
参考資料２
技術企画課

２０１５年２月

兵庫県建設業育成魅力アップ協議会　様

神　戸　新　聞　社

営　業　局

2015年1月31日

社会基盤整備特集

朝刊

15段×２　ＰＲ特集モノクロ

60歳代 男性 神戸市　西区
全体の建築の流れをかいて各職方を説明する方が解りやすいと思います。型枠大工といってもどの部分をど
うしているか全くわかりません。鉄筋工も型枠大工とどうからむの？フロー図で解りやすくして紹介して頂くこと
をお願いします。

70歳以上 男性 加古郡
特に関東ではオリンピックや震災復興で建築業界の人手不足と聞きました。紹介されたようなスキルを持った
若い人が活躍できればいいと思います。

50歳代 男性 姫路市
建築関係の仕事をしているので、非常に興味をもって読みました。熟練した技能を持つ職人が、もっと注目さ
れれば良いのにと願いました。

50歳代 女性 西宮市 せまりくる南海トラフのためにも是非しっかりとお願いしたい

70歳以上 女性 神戸市　須磨区県内の現場に携わる技能者の生の話に感動しました。いい特集広告でした。

70歳以上 女性 神戸市　須磨区現場の声が感じられてご苦労がよく分かりました。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区

我々の生活に密着している、衣食住には数えきれない方々の汗と労苦が滲んでいる。今回の建設業に携わ
る職人たちの仕事のやりがいと誇りと自信に満ちている意気込みについて感心しました。ビルやマンション、
住宅などの構造物は、分業化された専門職により完成され安心・安全で快適な住環境に貢献されている。こ
れら分業職のどれ一つ欠けても完成に至らない。これら緻密な仕事により我々の快適な生活が成り立ってい
ることを決して忘れてはなりません。

60歳代 男性 宍粟市
このページが広告とは、この調査が来るまで知りませんでした。若い人でも達人がおられるのには感心しまし
た。６人全員の記事を「地域版」並にゆっくり、全部読まさせてもらいました。良い広告です。またの特集を待っ
ています。

70歳以上 男性 神戸市　西区

①社会基盤→ビル、マンション、戸建て住宅等は、それぞれのプロ集団が持ち場、立場の上にでき上がって
います。一人一人の力はささやかかもわかりませんが皆の力を合わせると立派な建物が出来上がります。一
人一人がプロ意識に徹しよう！！②アスベスト→先ずは決められた作業標準、手順にのっとり作業を行お
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

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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60歳代 男性 明石市
生産工程の中で、いくら電子・機械化が進んでも職人技は欠かせません。技能者を目指す若者に対し、その
道のプロが語る経験談が非常に役立つものと思います。

20歳代 女性 神戸市　東灘区しらなかった

40歳代 女性 明石市
自分たちの暮らしているマンションは、多くの技能者の方たちのお蔭で安全な生活が出来ているのだと改めて
実感いたしました。

40歳代 男性 神戸市　北区　 年齢は書いてなかったけれど、皆さんお若い。志も高く、兵庫の基板を支えてくれている感じが良かったです。

60歳代 男性 神戸市　西区 それぞれの分野での職人さん達がいて社会基盤が成り立っていることがよくわかりました。

60歳代 男性 西宮市
元ゼネコンの土木技術者です。現場の職人さんたちが登場する今回の広告で厳しいけれど面白かった前職
を思いだします。

40歳代 女性 明石市

普段、何気なく見かけるビルなどの工事現場の職人さんのことはあまり知らず、考えたこともなかったですが、
真夏の暑い時や冬の寒い時に見かけると、大変そうだなぁといつも感じていました。造ったビルなどが未来に
残って行くという事など、誇りを持って仕事をしているのだなと思いました。若年層の従事者が減少しているよ
うですが、頑張ってほしいです。

