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40歳代 男性 西宮市 現場に足を運ぶことが大切ですね。

40歳代 女性 加古川市 それぞれの立場の人が、災害の教訓を活かそうと努力されることがすばらしいと思います。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区
毎年のように豪雨災害が起こるようになった今、防災対策は欠かせないが、進んでいないように思う。誌面で繰り返し取り
上げることにより、その対策を最優先にすることが出来たらと思う。

20歳代 女性 姫路市
行政部門や関連民間団体に女性が活躍されて復旧復興に奮闘頂いていることを頼もしく存じます。それぞれの分野でのさ
らなるご活躍を祈ります。

60歳代 女性 芦屋市
震災経験しかないが、行政だけでなく建設等多くの民間会社との連携があって復旧がなされていることがわかった。「日頃
の良好な人間関係が減災につながる」ということと　復興にかかわってくださる方々に、素直に「ありがとう」と感謝の気持ち
をことばにして伝えることも　大切だと強く思った。

50歳代 男性 姫路市
該当地域の方々は、当時は大変な思いをされたことでしょう。行政・建設業者が連携し、復旧・復興できたことは、同じ県民
として喜ばしく思っています。

60歳代 女性 南あわじ市
まだ記憶に新しい丹波災害ですが、正直、忘れていました。阪神淡路大震災を経験したものとしては、いつまでも、体が当
時のことを覚えています。時期々に、伝えることの大切さと、的確な情報の必要があると思いました。そういった意味でも、
有意義な記事でした。

60歳代 女性 神戸市　西区 兵庫県は復興に力を入れてるというおもいがわかります。

50歳代 男性 明石市 行政の意見だけでなく実際に活動した建設業者、住民の意見を取り入れたことが信憑性がありよかった。

50歳代 女性 神戸市　長田区 復旧、復興に携わった人たちからの声を教訓にしなければと思った。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 費用がかかる

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



70歳以上 男性 豊岡市 　災害はいつ起きるかもしれない。地域・住民・行政共　協力して災害訓練等しなければならないと　感じました。

60歳代 男性 加古川市 一見地味な感じだが、災害に関して学習できる良い広告だと思う。

50歳代 男性 神戸市　西区 正直ここまでよく回復出来たものだと感心した。復興とは何かというものを考えさせられた。

60歳代 男性 神戸市　垂水区
災害の教訓を未来の礎にするためには、災害を記録し未来に残し、啓発し続けること。そして将来災害を再発させない対
策を科学的に詰めていくことが重要を思いますが、後者の観点が弱いと思います。ハザードマップと住民連帯は成功した
ようですが、農村部の高齢化、森林の多様性が失われている現状から将来の展望は開けるのでしょうか。

60歳代 男性 西脇市
今、山の木を伐採して、ソーラー発電を設置されている所が有りますが、大雨が降った時に大丈夫なのでしょうか？起こっ
てからでは、遅いです下流の整備が出来てから着工すべきではないのでしょうか？「災害の教訓は、未来の礎に」全くその
通りです。

70歳以上 男性 揖保郡
行政発行のハザードマップを眠らせないで、家庭のなかのよく見える場所にはりつけて、いつでも見えるようにしたりする。
われわれの自治会でも高齢者が多く、常日頃コミニケーションを活発に行い高齢者とのふれあいを実施しています。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 人の写真は要らないと思います。被害の写真がどう復興・復旧していったのかの写真があれば良いと思います。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
経験したことのない、丹波豪雨大災害。被災者の命と安全を確保し、日常生活を取り戻そうとして力を尽くした、行政、建設
業者、そして地元住民。この貴重な連携と経験を教訓として未来の礎にすることが非常に重要です。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区
大きな災害が起こる度に、「教訓」として取り上げられる。新聞は、丹波豪雨の事例はあと何年位使うのかな？　人々の記
憶が薄くなると、よっぽどの大災害以外は、いつの間にか話題にしなくなる。室戸台風は？　ジェーン台風は？などなど。

50歳代 男性 姫路市 防災対策は、どんどん進めていくべきと思う。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
土砂や流木が河川をせき止めたことによる被害の状況が怖かったのを思い出しました。土砂災害を防ぐには「山の管理」
が本当に大事だとおもいました。

70歳以上 男性 高砂市 最近は想定外の災害が各地発生し、安全安心の町作りが一層重要になってきている。

60歳代 男性 たつの市 世界中で起こる災害、他人ごとではない意識と対策を準備することが大切である。

40歳代 男性 宝塚 怖い

50歳代 男性 神戸市　須磨区
記憶に新しい丹波豪雨災害。かなりの戸数の全半壊がありました。復旧に際して、ライフラインは、水道が大事なんですね
早く復興が終わったのかなと思える記事です

