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建設業の魅力アップシリーズ

朝刊

30段見開き

50歳代 男性 加古郡稲美町 知識を習得出来た

70歳以上 男性 神戸市　垂水区各分野の若きスペシャリスト達のメッセージが伝わってきた

30歳代 男性 明石市 建設業の大変さや、スゴさを改めて知ることができた。他の業種も紹介されると良いなと思います。

50歳代 男性 三木市
若い世代に技術を継承し、継続的な発展をすることが大切であると感じました。又、これは、この分野に限らず、全ての分
野にも共通することかと思います。

40歳代 女性 加古川市
若い地元の職人さんが頑張っている事が知れる機会はなかなか無いのでこのアンケートがきっかけでわかり良かったで
す。

50歳代 女性 神戸市　中央区顔の見える広告で安心感があると思いました。

60歳代 男性 神戸市　北区　 建築分野は大切な分野と思います。

70歳以上 男性 神戸市　北区　 建設業はすそ野が広く、いかに3K的イメージを払しょくさせるかが課題である。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
建設業界は今や女性も進出できる気力ある業界に変わってきています。　技術と工機の発達で力を必要としなくなって来
ているからだと思います。　面白い業界です。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
　建設業界は物凄く魅力ある業界になって来ていると思っています。　クリエイティブな仕事は結果が出ると大変うれしいと
感じられるのでこれからは若い男性ばかりではなく女性も建設業に入ってくると確信しています。　物凄く遣り甲斐のある魅
力いっぱいの業界だと思っています。

50歳代 男性 姫路市 いいね！建設業の魅力をもっと発信してほしい。

50歳代 男性 神戸市　灘区　
色々な人を支えてるのは現場という事をヒシヒシ感じた記事でした。これから社会人になる娘にこの記事を読ませたく思い
ます。

60歳代 男性 姫路市 建設業の３kを見直す記事でした。これからも建設業の魅力を伝えてください。

20歳代 男性 神戸市　北区　 いいと思います
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50歳代 男性 神戸市　灘区　 若い人の様子がリアルに伝ってきてよかった。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
業界紹介広告ですね。それぞれの役割強調記事ですので特に印象にはありません。業界紹介としては理解を示していま
す。

60歳代 男性 三木市 参考になった

50歳代 男性 加古郡播磨町 読みごたえあって、面白かった

50歳代 男性 加西市
現場7人の職人インタビューより、「人々の役に立つやりがい」や「形に残るものを作る達成感」を感じ、あらためて感謝する
思いです。

70歳以上 男性 神戸市　西区 建設業界は３Kの代表のように言われてきましたが、最近はITや機器の改良によりイメイジも変わりつつあります。

40歳代 男性 高砂市
比較的若い人、中堅で働き盛りの方々の技術と経験の積み重ねに関する話、多くの人々を支えるモノづくりの意気込みが
伝わり大変良かった。

60歳代 男性 明石市 人、社会を支えるもの作りを認識した。

50歳代 男性 神戸市　北区　 皆さん強い思いを持ってお仕事されてるのが凄く伝わって来ました。

40歳代 男性 姫路市 読み応えがあった

60歳代 男性 南あわじ市 若い世代の活躍に将来が楽しみです。今後も広く地方での紹介を楽しみたいです。

70歳以上 男性 神戸市　西区 それぞれの建設分野で頑張っている青年を応援します。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
２面に渡っての広告で圧倒されました。そして、各分野の方のコメントもいいし、何よりも、パーソナルの顔写真があるのは
とてもいいです。「ああ。こういう方々が働いているんだなあ、こういう方々がチームプレーで我々市民を守っているのだと
感謝があふれます。保険もあるのが良いですね。

60歳代 男性 神戸市　灘区　 同業なので良く理解した。

60歳代 男性 神戸市　西区 確かに良い

70歳以上 男性 神戸市　西区 自分が働いた職場と違うが仕事の基本は同じだと思う次第である。

60歳代 男性 加古川市 コロナ禍における建設業の役割に期待します

70歳以上 男性 神戸市　須磨区良かった

30歳代 男性 神戸市　東灘区知らない業界の事であり、非常に勉強になりました。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
どちらかと言うと縁の下の力持ち的な職業の方々の、具体的な仕事内容や仕事上の観点、課題など、普段知ることのでき
ない内容であり、大変興味深く拝見した。多くの職種がチームでモノづくりする面白さを他の業種にも広げて紹介してほし
い、と思う。

70歳以上 男性 西宮市 素晴らしい企画です

50歳代 男性 神戸市　長田区面白い企画で継続的に行えば良いと思う。いろいろ工夫してファンを作って欲しい

60歳代 男性 神戸市　垂水区解り易い

70歳以上 男性 神戸市　西区 地域に寄り添った会社に魅力をかんじます。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区建設業は日本経済を支える。