40歳代 男性 三田市 神戸だけでなく広く日本全体に構築していくべきものだと感じました。

60歳代 男性 明石市 社会インフラを守る技術者・職人の方々の熱い思いが伝わってくる特集で、興味深く読ませてもらいました。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区建設業の皆様がいろいろな分野でガンバテイルのを頼もしく拝見しました

40歳代 男性 豊岡市
安全安心な建物をつくるにおいて技能を持った職人さん、それぞれに腕に自信と自負を持ちやりがいを感じ
ておられる様子を垣間見ることが出来とても良い取材特集だと感じました。

70歳以上 男性 神戸市　西区 技能者の職人魂が良く分かった。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
３Ｋに含まれると思われる職務に若い方々が情熱を持って取り組み、かつ、そこに楽しみを見いだしておられ
ることを感じて感銘しました。「職人」のほうが、技能者と呼ぶより相応しいと思います。

70歳以上 男性 神崎郡

通常はこのような記事になるのは、ベテランの方が多いのですが、今回の記事は若い方のことが載っており、
しかも社会基盤の技能者についての記事なので、興味を持って読みました。しかし、記事が重いので、このア
ンケートに答えようとしてしっかりと読みました。（それまでは読んでいませんでした）見出しでぱっと興味を持
つようなタイトルがついておれば、読んでいたかもしれません。「社会基盤整備」という言葉が身近な言葉でな
いからかもしれません。

60歳代 男性 神戸市　灘区　
社会基盤を支える人達の特集であり、日頃の鍛錬を詳しく特集している。あまり目にしない記事であり、興味
深く拝見しました。この人達みたいに、日頃目にすることがない仕事、事業で世の中全体がうまく機能している
のだ、と再認識しました。単なる広告ではなく、意義のある記事と受け取ってます。

30歳代 男性 加古郡 地道に働く職人さんの生きざまが伝わってきます。良い企画ですねー。

30歳代 男性 加古郡 地元の職人さんの生きざまが伝わってきます。良い企画ですねー。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区
なかなか良い特集でした。このような方ははもっといろいろ居られると思います。日の当たりにくい人たちをぜ
ひ特集してください。

70歳以上 男性 加古郡

生産現場で働く技術職人の特集は素晴らしい。貴重な存在でその意義を発揮されまた、後継者の育成に努
めてほしい。小生の経験から、現場の最先端で汗をたらして働く技術屋さんは、特別な、処遇に恵まれている
とは思いません。もっと、メディアも取り上げて日の光を当てて欲しい。生産現場の記事をもっと取り上げて下
さい。

60歳代 女性 神戸市　長田区優秀な技術者の育成が行政の課題
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60歳代 男性 神戸市　長田区 3Kの仕事に挑戦する若い人、技術者が育つ社会にしたい

60歳代 男性 神戸市　灘区　

　若い職人等が「配管設備工」「とび工」「重機オペレータ」の現場で研鑽を積まれ生き生きとお仕事をされてい
る記事に大いに眼が止まりました。手に職を持つことが大切と言われますがこの記事のように具体的になり
ますと若い人への啓蒙の効果が大きいものと思います。本記事のお仕事には全て危険が伴うだけに彼等が
安全に職務を遂行されることを祈るばかりです。日本の技術を支える彼等の未来に乾杯です。

60歳代 男性 尼崎市
兵庫県内の技能者６人の方々の職人芸が兵庫県の建設業を支えていることが良くわかりました。どなたもそ
の道の達人で仕事に打ち込む熱い気持ちが文章を通じてこちらに伝わってきました。

50歳代 男性 明石市
広告としてよりも、新聞記事として読みました。「人の顔」と「その人の仕事」が手に取るようにわかり、社会に
どのように貢献しているかが、よく見えてきました。読んでいて好感が持て、これからの社会に期待のできる気
持ちがわいてきました。

