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30歳代 女性 三木市 今までは建設分野はあまり興味がなかったが、防災にはインフラが大切だと感じた。

30歳代 男性 稲美町 暮らしに役立つ土木事業であってほしいです。

40歳代 女性 神戸市　西区
防災は、最近ではとても身近になっています。地震に洪水、色々気をつけないといけません。普段から防災に気をつけ
て、前もって行動出来るように心がけたいです。

40歳代 女性 高砂市
近年、ゲリラ豪雨、線状降水帯などで、水の被害が多いですね。こうして、工事をして頂けると、安心して暮らせます。尽
力して頂き感謝です。

40歳代 女性 明石市
近年台風等での自然災害による被害が増えていると感じる。住民が安心に暮らせるように環境を整えることは必要だと思
う。特に河川流域の整備は大切だと思う。

40歳代 女性 神戸市　西区
自治体と住民のコミニュケーションが大事だと感じた。専門知識を持った見識者が、住民の意見を取り入れながら、住民
の安全を守って欲しいと感じた。

40歳代 女性 神戸市　須磨区
一見、新聞記事風なので広告だと分かりにくいです。内容は、登場されている人達の意見がしっかり伝わる内容で良かっ
たのですが、もう少しイラストなどを載せて頂ければ、見やすい広告だった様に感じました。

40歳代 女性 神戸市　北区　 対策が難しいほどの自然災害に対応する分野について紹介されていて良かった。

40歳代 女性 宍粟市
この回は私の住む宍粟市での砂防工事のお話だったので興味深く読ませていただきました。モノクロでしたが分かり易い
写真が使われており、地図でも解説があり良いと思いました。

40歳代 女性 神戸市　灘区　 治水、砂防、皆の財産を守る大切なことですね

40歳代 男性 西宮市 砂防ダムは大切ですね。

40歳代 男性 神戸市　須磨区

◇２７回目で連載か。ＰＲなので、宍粟町の災害砂防工事事例を基に、土木建築現場の関係者の声、問題点なども提起
してアピールをしている。この紙面が各方面で二次利用的にされるとして、関係筋以外にも、一般の方向けの体でも、こ
のＰＲ紙面に興味を持った方、ご意見ご感想は？と、資料請求などあればと問い合わせ先を付けた方がより親切ではな
いかなとは思う。

40歳代 男性 豊岡市
復旧・復興に向けて地域一丸となって取り組むことはとても大切なことだが、災害が激甚化する昨今、ＩＣＴを活用して未然
に防ぐ取り組みを進める必要があると思う。

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

兵庫県建設業育成魅力アップ協議会　　御中

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。貴団体の広告活動の

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。



40歳代 男性 西宮市
防災に関して、自然災害が頻発する中で、ソフト施策も重要だが、それ以前にハード整備の重要さを改めて感じる、良い
記事だった。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 大きく取り上げられている

40歳代 男性 神戸市　灘区　 いろいろとさまざまない取り組みがあるのだなと思って大変感銘を受けました。

40歳代 男性 小野市
西日本豪雨の災害状況が関係者の座談会で詳細に分かり、今後の防災意識や対策に役立つと思います。ただ、関係者
の顔写真は不要かな？と思いました。その代わりに、もう少し被災状況の写真掲載が良かったのでは？と思います。紙
面を通じて復旧・復興へ尽力されている建設業界の関係者の努力や仕事ぶりを改めて知る事が出来ました。

40歳代 男性 加古川市 被害が出ないようにするがもちろん大事ですが、もし被害があった場合には速やか復旧や復興が望まれると思います。

40歳代 男性 神戸市　西区
座談会の内容を読むことにより、豪雨で兵庫県が受けた被害の詳細を知ることができました。兵庫県は海も山も川も豊富
な自然溢れる県、それゆえに温暖化に伴う気候の変化に対応し、防災事業を迅速に行う必要がある、記事を読んで再認
識しました。建設分野で頑張る皆様に感謝、そう感じました。とても良い記事でした。

40歳代 男性 神戸市　長田区 ここ最近、大雨による、土砂崩れが各地で発生しています。ダムを含めた、地域に沿った対策が必要だと思いました。

50歳代 女性 たつの市
異常気象により、土砂崩れ等で道路が壊れたりするけど、凄い早さで復興している。日本の土木事業に従事する方のお
陰、素晴らしいと思います。

50歳代 女性 姫路市

ニュース等で、災害情報を得ることはあっても、なかなか、詳しい状況や復旧の過程・課題等の報告や内容を知る機会が
ないので、身近な地域での内容を知ることができて良かった。近年、自然災害も豪雨等により、いつどこでという状況に
なってきており、防災に対する意識や、居住地域のハザードマップや災害時へのチェックも各人頭に入れておく必要があ
ると、記事をみてあらためて思いました

