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30歳代 女性 三木市
武庫川遊水地の整備についての記事だが、正直新聞を見ている中で、さらりと読んでしまいがちな記事でした。自分の
住んでいる所はじっくり見るけれど、同じ兵庫県でも他人事だと思いがちでした。ただ、このような工事まで、ICTが利用さ
れているのことに驚きました。

30歳代 男性 稲美町 災害対策は、しっかりとやってほしいものです。

40歳代 男性 神戸市　西区
尼崎市で勤務しておりますので、集中豪雨などに見舞われ、氾濫などが起きないかは心配です。でも、自然を守りなが
ら安全性を図る「武庫川遊水地」の整備などハード面が強化されてることに少し安心しました。技術力のアップと同じよう
に、住人なども訓練に参加するなど、ソフト面の向上も図っていかなければならないと思いました。

40歳代 女性 加古川市 台風シーズンや、梅雨時期以外でもゲリラ豪雨が発生しているので、河川改修は大切です。若い人材が環境問題に
真剣に取り組まれていることがわかりました

40歳代 女性 神戸市　北区　 近所でないので気にしてなかったが、アンケートに際して見返した。ドローンなどの遠隔操作が有効な分野、最先端技術
しっかり活かして発展の基礎になれば良いなと思う。

40歳代 男性 姫路市 重機にコンピュータが搭載されていて、作業の効率化が進んでおり、すごいなと思った。

40歳代 男性 神戸市　垂水区 土木工事は大変であるが大雨洪水で河川が氾濫しないように必要であると思いました。

40歳代 女性 高砂市
洪水のない街。本当に安心して暮らせますよね。やりがいのあるお仕事だと思いますが、相当大変な工事ですね。莫大
な費用もかかるし。巨大になる台風、頻繁に起こるゲリラ豪雨、100年、いや1000年に一度の災害にも乗り越えれる
ものを、頑張って造ってほしいです。

40歳代 男性 神戸市　西区
南海トラフ大地震への備えが必要と言われている現状において、社会基盤整備は本当に重要な事業と言えます。私に
とっては初めて知る内容ばかりで、まだまだ理解できたと胸を張れませんが、大切なことだというのはわかりました。人材の
育成、事業の継承がいかに大切か、この記事を読んで学ぶことができました。

40歳代 男性 神戸市　灘区　 真剣な取り組みに感銘を受けました。
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50歳代 男性 神戸市　灘区　 興味のある分野ではないので気に留まりませんでした。

50歳代 女性 姫路市 知らない事ばかりで、勉強させて頂きました。力強いです。

50歳代 女性 神戸市　北区　
異常気象などによる近年の災害に不安を感じる中、情報通信技術を使っての社会基盤整備がされていることはとても
頼もしく思います。また、工事の省力化、時短が可能になることにより若い人材がもっとこの分野に貢献したいと思えるよ
うになればいいと思います。

50歳代 男性 姫路市 若い人がどんどん入りたいと思うような、建設分野の環境にしたい。

50歳代 男性 明石市 この分野でのＩＣＴ活用は実用性があり、進歩すればいいと思います。

50歳代 男性 赤穂市 武庫川遊水地の整備で今後の自然災害を防いでください。

50歳代 男性 姫路市 私にとってはインパクトが少ない内容でした。この分野への興味が少ないせいでしょう。

50歳代 女性 神戸市　須磨区 川の氾濫はとても怖いので、対策をきちんとして欲しいです。内容が少し難しくちょっと理解できなかったです

50歳代 男性 神戸市　北区　 社会基盤整備の重要性がよく理解できました。

50歳代 女性 神戸市　垂水区 がんばって読んだのですけど、全然興味がないんです。武庫川なのに、北区にあるの？くらいの感想しかないです。ごめん
なさい。

50歳代 男性 神戸市　須磨区 JR道場駅周辺での洪水しかけを何回か、見たことがあります。この遊水池でいくらか備えることができると思います。

60歳代 男性 加東市 建設分野の魅力を様々な視点から具体的に示されていてわかりやすく共感できる。

60歳代 男性 宝塚市
単なる「広告」を越え、学びがあるひきこまれる紙面だった。現代における治水の様から携わる人々の社会への貢献度
合いが良く伝わってきた。同時にICT技術が様々な建機やドローンなどをコントロールし、事業を進めているということがリ
アルに伝わってくる良い記事になっている。これからもシリーズで掲載してほしい。

60歳代 女性 高砂市
土木事業の中でも、最近は特に水について災害が多いように思います。社会基盤の整備が急がれます。自分の近くの
情報を知る努力が各自必要になってきた時代と思いますので、公的な力がなくては各自の安全が守れません。感謝して
います。情報を知らせていただいて関心が深まりました。今後も度々のお知らせをお願いいたします。

