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40歳代 男性 揖保郡
但馬方面にをドライブする場合、一般道路を山越えで移動するしかなかったが、浜坂道路開通で、香住、余部等の東西移
動がしやすくなると思う。

40歳代 男性 西宮市 湯村温泉～城崎温泉の移動が便利になりますね。

40歳代 女性 加古川市 色々な観光地に行きやすくなりそうで、嬉しいです。地域の交流が広まるのも素晴らしいと思います。

50歳代 男性 姫路市 道路開通を目指しての苦労や技術が分かり、興味深い広告でした。いつかはマイカーで走ってみたいと思います。

20歳代 女性 姫路市
第二のふるさと浜坂は、日ごろの生活、特に通院や日用品の買い物など鳥取との結びつきが強く、浜砂道路の開通は地
元但馬にとって待望されています。広告紙面に新桃観トンネルのジュットファンに地元児童が触れている見学会の様子が
紹介されていました。後世に子どもたちが感動を伝えてくれることでしょう。ほのぼのとしました。

20歳代 男性 神戸市　北区　
道路の開通部分やこれからの整備状況など分かりやすく図示されており、地元の方の話なども載せており興味深かったで
す。

60歳代 女性 南あわじ市
多方面業界の方々の声、360度角度から地域の交流を希望し望み、夢でなく実現していく姿に本島の未来の可能性が見
えました。ワクワクする広告でした。

60歳代 男性 明石市
高速道路の整備が遅れている兵庫県北部が延伸されることは何よりです。兵庫県の南部から北部を繋ぐ高速道路が早く
出来たらいいと思います。

60歳代 女性 神戸市　西区 神戸に西バイパスなのでしょうか？本当に長い間工事中ですね。いつできるのかな

60歳代 男性 芦屋市 どんどん道路が便利につながり、安全に通れる道路は本当に期待できます。もっと頑張って下さい。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区 北近畿のアクセス改善、楽しみです。

60歳代 男性 神戸市　西区
山陰自動車道がどんどん延長されてる様子、苦労、工夫されてる様子がわかり良い記事です。橋や橋梁も最新技術で建
設されてる様子がわかりとても良い記事です。あと、餘部道路、香住道路の開通日の記載があれば（ネットワーク地図に）
もっとわかりやすと思う。
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70歳以上 男性 神戸市　西区 浜坂のカニを食べに行く予定であるので利用したい。

50歳代 男性 加東市
　つながる地域の魅力・広がる未来の可能性という見出しが示しているように、但馬地域にとっての道の役割がよくわかる
内容である。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 行ってみたい

60歳代 男性 養父市 但馬の交通体系前進した。　早期　北近畿豐岡道との接続が望まれる。

30歳代 女性 神戸市　垂水区 ２面にわたる広告だったので、写真、文字共に見やすく目にとまった

60歳代 男性 三木市 早く全通となればいいですね。便利になります。

60歳代 男性 神戸市　西区 日本海沿岸の街へ更に行きやすくなったと喜んでいます。工事関係者にも感謝です。

50歳代 女性 神戸市　垂水区 道ができてつながることはいいことだと思う。

70歳以上 男性 芦屋市 特になし

70歳以上 女性 神戸市　長田区 山陰は気候も恵まれず寂れていく。それを南北の交通路で明るくしたい

70歳以上 男性 神戸市　長田区 寒く暗いイメージだが、開通によって豊かな海産農産物が動き、人も動く

50歳代 男性 加古川市
建設時の安全管理など大変な面があったと思うが　今後の地域発展におおいに役立つでしょう　今後も更につながり前線
完成に期待します

60歳代 男性 明石市
但馬のネットワークが広がり、東播地区からの新温泉町へのアクセスが少しでも良くなれば、山陰への道として利用でき利
用者も増えていくことと思います。

50歳代 女性 明石市

行政、地元経済界、住民、利用者等々約10年の夢が近々叶うと聞くのは、大変喜ばしい事だと思います。かくゆう私も、山
陰地方にドライブと思っても、距離の割に時間がかかるというのがネックでした。この道路ができるおかげで、計画を立て
る楽しみができましたが、下道を通らない。目的地しか行かない。となれば地元の昔ながらの商店街、街道筋は 寂れてし
まうのではないかと心配してしまいます。