50歳代 女性 神戸市　北区　
正直なところ、大切なこととはわかりながらも興味が持てなくて読みたい気持ちになれなかった。絵や図などを多くして、
パッと見て分かりやすいものだといいなと思った。工事前・工事後の写真は一目瞭然、よいと思った。

50歳代 女性 神戸市　垂水区
今、キャンプブームとかで山を買う人が増えているらしい。そういう個人所有の山とかが、結果的に工事の妨げになったり
しないのかな。

50歳代 女性 神戸市　東灘区
復旧、復興に取り組む事業者の努力には頭が下がる思いがする。待っている方は、早く早くと思ってしまうが、工事関係
者の方には、怪我のないよう、安全を最優先にしてほしい。地元の協力は必要不可欠だと感じた。

50歳代 女性 神戸市　灘区　 災害対策は、ハード面とソフト面両方のバランスが大切だと感じた

50歳代 女性 姫路市
2018年の豪雨は、覚えています。瀬戸内の穏やかなところで、今まで経験したことない雨でした。大変な思いをされたこと
を教訓にして、次に向かわれているのですね

50歳代 男性 西宮市
土石流災害からの早い復旧に頭が下がります。雨の降り方が昔とは明らかに異なりますので今後も被害が出ることが予
想されます。さらなる技術の向上に期待します。

50歳代 男性 神戸市　北区　 土木事業は防災面で大切とよく分りました。

50歳代 男性 神戸市　須磨区 土石流対策について、透過型堰堤と言うのに興味を持ちました。

50歳代 男性 神戸市　灘区　 建築における防災の考えがよく理解できました。

50歳代 男性 三木市
防災は、私たちの生活にとって必要不可欠です。そのため、いろんな対策や土木工事が行われていること、さまざまな
人々の研究や努力があるんだなと感心しました。

50歳代 男性 神戸市　西区 話しより現場実績の写真を数多く掲載して欲しかった。

50歳代 男性 姫路市

治水工事や土石流対策は人間に力で大掛かりに行われるがそれを上回る災害が起こる。イタチごっこ。文明開化や技術
の発展は我々の生活に大きな力になっているが植林をはじめ自然を守ることで本当の意味の治水工事や土石流対策を
実施しその中に人間の考えだした技術力をさりげなく入れて自然を守りながら本当の意味での災害対策ができないかを
考えていくべきでしょうね。

50歳代 男性 姫路市 人の命を守るため、防災は大事と感じた。

50歳代 男性 加西市 未来に向けて定期的に防災を考える取り組みはとても重要なことだと思います。



50歳代 男性 明石市 興味深い座談会です。土木工事がどのような思いでされているのか、もっと私たちが知っておかなければ、と思います。

50歳代 男性 神戸市　中央区 復興に尽力した方々に感服いたします。このような情報が多くの方にひろまるために、新聞の役割があると思います。

50歳代 男性 神戸市　北区　 災害時等に土木事業の地道な作業があってこそいざと言う時に助けてもらってると再認識しました。

50歳代 男性 神戸市　垂水区 街中に暮らしている気付かないがこの記事を見て改めて自然災害の怖さと対策の重要性を感じた。

50歳代 男性 赤穂市 2018年の豪雨で、宍粟市も大きな被害を受けたんですね。災害対策をしっかりと行って下さい。

50歳代 男性 神戸市　灘区　 ちらっと見ましたが文面まで読もうとは思えませんでした。神戸新聞へ、q5年は2020年から始まるように改めてほしい。

50歳代 男性 三田市 行政と住民の連携は大切

50歳代 男性 神戸市　中央区 複合的要素によるが、決して他人事ではない。

50歳代 男性 神戸市　北区　
今後も異常気象により、予期せぬ災害に見舞われることは、必至である。住民の防災意識の向上と行政の連携を高めて
災害に備えなければならないと痛感した。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　今一番必要とされている仕事だと思います。　防災を考えるのは日本と日本人を守る事です。　良いタイニングの広告で
す。

