあれば是非みたいと思いました。

60歳代 男性 たつの市
南海トラフ地震に対する備えには様々な角度から対策が必要であり、また、されていることが改めてわかりました。こうした
啓発は必要と思います。

70歳以上 男性 西宮市

今、世間では南海トラフ地震の大津波が大きな話題になっている。そんなとき、「万全の対策で津波から守る｣という見出し
の広告は、われわれを安心させる。コントロールセンターで働く人々人には本当に頭の下がる思いだが、この人たちのお
かげで、安心だ。さらに「防潮堤」も安心させてくれる。しかし、一番大切なのは、うろたえることなく、冷静に対応することだ
ろう。そのために、この地域では、今週末「シェイクアウト訓練」が行われる。参加して、心構えも身につけたい。

60歳代 男性 神戸市　西区 津波の危険にさらされる島国日本、建設の力で強固な国を期待します。

60歳代 男性 養父市 いつ起こるともしれない地震　津波に対し　見えないところで活躍されている人の苦労があるのが知れた

70歳以上 男性 神戸市　北区　
尼崎防潮堤は子供の頃にはよく話題に上がっていました。今でも綿々と續き世話をしているとは知りませんでした。作るば
かりでなく後のメンテや操作もあるのだと分かりました。福良湾の防潮は知りませんでした。記事を読んでもっと知らなけれ
ばならないとつくずく思いました。

20歳代 女性 神戸市　垂水区 建築に対して、デザインや構成だけでなく、災害への備えや安全性についてもしっかり考えられていることを感じた

50歳代 男性 神戸市　須磨区
津波は昼間とは限らないって書いていたのに共感します。想定以上になることもある。いち早く高台に逃げる訓練は必用
である。万全の対策をしていただいていることに感謝します。

50歳代 男性 西宮市
阪神大震災では尼崎で会社が倒壊し、大変な思いをしました。尼ロックの管理が24時間体制で行われていること、津波へ
の対策等に係る方々へ感謝です息子が熊本に進学し、またもや地震の恐ろしさを思い返し、日本全国にこういった対策が
広がることを祈ります

40歳代 男性 姫路市 私の職場でも避難訓練がありました備えることが大事だと思いました

60歳代 男性 南あわじ市

30年内に70％程度の確率で発生が懸念される「南海トラフ地震」最近では熊本地震、鳥取地震と予想外での地震が発生
していただけに少し油断しておりました。絶えず緊張感を持って日々活動されている3名の方の取り組みを読ませて頂き、
我が家の防災対策は充分か改めて考えてみました。波戸崎さんがおっしゃられるように「自分の身は自分で守る」我が家
の危険個所の改善、災害時の行動を家族と話合う良い機会となりました。

50歳代 男性 淡路市

30年以内に70％程度の確率で起こると言われている「南海トラフ地震」。その津波防災インフレの重要性と、住民にいかに
情報を提供するか、また自分自身を守るための学習が大切だと3者の現場からの話がリアルに感じ取れた。南あわじの福
良港津波防災ステーションは訪れたことがありますが、建築的にも個性的で面白く、多くの人たちに行って、防災学習室で
少しでも学んでいただきたいです。

50歳代 男性 明石市 建設は、人のちからで、成り立っています。人がいのちです。

50歳代 男性 神戸市　灘区　
先日、人と防災未来センターに行ってきました。予約をしないといけないくらい入館希望者が多いと聞いて驚いた、と同時
に防災に対する興味・関心の高さがうかがわれた。今回の記事で尼崎の津波対策に安心したと同時に他のエリアの状況
が気になった。また個人レベルにおいても意識を上げなければいけないと思った。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 南海トラフ地震に備えて、尽力されている方々に敬意を表します。

60歳代 男性 加古川市 建設分野で津波に真剣に取り組んでおられるのが、伝わる素晴らしい広告です。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
南海トラフ地震があれば、会社が元町なので津波が発生し避難する必要があります。対策は色々されているけど一番大
事なことは自衛することが一番必要だと思います。広告にはそのあたりが載せられています。

40歳代 男性 加西市 兵庫県に住んでいますが、尼ロックを初めて知りました。

40歳代 男性 加古川市 趣分かかったです。

70歳以上 男性 神河町
尼ロックが正常に作動すれば尼崎の街は津波から守られるということは、非常に心強い。このような装置が必要な個所す
べてに設置されることを祈りたい。

70歳以上 女性 姫路市
　３０年以来に発生が懸念されている「南海トラフト地震」を、半信半疑に思っていたが、最近、今まで地震のなかった地域
で、地震があり、「南海トラフト」もあり得ると考えが変わった。兵庫県では、その時のために津波対策に万全を期しておら
れ、心強い。また、慌てないで日頃から自衛の心構えも大切と認識した。
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50歳代 男性 淡路市大磯