50歳代 男性 姫路市
建物を建てるのにいろいろな職種の方が携わっておられることを改めて認識しました。それぞれの立場で頑張っておられ
る結果が形として現れてくるのでしょうね。



70歳以上 女性 神戸市　垂水区
実際、建設現場で働かれる方と関わることは殆どないので、皆さんが誠実に誇りを持って働かれていることに感動しまし
た。

60歳代 女性 洲本市 現場の声を知ることができてそれぞれのこだわりが分かって良かったです。

60歳代 男性 神戸市　西区

是非こういう建築現場の取材を今後も継続的にとりいれていただきたい。業者を異なるとか限りなく物件はあると思いま
す。特に下請けは表にでないのでよろこぶと思います。事故の未然防止には、こいいう取材がプラスになると思います。た
だ、入札情報のように記事の総覧には落札金額、ＪＶ、等基本情報をきちんと記入していただきたい。各業者の内容よんで
初めてＪＶとわかります。

70歳以上 男性 加古川市 内容は建設業の魅力を伝えている。少しでも多くの学生に読んで欲しい。

70歳以上 男性 西宮市
日々のたゆまぬ努力の積み重ねがあって、色んな建築分野の方々の結晶の成果が、県営住宅などの大きな団地として機
能するんだな・・・と、改めて理解が出来ました。

70歳以上 女性 神戸市　長田区

若い頃、日本で1.2を競うような大手会社の事務部門に勤めて、若気の居たりで、どちらかというと現場部門はランク下に考
えてましたが、人生観が変わったのは、事務部門であっても、現場の方と常にヤリトリがある職場に変わり全身、汗と油ま
みれになりながら、理屈ではなく体を使って製品が出来ていく過程を垣間見て、空調設備の整った部屋で仕事をさせて頂く
のは、このような現場で働いて下さる方がいればこそと！職人さんの経験にもとずいた言葉にうなずく事が多いです。

40歳代 男性 神戸市　垂水区興味がわく。

50歳代 男性 神戸市　垂水区大きな紙面をとってアピールをしている

60歳代 男性 神戸市　須磨区読むのが大変

70歳以上 男性 明石市 参考にした

60歳代 男性 神戸市　灘区　
建設業は、３Kといわれ、大変な仕事です。しかし、絶対必要な仕事です。いかに、魅力的にするか、いろいろ、建設業に携
わる企業は、検討が必要と思います。

60歳代 男性 淡路市
除雪や清掃などといった建設から見ればやや補足的な事業よりも，建設自体をアピールする写真などの例示がもっと広報
効果が高い。

70歳以上 男性 兵庫県加古郡 県営住宅でも7階建てとか9階建てが普通なのですね。

70歳以上 女性 神戸市　北区　 あまり知らない分野ですが、これからの日本では、活躍が期待される業界だと思います。

40歳代 女性 神戸市　西区 魅力が伝わりました。

60歳代 男性 神崎郡 建設業はとても大変ですが働き甲斐がある職場だと思いました

70歳以上 男性 神戸市　西区 若い方の技術に感心しました。

70歳以上 男性 神戸市　兵庫区
若い方々がそれぞれの専門性を生かして、団地建設にまい進しているのですね。ますますご活躍の程。それぞれ、安全に
誠実に。

60歳代 女性 姫路市 技術と経験積み重ね人々を支えるもの作りの精鋭たちによる現場の力となる。

70歳以上 男性 神戸市　中央区建設業を支える人達の活躍を知る良い広告だ

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
素晴らしい技術を持つ人々の活躍が頼もしく感じられます。でも、近所のおっちゃんに「ちょっと物（家の中の少しの造作）
頼まれれくれへん」的な会話が出来ていた昔が懐かしい。

70歳以上 男性 明石市
製造業は若者には人気が少ない職種と聞いてますが、この広告を読むと、そんな感じは受けず、またこの広告でこれら業
種に魅力を感じる若者へのきっかけになると思います。身近な従事者の生も声が効果的ですね

40歳代 男性 神戸市　須磨区
県営住宅の建て替え工事現場での、各作業工程に係る方の声をひろう構成。木造作工の方が、「協力会社の「職人さんの
高齢化」が進んでいる」。既に言われて、現状で、今後の喫緊の課題だろう。継ぐ人がいなければ、先細りは「未来につな
ぐ」にならない。一考させられるが答えは難しいが、いずれ産業自体ヤバいコトになるかも？。

50歳代 女性 神戸市　須磨区素敵な建築物を造っていただきたいものです。地震にも強く



60歳代 女性 姫路市 建築物は、色々な分野で成り立っているんだと、かんしんします。

40歳代 女性 神戸市　西区 あまりピンとこなかった。

50歳代 男性 神戸市　中央区少子化に伴う先細りがとても心配です。

50歳代 男性 姫路市
建設という業界のイメージを払拭するというか、良いイメージを抱けるような誌面でした。見開きということもあり、かなり印
象に残ったと思います。

