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道路除雪の取り組みから知る建設業の魅力

朝刊

10段モノクロ

70歳以上 女性 神戸市　兵庫区 建設分野の方が、除雪作業に大きくかかわっているいる事を初めて知りました。

50歳代 男性 姫路市 建設業はがんばってますねー。頼りになります。

40歳代 男性 神戸市　長田区
自分の住んでいるところは、2021年一度雪降りました、常時降るわけではないので、積もらないのですが、兵庫県は北部
の地域は特に豪雪地帯が多いので、こういった仕事に従事している方の需要が特にこの時期あります、とても興味深い
記事でした。

50歳代 男性 神戸市　灘区　 雪国出身なので参考になりました。

40歳代 男性 神戸市　須磨区

ちょうど「雪害」による被害や交通混乱がニュースの時で、たまたま掲載のタイミングと内容の合致もあり、除雪作業の記
事としても読んだ。当方地域では積雪がほぼないが、兵庫県下は寒冷地が多数あり、以前別の地域で夜間積雪時に高
速道を走行する時の事などを思いだしたりしていた。大変な作業だが、安全に維持し支えてほしい。担い手や簡単な仕事
でない事もアピールする、ＰＲ企画だなと再認識した。

60歳代 女性 神戸市　垂水区 　人の役に立つ仕事は一番尊いと思います。　この冬は除雪の仕事が増えそうです。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 大雪で道路の除雪のニュースがよく流れるが自衛隊だけでなく建設業界の取り組みが素晴らしい

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 　今年は雪が多い年で道路除雪は物凄く大切です。　人命に関わる事ですから一刻も早く履行して欲しいと思います。

50歳代 男性 加古郡 魅力はあれども、3Kなのは否めない

60歳代 女性 神戸市　兵庫区 雪が多い地域での貢献していることが理解出来た。これから少子化に伴い、重要となってくると思う。

60歳代 男性 神戸市　灘区　 新たな建設業の重要性がよく伝わった。

60歳代 男性 加古川市 建設業の重要性を再認識しました｡

60歳代 男性 神戸市　兵庫区
兵庫県北部は冬の豪雪で大変だと思います。一方では、私達のNPOは台湾等 海外の仲間とも交流していますが、我が
国の冬の積雪は南の国々の人達には、好評の観光体験です。建設業界の皆さまのご努力と技術力で、安全に日本の冬
の雪を楽しめる環境を護って下さい。
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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ので、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



60歳代 女性 神戸市　灘区　

私は神戸市に住んでいるので、雪による日常生活の困難さはありません。新聞を読んで改めて安全に生活できるように
作業がされていると知りました。雪深い地域でも通勤通学は当たり前、それに合わせて５時から作業をされ、路線や積雪
量によっては夜遅くまで作業をされていると知り感謝しています。今年は寒さも厳しいと天気予報でありましたが雪の中で
作業をされる方たちが地域の建設業者の方と知りなるほどと思いました。積雪だけでなく台風や地震後のインフラ整備を
担っていただいていることからこれからも私たちの生活の安心・安全を守っていただけるように若い人たちが頑張って継
いでほしいと思います。私も看護師として働いていますが誰かのために働くことは感謝されて嬉しいですが、私にとっては
私の拙い世話を感謝してくれる方に私の方こそ感謝している次第です。これからも頑張っていただきたいです。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
今年の冬は、日本海側のみならず太平洋側でも雪の日が多く、除雪に対する関心は、高いものがある。暗いうちから道
路除雪作業に従事されている人のいることに｢ありがたさ｣を感じる。マンホールの蓋を剥がすことなく除雪作業が行われ
ていることは道路の状況を把握しているからこそにほかならない。プロであろう。誇りある仕事だと思います。

60歳代 男性 神戸市　西区 やはり基準があるのですね、１５cm。偉い人達によく言われているリモートでできるようにしてほしいですネ。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
自社での作業契約をするのではなく行政委託を受けて作業するのですね。他社会社はどのように契約行為に行き着くの
か知りたくなりませんか。

70歳以上 男性 加古川市 役に立つ内容だが、広告としては目を引かない。一部でもカラーにしたら。

70歳以上 男性 豊岡市
道路除雪作業について　今の時期に観測調査から除雪作業までのプロセスを一般住民に知ってもらい啓蒙することは重
要なことであると思います。良い取り組みだと思いました。