建設に関する記事なので，記事にあるような構造物，防潮堤，杭などの数字で表される部分の位置関係などが，すぐに分
かるようなイラスト等挿絵解説があった方が，文字の多い情報よりも頭に入ってきやすいです。特に防潮堤の構造につい
ては挿絵があればいいと思います。自衛の心構えについては，具体的行動例を挙げた方が，考えると言うだけよりも説得
性があるでしょう。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区 いろんな仕事をする人がいて成り立ってるんだと思った

50歳代 男性 神戸市　北区　 津波に備える為に、地道に積み上げた対策が理解できた。

60歳代 男性 西宮市
今はジャズ喫茶のオヤジしてますが、前職はゼネコンの土木技師。毎回楽しく読んでいます。若き日、現場を走り回ってい
たことを思い出します。

70歳以上 男性 神戸市　西区

11月５日は津波防災の日・大きな津波は避けられない災害です、それを最小限に防いでくれるのが、丈夫な堤防です。日
ごろから万全の対策で津波から守る、自衛の心構えが一番大切です。情報の共有化や日ごろの絶え間ない訓練が大切な
自衛手段となり助かる率が高いと思います。また訓練により非常時でも落ち着いて周囲の状況をよく見て素早い行動も大
切ですが、日ごろから近所との付き合いを大切にしたいものです。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区 震災被害を少しでも減らすよう色々な人々の努力が分かりました。

60歳代 男性 高砂市

日頃から行く先々で目にする、河川改修、護岸工事などどんな目的、効果を目指して工事をしているのか関心を持ってい
ます。最近は工事現場のフェンスなどに、工事内容がある程度具体的に表示されているので、尚の事関心があります。今
回の特集された現場を目にした事はありませんが、津波、洪水、高潮などの対策が色々な場所で行われているのが分か
り勉強になりました。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区

３０年以内に７０％程度の確率で発生が懸念される「南海トラフ地震」。兵庫県は大津波の発生に備え、津波防災インフラ
の整備や防災情報の発信など、ハード、ソフトの両面から防災・減災対策を進めている。「ゼロメートル地帯」と呼ばれる尼
崎の防潮提尼ロック（尼崎閘門）・県尼崎港管理事務所・福良港津波防災ステーションなど我々の知らないところで地味で
はあるが、万全の対策で津波から守る活動をなされている。我々も災害時に自分はどう行動するか常づね考えておく必要
があります。

70歳以上 男性 伊丹市
? やはり全面１頁広告はインパクトが強い。尼ロック、福良港のステーションは以前訪れたことがあるので興味を持って読
んだが、一般の人が読んでくれるかな？視覚に訴える工夫が…。

60歳代 男性 神戸市　灘区　

　「南海トラフ地震」に備えて各地で多くの人が献身的な努力を続けておられる事に敬意を表します。津波の予想が難しい
だけに事前の準備と当座の素早い行動が一層重要になりましょう。雨森さんのお話のように　先人はいろんなことを考えて
安全な生活のために智恵を出しています、それらを受け継ぎ次世代に引き継ぐ重要性を訴求しておられ感心することしき
りです。住民ひとりひとりが考えていくことが必要です。我々は阪神大震災を経験しました、経験をもとに日常生活において
何を取り入れて実行しているかが問われています。　考えるきっかけをいただいた本広告に感謝致します。

50歳代 女性 高砂市曽根町
「福良港津波防災ステーション」「県尼崎港管理事務所」「尼ロック」で津波に備えている三人の方々の仕事に関する思い
の記事は、読んで感動すると共に守ってくださっている方たちに感謝の気持ちが芽生えました。このアンケートが無かった
ら、多分じっくり読んでいなかった記事なので、アンケートをきっかけに読めたことは良かったと思います。

70歳以上 男性 神戸市　北区　 六甲山の裏側に住んでいるので、「地震」は怖いけど「津波」の心配は全くありません。「山津波」は別ですが・・・

70歳以上 男性 加古川市西神吉町非常時緊急対策に万全はない。

60歳代 女性 加古川市西神吉町万全対策は未知数

50歳代 男性 姫路市
地震が起きるといつも想定外と言われているような気がします。防災は本当にどこまで準備すればいいのでしょう。いつお
金をかけるか保険も含めて難しい話です。

60歳代 女性 神戸市　垂水区

　日本は地球上の地球上面陸離面積の僅か０．２％しかないのに世界中で起きている地震の２割が日本で起きているそう
です。　近い内に東海、東南海。南海地震起きると言われていてその際にはおおきな「津波」も必ず押し寄せてくるでしょう
から建設業界の英知で防ぐ事が出来れば最高だと思います。　私は西神戸に住まいしていますから目の前の淡路島が
「津波」の防波堤になってくれると思いますが津波の日が制定されたように建設業界に頼りたいと思っています。