60歳代 女性 洲本市 私たちの暮らしを支えてくれていることに感謝しました。

60歳代 女性 尼崎市武庫之荘何かと大変な分野でご苦労も多いかと思いますが、安全に気を付け頑張ってください。

60歳代 女性 神戸市　兵庫区
建設分野と言えば男の世界と思っていましたが、最近、建築現場で女性の人も見受ける時があります。やはり、防災を徹
底している所には女性が多い様です。

60歳代 女性 明石市
まず気になったのは、写真です。座談会のメンバーの写真をもう少し小さくして、災害時の被害の写真やその後の復旧の
写真をビフォー・アフターで見比べられるよう紙面を使った方がインパクトがあり、関係者だけではなく一般の人にも関心
を持ってもらい易かったと思います。

60歳代 女性 加古川市 全て災害が出てからの工事になっているのが空しい

60歳代 女性 高砂市
こう言う生活に必要な専門的な知識についての座談会って新鮮な気がした。そして有益な気がした。日本の学生の進学
や就職つまり将来の選択肢について中学生の頃から各分野について考えて欲しいんです。技術の時間より社会の地理
より素晴らしい内容だと思う。

60歳代 女性 神戸市　須磨区 土木事業は暮らしに直結本当に思います

60歳代 女性 神戸市　西区
建設が身近な暮らしと防災面でもつながりがあること重要性が良く分かり写真多く理解しやすいですが参加者の顔写真
がバランスとしてもう少し小さくてもよいのでは、現場写真が大きい方が分かりやすいと思います

60歳代 女性 西脇市 災害の多い国なのでこういう分野での専門家の座談会は必要です。

60歳代 女性 宍粟市
地元上流地域での災害復旧工事に関する記事なので興味深く読みました。行政・地元・業者が一体となって危険な現場
で事故なく、災害対策工事が完成間近だと知って安心しました。携帯も繋がりにくい山間部で、ドローンの活用等情報収
集方法の検討が必要だと思います。

60歳代 女性 朝来市 今年は台風が少ない年でしたが、改めて宍粟の被害を思い出し、災害の事にで砂防工事の大事さを感じました。

60歳代 女性 姫路市 土木事業は暮らしに直結防災による日々の安全な生活につなげたい。

60歳代 女性 高砂市
大変な災害の後、回復工事についての報告は欲しいところです。防災工事は費用も時間も大変だと思います。しかしなが
ら人々の生活と命を守る為大切な仕事だと思います。そのようなことを市民に知らせて欲しいです。良い広告と思いま
す。

60歳代 女性 姫路市
土木事業は私たちの生活に直結しているんだなと思いました。災害にそなえて行政と私たち住民が連携しておくことが重
要なんですね。土木は私たちを守ってくれています。とおもいましたよ。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
指定の業界すべてが同意していてほしいと思います。建築に関してはここ数年来多くの事件が発覚していて信じることは
不可能となってしまいました。残念なことですね。



60歳代 男性 神戸市　兵庫区
防災工事の関係者の災害時の体験、復旧・復興への歩み、今後の展望や防災工事のあり方など関係者対談が興味深く
記事を読みすすめた。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
一面の案内でわかりやすいです。土木事業は大切だ思うので、大事な案内ですね。洪水もあちこち日本で起こっている
ので大事ですね。生活を守る・地域住民と対話しつつというのが良いですね。二次災害をも予防するという工事の目当て
も安心しました。関係者の写真があるのは良いです。女性の責任者も目を引きました。

60歳代 男性 神戸市　西区
自然災害復興事業への行政、地元と工事業者の熱意のある取組みがよく分かる座談会の記事だと思います。現場写真
はカラーの方が状況がわかりやすいのではないでしょうか。

60歳代 男性 加古郡
地味な砂防工事において、女性が現場代理人として働いていること、女性活躍の機会が増えていること、大切なことであ
ると思いました。

60歳代 男性 神戸市　東灘区 建設技術者を目指す女性が多くなってきました。

60歳代 男性 三田市 時間をかけて読まなければ理解し難いもので、興味有るものだけが読む内容でわたしには良かった。

60歳代 男性 神戸市　灘区　 ・防災に関する座談会においての取組がある程度理解できた。

60歳代 男性 三田市 土砂災害が発生するのを防ぐためには、必要不可欠と考えます。

60歳代 男性 淡路市
限りある財政のなかで色々と災害被害をなくそうと各分野の方々の意見があり興味深く見ました。読者も災害に対する危
機意識を持って、最低自分の命は自分で守ること位は考えないと。