50歳代 男性 姫路市
失礼ですが、地域の地元企業の従業員の頑張りや熱意が伝わっていいと思います。特に神戸などの都会地でないところ
にスポットを当てたのが良いと感じました。

50歳代 男性 明石市 香住町には、この前行ってきました。

60歳代 女性 加東市
北近畿豊岡自動車道・山陰近畿自動車道の早期の全線開通を願います。山陰方面へ行くのが大変便利になり、観光の
回数が増えると思います。

50歳代 男性 福崎町
土木建設は、やった仕事が形として長く残るのでやりがいがあり、責任重大です。各分野で力を合わせ頑張ってください。
皆さんに知ってもらい、出来上がったら使ってほしい道です。皆さんの顔が見える良い広告と思います。

40歳代 男性 加古川市尾上町 浜坂道路開通が楽しみですね。

30歳代 男性 稲美町  これで山陰に便利に行けますねー。

50歳代 男性 神戸市　北区　 道路工事の重要性が良くわかりました。

60歳代 男性 加古川市 南北道路の開通により兵庫県の瀬戸内海側と日本海側が身近となり今後の発展が期待される

60歳代 男性 加古川市 今回の浜坂道路の開通に伴い、但馬のネットワークが広がる事が伝わる、素晴らしい高校だと思った。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
ＰＲ特集とは思わずに記事を読んでいました。道路建設に携わった人々の意見が分かりやすく伝えられており、一見広告
とは思えない記事内容でしたが、興味深く読ませていただきました。



70歳以上 男性 神戸市　須磨区 工事の進行状況、作業内容、大変さを写真等で伝えて欲しい。

70歳以上 男性 加古川市 浜坂道路が開通したら通りたいです。

70歳以上 男性 加古川市 山陰海岸の発展のカギになると思います

60歳代 女性 加古川市 開通が楽しみ

50歳代 女性 神戸市　兵庫区
交通の便が良くなる一方で山並みがどんどん破壊され道路などが建設されているつながる地域の交流に広がる未来の可
能性も人間には良い事だが開発によって野生動物住む場所がなくなり人間によって処分されている現状も忘れて欲しくな
い

50歳代 女性 明石市
子供たちに込めた思いが　道路を造って行く人達にこもっているなんて　この記事を読まなければ知らなかった道路には
今と未来が動き出しているのだと感じる内容でした

60歳代 男性 明石市 それぞれ分野別に考え方を載せており判り易い｡兵庫県の主要道路ネットワークも見易いですね｡

50歳代 男性 姫路市 新しい道ができるのは、なんとなく嬉しい。

40歳代 男性 尼崎 わかりづらい道路建設の裏側について説明されていて、わかりやすかった。

50歳代 男性 赤穂市 新温泉町から余部までの移動が便利になりますね。行ったときには利用させてもらいます。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 但馬地方に広がる道路のつながり、11月26日に開通する浜坂道路は、地域の発展に寄与することを期待します。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 モノクロで大きく紙面を使っているのですが浜坂道路の地図の部分をもう少し大きくしても良かったかなと思います。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
　日本海方面には長い間行っていませんから浜坂道路が開通するのは全く知りませんでした。　建設業は地域に貢献でき
る最高の業界だと思っています。　特に冬には雪で道路が麻痺してしまいそうですからその対策は神戸の住民には解らい
と思います。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区 浜坂道路11月26日開通という文字をもう少し大きくした方がわかりやすい

40歳代 男性 姫路市 交通の便がよくなるまでにはいろんな苦労と努力があることが分かった

50歳代 女性 高砂市 いかないのできゅうみない

50歳代 男性 姫路市
姫路に住んでいても山陰が近くに感じるようになりましたし海水浴やカニを食べに行くのにも山陰の移動が便利になって県
内で遊べることが増えてきました。遠くへ行かなくてもいいのが素敵ですね。