60歳代 男性 明石市魚住町
宮城県沖地震を2回･東日本大震災も経験し対策の大切さを痛感しました｡特に仙台在住時2回実際に経験した事が大きな
強みとなった｡

60歳代 男性 明石市 防潮堤などでどのように対策をしていたとしても、最終的には「自衛」の心構えが大切なのですね。

60歳代 男性 明石市 防潮堤など必要な対策を設けたとしても、最終的には「自衛」の心構えが大切なのですね。

70歳以上 男性 神戸市　灘区　
大地震時の津波に対して、想定外が無いように万全の対応をすべきである事を肝に銘じたい。特に海岸線の地域は日頃
の訓練を十分にすべきである。　人的被害は最小限に食い止めなければならない。　具体的且つ詳細な計画・訓練に尽き
ると思う。　　　以上



60歳代 女性 神戸市　灘区　

　東日本大震災で信じ難い津波の現実を知り、そう遠くではないと言われている「南海トラフ地震」による津波の甚大な影
響は常に気がかりです。　今回、「万全の対策で津波から守る」という目立つフレーズが一気に記事の内容へと誘ってくれ
ました。紹介されている３人のように、津波に備えて活躍されている方々の仕事を知り、ありがたく感じると同時に、災害に
対して「自衛」の心構えの大切さを改めて考える機会を得ました。

30歳代 男性 稲美町 津波の災害から国民を守ろうとする意気込みが伝わりました。

70歳以上 男性 神戸市　西区 津波対策の重要性が分かった。

50歳代 女性 神戸市　西区 津波はすべてさらいます。改めて恐さを感じました。

70歳以上 男性 加古川市尾上町 それぞれの専門分野で活躍されているのでとても感心します。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 南海地震対策としてインフラの老朽化対策は必要です。でも地震予知が当たらないから無駄にならないと良いですね。

60歳代 女性 宍粟市山崎町

　はっきり言ってあまり関心がなかった土木分野ですが、今回の広告で。「何回トラフ地震」に備えた事業に多くの方々が携
わっておられることを知りました。東北大震災もそうですが、喉元を過ぎれば国民の大部分の方々が備えを忘れてしまいま
すが、普段から対策をして置かなければと思います。今回、掲載されている方々だけでなく他の多くの方々もおられると思
いますが、私達のために頑張っていただきたいと思います。そういった点で今回の広告は参考になりました。

70歳以上 男性 三方郡
防潮堤によりゼロメートル地帯があるまちが常に高潮から守られていること、津波対策のための補強工事を行っているこ
とを初めて知りました。「自衛」の心構えの大切さもよく理解できました。「自分の身は自分で守る」ことが防災で一番大切な
ことがよく分かりました。

40歳代 男性 たつの市 津波に強い街づくりに尽力してください。

50歳代 男性 赤穂郡 しっかりしたインフラは社会の基盤。頼りになります。

50歳代 女性 赤穂郡 難しい議論もありますが必要な公共事業はある。優秀な人材を確保して頑張ってほしいです。
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40歳代 男性 神戸市　北区　 若い力に期待ができる

60歳代 女性 神戸市　兵庫区
ワークショップで高校生のようにこれから活躍していく若い人達が興味を持って学び、建設の道に進んでいくのは、とても
頼もしく思います。

60歳代 女性 明石市
いっぱい広告で言いたいことがあるのかごちゃごちゃ載せすぎていると思う。若い人に読んでほしいのならカラーを使った
り見出しを簡単にするとか、もっと工夫した方がいいと思う

70歳以上 男性 神戸市　北区　
自分で運転することは無いんだけれど、湾岸道路の素晴らしさは和歌山旅行の時によく分かりました。その道路が六甲ア
イランド北ランプから名谷ジャンクションまで西伸すれば、ますます便利になるでしょうね！それらを高校生が勉強するって
本当に素晴らしいです。

70歳以上 男性 揖保郡太子町糸井
若い世代の人たちが今回のような催し物について、どしどし参加していただき、高速道路がなぜ必要か、いろんな分野で
どしどし意見を述べて繁栄していくことも大事であるような、また他校にもアピールいていただきたい　今回参加された皆さ
んが何を感じとったかどしどし意見を出し合ってほしいものです。

70歳以上 男性 高砂市 建設産業はインフラの基礎であり、ものつくりの原点

70歳以上 男性 加古川市 震災後２２年　破壊されつくした　わが町再建と未来についてさらに飛躍しつずけることだろう

70歳以上 男性 篠山市
神戸にとって重要な大阪湾岸道路西延部が事業化され、壮大なこの事業を間近に見たり携わったりできる高校生を対象
にしたシンポジュームは大変意義深い。これからの若者は土木事業にどんどんチャレンジしてほしい。

60歳代 男性 西宮市
元ゼネコンの土木屋、今はジャズ喫茶のオヤジにとっては毎回楽しみな広告です。お客様との話題にするため残してあり
ます。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
高校生が現場で働く県職員との交流を通じて、土木の現状を知ることは、非常に意義のある催しだと思います。このような
ことは、一般には知られておらず、この広告で初めて知ったことで、いい広告だと思います。

50歳代 男性 加古川市
阪神高速の神戸市長田区付近の渋滞がひどいので、その解消はみんなが暮らしやすくなり、効果が大きいと考えます。早
く出来ることを期待しますが、事故に気を付けて工事して頂きたいと思います。