60歳代 男性 大阪府 自身も建設業界に身を置いているので、建設の魅力を若い人達に知ってもらい業界に来て欲しい。ゼネコンと言うと社
会悪のように報道されるが、社会インフラを建設すると言う崇高な目的があることを知って欲しい。

60歳代 男性 明石市 日本の建設分野の技術は、世界でもとても誇れるもので、これからも益々の発展を期待しています。

60歳代 女性 洲本市 武庫川遊水地の整備の様子が綴られていて誠実で本格的な姿勢が伝わってきました。わかりやすかったです。

60歳代 女性 神戸市　須磨区 武庫川遊水地整備の事はこの広告を見て始めて知りました。とても大規模な工事だなと思いました。一度見に行きたい
です

60歳代 女性 姫路市 「武庫川遊水地」整備で備える社会基盤づくりがわかる。

60歳代 女性 芦屋市
身近には　道路工事等は目にする機会があるが、ダムや川等の工事については　このように新聞でしか知ることができな
い。難しいことはわからないが、自然災害が多くなってますます土木関係のお仕事の大切さを　この記事で感じた。難し
いお仕事だと思うが、若い人材が増えてほしいと願う。



60歳代 女性 宍粟市 建設分野の進んでいることをこの広告で知りました。土木機械にICTが入っているんですね。どの業種も人出不足。それ
に安全面を考えると、ICTになるんですね。ICTがどんなものかを知る広告でした。

60歳代 女性 加古川市 世界的規模の災害が発生しており、土木分野の今後を期待します。

60歳代 女性 尼崎市 武庫川に近いところに住んでいるものとして、昨今水害の被害が多い中、そのような事がないように、備える整備をしっか
りやっていただけるようにお願い申し上げます。

60歳代 女性 丹波篠山市 未来のために社会基盤を考えて、円滑に進めてられるのは、頼もしいいと、思いました。

60歳代 男性 神戸市　垂水区 経済、経営、商業や金融業界の仕事を携わってきたの建設部門の知識は皆無であり、。本件を始め、建設関係の記
事の内容には目をみはる。

60歳代 男性 神戸市　兵庫区 武庫川遊水地がＩＣＴを用いた新しい施工技術を活用して整備されたいうことが良く分かった。

60歳代 女性 神戸市　垂水区 武庫川遊水地の整備のようですが、「備える円滑推進に注力」と云うのは最高のキャッチフレーズだと思います。

60歳代 男性 明石市 電気設備などを使用せずに自然に洪水を防ぐところがいいと思った

60歳代 男性 明石市 河川災害の発生を防ぐための整備が重要である。地元明石川の河川氾濫が予想されるためやっと予算化されたと聞き
ました。災害発生はいつ発生するか分からないので、迅速に短期間で完成して欲しいものです。

60歳代 女性 神戸市　西区 地球温暖化が影響しているのか自然災害（水害）の発生をとても多く感じます。未整備な多くの河川が一日でも早く
安全な河川と生まれ変わることを希望しています。

60歳代 男性 神戸市　西区 ＩＣＴの活用による工期短縮、安全性と品質向上が期待できるのは素晴らしいです

70歳以上男性 神戸市　東灘区 社会基盤整備事業について良く紹介できている。

70歳以上男性 明石市 自然を守りながら下流の安全性を向上させるために、治水事業が行われていることがよく理解できた。

70歳以上男性 神戸市　垂水区 建設分野の新しい魅力がよく理解できました。

70歳以上女性 神戸市　北区　 広告とは 全く思えませんでした。あまり関心のない分野ですので、スルーしてしまっていました。建設分野においても 最新
の機器を駆使した事業に改めて、敬意を表したいとおもいます。知らない世界の魅力を味わいました。

70歳以上女性 神戸市　北区　
広告とは全く想えませんでした。あまり関心のない分野ですので、スルーしてしまっていました。建設分野においても最新
の機器を駆使した事業に改めて敬意を表したいとおもいます。知らない分野の魅力を味わいました。ありがとうございまし
た。

70歳以上女性 姫路市
細雪に出て来る 大水害を思い出しました。現在、住吉川下流に住む息子一家や、名塩に住む息子一家を思い、この
ように新しい知識を駆使して、治水管理をして頂く 有り難さを感謝します。兵庫県に、大きな災害が無い事を祈りま
す。

70歳以上男性 神戸市　西区
河川事業のように広域にわたる課題は、その場所場所によって利害が相矛盾する場合が多い中、既設の遊水地を整
備・充実させることで、流域共通の利益に繋げている事業であることが、よく理解できる。施工技術がＩＣＴを使って行
われているような、技術変化の記事も、興味がもてる。

70歳以上男性 神戸市　垂水区 このような情報公開記事は大事なことではないのか。

70歳以上男性 三木市 内容の理解度　80% 　規模が大きいのでもう少し素人の私にも理解できるような絵図　がほしい　掲載のこの絵図で
は少し理解しにくい、また実際として活用ができるのか心配要素があります。



70歳以上男性 神戸市　中央区 兵庫県の武庫川上流・武庫川有水地の整備を建設のノウハウで社会基盤つくりとは素晴らしい??

