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三田西インター線改良工事から知る建設業の魅力

朝刊

12段モノクロ

20歳代 女性 三田市 あまり知らなかったので、知れてよかった

30歳代 男性 稲美町 生活に役立つものは、大賛成です。

40歳代 女性 高砂市
完成イメージ図を見るとすごく利便性のいい道ができるイメージですね。JRとの近接工事で、普段よりも一層神経を使う
仕事だと思います。田園風景が失われますが、新たに人口増加など期待も大きいですね。たくさんの人の努力、知識、技
術で私たちの生活が便利になります。安全第一で、頑張って下さい。

40歳代 女性 明石市
道路整備に周囲の環境を変化は付いて回る。周辺住民の方は、どのように変化するか不安だとおもいます。便利さや利
点だけではなく現在の課題や問題点を解決するという姿勢を忘れず誠意をもってかつ安全に工事を進めて欲しいとおも
います。

40歳代 女性 篠山市
自分が普段も使っている道の話についてだったので、とても興味深く読みました。長年の懸案が、一日も早く達成させるこ
とをねがっています。

40歳代 女性 神戸市　北区　 身近な場所なので親近感あった

40歳代 男性 神戸市　長田区 新しく出来る予定の道路のことがよくわかりました。

40歳代 男性 神戸市　須磨区
◇連載ＰＲ◇先日周辺をドライブする時に、地図を見たり、実際走行して道路が以前より整備されている個所があったと
記憶もあって、わかりやすく読んでいた。地図や写真が視覚に効果的。工事や事業の様子は、分野によっては専門的に
なりがちだが、身近な道路の建設などは、この道をこう繋げるのかと、頭に浮かぶので理解しやすいと思った。

40歳代 男性 神戸市　中央区 不便だったところを便利にするのは、これからもたくさんしてもらいたい事業です。

40歳代 男性 宍粟市
 道路整備って必要ですよね。災害が起きた場合に直ぐに駆け付けられる。また、短時間で行ける。そういった道路整備に
関わられる人たちを紹介しておられる広告っていいですね。掲載された人たちの励みになるし、どういった所で工事をして
いるか良く分かるし。今回の三田西インターの延長工事。道路工事にもICTが活用されているのが分かった広告でした。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 色々な人の取り組み、考えがよくわかる。

40歳代 男性 小野市
三田西インター線の延長の利便性が分かりやすく掲載されていると思います。また、工事担当の方の苦労や想いも掲載
していて、地域にとって大事な路線である事が伝わります。ただ、近隣住民の路線新設に対する期待の声も掲載して頂け
れば良かったと思います。2024年3月からの供用開始が実現される事を楽しみにしています。

40歳代 男性 神戸市　灘区　 建設についてのさまざまな取り組みに感銘を受けました。

兵庫県建設業育成魅力アップ協議会　御中

紙　　　別

段　　　数

神戸新聞　読者アンケート結果のご報告

記
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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 神戸市　垂水区 三田西インター周辺の開発を例に詳しく説明

50歳代 女性 神戸市　垂水区
三田は行くこともなく、知り合いもなく、なじみのない地域です。特に感想はないのですが、こういう道路工事はコロナの今
のうちに、どんどん進めておくといいと思います。

50歳代 女性 高砂市 安心できる

50歳代 女性 加古川市

以前、息子が社高校でスポーツをしてて三田経由で試合の遠征で三田方面に行くことが多く下道を通ると時間もかなりか
かり殆ど高速を使っていました。今は、娘が伊丹にいるので山陽道や中国道か北神戸線で往復することがふえました。
パーキングも夜間でも明るいし、綺麗なので助かっています。高速道路のおかげで伊丹まで渋滞がなければ、1時間前後
で行けるのでほんとたすかっています。

50歳代 女性 神戸市　北区　 道路建設のまでの大変さが伝わります。ご苦労様です。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区
舞鶴若狭自動車道へのアクセス向上の為に857メートルの延伸工事が着手から17年、多くの人の協力のもと地元調整も
終わって開始されたのはよかった。関係者のご尽力に敬意。