60歳代 男性 神戸市　灘区　

　「大阪湾岸道路西伸部」等社会の重要なインフラである建設の仕事について次代を担う若き工高生が学び、考えを深め
討議されたようで嬉しく思います。建設業からは計画の概要や目的効果などを説明後に討議に入ったようで活発な意見交
換になったのでは無いでしょうか。道路建設技術習得に合わせて環境に配慮の話もされたことでしょう。環境に配慮してこ
のような材料工法を採用している、何十年後の廃棄を考えてこのような工法を採用している・・・等の話は若き技術者の胸
にしっかりと刻まれたことと思います。

紙　　　別

段　　　数

神戸新聞　読者アンケート結果のご報告

記

掲　載　日

広　告　名

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上

げます。

神戸新聞読者による、今回の作品についてのアンケート結果をお届けいたします。貴社の広告活動のご

参考になれば、幸いに存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

謹 白
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70歳以上 男性 西脇市

日ごろ無意識の内に高速道路や橋梁を走っていますが、今回の記事を読んで改めて日本の土木建設技術水準の高さに
驚きました。利便性だけでなく景観や耐震性などにも細やかな技術的配慮がなされていることがよくわかり、渋滞のメカニ
ズムなども興味深く読みました。こうした土木建設関係に関わっておられる皆さんは、大きな誇りをもってそれぞれの仕事
に携わっておられることが感じられ羨ましくたくましく思いました。今回参加された高校生の方にとっては大変貴重な体験
だったと思います。

70歳以上 男性 加古川市志方町

Good阪神淡路大震災にて高速道路は大きなダメージを受け、耐震性の重要さを実感していた、今の対策が南海トラフ地
震に応答できてるのか？起きてみないとわからない---! 湾岸道路西進部が未着工で、本線との接続に時間が掛かりすぎ
てるのは何が問題なのか？新しいルートを示されるのは良いがもっと早く着工出来ないのか？？問題点の整理と早期着
工へ期待したい！高齢者は夢見てる「東京湾に橋が架かってるのに！」

60歳代 女性 神戸市　西区
高速道路は昔からき計画があったようですが、何分多額のお金がいるので中々の様子でしたが早く出来ればいいと思い
ます。

40歳代 男性 神戸市　北区　 若い力でこの神戸をもっと活力ある産業都市に育てていただきたい。

60歳代 男性 神戸市　西区 スケールの大きな広告、というのが第一印象です。

60歳代 女性 宍粟市一宮町 多方面の内容で読み応えがあった。「ワークショップでの意見」が未来へつながる高校生の強さを感じた。

60歳代 男性 神戸市　西区 自然災害の多い日本で若い力が土木への関心をもってくれるこては頼もしいことです。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
母校の後輩が記事ででていたので読みました。実際のところ、西神部がてきたら、早くなるのでしょうか。合流地点で渋滞
しそうな

50歳代 女性 高砂市曽根町 建設分野の魅力を発信している良い広告だと思いました。インパクトも有って、記憶に残っています。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
若い世代の人たちに、これから具現化されて行くであろう大阪湾岸道路西伸部について、課題等の学ぶ機会を持てたこと
は、きっとこれからの彼らに役立つこととなるに違いありません。写真やデーター等分かりやすく配置されていました。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 物を造ると言うことは容易い事ではないんだなとおもいいました。

60歳代 男性 明石市
将来その分野に就職したいと考えている学生にとって、関連の現場を見学する事が一番参考になります。座学だけでな
く、どんどん現場見学を実施してもらいたいものです。これからも継続実施を期待します。

40歳代 男性 加古川市尾上町 未来の建設業に携わるかもしれない若者たちに勉強する場があることはとてもいいことだと思います。

60歳代 女性 明石市大久保町 安全な道路を作ってもらいたい。

70歳以上 男性 神戸市　長田区 震災に有った街だからこそ、土木の大切さがわかる

60歳代 女性 神戸市　長田区 土木女子のかっこよさ、どんどん建築分野に夢をたくしてほしい

70歳以上 男性 加古川市 湾岸線早く西へ伸びたらいいね。兵庫頑張れ

70歳以上 男性 加古川市西神吉町建設業は壮大なプロジェクトで力強く感じます

60歳代 女性 加古川市西神吉町取り組もうとする若者たちの逞しさを感じます

50歳代 男性 高砂市
湾岸道路が後々、名谷JCTと合流予定であることも知らなかったが阪神高速3号神戸線の渋滞損失率が全国ワースト１位
だということにショックを受けた。若い人の創造力で高価な料金に見合う魅力的な道路が整備されることを期待している。

60歳代 男性 神戸市　垂水区
商業を主とした学問や就業をこなしてきた人間においては土木、建築部門は羨望に値する。機会があるならば建物関係の
土木、建築業に携わってみたいと思った。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
建設技術の進化は震災があった時に被害を最小限に食い止めて震災孤児等を少なくする事が出来ると思います。建設業
に必要な人材を見つけて育成できるよう頑張ってください。広告から将来の希望を頂きました。