60歳代 男性 神戸市　西区

広がる但馬のネットワークとして、兵庫県の主要道路として山陰近畿自動車道のうち香住道路、余部道路に続き今回「浜
坂道路」が開通するが、この広告は「住民・経済界」「建設業者」「行政」の話から、バランス良く構成されている。それぞれ
に、完成までご苦労があったと思われるが、今後年数を経るごとにメンテナンスが重要になってくる。それを忘れないでほ
しい。良い広告です。

40歳代 女性 明石市 重機や建設関係に興味が有るので見ごたえの有る紙面でした。

60歳代 女性 芦屋市

兵庫県は広いので「鉄道の便が少ない但馬地域」というのは両親の出身地だから　実感している。この広告で「兵庫県の
主要道路ネットワーク図」を見て、こんなに計画が作られ進んでいることにびっくりした。自動車の運転ができないから関心
がなかったのかもしれないが、10年前から多くの方々が携わってこられたことも知った。まだ計画中のところも　またこのよ
うなわかりやすい広告で関係者の活躍など報道してほしい。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 それぞれの人々の取り組む姿勢に感銘を受けました。

40歳代 男性 明石市

　広告シリーズ「建設分野の魅力」は、近く開通する浜坂道路を特集。今回は、住民・経済界、建設業者、行政という3つの
くくりで、それぞれ対談形式ということもあり、とても読みやすかった。また、話の中身も具体的でわかりやすいものだった。
建設業者では、実際に現場の主力として働いている作業員の話だけに、目線が、広告の主要なターゲットである学生にも
響くものがあったのではないだろうか。希少植物ミツガシワ生息地への配慮、地元小学校の見学会など、写真が効果的に
使用され、わかりやすく効果的だった。

70歳以上 男性 兵庫県加古郡 交通の便がよくなるのは喜ばしいことですが、道路を作ることで自然が壊されないことを祈るばかりです



70歳以上 女性 神戸市　東灘区

　あの地域は本当に道路の整備が遅れていた所です。住民の方々も便利になって喜んでいらっしゃる事と思います。た
だ、便利になると云う事は、嬉しいですがマナーの悪いドライバーも沢山乗り入れて来るという事にもつながります。自治
体は住民の事よりも企業や自分達の利益を優先します。どうか、最後まで住民の方にとっての有益な道路で有りますよう
に！

60歳代 男性 篠山市 新温泉町と余部の間が繋がり、国道９号線から行きやすくなり早く走ってみたい。

40歳代 男性 三田市 やっと開通　これから　蟹の季節　とても便利になる

70歳以上 男性 加古川市
浜坂道路開通の表題と具体的略図（広がる但馬のネットワーク）そして兵庫県の全体像が解る主要道路ネットワーク図、
紙面上の配置がばらばらなのは気になるが解り易かった。関係者の記事も興味を持って読むことができ良い紙面でした。
只，神戸マラソンの交通規制は表題から外れ違和感を感じた。

60歳代 男性 神戸市　長田区
北近畿自動車道の供用がここまで来たのか、と思います。震災前に仕事や遊びに何時間もかけて往来したものです。今
はあまりハンドルは握りませんが、一年に何回か、家内と二人でドライブを楽しんでいます。来春、温かくなりましたら、此
の浜坂道路を走って浜坂港と浜坂温泉を再訪しようと思います。

70歳以上 男性 加古郡 広がる但馬のネットワーク、山陰も近くなります。

70歳以上 女性 姫路市 　京阪神と但馬・丹波が近くなり、兵庫県がひとつに結ばれたました。仕事も、温泉もカニも日帰りができます。

60歳代 女性 宍粟市山崎町
　住民・経済界の声、建設業者の声、そして行政の声。皆さん待望久しい言葉でした。公共事業は都市に集中しています
が、都市から県民を呼び込む、そして地域のアクセスとしての役割が良く理解できました。建設に携わっておられる方々も
熱意ある方々で目的がはっきりしています。楽しく、毎日、神戸新聞を読ませていただいております。

50歳代 女性 神戸市　垂水区
神戸市民は自分たちが兵庫県民とは思ってないので、こういう風に道路でつながると良いですね。これで、カニを食べに行
くときの選択肢が増えます。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　建設業は工場生産が出来難いでしょうしＡＩが発託しても人間の力が絶対必要な分野だと考えています。　地域を支える
貢献できる職業だと信じています。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
長かったですね私ら神戸市民にとっては、早くできて欲しかったですね。完成おめでとうございます。あとは、鳥取までの全
線開通ですね。