70歳以上 男性 三田市 建設分野からみた丹波豪雨災害からの復旧・復興が未来に向けた大きな教訓となることが理解できる

50歳代 女性 南あわじ市 日常生活に戻るまでの期間は心身ともに大変です。お互い助け合いの心でいたいものです。

30歳代 男性 神戸市　須磨区

防災に関して、事前に備えることの出来ることと、災害が起きてから迅速に動くための仕組み作りが大切だと思います。神
戸の震災でも多くの負債が生じた中で、次なる光を被災者自身が見つけ、復興することができました。すべての災害が
ケースバイケースだとは思いますが、被災者の年齢層や、住民の周辺状況を考慮して、住民皆んなの笑顔が早く戻せるよ
うな体制作りに協力していきたいと思いました。

70歳以上 男性 明石市

当時定年退職後の契約社員として週に２日篠山を経由して京都の丹波町へ勤めていた。豪雨があったことは今でも覚え
ているが、当時は早朝および夕方の帰宅で、実情は新聞等で知ることしか出来なかった。４年前に仏教行事で丹波市へ
行ったが被災地がどこであったか時間的な関係で見に行くことができなかった。今回の広告で復旧完了を知り、行政、住
民、業者等、関係者のつながりがよかったからだと感じています。最近は地球の温暖化の影響か自然災害が日本だけで
なく、世界各地で発生しており、テロや、ミサイル発射にそそぐ力を災害復旧に向けてほしいと思います。東日本の災害復
旧はいつまでかかるかわかりませんが、住民が安心して暮らせる街の復旧を願っています。　　以上

60歳代 男性 神戸市　垂水区 行政は常に住民の立場に立つことを忘れないでほしい。

50歳代 女性 神戸市　垂水区 豪雨災害がこの頃多く大量の雨がいっきにふるのでとても怖いです。防災ネットには登録してます。



60歳代 男性 神戸市　東灘区
　同じ県内の住人でいながら、この丹波市を襲った豪雨災害のことは忘れかけていたことに恥じ入るとともに反省を促しま
す。　改めて復旧対策以上に防災対策の重要性を強く感じます。

60歳代 男性 神戸市　西区
島国であり山が多い日本は絶えず災害の危機にありと言えます。災害は忘れたころにではなく、忘れてはいけないと思い
ます。

70歳以上 男性 芦屋市 特になし

70歳以上 男性 明石市 つい忘れがちな、防災対策の大切さを痛感した。

70歳以上 女性 神戸市　兵庫区
災害にあったのは、不幸な出来事ですが、３年かけて復興した今、皆の結びつきがより一層深くなって、今後に備えること
ができるようになった事は、よかったと思います。

70歳以上 男性 加古川市
災害はわすれたころにと言われますが　もうあれから３年なんですね　私は今年８３歳になりますが　近年災害のしゅうき
がだんだん短くなってきたようですね　温暖化がすすむ地球環境に対する人間の考えることが一致しないのも困ったもの
です。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 災害に対する日ごろからの心構え等忘れていたので再認識します。

30歳代 女性 たつの市
行政、建設業者、住民がとても結束していると感じた。わたしの町も揖保川がありいつ同じような被害にあうかわからない。
意識を高めておこうと思った。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 以下に災害を感知してその場を以下に離れるかが思いますね。

60歳代 女性 宍粟市
　しっかり目に止まりました。2014年8月16.17と丹波市を襲った災害。ようやく復興したか！と言う気持ちです。毎年、毎年
と災害が起こっている感じですが、今年もそういう時期が来たか？と思わせる広告でした。

60歳代 女性 加古川市
近年梅雨の末期には豪雨危害がおおくいつ何処で起きるかとふあんです。そういう時期なのでとてもタイムリーだと興味ふ
かくよみました。災害を教訓として未来へ引き継がねばとつよく思いました。いい広告だと思います。

60歳代 男性 明石市 災害の恐ろしさを見せつけられましたので、災害に対しての心構えの大切さを感じています。

50歳代 男性 明石市 災害は忘れたころにやってきます。

50歳代 女性 豊岡市
行政が中心になり又、住民に寄り添って復旧復興事業を進め、建設業者も行政に答えるように復旧に携われ3年という早
い期間で復興されたのが良くわかりました。これを教訓にして防災に携わって欲しいです。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区
あれから３年近く過ぎたのだと思いました。近くを通った時、爪痕が残り、かなり時間が掛かると思っていましたが、復旧復
興が早くほっとしています。