60歳代 男性 加古川市
1日目の兵庫工業高校の記事や、2日目のワークショップの記事が、どちらも建設分野の魅力が、興味深く伝わる素晴らし
い広告だと思った。

40歳代 男性 神戸市　須磨区 土木の仕事がちゃんとアピールできている。

40歳代 男性 尼崎市武庫元町 先ずは現場で汗かいてべそかいて血流してから能書き垂れて下さい。
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40歳代 男性 神戸市　垂水区 特になし

30歳代 男性 神戸市　灘区　 建設の真剣な取り組みに感銘を受けました。

50歳代 男性 姫路市
全体的に文章と図・写真がまとまりなくレイアウトされていて読もうと思わなかった。１つ１つの図・写真を簡潔に説明するよ
うな工夫が必要ではないかと思います。

50歳代 男性 明石市
じっくり読みました。広告というよりも記事として様々なことがわかりました。橋や高速道路の様々な普段知らないこと、でも
実は生活に密着していると思いました。

50歳代 男性 福崎町
建設分野は、手がけたものが人から見えるもの。良いものができたらみんなが喜びます。使いやすさ、見栄えを良いもの
ができたら最高。

50歳代 男性 神戸市　北区　 高速道路建設に伴う若い人たちへの取り込みを理解できた。

50歳代 女性 神戸市　西区
高校生が学校の授業だけでなく、専門分野の方たちから話を聴くワークショップは、生きた授業になって素晴らしいと思え
る記事です。

50歳代 女性 姫路市
建設分野なんて、50代の私には、関わる事がありませんでしたが、新聞掲載のおかげで、いろんな事を、知識として知るこ
とが出来ました。記事にありますように、実際に高校生が学んでるのをみて、うらやましく思います。未来を描く高校生たち
が、頑張ってくれることに期待します。頑張れ～＼(*⌒0⌒)ｂ♪

60歳代 男性 加古川市 若い世代にこの様な具体的取組は素晴らしいと思う。

60歳代 男性 たつの市 建設は人の生活を豊かにする大切なものです。自然との共生を基本においてますます進展させてほしいものと思います。

40歳代 女性 神戸市　兵庫区
神戸の町に実際に住んだり利用している生徒だと思うので興味深いワークショップになったと思います。若い世代が今ま
での建築技術を学び、その上で新しい発想で、これから建築の分野で活躍してくれる事に期待します。ワークショップ中の
写真がたくさん載っていて、真剣に話を聞く生徒たちの様子を見ることができ良かったです。

70歳以上 男性 神崎郡市川町

姫路から関空や親戚の堺市に行くときに利用することがあります。何時も月見山あたりから摩耶まで渋滞に巻き込まれる
ことが多かったので、この道路が開通すれば助かります。しかし先日テレビでスペインの高速道路が計画時1日平均25000
台だったが実績は800台と失敗だったと放送していました。最近の若者は免許取得者が少ないとか、少子高齢化になると
きにこのような高速道路が必要なのか？ということが気になります。③に整備効果(地域活性化・・・進出企業は平成28年3
月末に316社）のグラフがありますが、この後20年.40年後の予想はどうなのでしょうか？橋脚のメンテナンスも気になりま
す。兵庫工業高校の生徒が卒業してこの事業にかかわったら、その人たちが中心になるということはワークショップで話題
にならなかったのかな？

60歳代 男性 たつの市
紙面が大きい割に読みたいという気が起こりません。両面が同じ様な文章、写真の表現に読者が素通りしてしまう気がい
たします。湾岸線建設の話が出てから長年にわたり翻弄され続けた困難な経緯ややっと再開の喜びなども住民に訴えて
はどうでしょうか。

40歳代 男性 姫路市 壮大な事業だなと思った

50歳代 男性 姫路市 大阪湾岸道路が出来ると大阪が近くなって便利になります。早期実現をお願いしたい。

20歳代 女性 姫路市
工業高校の女生徒が仕事の魅力を語っているのは好感・共感が持てます。おおいにロマンを感じていただいて将来建設
分野が好きになって活躍してほしいと存じます。いつのひか自分の創った構造物い触れ自分の子供たちに語り継いでほし
い。

60歳代 女性 神戸市　垂水区

　土木の誇り肌で実感　とか建設にロマンを感じた大震災のすさまじさを知るそして景観と耐震性を両立という見出しが目
につきました。　これからは益々工場生産に時代になってくると思いますが建設業界だけは現場主義が重きを占めるとお
もいます。　しかしながら力のない女性でも機械のお陰で従事出来る業界になって来ていると思いますから発想力のある
女性には興趣深い建設業界になってくると思っています。