70歳以上 男性 たつの市
面白いというのが第一印象です。私は建設業界で働いていましたが、随分と明るい業界になったなあと新聞を見て感じた
次第です。いい感じの枠取りだったと思う。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区建設作業現場で働く実態を紹介されいて大変興味深く読んでいます。

70歳以上 男性 上郡町 建設業は社会基整備にぜひ必要と思う。

40歳代 男性 小野市

県営明石大久保南住宅の工事現場で活躍する7人の、それぞれ違う仕事内容について語っておられる言葉は興味深く、
仕事内容や思いを知るのに良い広告だと思います。普段知らない事が読者に分かるし、魅力をアピール出来ていると思い
ます。今回は7人全て男性でしたので、女性の関係者の声も聞いてみたいと思いました。今後も魅力を是非、広告を通じて
アピールしてほしいと思います。

70歳以上 男性 姫路市 昔建設関係の仕事をしていたので、興味があり、懐かしく読ませて頂きました。

60歳代 男性 神戸市　西区 たくさんの建設業協会のみなさんのお考えが写真付くで載せているのは説得力がある。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区
「技術と経験　積み重ね　人々支えるもの作り」との題名で県営明石大久保南住宅の建設現場で働く7人のメンバーが載っ
ていた。こうした人々のおかげで安心な住宅に住めていることがよく分かった。

60歳代 男性 神戸市　須磨区7人とも仕事に必要なスキルを持って仕事をしていると思います。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区女性の声がないのが今の時代に違和感を感じ、寂しいです。

70歳以上 男性 姫路市

建設物は計画～設計～施工に至り、安全第一に工程、費用等々の管理のもとに、人々に寄与されている。広告では主に
第一線の現場で直接働く方達の苦労が理解できた。近年の建設現場の事故で、社会に被害を及ぼすニュースには心が
痛みます。正しい技術の継承、人材の確保育成、現場の人が働きやすい環境づくりをして、社会の人に喜ばれる建設、建
築物を望みます。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
住宅や学校、病院、商業施設など社会の基盤を作り上げる建設業。さまざまな職種が一つのチームになり、快適で機能的
な空間やそれぞれにふさわしい外観を作り上げていく。多くの職人が「人々の役に立つやりがい」「形の残るものを作る達
成感」を口にする。技術と経験積み重ねの建設業福祉共済団への期待大です。

50歳代 男性 明石市 建設業で働いているので共感できる点があった

30歳代 男性 加古郡稲美町 内容に共感しました。

50歳代 男性 伊丹市 なかなか面白い切り口の広告でした

60歳代 男性 加古川市 それぞれの職場での活躍ぶりがよくわかった

70歳以上 男性 三木市 良かった。

70歳以上 男性 加古川市 他分野に及ぶ職人さんの技術が発揮されていることを再認識しました

60歳代 女性 加古川市 沢山の職人さんが関わっていることがわかります

50歳代 男性 神戸市　東灘区いい感じ

50歳代 男性 神戸市　東灘区
ちょうど長男が、建設業界を目指しての就活中であり、とても興味深く読みました。長男の面接試験の参考にもさせていた
だきます。

70歳以上 男性 加古川市 よかった



60歳代 女性 神戸市　中央区都市の未来を期待したい。

70歳以上 女性 神戸市　長田区机上の空論ではなく、私は現場で汗を流して得た技術、作仕事の確かさを信じてます。

70歳以上 男性 姫路市
高齢化が進み建設業界は特に若い人が少なく従事希望者も少ない現状なので安全第一とは言っても現実とは合っていな
い所が在りそこの所を最優先に考える必要がある

40歳代 男性 神戸市　灘区　 さまざまな取り組みにそれぞれの方々の思いがあって感銘を受けました。

50歳代 男性 西脇市 がんばってる

40歳代 女性 神戸市　北区　 一口に建設と言っても監督から左官までたくさんの職種の協調が必要になる仕事なのだと思った。

70歳以上 男性 赤穂市

県営明石大久保南住宅の建て替え工事に関係する数多くの専門家が、それぞれプライドと自信を持って、また関係部門と
の協調を図りつつ、安全・安心な団地を完成させようとする意気込みに、感銘を受けます。一方で後継者の育成をしていく
ことの大切さを力説されるのは、印象的でした。各職種の施工管理と現場監督も、スムーズな工事の進捗に、大事な役割
である事が理解されます。

60歳代 男性 加古川 今の時期の魅力あるニュースです。

30歳代 女性 三木市
建設業の魅力アップシリーズの記事は、毎回見るようになりました。きっかけは、このアンケートに応募するため。。。恥ず
かしいですが、それまではあまり興味のない分野でした。しかし、会を重ねるにつれ読みやすく感じるようになりました。