50歳代 女性 姫路市 新しい道を作る為の準備、田園風景が変わるので、住民の方への対応が大変だったとおもいます。

50歳代 男性 たつの市 同じような仕事しているので地元調整の大切さはよくわかります。

50歳代 男性 神戸市　垂水区 今度利用したい

50歳代 男性 大阪府 早期開通を願う

50歳代 男性 加古川市 地域が発展していく様子がわかりやすく、楽しく読ませてもらった

50歳代 男性 神戸市　西区

建設現場のリアルな現状は、さすがに記事に出来ないですよね。技術面に関しては、ITや建設機械のめざましい革新で
多様な工種に於いてレベルアップしているが、いかんせん技能工の高齢化や若い技術者の育成不足等による人手不足
は慢性的な問題です。働き方改革を実践出来ているのは、この業界ではほんの一部だけと思われます。社会インフラや
災害対策のために、なくてはならない建設業界ではあるけれど、綺麗事だけではすまない問題も山ほどある業界でもあり
ます。そんなブラックな面も記事に出来る範囲内で紹介してみてはいかがでしょうか？そもそも取材に協力する企業があ
るかですけど…いつも貴紙は隅々まで読ませて貰っているので、思い切った特集記事の掲載を楽しみにしています。

50歳代 男性 神戸市　垂水区 住居地域では無いですが自然は残してほしい

50歳代 男性 神戸市　中央区 普段気にも留めない分野を紙面で知り得ることが出来て良かったです。これからも継続掲載願います。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
道路は生活には不可欠です。１７年もの年月をかけて、やっと完成した道路にはかかわったたくさんの人々の苦労がある
のだなと感じました

50歳代 男性 神戸市　東灘区 中々面白い広告記事でした。

50歳代 男性 神戸市　北区　 地元の人には便利と思います。

50歳代 男性 神戸市　須磨区 　交通至便で魅力を感じる。

50歳代 男性 加西市 高速道へのアクセス向上は、未来へつながるまちづくりの大きな前進となります。

50歳代 男性 姫路市
大阪や神戸のベットタウンという位置づけもあるのか三田が交通の便がどんどん良くなっている気がします。人口も増え
て訪れる度に開けていく。山間部に住んで都会で仕事や買い物をするのがこれからの生活パターンになるのでしょうか。
便利にはなりますが人口減の中での山間部へのインフラ投資は本当に正しいのでしょうか。

50歳代 男性 明石市
記事として読みました。地域の交通のために日々努力している人たちの声、またその道がなぜ必要なのかを、理解するこ
とができました。地域住民の声などももっと掲載してもいいと思います。

50歳代 男性 赤穂市 三田西インター線、事業着手から17年ですか・・・。長かったですね。よく頑張りましたね。

50歳代 男性 神戸市　須磨区
三田西インターから、国道176号との接合バイパスの建設広告をみて、意外に工事に伴う渋滞なく建設しているのだ。と
改めて思いました。また、建設の重要性も知りました。

50歳代 男性 神戸市　北区　 地元です。引っ越してきた当時から比べるとすごく便利になりました。車が有れば快適に過ごせらようになりました。



50歳代 男性 姫路市 建設は大事と思う。インフラ整備は大事と思う。災害の時も活躍できるし、人の暮らしを豊かにすると思う。

50歳代 男性 神戸市　西区 建設分野はよくわかりませんが、身近な施設を取り上げてもらえると親近感がわきます。

50歳代 男性 神戸市　灘区　 普段気が付いていなかったので、とても参考になりました。

50歳代 男性 明石市
普段気にすることの無い生活道路ですが、新たに作る道路はたくさんの方々達の努力で実現している事が非常によく分
かりました。また地域の活性化に大きく寄与しているので単なる仕事以上に価値がある仕事と思います。

50歳代 男性 神戸市　兵庫区 地域住人にとっても大切な道路だと思う。

60歳代 女性 姫路市 広告と言うよりもドキュメント感覚で楽しく読みました。写真が沢山有り地図と見比べながら楽しめました

60歳代 女性 神戸市　西区 地図ですが、インター部分の拡大図のみでした。神戸を含めた地図もあればもう少し分かりやすかったかも。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　建築分野はこれからは機械化の影響もあって女性や力のない人もきっと参入できる業界だと思います。　特に「三田西
インター線」が完成すれば物凄く阪神間の後背地が便利になると思っています。