30歳代 男性 神戸市　灘区　 仕事への意気込みが伝わってくる広告です。

40歳代 男性 神戸市　垂水区知識になった

60歳代 男性 淡路市 掲載されている皆さんの顔つきがとっても良いですね

40歳代 男性 高砂市
ここ最近建設業に携わる職人の数が急激に減少し工事が進まない事を聞き残念に思う。３Ｋ（きつい、汚い、
危険）がいけないのか、賃金が安いのか。私も以前職人（電気設備工）を１５年やっていたが、きつかった。で
もやりがいはあったと思う。若い世代の人達もぜひチャレンジしてほしい。

60歳代 男性 神戸市　東灘区電柱を失くして欲しい。

50歳代 女性 高砂市
技能者を紹介している特集に好感が持てました。職人を目指している若い子たちに勇気が出るでしょう。子ど
もたちにも、このようないろいろな仕事があることを知ってもらえるいい機会だと思います。良いPR活動である
と思いました。

60歳代 男性 加古川市

（意見、感想）　今回の特集は、兵庫県建設業育成魅力アップ協議会の協力の下、型枠大工、電気設備工、
鉄筋工、とび工、配管設備工、重機オペレ－タ－の各建設業に携わる職人が、培われた「高度な技量」、「取
り組み姿勢」、「誇り」等についてインタビュ－を取りまとめもので、改めて彼らの「縁の下の力持ちの努力」に
支えられていることに敬服したい。　それぞれの職人の方々が、普段の努力をされ、一般道路・高速道路な
り、陸橋・海峡橋等の橋梁なり、上下水道なり、信号等の交通施設なり、港湾施設等の生活環境及び社会基
盤によって我々の日々の生活・産業・物流が成り立っていることに感謝したい。　昨今、老朽化したトンネルの
天井・側壁の落下により死傷者の痛ましい事故や、都市部のビルの壁の落下、橋の落下などによる死傷者
が発生しており、今後、長年にわたる建設業の職人の力が期待されているところである。　ところで、３Ｋ業界
の後継者の育成の早急な対応が望まれているところであり、行政、学界、民間現場において対策を講じるべ
きである。

40歳代 女性 神戸市　兵庫区
子供が読むのにも良いなあと思いました。色々な仕事で頑張って、大切な基礎の部分を作り上げる。素晴らし
いなぁと思います

60歳代 男性 神戸市　西区
建築関係の技能者の特集は、あまり見たことが無い。この人たちの技術が無ければ、色んな施設や、住宅が
出来ない事がはっきり分かる。今後、折に触れてこういう方達の記事が紙面を飾ってほしいと思う。良い特集
を企画立案されたと思う。

70歳以上 男性 姫路市
　個々人の特技を生かした卓越した技能・技術で社会に貢献しておられる姿は敬意を表するものです。　今後
ともご活躍を祈念したいと思います。

50歳代 男性 神戸市　西区 私の父も職人でしたが、日本では職人の社会的地位は低いようにも思います。

50歳代 男性 姫路市
いろいろな仕事がある中で現場作業を嫌がる風潮があるのが事実だと思います。どんな仕事でも誇りを持っ
て極めれば素晴らしいことが理解できます。やはり意識の問題かと。

50歳代 男性 姫路市
自分と関係のない職場の記事は読み飛ばすことが多いが、今回の特集は興味深く読みました。出来れば各
技能者の簡単なプロフィール（何歳なのか、勤続何年かぐらい）を掲載して欲しかったです。

70歳以上 女性 姫路市
　今ほど職人さんといわれる人たちの重要性を感じるときはありません。日本を支えているのはこの人たちで
す。もっともっと活躍してほしいし、この技能を次世代に伝えてほしい。この記事で職人魂というか誇りとは何
かをしりました。
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50歳代 男性 明石市 興味深い内容でためになりました。

50歳代 男性 明石市 現場で働く人が「3Ｋ」とかで減っているのが残念です。

70歳以上 男性 伊丹市 平素地味に縁の下を支える職人にスポットを当てたのはグッド。

60歳代 男性 明石市
工業学校を卒業し機械加工の職に付きたかったのですが結局はサラリーマン一筋で定年を迎えました。この
ような広告を見るとと少し羨ましくもあります。まあ42年間の営業一筋も今となっては良かったと思います。