70歳以上男性 加古川市 良い広告です。色刷りにすればなお良かった。

70歳以上男性 たつの市 目立たないというか面白みが少ないように思います。目を引きませんね。これでは。正直な感想です。

70歳以上男性 明石市 「武庫川遊水地整備」について大事なことは、最近の自然災害にどう対応するのか考えて整備するか。最近の自然災
害に各地で被害に悩まされていますがそれに思うとしっかり対応して欲しいです。

70歳以上男性 神戸市　須磨区 やはり、経済発展の基礎は、建設パワー。

70歳以上男性 南あわじ市 災害時の被害を少しでも防いでもらいたいですね。

70歳以上男性 加古川市 「遊水地」と言うものを初めて知りました。ダムとは違った治水方法なのですね。また工事で発生した濁水をフイルターでろ
過して流す等、環境に配慮した工事であったことが良くわかりました。

70歳以上男性 神戸市　西区 自然災害が多くなった現在これからの関節土木は大切になってくると思います。

70歳以上男性 神戸市　西区 ICT（情報通信技術）を活用した新しい建設分野に大いに期待しています。

70歳以上女性 神戸市　東灘区
「武庫川遊水地」整備と銘打ってあります。水害に備えての整備はとても大切な事だと思います。ただ、その工事のため
に余計にその後被害が出た所も有りますよね。国や自治体は常に「想定外」と逃げますが、本当に住民のためを思った
計画、工事をお願いしたいと思っております。

70歳以上男性 神戸市　西区 治水や建設業に関しての、いろんな活動がよくわかった。

70歳以上女性 神戸市　長田区 3Kと言われた分野、ハイテクを駆逐したいい環境で活躍して欲しい。

70歳以上男性 神戸市　長田区 高層建築だの建築分野に高度な技術が求められる。事故のないことを願ってます。

70歳以上男性 豊岡市
　”武庫川遊水地”整備でＩＣＴを採用され、ＩＣＴ建機で施工され工事が短縮され且つ掘削時間短縮になった
由、小生も若かりし時、ユンボを運転しておりました。現在、丁張りがＩＣＴの活用でのり面の傾斜、バケットの位置が
正確に把握できるとの事、時代の進歩を感じると共に３ｋの建設業に若い人材が育つよう応援します。

70歳以上男性 神戸市　北区　
子供のころから武庫川は堤防が崩れたり橋が流されたりして、暴れ川だと思っていました。武庫川が二級河川だと確認
できましたが、河川のランクは何を基準としているのか知りたいです。ICT技術の活用しているようですが、新しい技術を
駆使して治水に努めてほしいです。知らないことばかりで参考になりました。

70歳以上男性 加古川市 地球規模の災害が多発しているので期待します。

70歳以上男性 神戸市　垂水区 「武庫川の遊水地」の整備の話題ですが、地域の安全安心と関係者との調整に尽力は良いキャッチフレーズも最高で
す。

70歳以上男性 神戸市　灘区　 洪水調節施設にもICTが活用整備されて関係者の努力に感謝。

70歳以上男性 神戸市　西区 神戸市北区の洪水調節施設である「武庫川遊水地」が完成したとのことであるので、一度見てみたいと思った。

70歳以上男性 神戸市　灘区　 洪水調整施設にもICTの活用されて関係者の方に感謝

70歳以上男性 神戸市　北区　 計画的に自然災害に備える社会基盤整備が進められているということは、良いことだと思う。建設業が人々の暮らしを
守るということは良いことです。



70歳以上男性 加古郡 遊水地の仕組みについて図解が分かりやすかったです。

70歳以上男性 丹波篠山市
「武庫川遊水地」整備を読んで、前から武庫川が氾濫で浸水する可能性がある事から、治水対策が計画された内容
がこの紙面でわかりました。　出来たら遊水地が見学する機会があれば参加したいです。ＩＣＴで「丁張り」作業が無
用になったとあり、現場作業が簡素化すると思う。

70歳以上男性 加古郡 ICTで掘削時間を短縮し河川改修などを行い災害を未然に防ぐ事業、地域の安全安心に貢献する事は素晴らしい
事業です。

70歳以上男性 明石市 私の勉強不足でしたが、「遊水地」がどんな役目をするのか知りませんでした｡今回の記事を読み理解できました｡現役
時代に建設分野に貢献していたことを誇りに思います｡