60歳代 女性 洲本市 人が暮らしやすく便利な世の中になるために頑張ってくれていることがよくわかりました。

60歳代 女性 尼崎市 自然災害対策にも充分留意され、暮らしに役立つものであることを切に願っています。

60歳代 女性 神戸市　兵庫区 いつも三田には主人と買い物に行きます。三田西インター線が出来れば便利になると思います。

60歳代 女性 洲本市
高速道へのアクセス向上がいかに不可欠なのかがよくわかる内容の記事です、工事に関わる各方面の方々の熱い思い
がしっかりと伝わりました。

60歳代 女性 姫路市町 国道176号線から舞鶴若狭自動車道インターへのアクセスが良くなる長年の懸案が解消する。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　建設分野は物凄く魅了のある業界だとも思います。　三田西インター線が完成すれば大変便利になりますしアウトレット
にも行き易くなると思います。　早く完成して欲しいものです。

60歳代 女性 丹波市
興味のあるテーマだったので、一気に読みました現状がよくわかって不便だと思っているのは誰も思っていてそれを何と
かしようと考えている人もいてくれることに有難さを感じました

60歳代 男性 佐用町 高速道路の経済効果を期待します

60歳代 男性 三田市 三田の産業に寄与され三田市の発展に繋がる

60歳代 男性 三田市 身近の話題で、このような工事が大きく扱われる事があまりないのでインパクトがあった。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 工事に対しての必要性、重要性が良く理解できた。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
直接指定道路を利用する生活エリアの記事ではないですが、物資移動に道路は必要です。新しい「道」ができると何かと
移動がたやすくなって　情報が得やすくなるという印象でしたね。今後の結果を報告してほしいですね。

60歳代 男性 神戸市　中央区
何度か通った道なので興味があり読んだ。新設道が「片道一車線」という表現があったと思うが、おそらく片道二車線の
現行の道路に接続する予定だと思うので、違和感がある。地元民に興味のある報道だとおもいました。

60歳代 男性 明石市 昔はあの辺りは一面の原野でしたが、隔世の感があります。改めて建築土木の凄さを感じます。

60歳代 男性 加古川市 各者の記述より建設業務の魅力が読めました。

60歳代 男性 高砂市 道は時代の血管で、発展の為には益々繋がる必要を感じている。

60歳代 男性 神戸市　北区　
市道長坂溝口線を通ることがたまにありますが、通学路であることをこの記事・写真で知りました。通学･帰宅時間に生徒
と会うことがなかったので。車のすれ違いに気を使う道なので、その時間帯を知っていれば通らない道です。三田西イン
ター線の延長工事で国道と接続になれば、安全がより一層確保できますね。



60歳代 男性 宝塚市

土木の基本は、人々の生活に安全安心と豊かさをもたらすものであることは言うまでもない。私が某社新聞から神戸新聞
に換えたのはこう言った発信を積極的に掲載していたからである。今回の紙面内容も街づくりの理想を言ってくれていて
ありがたい。我が街もこういう紙面に突き動かされて『安全で街づくりの根幹をなすデベロップメント』の考え方が浸透し、
行政を動かす日が来ることを祈る。

60歳代 男性 神戸市　東灘区 ・よく利用する路線なので便利で安全な道路建設に期待しています。

60歳代 男性 姫路市 景観の良い走っていて気持ち良さそうな道路ですね。

60歳代 男性 神戸市　須磨区 非常に興味深い記事でした・

60歳代 男性 神戸市　灘区　
インパクトが薄いのではないでしょうか。ただ、今の状況でなかなかこの業種に応募することは勇気のいることではない
か。

60歳代 男性 神戸市　西区
日常の通学路、大変でしたが、改善され、地域の安全が向上したようです。新道路の開通には、土地買収からはじまり、
完成まで、地域の皆さんの協力が欠かせません。完成を迎えよかったところです。新しい知見の元、道路敷設に尽力願
いたい。

60歳代 男性 神戸市　北区　 土木関係者の仕事に対する使命感、地域住民への心使いが伝わってきました。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
道路は、生活のためにも、物流のためにも、経済活動のためにも、基本的はインフラとして地域にとって、重要ですね。是
方らも、地元の理解を第一に進めて行ってほしいですね。