40歳代 女性 高砂市

土木事務所の事務員さんの言葉『道路なしに日常生活や経済活動は成り立たない。社会を支えてる』にハッとしました。
コロナ禍の今、ネットで買い物し家を出ずに何でも手に入ると思ってましたが、それは宅配業者が配達をしてくれるから成
り立ってます。配送するには、絶対に道が必要です。当たり前と思ってましたが、感謝しかないですよね。特に雪のシーズ
ンは本当に大変な仕事だと思います。私たちの生活を守って頂き、頭が下がります。主人が豊岡出身で、雪の大変さはよ
く聞かされてます。安全第一で宜しくお願い致します。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区 除雪作業の実情がよく分かりました。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 技術者の努力がうかがえる。

50歳代 女性 高砂市 あんしんできる

30歳代 女性 西脇市
除雪は車をイメージし、建設業と関わりがあるとは思わなかったので、新たな知識、刺激が得られました。いろいろな専門
分野の人たちが連携して、住みやすい環境を作ってくださっていることを改めて感じさせられ、感謝しました。

70歳以上 男性 神戸市　西区 積雪地域の除雪作業の実態が良く分かりました。

70歳以上 男性 姫路市
但馬のスキー場に頻繁に出かけるので、今年のように雪が多いとスリップが心配ですが、このように除雪に力を入れて頂
いていることには心から感謝いたします。

50歳代 女性 多可郡
積雪などの天候は、その年によっては災害になることもあります。平穏な時に無駄だと削減すると後で後悔することになり
ますので、常に先を見据えて除雪車やｵﾍﾟﾚｰﾀｰの方の維持をしてもらいたいです。

70歳以上 男性 豊岡市
さすがに住まいが除雪のあるところなので、関心を持って読みました。今回の雪で市で除雪を何回かしてもらいました。あ
りがたいと思っています。南部の人にもこの苦労をぜひ読んでほしいと思いました。

70歳以上 女性 神戸市　長田区 この数日の大寒波、道路除雪の取り組みの必要性を実感した。

70歳以上 男性 神戸市　長田区 数十年に1度の事態が毎年起こっている。なんで今まで、道路除雪の取り組み0わしてこなかったのか、憤りをかんじる

60歳代 男性 三木市 雪の事故の渋滞に巻き込まれ、建設業の方の凍結防止剤散布に助けられたこともあります。感謝のみですね。

40歳代 女性 神戸市　兵庫区
良い記事だと思いました。広告だったんですね。タイミング的にも、大雪で立ち往生があったりしたときだったので、興味深
く読みました。除雪に限らず、草とか石ころを取り除くなど、普段どなたがやってくれているか考えもしなかったような作業
をしてくださっている方／お仕事があるんだなぁと知ることができました。

60歳代 女性 洲本市 地域の安全を守ってくれていることに感謝しました。

70歳以上 男性 姫路市 雪国での除雪は想像以上今年は特に豪雪で大変さが思いやられるそれに立ち向かう建設業は考えが及ばない

70歳以上 男性 姫路市 除雪をより効率的にする事が道路建設には大事



70歳以上 男性 丹波篠山市 朝早くからの除雪作業には感謝します。ありがとう。

70歳以上 男性 加古川市 この辺りはめったに雪は降りませんが、テレビなどで除雪作業をしているのを見ると、大変だなあと思います。

70歳以上 女性 加西市
素晴らしい機械と早朝から頑張っておられる皆様にも本当に頭が下がります　そういう人たちに守られている一般庶民が
安心して暮らせているのですね

70歳以上 男性 神戸市　垂水区 絶対必要な作業　危険なだけ十分に注意して行って欲しいですね。

40歳代 男性 加古川市 ニュースなどで除雪作業をしているのを見ますが、ほんと大変な作業だと思います。

50歳代 男性 赤穂市 今シーズンは雪が多いですが、安全に車が走行できるよう除雪を頑張って下さい。

50歳代 男性 姫路市
最近は雨もそうですが雪もドカ雪ですね。自然に対応するための建設工事は年々重要になっている気がします。若い世
代が建設離れを言われていますが建設機械の充実とともに魅力ある職業になることを期待します。