70歳以上 女性 加古川市 それぞれの分野で誇りを持ってすばらしいことだとおもいます。

50歳代 男性 加古川市 一言に建設業といっても、さまざまな分野で専門の職人や技術者がいて、かっこいいと思います。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区今の業界を見てみたい

50歳代 男性 明石市
建設業のなかでも、これだけ様々な専門生の声、職のひとたちが、働いているのだと知りました。それぞれの職種の人達
の生の声が書かれていて、その仕事に対する誇りを感じました。

70歳以上 男性 加古川市 初めての内容が多くあった

30歳代 女性 神戸市　灘区　 建設業とは今まで全く無縁の生活を送ってきていたのですが、この記事を読んで少し興味を持つ事ができました。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区国・地方の為建設分野に役に立つ人材を育成するして欲しいです待っています。

50歳代 男性 神戸市　灘区　 参考になりました。

40歳代 女性 高砂市
これだけたくさんの人が携わってようやく一つのものができる、もの作りの偉大さ。若い方が頑張っておられますね。一つ
の分野がかけても物作りはなりたたない。私たちは出来上がった完成品を見るだけで、完成までにいろんな人の技術が活
かされてることに感謝ですね。

70歳以上 女性 姫路市
人手不足と言われる建設現場の仕事を、各分野ごとにそれぞれが誇りと使命感を持って生き生き仕事をされている事が
具体的に伝わってきました。若い人に是非読んでもらいたい広告です。

60歳代 男性 明石市 いつの時代になっても、建設はより素晴らしい理想を追求し続ける分野であり、その魅力は尽きないと思います。

50歳代 女性 高砂市 参考になった。

30歳代 女性 加古川市 現場での専門職は情熱があり、素晴らしいと思いました。

60歳代 女性 尼崎市
いろいろな分野の方々の協力のお陰で社会の基盤が造られています。機能的で安全なものを作って頂きたいと思います。
多くの職人さんが育っていくことを願っております。

40歳代 男性 埼玉県 情報量がありとても分かりやすいと思いました

70歳以上 女性 高砂市
若い人達が、今を支えてくださってるんですね。いろんな業種の方ですが、専門の技術を習得されて、私たちの生活があり
ますね。感謝です。



70歳以上 男性 加古川市 いろいろな分野の専門職の人たちがいて、すごいなあと思います。

70歳以上 男性 尼崎市 建設業に興味を持った

50歳代 男性 神戸市　灘区　 参考になりました。

40歳代 女性 高砂市
これだけたくさんの人が携わってようやく一つのものができる、もの作りの偉大さ。若い方が頑張っておられますね。一つ
の分野がかけても物作りはなりたたない。私たちは出来上がった完成品を見るだけで、完成までにいろんな人の技術が活
かされてることに感謝ですね。

70歳以上 女性 姫路市
人手不足と言われる建設現場の仕事を、各分野ごとにそれぞれが誇りと使命感を持って生き生き仕事をされている事が
具体的に伝わってきました。若い人に是非読んでもらいたい広告です。

60歳代 男性 明石市 いつの時代になっても、建設はより素晴らしい理想を追求し続ける分野であり、その魅力は尽きないと思います。

50歳代 女性 高砂市 参考になった。

30歳代 女性 加古川市 現場での専門職は情熱があり、素晴らしいと思いました。

60歳代 女性 尼崎市
いろいろな分野の方々の協力のお陰で社会の基盤が造られています。機能的で安全なものを作って頂きたいと思います。
多くの職人さんが育っていくことを願っております。

40歳代 男性 埼玉県 情報量がありとても分かりやすいと思いました

70歳以上 女性 高砂市
若い人達が、今を支えてくださってるんですね。いろんな業種の方ですが、専門の技術を習得されて、私たちの生活があり
ますね。感謝です。

70歳以上 男性 神戸市　西区
建設は誰にでもできる事ではないが。費用が高くなるだけでなく、信頼できる業者、規模などで変わってくる。公共事業など
で下請け、二次下請け、三時下請けなどが入り素人には分かりにくい業界の一つです、が、その為にも誰にでもわかる仕
組みづくりが必要です。

60歳代 男性 姫路市 参考に成ります。

70歳以上 男性 丹波篠山市 現場で働く人の様子がわかりました。ありがとう。

70歳以上 男性 神戸市　西区 災害が多いい日本列島、天変地異に強い家屋と基盤がしっかりした土地を人々に与えて下さい。

50歳代 男性 神戸市　須磨区やはり広告を見て、改めて、職人が必要だと感じ、その技術を受け継いで欲しいですね。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区地味でインパクト小さく思う