60歳代 男性 神戸市　西区 人口も減るので、自然のままで防災などの設備が不要な所が、増えればいいかと思いましたが。

60歳代 男性 神戸市　須磨区 1ページ、しっかり読ませていただきました。災害対策の重要性を再認識しました。

60歳代 男性 明石市 日本の建築技術のバックには、度重なる災害への戦いがあったのだと思います。

60歳代 男性 神戸市　灘区　
防災は非常に重要なことです。今、なんか後手後手に回っているように感じて仕方がないのです。土木の専門家として
もっと事前にいろんな手が打てることがあるのではないか？行政が遅れているのも問題ですがもっと積極的に手が打て
ないのだろうか？

60歳代 男性 南あわじ市 地域のために尽力してくれていると思いました。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
近年、洪水被害が多発しています。神戸市も過去には洪水が多かったようですが、最近は多数の砂防ダムで洪水を免れ
ています。県内各所にも、砂防ダムが必要ですね。

60歳代 男性 赤穂市 広告ではあるが、一宮の水害の状況、復旧の状況なども詳しくわかりました。

60歳代 男性 宝塚市
さすがに大震災を乗り越えた新聞社ならではの中身の濃い内容であった。行政と専門機関、事業者が一体となって進め
ていく力強さを感じる。欲を言うならば、実践事例をもうすこし見たかった。神戸市など、密集地での崖崩壊を食い止める
とか。

60歳代 男性 たつの市
土木事業が地域の生活の安全を守る為に、如何に大切であるかこの記事を通して認識する事ができました。異常気象が
常態化する中、行政と住民が一体となり、自分達の生活環境を守りぬかなければならないと強く感じた次第です。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区
2018年7月の西日本豪雨のすさまじさとその後の復旧の様子がよくわかった。ハードとソフト、行政と住民の連携など必要
性もよくわかった。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 暮らしの安全に必要な土木の重要性がわかる。

60歳代 男性 朝来市 自分の命は自分で守るということをあらためて思いました。

60歳代 男性 大阪府
ここ数年気候変動の影響で大雨が降り続き土砂崩・河川氾濫が頻発している。若い技術者たちがそれに対応・奮闘して
いる姿には感動を覚えました。

60歳代 男性 神戸市　西区
地域の安全を守る砂防堰堤ダムの必要性がよくわかり、また携わる関係者熱意が良く伝わります。今後もこのシリーズを
お願いします。

60歳代 男性 明石市 想定外の防災に取り組んでもらいたい。

60歳代 男性 加古郡 防災における土木事業の重要性を再認識できました



60歳代 男性 宍粟市
平成30年７月豪雨は凄かった。揖保川の推移があがり、市役所が浸かるのではないかと、思いました。その中でも一宮
町河原田地区の災害は大きかった。予防的な土木工事がもっともっと進めばいいと思いますが、予算的に無理があるよ
うな。普段から住民と行政との連絡・連携が大事であると思うような広告でした。

60歳代 男性 三木市

今回の広告賞は、これまでのものと少し意味合いが異なると考える。モノを売るとか人を集めるなどのための広告で
はなく、広い意味での「啓発」である。その中でも「暮らしの中で人命を守る」という極めて重要な内容であるとい
える。今回の「座談会」を拝読し、特に印象に残ったこと（新たな知識）は、自然災害（台風など）では、それが
襲っている際にはだれもが細心の注意を払うが、それが過ぎた後は多少気が緩みがちだ、ということ。今回のように
「橋に流木が詰まってみるみる水が川からあふれる」という事態から高台へ避難した、ということを学べた。座談会
の出席者は、地元住民代表、企業、行政関係者であったが、その中で企業が単に利潤追求ということばかりでなく、
社会的責任（ＣＳＲ）の自覚と誇り、責任をしっかりと持っていることに感激した。ただ、座談会の内容が、当然で
はあるが、それぞれの立場から具体的、個別的（河原田地区）な事例であり、読者にとってはそのことからどの地域
にも通用すること、つまり普遍的、一般的な内容を抽出できるものであってほしかった。そのためには、大学の研究
者などをメンバーに入れることでカバーできたのでは、と思う。「透過型堰堤」の建設には多額の費用を要するとは
思うが、日本の国土や地形などを考え、今後甚大化する自然災害に備える必要があるとの結論ではないかと考える。