60歳代 女性 姫路市 除雪と凍結防止効果的に行う一般道積雪15センチ目安に出動道熟知した技能が不可欠

60歳代 男性 大阪府
親が但馬地方に一人暮らしをしています。年明けから大雪が降屋根には1ｍ近く積もっています。国道や町道は除雪がな
されて安心して車で通行が出来ます。町道までの自宅前の除雪は実施しても1時間もすればまた降雪し肉体以上に精神
的に疲れます。除雪をしてくれる皆さんには頭が下がります。

70歳以上 女性 高砂市
この季節、除雪は欠かせない作業ですね。毎日危険との隣合わせでお仕事されて感謝ですね。東播地域はあまり雪が
積もることがないですが、普段雪道に慣れていない分、雪の日の朝は交通がマヒ状態。最近も雪で立ち往生のニュース
がありました。これからも私たちの安全を守って頂きたい。

70歳以上 男性 加古川市 雪のない地域に住む我々の知らない努力を感謝します

60歳代 女性 加古川市西 知らないところで色々助けてもらっていることに感謝します

40歳代 女性 神戸市　北区　 どうにもならない大雪の時もしっかりした備えがあることに安心します。

60歳代 男性 加古川市 広告というより一般の記事として読ませてもらいました。但馬など雪の多い地方の苦労が偲ばれます。

60歳代 女性 神戸市　西区
雪が無いとスキー場などの観光が駄目になる。雪が多すぎると生活が大変。そんな生活を守っているのが除雪作業とい
うことが分かります。道路管理に携わる方々の大変さを思うと頭が下がる思いです。

60歳代 男性 三田市 路肩が見えないのに傷一つ付けずに除雪を行う技術が素晴らしい

70歳以上 男性 神戸市　須磨区 除雪は人の命を守る。

60歳代 男性 神戸市　東灘区
とてもホットな気持ちになりました。雪は積もると大変ですが、このような方々が、冬の町を守っているんだと。除雪；凍結
防止などのために働いている方の素顔が分かり、感謝でいっぱいになりました。通勤・通学・生活をこのような方々が守っ
ているのが感謝にあふれました。良い広告です。

50歳代 男性 播磨町 知らなかったとが沢山あって、興味深く読めた

40歳代 男性 神戸市　垂水区 取り組みがよくわかる。

70歳以上 男性 神戸市　灘区　 簡単にしているように見える除雪作業の大切さ、大変さ、特殊性、がよくわかりました。

50歳代 男性 明石市
明石市に住んでいるので、除雪ということがぴんと来ないが。兵庫県の日本海側は、除雪が大変だろうと思います。本当
にその体制がしっかりしているんだということがわかります。今年は豪雪のニュースもよく入ります。ちょうどタイムリーな
記事でした。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
神戸、特に舞子地域は雪が降らないエリアのためなかなか実感がわいてこない。しかし、ＴＶや新聞等で報じられている
様子から、大変な事態だと感じている。積雪地域の関係する業者さんや、行政さんの苦労をひしひしと感じる。ご苦労様と
いいたい。近隣なら個人でも手助けに行きたいと思っている。

50歳代 女性 神戸市　垂水区
昔、スキーに行ってたころを思い出します。豊岡が同じ兵庫県と知ったときは、本当に驚きました。同じ県内とは思えな
い、あの冷たい暗い景色を思い出します。

30歳代 男性 稲美町 　今の時期、生活に直結する大切な仕事だと再認識しました。



40歳代 男性 小野市

除雪作業のやり方や苦労、やりがいが理解出来ました。実際、作業をされている方の話しは分かりやすく、除雪が必要な
い地域に住んでいると分からなかった事情が理解出来ました。除雪以外の業務も知らなかった内容ですし、市民に寄り
添った仕事をされているんだと思いました。通勤通学の事も配慮しての決断や除雪は、とても大変だと思いますけど、作
業関係者や行政の方は、やりがいを持って作業されているのも素晴らしいと思います。ただ、紙面の関係もあると思いま
すが、除雪を受けている地域の方の感謝のコメント等も読みたいと思いました。毎回、建設分野の魅力を伝えて頂ける紙
面なので、今後も楽しみにしています。