40歳代 女性 加東市
災害復興には、的確な判断とスピードが必要であること、また行政と業者の強い連帯も必須であると感じた。被災後、地域
住民の方が、地元により一層深い愛着をもったという話に深い感銘を受けた。

50歳代 男性 赤穂市 丹波市の復旧工事が完了して良かったと思います。同じことを繰り返さないよう、さらにしっかりとした対策も必要ですね。

70歳以上 女性 姫路市
　「丹波豪雨災害」から3年になるのですね。正直、もう記憶が薄れてました。この特集記事で、行政・建設業者・地元住民
の三位一体の信頼関係が実を結び、復旧工事が完了したと知りました。多くの人の地味な努力に頭が下がります。

70歳以上 男性 加古郡
毎年日本のどこかで災害が発生し住民が災難に遭っている人災も含め日本の地形の特徴であろうが被害の後処理が重
要でありお互いの助け合いが（絆が）必要である。

50歳代 男性 福崎町
災害への備え（ハザードマップや備蓄）、発生時の連携した対応が必要で丹波の場合うまくできたようです。皆さんがやる
べきことを実行した成果ですね。ちょっとわかりにくいかな。

60歳代 男性 伊丹市
災害からの復旧・復興に際して、行政建設業者、住民の視点から複数の意見・考えを掲載している点は読者にとって今後
の災害に備え、とても参考になると感じた。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 災害からの復旧や未来に向けての防災への取り組みに感銘を受けました。



40歳代 男性 神戸市　中央区
記事のレイアウトがゴチャゴチャしていて見にくい。関係者ごとにコメント枠を作ればもっとわかりやすいと思う。一般人が
感じる事が困難な経験が語られているのはとても興味深い。

60歳代 女性 神戸市　西区 多くの方の尽力を思う

30歳代 男性 稲美町 　この記事を読んで、次回の教訓にしたいです。

50歳代 女性 高砂市 むずかしかった

50歳代 男性 神戸市　北区　 すでに忘れていた災害を思い出しました。

70歳以上 男性 神戸市　西区 災害の教訓に参考にしたい。

70歳以上 男性 神戸市　西区
災害は想定外にどこで起こるか予測しにくい時がありますが、災害起こるたびにいろいろな教訓と、地質的なことが判明し
ています。これらのことを考えた今後の教訓として、災害の起こりにくい地質にしていかなければ又悲劇は起こります。すで
に日本の国は災害だらけで、防災対策を基本からしていくことが第一です。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 災害の教訓を活かして、災害のない町を目指してください。

60歳代 女性 神戸市　須磨区 突然に起きる災害日ごろからの良好な人間関係の大切さとスピード感ある復興の大切さを改めて痛感しました。

60歳代 男性 小野市 災害の教訓を熟知し、日頃から防災対策を意識することの大切さを痛感しました。

60歳代 女性 南あわじ市

丹波市で2014年に発生した豪雨災害は、テレビで見ただけですが、悲惨で心が痛む大災害でした。地元の人達が、どれ
ほど辛く絶望的になられたことかと思います。この記事を読んで、行政、建設業者、地元住民が復旧・復興のために尽力さ
れた様子が、少しわかりました。復旧工事が完了して、本当に良かったです。災害の教訓が未来の礎になるのは素晴らし
いですね。

50歳代 男性 神戸市　灘区　
復興に携わった人の直接的な話が読めて大変良かった。具体例の写真などを載せてもらえばもっとわかりやすかったと思
う。

40歳代 男性 尼崎市 自然災害は起こるものなので日頃からの備えが大切だと痛感致しました。

50歳代 男性 加東市 　災害の教訓を未来へつなぐことの意義がよく伝わってくる内容で、大変共感できる。

60歳代 女性 神戸市　長田区 未来への礎、心に留め置きます

60歳代 女性 神戸市　長田区 決して過去の災害を無駄にしてはならない

50歳代 男性 姫路市
最近はいろんな災害が増えて規模も大きい気がします。雨の量も半端ではなく地盤も心配になりますね。保険の充実も必
要と感じます。

30歳代 女性 宍粟市 土木、建築、災害に対して真摯に向き合っている誇りある話に、未来を任せられる力強さを感じた。信頼。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　私達神戸の住民はあの悪夢そのものの「阪神淡路大震災」を経験していますから震災の経験を後世に伝える事は必要
だと痛感しています。　丹波の豪雨も災害の教訓を未来の礎にしなければならないと確信致します。