60歳代 男性 三田市 ・企業誘致等の経済効果が見込まれ三田が活性化していくと思う。

60歳代 男性 加古川市 広告というイメージでなく、普通の取材記事の感覚で読んだ。広告主は兵庫県？不思議な感じ。

60歳代 男性 加古川市 以前利用していた地域でもあり関心がある。よくなるだろうと期待する。

60歳代 男性 加古郡
とても見やすく、わかりやすい広告でした。三田西インターに入る方法が、写真やイラストでとても分かりやすくてよかった
し、建設担当者の意見もよかった。

60歳代 男性 神戸市　北区　
分かり難かった。子供や孫に説明していやるには、ビジュアル面が少ない。働くお父さんのイメージが、伝わりにくい。開
通後のメリットが、伝わりにくかったです。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区 道路事情がよくなると、街の発展にもつながる

60歳代 男性 神戸市　西区 説明会、Iotなど対応はわかりますが、なぜ、必要かと思える理由が、私にはわからずで。

60歳代 男性 明石市
舞鶴若狭自動車道三田西インターへのアクセス性向上の工事などG兵庫県の建設工事を知ることが出来て感心していま
す．このアンケートで何度も知ることが出来て良かった．

60歳代 男性 神戸市　西区
真ん中の地図と写真が並んであり見やすく、遠くの人にも良くわかる。発注者、業者、現状の不便な様子がよくわかり早く
できるよう応援したくなります。わかりやすい意見広告です。

60歳代 男性 赤穂市
高速へのアクセスは重要だと思います。安全、安心につなぐとは、未来にもつなぐことになりそうですね。いい記事だと思
います。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
壮大でまた、平原のなかでの、やりがいのある仕事だなあとおもいました。新時代に不可欠な高速ですね。実感します。
壮大です。又、地域にも根差しているということがよくわかりました。責任者の写真があるのは良いですね。笑顔でいやさ
れます。

70歳以上 女性 神戸市　長田区 北陸自動車道と接続、便利になります

70歳以上 女性 神戸市　兵庫区 車に乗らないので、高速道路に興味がない

70歳以上 女性 加古川市
多くの広告のように製品名、会社名が目につくような広告でなくて、普通の新聞記事のつもりで読んでいました。読み終
わったあとで、広告だったんだ。と気が付いてあまりにも真面目な広告にビックリ。すごく好印象でした??

70歳以上 女性 高砂市
イメージ図がすごいきれいな道ですね。道路の整備で本当に私たちは快適に生活をさせて頂いております。相手が川や
海など大変な技術でしょうね。安全に整備を宜しくお願い致します。

70歳以上 女性 西宮市
建設に関わる県行政の担当者と建設現場一社に特化し、他の地域行政や地域住民の声が無いことに非常に違和感を覚
えた。一民間建設業者と特定県担当者間で履行しようとする市民を無視した強硬手段の建設計画に思う。行動なので、
市民の見解や兵庫県地域行政全体が関わるべき事業と思い、不信感が募る。



70歳以上 女性 姫路市 三田西インター線が出来たら便利ですね。

70歳以上 男性 神戸市　北区　 国道176号線から三田西インターへのアクセスが良くなる。

70歳以上 男性 神戸市　長田区 3Kと言われた土木業、ITを駆逐して、安全を守ってほしい

70歳以上 男性 神戸市　西区 ますます便利になり楽しみが増えそうです。

70歳以上 男性 神崎郡 建設分野の魅力というものがよく分からない

70歳以上 男性 神戸市　中央区 三田はこれから開発しだいで発展するためにも交通網が大切なポイントですね！新時代に不可欠な道路を??

70歳以上 男性 神戸市　中央区 三田の発展には不可欠な道路をぜひ進めて下さい

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 近くに新たな線ができる様子が分かりよかった。

70歳以上 男性 神戸市　長田区
三田市でこんな工事が行われていることは始めて知り増した。すでにICT活用が為されていることに嬉しく感じました。とく
にこうした分野には人手が要ることは大きなリスクを伴っていたので・・・

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 分かりやすい広告ですが、住民の声があればより親しみやすい広告になると思います。

70歳以上 男性 姫路市 地域交通が便利になり地域発展に貢献する

70歳以上 男性 加古川市 建設分野の魅力はいつも見ているが、今回は気が付かなかった。部分的で良いからカラーにして目立つようにしたら。

70歳以上 男性 伊丹市
三田西インターから176号へ直接つながる道ができて便利になるなあ。中堅の地元企業が施工するのだなあ。JRを高架
で超えるのか。既存の県道も高架で超えれば信号無しで通過できるのになあ。