50歳代 男性 明石市 土木工事は、大切な防御となります。

30歳代 男性 稲美町 兵庫工業高校の生徒が参加しているので、より身近に思えました。未来ある青年が学習することは、大事ですねー。

50歳代 男性 姫路市
建設業を営んでいるので、若者に対して、いいイメージとなるので、いい広告と思う。若い人が、なかなか建設業にきてくれ
ないので。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
兵庫工高の学生39人が参加して、2日間にわたり学んだことは、未来の長大橋梁と高速道路の建設に活かせるものと期
待しています。

60歳代 男性 明石市
神戸の湾岸を一本の道路、橋でつなぐ新たな構想を、このように若い人達が多彩なアイデアを出し合い話し合っていくこと
は、素晴らしい経験になると思います。
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60歳代 男性 神戸市　垂水区 じっくりと読めば良いのですが、何かごちゃごちゃしてるようで読みづらいてんが気がかりです。

50歳代 男性 加東市 　若者たちに建設業のロマンと魅力を存分に伝える内容になっていて大変共感できた。

60歳代 女性 芦屋市
「建設」に関することは、よくわからないが社会にとってはとても大切なこと。高校生が真剣に取り組んでいることを知った。
このような活動状況を　今後もどんどん載せてほしい。若者の夢や希望となるきっかけになりますように・・・。

70歳以上 男性 加古川市尾上町 高校生に体験の場を与えて、それが将来の仕事に役立てることができればいいなと思います。

19歳以下 女性 姫路市
建設業というと、いろいろと悪い報道がされたりして、あまり良いイメ－ジを持っていませんでした。でも、この広告を見て少
し考えが変化したような気がします。皆さんのために作品を造っているようです。女性にも開かれた職場であってほしいと
思います。

30歳代 男性 神戸市　長田区 阪神高速神戸線が全国でもワーストの渋滞区間だと知り驚きました。また渋滞のメカニズムも興味深かったです。

40歳代 男性 明石市

今回は、兵庫工業高校の生徒を対象にした橋梁や高速道路の現地見学とワークショップ。土木・建設分野を志す生徒に
対して、いい取り組み、そして広報活動をされているというのが第一印象です。紙面構成も内容ごとに細かくセクションが分
けられ、写真も豊富に使われているので、読みやすいと感じました。一点気になったのは、20面から21面、右から左に記事
が流れていくレイアウトがオーソドックスで読みやすいと思うのですが、20面に2日目の内容、そして21面に1日目の内容と
なっており、その点に違和感を持ちました。「大阪湾岸道路西伸部の概要」などは、21面の左端でも構わないと思いますの
で、左右を逆転させたほうがよかったと思いました。

50歳代 男性 明石市

大きな見出しが中央にあり、広告の大まかな内容が直感的に理解できて、良い構成だと思います。また、写真の量もちょう
どよい感じです。個人的には、各専門家の講演内容が、もう少し区切りが明確になっている方がよかったです。写真の配
置との関係だと思いますが、各セクションの区切りが明確でないため、どこからどう読んでいけば良いのかが若干分かり
ずらい気がします。全体としては感じの良い広告だと思います。
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40歳代 男性 西宮市 職場でもっと女性に活躍してもらいたいものです。

60歳代 男性 明石市

最近、建設業界に従事する人で、時々、女性の方を見受け、あれっと思う時があります。男性の職場と云うイメージが強
く、違和感がありましたが、実際に関係の女性と話しをしてみると、女性独特の感性があり、男性には考えられない発想を
お持ちで驚かされます。これからは益々、多様な価値が求められる世の中となり、男性にはない異質な発想が重要視され
るかと思います。女性の皆様には業界の先達として頑張っていただき、業界の発展に寄与される事を期待致します。

20歳代 女性 姫路市
女性活躍社会で実現し、女性の未来が現場で輝くことはすばらしい。結婚し子育ても頑張っておられる方もあって男女が
協働する時代になったのだと羨ましく思いました。これからそれぞれ官民の立場で活躍し光輝いてくださいね。応援してい
ます。

50歳代 男性 姫路市
最近、「ドボジョ」と言われて、建設分野にも女性が進出するようになりました。いいことだと思います。今回のフォーラム記
事も興味をもって読みました。

60歳代 女性 芦屋市
まだまだ女性の土木技術者が少ないと思っていたが、この広告で現状がわかってきた。うんうんとうなずきながら、鉛筆で
線を引いて読んだ。「雰囲気がよくなる」「組織力が上がり、生産性も向上」「子育てしながら働く女性は効率よく仕事をして
いる」等々。またこの続きを期待したい。

40歳代 女性 朝来市 建設現場に女性用トイレがあるのはありがたいと思う

40歳代 男性 神戸市　北区　
今はどこの職種も人手不足。特に3K扱いの業種はいかに働き手を増やすかで試行錯誤の段階。建設関係の現状を見ら
れて楽しく参考にもなりました。