70歳以上 男性 神戸市　灘区　

　但馬地域は鉄道の便が少ないところですから地域の皆さんには待望の道路のことでありましょう。生活道路の役割に加
えて特に冬場の足の確保の重要性は大きいと思います。　私は灘に存在ですので冬場　雪に閉ざされた経験がありませ
ん。浜坂道路開通により地域の交流が一層活発になりそこに若い人が活躍する、地域の活性化が叫ばれる中、誠におめ
でたいこととお喜び申します。私も機会を見つけて車で浜坂道路をドライブしたいものです。

40歳代 男性 神戸市　垂水区
鳥取に行く時に時間がかかってたから開通良かった。でも需要と供給の金が合うのかな？湾岸線西晋部を早くして欲し
い。神戸線の渋滞が激しい

40歳代 男性 神戸市　長田区
高速道路とかが、色んな道とつながると、移動時間が短縮され、その土地で、訪問できるところが、増えて、観光に力をい
れれる、また、道の駅が最近とても嵌っているので、楽しみです。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
一つのバイパス道路が開通することに利便性が増します直ぐに使わないが便利がよくなることにあんせんかんも増しま
す。

70歳以上 女性 神戸市　北区　
お一人お一人の写真と言葉に思いがこめられていて、読んでいて感動しました。浜坂、余部鉄橋は車でよく行きました。
「除雪する前に開通させることが出来た」の言葉にも“ありがとう”とお礼を伝えたい。

40歳代 女性 宍粟市
とても興味深い広告ですね。色々な立場の方々のエピソードがとても良かったですね。カラーが使われたらもっと良いのに
なと感じました。

60歳代 男性 神戸市　西区
兵庫県の主要道路ネットワーク図を見て、第一におもうに「途中、途切れ途切れの道になっている」感がしました。事業の
事でしょうが、やはり途切れていない道を楽しみにしたいと思いました。

60歳代 女性 姫路市
約10年がかりで地域の交流がつながるのですね。すごいです。自然環境もこわさない構造！但馬、山陰への足がひとつ
ふえたんですね。これからのこれからの道路に影響をあたえてくれそうです。

60歳代 女性 神戸市　中央区
祝開通。昔通った9号線や、夜久野（そば）、春木峠、月明かりの夜を思い出しました。余部や山陰海岸へスイ！スイ！海
の眺めも素晴らしい！自然と開発のバランスも良いと思います。



50歳代 女性 篠山市
但馬には冬場はカニを食べに行きます。道路整備が安全にされているおかげです。山陰海岸ジオパーク浜坂の郷に行っ
てみたいです。大勢の人達が、関わり出来る道路、ぜひ但馬方面に行きたいです。

60歳代 女性 神戸市　須磨区
私は兵庫県に住んでいますが、山陰方面、但馬方面へはまだ行ったことがありません。長時間、車に乗るのがつらいから
です。でも、道路がよくなりネットワークが広がったなら行ってみようと思うようになりました。

60歳代 男性 神戸市　西区
浜坂道路の機能・役割、携わった人の声など地域から寄せられる熱いまなざし・期待がよくわかり、素晴らしい広告だと感
じました。私もこの道路を利用して山陰海岸へ出かけてみようと思っています。事業中の道路の早期完成、東播丹波連絡
道路の早期事業化を通じて山陰地方の経済発展・人口の流入が進むことを期待します。

40歳代 男性 たつの市 浜坂道路開通おめでとうございます。建設に携わった皆様お疲れさまでした

50歳代 男性 神戸市　北区　
地元の方は大変便利になることでしょうが、神戸に住んでいる私にはあまり関係ない出来事かも…。主要道路ネットワーク
図を拝見いると、まだまだ計画中道路が多く一本に繋がるには相当な時間がかかりそうかな!?

50歳代 女性 赤穂郡 批判はあってもやはり道路は有難いです。おめでとうございます。

50歳代 男性 赤穂郡 地方にとっては道路は本当にありがたいです。都会の人にとっても観光にもプラスになる。