40歳代 男性 神戸市　灘区　 さまざまな取り組みに感銘を受けました。

50歳代 男性 神戸市　垂水区 除雪作業の苦労がわかる

70歳以上 女性 宍粟市 居住地域も除雪車のお世話になっていますが、積雪の目安とか作業の区域とか、具体的によくわかりました。

50歳代 男性 神戸市　中央区 運送業を営む知り合いが役場の依頼で除雪作業に携わるので興味深く読ませていただきました。

40歳代 男性 三木市 民間業者とのなれ合いがないように除雪をしてほしい

50歳代 女性 神戸市　須磨区
除雪作業というと東北のイメージがありますが兵庫の北の方でもがんばってらっしゃるんですね。この冬は大雪で大変だ
なあとニュース見てて思います

60歳代 女性 尼崎市 積雪地域に住んでいないので日々の大変さはわかりきれないところがありますが、事故防止に尽力をお願い致します。

40歳代 男性 神戸市　西区
年末年始、大雪の報道を何度も見ました。そして広告の記事を読んで、大雪に対しての対応がこんなに大変なものかとい
うことを学びました。兵庫県には積雪地域が複数あります。毎年、その雪に向き合い、地域で生活している人の暮らしや
交通での行き来を守っている、その仕事に誇りを持っている、それが素晴らしいことだと記事を読んで感じました。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区
但馬地域の道路を安全に使うために県と事業者が取り組んでいる内容が良くわかった。こうした取り組みで安全に道路
が通行できることに感謝です。

70歳以上 男性 明石市 現役時代建設関係で働いていましたが除雪関連は経験ないです｡大変な仕事が良くわかりました｡

70歳以上 女性 播磨町
具体的そのものの内容で広告というよりも真剣な記事のようでとても良かった。写真の量の割合、人物の表情もとてもよ
かった。

50歳代 女性 姫路市

広告というより地域の記事と言う感じで読めた。今年は例年にない寒冷、大雪なので県民生活を支える働きがよく分かり
良かったと思う。強いて言えば昨今の建築業界の若手の担い手不足に焦点を当て、ICT(情報通新技術)をどのように導
入し、それにより『新3K』拡充がどのように進んだかの記事まで読みたかった。(息子が大学生でこれからの就職活動が気
になるので。)

60歳代 男性 神戸市　西区
一般的教養記事であり広告という感じは全く抱かなかった。谷垣社長発言の最後のパラグラフが主旨と理解するが他の
部分通読中にはその主張を感じなかった。業種に興味を持った若者に行動を起こすコンタクト坂があればと思った。

50歳代 女性 姫路市
今年は雪が多く雪かきのシーンをニュースでよく見るが、人の手でするのは想像以上に大変だろうと思う。機械を使って
の作業は見ていてスッキリするし効率的だと思っていた。ただ記事を読むと(作業する会社の方の弁)機械を動かすだけで
はだめで地理も熟知していないと自らも危険だと。知らない事が沢山あると感じた。

70歳以上 男性 神戸市　須磨区
阪神かん｛神戸｝に住まいですので何年に１度ぐらいしか　雪にみはれることがないため広告を見た感じが實感が薄い誠
に申し訳ないが實感が薄い

50歳代 男性 神戸市　須磨区 一般道の積雪１５センチで、雪の作業車がでるのは、知りませんでした。

60歳代 女性 宍粟市
今期は特に降雪が多く、地域の孤立を防ぐ意味でも除雪作業は重要です。県と民間が協力してお互いの得意な分野で
住民の安全を守って貰っている事がわかりました。

60歳代 男性 加古川市 今年は雪が多いので除雪は必須である

60歳代 男性 加古川市 冬の豪雪地帯の道路は私達が守っているとの誇りや気概が溢れた特集だった

70歳以上 男性 神戸市　西区 積雪地域の安全を担う除雪作業のご苦労が良く解る。

60歳代 女性 神戸市　西区
除雪作業　過去にとてもお世話になったことがあります。雪は美しいが、ドライバーにとっては安全への脅威だと書かれて
います通り、一歩間違えば死と隣り合わせです。過酷な所に出向き、人のため　社会のために頑張っていらっしゃる広
告。　改めて、感動しました。

60歳代 男性 明石市
北部の冬のまちを見守っていただいている．ライフラインを維持していくには，この方々の努力で守られているんだなぁと
感謝します．



70歳以上 男性 神戸市　西区
建設業は特に下請けさんが沢山傘下に入る業界なのでコロナの中人の確保が大変ですが失業は如何に対策するのか
大切である。

60歳代 男性 加古郡 除雪期間に関わる方々のご苦労に感謝します。又、公民連携の重要性に気づかされました。