70歳以上 男性 加古郡 世の為に大事な工事に危険をはらんだ仕事をしている会社と労働者には救いとなる保険ですね。

60歳代 男性 神戸市　西区 今まさに必要とされる女性の社会進出。最も難しい分野と思います。シリーズで企画してはどうですか。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
これまで建設分野は男性社会の業界と理解していたが、女性も建設業に進出している現実を知って、男女が協働する時
代になったんだなあと考えを新たにしました。今、建設分野で働いている女性の皆さんに、後輩のためにも、我が国のため
にも女性がもっと働きやすい建設業になるよう、環境整備に力を入れていただきたい。彼女らに心から賛辞を送りたい。

70歳以上 男性 神戸市　西区 女性が建設分野で働くことに共感できる。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 驚きました

60歳代 男性 神戸市　西区 建築業界に女性の出番が来た時代かと感じます。

紙　　　別

段　　　数

神戸新聞　読者アンケート結果のご報告

記

掲　載　日

広　告　名

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上

げます。

神戸新聞読者による、今回の作品についてのアンケート結果をお届けいたします。貴社の広告活動のご

参考になれば、幸いに存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

謹 白
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70歳以上 男性 神戸市　西区
建設業界は人手不足が深刻化しています。しかし女性がこの業界に出て仕事をする女子は少なくいまだに空白の職域で
あります。女性が建設現場などで活躍することは、日本の将来を明るく・男女が協働する時代になりつつあり、紙面にある
ように・女性の未来が現場で輝き、未来に大きく道をつなぎ、作る・守る人となるでしょう。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 女性が建設分野にもっと出てきて欲しいですね。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
技術者や職人の不足が常態化している建設業界、女性活躍の時代この労働力を見逃す手はありません。女性が働き続
けられる職場環境の整備や採用が増えております。男女が協働する時代、女性だからと言って、過度な配慮は成長の妨
げ、誰もが働きやすい環境を整備し、一人一人に合わせた対応で女性の輝く未来を築くことである。

60歳代 男性 加古川市 建設分野で女性が活躍できる、素晴らしさの伝わる広告だと思った。

40歳代 男性 加古川市 みなさんとてもカッコイイですね。女性の活躍の場が広がっていくことはいいことだと思います。

70歳以上 男性 加古川市 女性活躍の期待を感じます

60歳代 女性 加古川市 女性の活躍の時代ですね

70歳以上 男性 神戸市　長田区 女性活躍社会　働きやすくすること楽しみです

60歳代 女性 神戸市　長田区 建設分野にも女性でないと気づけない事を生かしてほしい

50歳代 男性 赤穂市 建設業界は男社会というイメージがありますが、女性が活躍できる場がどんどん増えればいいですね。

70歳以上 男性 神戸市　西区 かっては男の職場とされてきた建設分野ー女性の方も進出しているのですねーとてもいいことだと思います。

50歳代 男性 福崎町
建設分野で女性が力強く頑張っている姿の見える記事です。女性ならではの提案もあると思います。男性と女性が互いを
高められるといいな。

50歳代 男性 明石市 建設業は、大切な仕事です。

60歳代 女性 明石市大久保町 女性がたくましくてこれから楽しみです。

60歳代 女性 神戸市　兵庫区
建設分野で女性が働けるなんて、今まではとても考えられないことだったように思えていたのが、今では自由に選択して働
けるなんて、とても素晴らしいことですね。是非長く続けられるように、皆で考えて実現してほしいと思います。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 建築について、女性の視点をもっと取り入れていくことが大切だということがとても伝わってくる広告です。

70歳以上 男性 高砂市
高層ビルや立派な道路、長いトンネルの建設も良いと思うが我々市民が建設分野に期待しているのは災害に強い町づく
りです。

50歳代 男性 神戸市　北区　 シリーズを楽しみにしています。

60歳代 男性 神戸市　垂水区
今も女性が活躍できてない業界があるとは考えつかなかった。紙面内容の限りでは男女互いのコミュニケーションが少し
欠けているのではないかと感じた。

50歳代 男性 加東市 　これからは「女性が活躍できる建設業」を考えていかなければならないという思いがよく伝わる内容で共感できる。

60歳代 男性 西宮市 元ゼネコンの土木技術者、今ジャズ喫茶のマスターは毎回の広告が楽しみです。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
人手不足が深刻化している建設業界で、女性の力を活用するために職場環境の改善に取り組むことは、非常に重要なこ
とと思います。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
女性の活躍が期待される社会のために建設業にスポットを当てて特集されていますが、他の業種も引き続きシリーズもの
で取り上げていただきたい。

60歳代 女性 神戸市　西区 女性が活躍出来ることがとても誇らしい

40歳代 男性 姫路市 女性が第一線で活躍するというのは素晴らしいことだとおもいます

50歳代 男性 丹波市 地図に残る仕事いいですね。
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70歳以上 女性 神戸市　北区　
今は女性が建設現場にいて当たり前の時代ですね、昔は事務職と相場が決まっていましたが・・・只々スゴイな思います、
男性陣ゆっくりしていられませんね。