70歳以上 女性 神戸市　兵庫区
この場所以外でも、日本中のあらゆる場所で、このような取り組みが行われると、自然災害から、人命を守ることが出来
ると思います。

70歳以上 女性 神戸市　長田区 安全のための建設、より高度な技術を期待する

70歳以上 女性 高砂市
ゲリラ豪雨など最近雨の被害が多いです。家が浸かったり、被害にあったらと思うと怖いです。こうやって工事をして頂い
て助かります。安心して生活出来ますね。

70歳以上 女性 加古川市
275人の犠牲者を出した西日本豪雨は記憶にも新しい。今回の事を教訓に土石流対策の防波堤等が計画されたり、いろ
いろ工夫されているとの事で、住民の方々も普段から避難訓練も実施して災害発生に備えて今回の経験を生かしてほし
いと思う。

70歳以上 女性 神戸市　灘区　 防災にご協力されている宍粟市の皆様、宜しくお願いいたします

70歳以上 女性 明石市
同じ県民として忘れていた平成３０年７月豪雨じっくり読んで大変な事が発したことや復興に当たられた方々の懸命な努
力により完成するとの事、土木事業が命や暮らしと直結した大事な仕事。日頃から隣近所で話しあうこと。自分の命は自
分で守ること。災害発生時には情報把握が大事以上３つが印象に残った良い広告でした。

70歳以上 女性 神戸市　北区　
崩壊直後の写真と復旧後の写真を見比べ、雨量計警報装置の写真と文を読み、その現場に立ち迅速な判断のもと対処
されてきたこと、紙面から声になって聞こえてきます。

70歳以上 男性 神戸市　西区 　日本は自然災害の多い国です。強度の高い建設工事で災害の減少に役立つ建設業界は重要な仕事です。

70歳以上 男性 西宮市 土木事業は我々の生活暮らしに直結していますので日々防災を念頭に熟慮致したく

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 女性も土木分野で活躍しているようで頼もしい。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
　建設の仕事の中でも『防災』は重要な分野と思います。　日本は災害列島ですから建設業界でも特に『防災』に力を注ぐ
べきだと確信しています。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 土木事業は暮らしに直接　関係していますね工事をして欲しいですね。　手お抜かないで

70歳以上 男性 姫路市 防災工事並びに災害復旧工事のありがたさに感謝あるのみ

70歳以上 男性 神戸市　西区 日常的に防災を考えたい。

70歳以上 男性 神戸市　西区
現在の降雨量は昔では想像出来ない程、短時間に大量の雨を降らすようになった。今後もこの傾向は続き激しくなる事も
予想されています。土木建築強化と危険場所を避けた住居及び避難場所の移転が必要だと考えます。

70歳以上 男性 加古郡 工事前は土石流が道路を埋めていますね。人がいたら大惨事だと思って、ぞっとしました。

70歳以上 男性 姫路市
災害復旧工事もまったなしだが、不具合箇所を見つけて工事計画を立てるのも今後の災害に備える為にも大変大事な事
だと思う。

70歳以上 男性 加古川市
非常に内容の濃い記事で役に立った。ただ、多くの人に読んでもらうためにはタイトルをカラーにするなどの目立つ工夫
が必要。

70歳以上 男性 神戸市　北区　

今回の記事を読んで改めて宍粟市一宮町地区での被害の大きさを知った。それと共に、発生当時から官民一体となって
二次災害を防ぐために尽力されておられたこともわかりました。兵庫県は災害復旧と同時に防災関連事業にも着手して
おり、護岸工事も来春完成とのこと。座談会を何度も読んで、我々一般県民も行政の発信する防災情報をよく咀嚼して知
り、防災の心構えをしておくことが大切だと感じた。



70歳以上 男性 神戸市　長田区 いろいろなものの見方の交換でより安全を目指す

70歳以上 男性 神戸市　中央区 建設と言っても土木事業は、幅広く災害からの防災 対策を第一に力をそそぐ建設で大切な事業だと思います。

70歳以上 男性 神戸市　中央区
建設分野と言っても土木事業は自然災害から人命を守る大切な建設事業の一環ですから色々と尽力願いたいと思いま
す。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 工期、予算等の記載があれば、分かりやすくなるのではないでしょうか？