70歳以上 男性 明石市
現役の頃、業務でよくあのあたりを走行してました。記事が載ってる箇所が開通すれば、国道１７６線への合流が早くな
り、とても便利になると思われます。１日でも早い開通を期待しています。

70歳以上 男性 神戸市　西区 遠くへ出かけるだけの道では生活道路につながるＩＣは貴重な道です。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区

三田市の郊外、国道176号から舞鶴若狭自動車道三田西インターへのアクセス性向上は長年の懸案だった。事業着手
から17年。「三田西インター線」は整備が本格化した。工事に携わる方々は、新時代に不可欠な道を築くために地元の住
民の理解を得ながら、地元住民と発注者に「つなぐ」仕事をしながらチームワークを大切にし『安全第一』を最重点として、
地域の交流を支える重要な幹線道路となるよう高品質な工事進めたいという意気込み成功を祈ります。

70歳以上 男性 神戸市　西区
地元の理解を第一に、良いものを造る一心、快適・安全な道をつなぐ、そんな新時代に不可欠な道築く。三田西インター
線は2024年3月供用開始だ。良い広告です。

70歳以上 男性 神崎郡 ドライブ旅行が好きなのでナビゲーションを見て移動はするけど、予備情報として見ておきたい。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区 三田西インター線のことよくわかりました。

70歳以上 男性 神戸市　西区 インターへのアクセスが悪く、開通を心待ちにしていました。関係者の努力が実られるのだと思いました

70歳以上 男性 神戸市　灘区　 新交通網が長年の努力により完成されることに感謝

70歳以上 男性 神戸市　西区
国道176から三田インターへ入るのに、大回りしていた不便から解消される。便利になる。高速利用に限らず三田の
ニュータウンへの通行が便利になる。

70歳以上 男性 加古川市 大がかりな工事は事業着手から長い年月を要するんですね。

70歳以上 男性 加古郡
のどかな田園風景が開発で変わってしまうのは残念ですが、沿線住民の生活が便利になるなら、やむを得ないかもしれ
ませんね。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
通勤通学道路は、日本全国沢山の所で車による危険な場所となっている。少しでもより早く解消されることは望む次第。
素晴らしい技術に敬服します。

70歳以上 男性 加古川市 交通の便が良くなるのはいいと思います。そのためには長い年月がかかるんですね。



70歳以上 男性 姫路市 広告とは思っていませんでした。特集記事だとばかり思っていました。

70歳以上 男性 神戸市　西区
建設業界もコロナの影響が大きいと思いますが、道路は公共工事で便利になる一方で恩恵にあずかるのは車を持ってい
て使用する方のみです。自然破壊もあるかもしれませんので慎重に行うべきです。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
三田西インター付近は時々通る事があります。176号線との接続をよくするための工事をしていることは知りませんでし
た。工事にかかわる人の仕事に対する情熱がひしひしと伝わってくる記事でした。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
　建築分野はこれからの世界をリードする業界だと思っています。　「三田西インター」が完成すれば神戸、大阪、三田そ
して三木ルートが飛躍的に便利になあると確信しています。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区
R176より安全にJR線と立体交差でテクノパークにつながる道路を作り安全性を確保でき、また時間短縮に繋がり非常に
利便性が上がった。

70歳以上 男性 豊岡市 道路建設の魅力を分かりやすくＰＲすることは大変有意義なことと思う。

70歳以上 男性 丹波篠山市 三田西インター線が早く完成されたら嬉しいです。　　　国道176号線からいつも行きにくかったので。

70歳以上 男性 明石市 建設分野の技術が発展してるのを感じる。

70歳以上 男性 姫路市 発展している所であり必要性を感じます。

70歳以上 男性 神戸市　西区 未来につなぐ建設をしている事

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 三田西インター線で展開される建設技術の最新取り組みを興味深く読むことが出来た

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 こう言った工事で交通が良くなり経済・生活活気が出てきて地域の安定して楽になるのです。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
三田西インター線はわずか１キロ足らずの県道であるが、通学路になっている危険な道路、交通量の増加、高速道路ヘ
のバイパスなど安全で円滑な交通を確保等々、新しい時代に必要な道路建設が行われている。一日も早い道路の完成
を期待したい。