60歳代 男性 明石市 あの災害からもう３年になるのですね。復興にはたくさんの人の努力があるのだと、改めて考えさせられました。

60歳代 男性 明石市 もう丹波豪雨災害から3年｡行政と建設機械メーカーとの連携も良かったし早く復旧できたことが一番の結果と思います｡

60歳代 男性 神戸市　垂水区
災害からの復興・復旧ない関わらず建設、建築は大変大切なものと認識しています。本件広告は全てを読み切ってしまっ
てもなにが書いてあったのかなという感じです。

60歳代 男性 姫路市
　行政はインフラ（上水道）の1ヶ月以内の復旧など、住民はハザードマップの作成及び自治会長と消防団が前記マップの
危険区域住民の避難誘導の実施。また、土木業者は迅速な道路の復旧が的確に行われたことから防災対策の大切さが
証明させたと思う。



60歳代 男性 神戸市　西区
建設分野の魅力の一環ということで、興味深く読みました。関係者の皆さんの尽力に敬服。ただし、広告としては、文字が
多すぎかなと感じました。

60歳代 男性 明石市硯町
豪雨災害は、対岸の火事と思わず警戒しないとだめです。明石川も過去氾濫した実績があります。今後も教訓を活かした
いものです。

50歳代 女性 宝塚市
思いもかけない災害がおこります。大自然の前に人間の力は小さいものですが、できるだけ備えておいて、被害を抑える
ことは、絶対に必要だと思います。

60歳代 男性 神戸市　灘区　

　丹波市を襲った「丹波豪雨災害」から３年近くたったわけです。あの時のニュースは鮮明な記憶になっています。現地の
方は怖ろしい体験をされたわけです。災害列島の日本に住む我々は常にその危険にさらされていますがすぐに忘れます、
常に忘れないように、加えて避難場所の確認、長靴やカッパの保存非常食・飲料水の保管を心がけたいものです。　弊宅
では物置に炭、練炭、七輪、飯盒を常備しています。最低の身の安全確保は個人でしたいと思っております。

40歳代 男性 姫路市 復旧までは早いが復興には時間がかかると感じた

50歳代 男性 加西市 画像付きで目立ち、分かり易い。

40歳代 男性 明石市

「特集　建設分野の魅力」の第12回目ということで、いつも読み応えのある広告を読ませていただいています。今回は、
2014年の「丹波豪雨災害」からの復旧・復興を担った行政関係者、建設業者、住民のインタビューで構成されています。こ
の構成によって、災害における建設業の役割が多角的に照らし出されて、技術だけではない意義を汲み取ることができる
ように思います。

40歳代 男性 加古川市 災害からの復旧、復興のためにたくさんの人が関わっていることを改めて実感しました。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 丹波豪雨による土砂対策を官民一体として取り組んでいる事が良く分かりました

50歳代 男性 神戸市　北区　
大変申し訳ないが、2014年身近な丹波のことなのに丹波豪雨災害のこと全く覚えてませんでした。いいかげんなもので人
ごてだと思ってたのかなぁ!?復旧工事が完了したとのことなので被災者の方々の失われた日常を一日も早く取り戻してい
ただきたいです。この様な記事で過去の災害を思い出し、教訓等を学ぶ良い機会だと思った。

40歳代 男性 たつの市 災害に強い街づくりが必要だと思います。

50歳代 女性 赤穂郡 災害の多い日本、土木技術はありがたいです。

50歳代 男性 赤穂郡
人は過去から学びさらにいいものをと普通はします。どんなに技術が発達しても自然にはかなわない。でも上手にコント
ロールが必要。土木技術は頼りになります。

30歳代 女性 奈良県 意見が読みやすく書かれていて良かった。

40歳代 男性 尼崎市

体験していなくても容易に想像できるようで、非常に良い内容だった。しかしながらせっかくなのでもっと詳細に、例えばもう
一面を割いて訴えても良かったのでは。それぞれの人に実際に語ってもらったボリュームは多かったはずなのに記載が少
なくて、読み手にとっても語り手にとっても、物足りないのではないか。一方で下段の広告が大きすぎる印象。紙面のバラ
ンスが悪い。ところで、広告を出している株式会社オオツキと本文中の大槻氏との間には関係があるのですか？　もしある
場合、株式会社オオツキの売名行為を大槻氏が紙面を借りてやっていることになり不適切と思う。その逆で、関係ない場
合でも、変な勘繰りをされないよう配慮するべきと感じた。