60歳代 男性 明石市
社会を支えるインフラや自分の仕事を誇りを持って子供に話せる事はすばらしいと思います。また自分が作っ
た物が後世まで残るということも仕事の励みになっています。頑張って下さい。

40歳代 男性 豊岡市
当方も建築現場の作業員ですが、景気の悪さ等…大変です。現場での作業はこだわりもいりますが、妥協し
なくてはならない時もあります。

60歳代 男性 神戸市　西区 いつも驚異の目で眺めていた職人さん　感動をありがとう

30歳代 女性 神戸市　西区

県内の技能者に聞くという話題でしたが、とても興味深いものでした。若いひとから年輩の方まで、皆さん特
殊な職業についておられ、またそれぞれが自分の仕事に、誇りと情熱をもっておられることが、素晴らしいこと
だとおもいました。日々の暮らしには欠かせないことをあたりまえのようにすごしてきた自分ですが、こういうか
たがたのおかげだったんだなと、きずかされました。このような企画をこれからも、楽しみにしています。またこ
どもにも目がとまるようなインパクトのある広告を期待します。

20歳代 女性 姫路市

まずなにより若い世代に読んでほしい特集でした。とかくきついとかきたないとか敬遠されてきていた分野で
誇りをもってインフラの整備に貢献している職人集団に感動しました。とび職や重機のオペなど世の中に必要
とされる大きなビルを作るのしても不可欠な職種です。若い母親が子供に勉強しないと（働いている職人を見
て）あんな人たちになってしまうよ、とたしなめている姿を見るたびに胸を痛めていました。安全安心な社会の
根幹構築に不可欠な職人さんたちを応援したい。頑張ってほしいと存じます。

70歳以上 男性 加古川市 表に出てない各職種が良く理解できる。女性の登用が無いのが寂しい、

70歳以上 男性 明石市
世界に誇る技術者の紹介頼もしく読みました。此れからも紙上で優れた中小企業の会社をドンドン紹介して
下さい期待しています

70歳以上 男性 神戸市　北区　

パッと見たとき、今春卒業する高校生たちに読ませ職業選択の参考に資するための職業別経験談の特集と
思っていた。各職種によってその適正が異なるところがあるので良い企画である。読んでいくうちにそれとは
やや異なる観点から述べられているようにも思えたが、やはり先輩たちの貴重な経験、体験から述べられて
いる言葉にはこれから職に就く若者に対してはまたとない貴重な指標となるものと思われる。したがって、若
者が目を引き付けられるようなコピーが一言、もしくは、一行欲しかったとの思いが残る。

50歳代 男性 多可郡
兵庫県内にも熱い職人魂を持った若い人がいることに、頼もしくおもいます。これからも継続して技術を磨き、
後輩に受け渡していって欲しいと願っています。

60歳代 女性 芦屋市

子どもの頃　大工さん、左官屋さん、電気屋さんと言っていた職業以外にも建設業に大切な仕事がこんなにあ
るんだということをあらためて知った。人材不足といわれるのは　働いている姿を身近に見ることが少なくな
り、子供たちもその姿に夢を持ったり、感動する機会もなくなってしまったからなのかなと思う。この広告は社
会を支える多くの仕事の紹介にもなるので、できればシリーズでやってほしい。日本の若者に　大切な日本の
技術を引き継いでいってもらいたいから。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区

この記事を読んで思う事は、私は理容業ですが、何事もに対しても基礎が完全でなければならない事だという
ことです。基盤は完成したビルにしても目立つ存在でないですが、やはり基礎がしっかりしていないと防災にも
強いビルは建ちません。これからも決して表舞台にはならない基盤の仕事の方々を紹介して欲しいと思いま
す

50歳代 男性 加東市 社会基盤整備について、県内の技能者６人の方の熱い想いがよく伝わる内容となっている。
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