70歳以上 男性 神戸市　灘区　

日常的に地域住民との話し合いと行政の話し合いを繰り返し行っていること。無人の防災カメラで定点観測を行い少しで
も異常が見つかればお互いに確認しあって、その状況をスマホや地域放送で発表し広く地域の状況を住んでる人全員
に」知っていただく。外国人が住んでるならその国の言葉でも同じく知らせること。大人だけでなく学校でもそれらのことを
教育し、デジタル社会について行けない人々にも広く確認させなければならない。

70歳以上 男性 加古川市 非常時には各分野の方の協力があって防災に繋がる

70歳以上 男性 神戸市　灘区　 災害の復興・復旧に尽力されているのに感謝

70歳以上 男性 神戸市　西区
行政と住民との連携の大切さを感じます。住民の意見や要望を常時把握できるような体制を行政が作っていくことにより
災害への備えが必要だと思います。

70歳以上 男性 豊岡市 建設関係の仕事・内容を一般のひとが知ることは大変有意義である。今後も期待する。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 防災に対する建設分野の取り組みが進化しているのを感じました。

70歳以上 男性 神戸市　西区
大昔から治山治水といい、土木事業は暮らし、命に直結している。また、災害はハード対策ができればこれで安心ではな
い。ハザードマップなどのソフト対策や防災情報を活用する必要がある。現場の方たちの熱さが伝わってくるいい広告で
す。

70歳以上 男性 加古川市 少し専門的だと思うが、楽しく読ませていただきました。

70歳以上 男性 高砂市 防災意識が より強くなりました

70歳以上 男性 明石市 河川・治水・ダム等様々の分野で、土木事業が必要不可欠となっています。これからも、益々の発展を期待しています。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
同じ地域で再び同じ被害を出さないよう県は災害復旧事業と災害関連事業を着手している、　尚災害発生に備えて行政
と住民とで連携が必要だと感じた。

70歳以上 男性 姫路市

すぐ自宅前に砂防ダムがあり土砂でつまり少し多めの雨が降れば民家に流出する有様。県には砂防ダムの利活用でき
る状況にしてほしい要望をしているが、いっこうに聞き入れてもらえない。災害発生時には行政と住民が連携しなければ
ならないことは十分に分かっている。行政は予算がないといって当てにならないことが多く、自分のことは自分で守るしか
ないと思っている。

70歳以上 男性 加古川市
災害発生時の復旧・復興には土木事業に携わる人々の力が重要です。ニュースや映像で目にしますが、いつもすごいな
と思います。

70歳以上 男性 姫路市
「土木事業は暮らしに直結」、まさにその通りです。最近の夏場の気象異変は深刻であり、この砂防堰堤工事は命に直結
する工事であり、この地区だけでなく、拡くやってほしいものです。

70歳以上 男性 神戸市　西区 防災事業をもっと積極的にすすめて欲しい。

70歳以上 男性 神戸市　長田区
日常的防災、2次災害防ぐため尽力など、興味深い記事でした。阪神淡路大震災いらい、こうした取り組みが未だ進んで
いないことを感じました。

70歳以上 男性 姫路市
都会に居住していますと、山腹崩壊が起きた現場は想像もつきませんが、復旧・復興に大変な人力と費用が投入されて
私達が生活出来ている事を改めて感じました。

70歳以上 男性 明石市 土木工事の大切さを再認識しました。

70歳以上 男性 姫路市
最近の異常気象や地震などがあります。自分の住んでるところは今まで災害にあった経験がありませんが、いつ思わぬ
事が起こるかもしれない事を考えると、土木事業の大切さを感じる。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 小さな文字ばかりで、見出し以外あまり読む気がしない。



70歳以上 男性 高砂市
土砂崩れは怖いです。近年は急激な大雨があって怖いと思います。防波堤を作るのもいいのですが、山の手入れが大事
なのでは？県は山の手入れにもっともっと予算をつけるべきと思います。

70歳以上 男性 明石市 土木事業は暮らしに直結｡防波堤工事大事ですね.

70歳以上 男性 神戸市　北区　 改まって考えることが大切だと感じた。

70歳以上 男性 丹波篠山市
位置図に出ている、国道429号線は場所がわかりづらい。写真を見て災害の怖さがわかりました。来春の春に完成予定と
あり、見に行きたいです。

70歳以上 男性 神戸市　西区 良い記事だとは思いますが一般人には分かりにくい部分がある。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区 行政と住民の一体となった連携が必要と思う

70歳以上 男性 美方郡 災害発生に備えてふだんから行政と住民が連携しておくことの重要性を再認識をしました。