50歳代 男性 姫路市 女性がどんどん、建設分野に来てくれることは、嬉しい。

60歳代 男性 神戸市　西区 建設共催保険は、必須条件ですが、加入率が一般的に広報されていなく、広報活動が必要です。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
建設業で働く女性は少ないが、まだまだ女性の進出分野は多いはず。これからこの分野で働きたいと思っている女性に、
元気付けるいい広告と思います。

50歳代 男性 神戸市　須磨区 なかなかゼネコンでの女性の活躍は見れないが、働きやすい環境を整えることであり得るんだ

40歳代 男性 三田市
女性が活躍していける場が建設現場にもあることで、雇用機会も男女等しくなり、より良い職場環境を構築していけばいい
と感じました。

30歳代 男性 稲美町  女性専用仮設トイレ：これは良いですね。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
　「職人」が絶滅しないような取り組みのひとつとして、女性の活躍を期待する理数系の技術者を開発する、女性がいきい
きと働く環境はとても大事だと思います。

70歳以上 男性 加古川市
　よく耳にするのが　キツイ仕事に就く人材が不足している傾向にある中　今まで男の分野と思われていた　仕事に女性の
進出が増えてきました　建築・土木分野もしかりキツイ　辛いイメージでは人材が集まりにくく　職場で輝くにはと言う意味で
は　この分野で仕事に就きたいと思う女性には大いに参考になったのではないでしょうか。

40歳代 男性 尼崎市
現場作業は向かない。会に出席されている方は大手ばかり。孫請、曾孫請と下に下にいる方々が本当にこの国を支えて
いる。建設も基礎が一番大事。そこんとこ解っているのかな？

60歳代 男性 加古川市 男性社会と思われた分野での女性の活躍は男女平等も含めこれからますます広がっていくと思う。

60歳代 男性 神戸市　中央区 女性がいろいろな分野に進出していることがよく分かる。シンポジウムは働く側、雇う側の双方に役立つ内容だ。

50歳代 女性 神戸市　垂水区
性別の区別なく、すべての職業が男女平等と思っているが、「業界初の女性用仮設トイレ」というのを見て、なるほどと思っ
た。ただどうしても「女性が！」と声を出す人たちは、気負いすぎな印象を受ける。

70歳以上 男性 加古川市尾上町 建設業界で活躍している女性とても素敵だと思います。ますます女性が活躍できる職場になればいいと思います。

50歳代 男性 姫路市
昔は女性が建設現場で働くなど想像もしていませんでした。今回のニュースにも仮設トイレが書かれていましたが働きや
すい環境ができたこともあるのでしょうが男性の仕事、女性の仕事の垣根がなくなってきたことを強く感じます。

50歳代 男性 明石市 建設ということにこれだけ女性が携わっていることを初めて知った。記事として読むのが大変だったがよく理解できた。

60歳代 男性 たつの市

私は65歳まで船舶用デｲーゼルエンジン製造会社に勤めていた。その会社では、事務職としての女子社員はいるが技術
職としての女子社員は居なかった。60歳頃に1名技術者(開発担当)として１名入社したので、ようやくこの会社にも女性が
働くようになったんだと、他部門ながら応援していたが４，５年で退職してしまった。他部門の為、殆ど話すことがなく、退職
理由は分からなかった。このような会社に女性社員が入ることは、周囲の環境も変わり、会社にとっても良い刺激となり良
い事だと思うが、非常に残念であった。一方、関連産業の造船会社では、女性社員が居るところもあり、私の会社は何か
が足らなかったのかなと思う。建設業界も造船業界も同じような境遇だと考えられるが、ＰＲによるとすでに３００人以上の
会があり活動しているとのこと。どの業界にも女性が進出して会社や社会の仕組みを良いものにして皆が働き甲斐を持て
るような職場を作ってほしいと思う。私は仕事から会社を退職したが、応援していきたいと思います。

60歳代 男性 明石市
土木・建築の分野に女性が進出していると言うことは、ニュースその他で聞いています。もう、すっかり根付いているのです
ね。力強い限りで、頼もしいです。

50歳代 男性 西宮市
明るくきれいな広告でよく目立ちます。色合いも女性らしいソフトなものでよく合っています。女性パネリストのディスカッショ
ンも写真とともによく構成されています。これを見て、建設分野に女性の志望が増えることを期待しています。

40歳代 男性 明石市

人口減少社会へ向かう日本は、今後、人手不足を解消してくために、働き手の拡大が必要である。その一つとして、女性
の活躍は欠かせない。これまで、女性にとって敷居が高い業界と思われていた建設業界でも、女性が働き手として活躍で
きるところに生まれ変わろうとしていることが、この広告でよくわかった。フォーラムでの基調講演とパネルディスカッション
で、実際に建設業界に携わる女性の職場での現状と意欲や工夫、課題も見えてくるような記事により、現在業界で働く女
性や、これから志そうとする学生、また、業界で働く男性に、示唆を与えてくれるものになっていると思われる。また、カラー
紙面であることも普段より目をひく要因となっているだろう。

50歳代 女性 明石市 男女が協働する時代に、意識改革と力強さを感じた。
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