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30歳代 男性 稲美町 整備事業についてあまり関心はありませんでしたが、生活に役立ちますねー。

30歳代 男性 三木市 ちょっとした説明も記載されているのでわかりやすかった

30歳代 男性 小野市

建設業はとても大変で危険と常に隣り合わせの仕事というイメージが強いです。でも、道路や建物を造ったりするだけじゃなく、こう

いった津波対策事業等、幅広い分野で社会に貢献出来る非常に重要な仕事なのでこういった仕事に就いておられる方々はとて

も尊敬します。因みに彼女は三田建設技能研修センターでリフトの免許を取る予定らしいです。

40歳代 女性 加古川市 地震とか津波とか多いので、建設分野の方々には頑張ってもらいたいです。

40歳代 男性 姫路市 読み応えがあり、興味を持ちました。

40歳代 男性 加古川市 最近は水の被害をよく目にします。土木の技術はほんとに大切だと思います。

40歳代 男性 明石市
記事の内容だけでは、水門がどのように工夫されているのかが、よくわかりませんでした。ただ、インタビュー記事というのは、読みごた

えがあります。

40歳代 男性 神戸市　西区

ここ数年、日本で発生した自然災害で多くの方が亡くなり、甚大な人的・物的被害が発生しました。関西も例外ではなく、昨年の

台風と地震で大きな被害を受けました。兵庫県にとって自然災害への対策、そして南海トラフ地震への対策は喫緊の課題と言え

ます。今回の記事で登場した４人の方々のコメントからは、兵庫県を自然災害から守る、市民の生活を守るという強い意気込み

を感じると同時に、建設のことに詳しくない人々にもわかりやすく伝えよう、そんな心くばりを感じました。

40歳代 男性 神戸市　垂水区津波対策の重要性をアピールしている点で、良い特集だと思いました。

40歳代 男性 神戸市　垂水区県内の土木の取り組みがわかった。

40歳代 女性 神戸市　西区

淡路の最南端で南海トラフに備えた津波対策事業がこんなに進められていたなんて、恥ずかしながらはじめて知りました。住んでい

る場所には津波は到底来ないだろうとどこかで安心しているので、この記事を読んで、それぞれの担当分野の方が自信と誇りをもっ

てお仕事されていることに感動します。いつか来ると言われている南海トラフ。この方たちの対策事業がどうぞいかされることを願いま

す。

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

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。今後の広告活動のご参考になれば、

幸いに存じます。 

 何卒宜しくお願い申し上げます。 

                                                                      



40歳代 男性 神戸市　灘区　 さまざまな取り組みに興味を持ちながら読みました。

40歳代 女性 神戸市　中央区水門など津波対策事業の大変さがよく理解できました。防波堤もそうだったのだと気付かされました。

40歳代 女性 神戸市　北区　 津波、土石流など、プロの仕事がないと防げないです。一層の頑張りを、お願いしたいです。

40歳代 女性 姫路市 災害が多発する近年、建築技術等に注目されていると思う。若い世代が技術を身に着けて活躍されているので喜ばしいと感じる

40歳代 女性 宍粟市
非常に難しそうな広告なので一見してかた苦しいな、と感じました。書いてある内容は分かりやすいのですが、もう少しカラフルにした

り可愛らしいさし絵を入れてみては？

40歳代 女性 神戸市　灘区　 南あわじは津波対策深刻ですね。

40歳代 女性 美方郡
津波対策事業として、どこで、どのようなことが行われているかを知りませんでした。内容を知り、土木のぎじゅつがいかにすごいことな

のかと思わされました。未来を支えるなくてはならないものだと思います。安全に工事が行われますよう祈っています。

40歳代 男性 たつの市 未来を支える土木の技術を誇らしく思います。

50歳代 女性 神戸市　兵庫区

南海トラフ地震は常に頭にあります。マンションの9階に住んでいますので自宅が浸水することはないかなと思いますが出先で遭遇す

るとどこに避難すればいいのかを一番に確認しています。特集で津波対策事業が行われていることを初めて知りました。大学の先生

方が専門用語で話されるのではなく、現場の職員さんのコメントはわかりやすく身近に感じることができました。

50歳代 男性 明石市
先日の台風、水害の直後なので、目に留まった。第23回とあるが、いままでは目にとまらなかった。多くの人が自然災害への対策に

関わっているのがわかったが、対策の難しさも感じた。紙面としては、カラーではないので、隣のラグビー記事の方が目立っていた。

50歳代 男性 播磨町 防波堤の解説等をもう少し大きく、分かりやすくして欲しい

50歳代 男性 神戸市　垂水区津波災害にたいしてね対策、取り組みがわかる

50歳代 男性 明石市 建設の裏側には解体があることを考えてしまう

50歳代 男性 姫路市 どんどん、若い人が入ってほしい。

50歳代 女性 淡路市江井 年々、異常気象が発生する中、未来を支える土木の技術に頼もしさを感じました！

50歳代 女性 加古郡 専門的な知識がないので正直読みたいとは思いませんでした。

50歳代 男性 神戸市　灘区　 建設分野の取り組み内容が分かった

50歳代 女性 高砂市 建設分野の今後に期待できる

50歳代 男性 姫路市

映像とは言え東日本大震災を経験すると津波対策は難しいと感じますね。自然環境や景観も大事な中で防波堤を高くするのは

コストも含めて・・・。地球の時間の単位の中で防災対策はどこまですればいいのでしょうね。せめて防波堤を防音壁のように透明に

できるといいですね。

50歳代 女性 赤穂市

ここ最近、地震、津波、豪雨、いつどこで発生するかわからない災害に危機感を持ってく生活しないといけない。その土台が建設業

の人達。復興は勿論、防波堤、水門の建設。今、建設、土木業界の就職者が少ない中でも、市民の生活を守って頑張ってくれ

ている人達の話しは、頼もしい限り。

50歳代 男性 加古川市
津波対策も勿論必要ですが　五色町北の滑落現場の改善は急をようします　死人がでなかったのが奇跡でもっと大きくとりあげて

も良いのでは　そこを車で通過する時はいつも緊張します

50歳代 女性 神戸市　北区　
地震や台風、長雨による大災害が続く中、未来のために津波対策や砂防、土砂災害に備える土木の仕事はとても大切だと思い

ます。



50歳代 女性 たつの市
災害の多くなったこのごろ、水関係の河川や海への対応が注目されています。川幅、川のカーブ、水門、堤防など。居住地に安心

を与えてもらえる技術を各分野の方も頑張ってくだってるんだ！と頭がさがる思いです。

50歳代 男性 神戸市　東灘区南海トラフ地震だけでなく、最近の台風などによる大雨への対策として大変であるが取り組んで頂きたいと感じた。

50歳代 男性 明石市 現場の仕事人たちがプロ意識をもってやっているのが、伝わってくる。文章もわかりやすくまとめられていた。

50歳代 男性 神戸市　須磨区今回は、津波対策の広告読んでいて、まだまだ過渡期のような気がします

50歳代 女性 神戸市　北区　 技術職は大切です。素晴らしさをこれからの若い世代に伝える紙面だといいのにと思います。

50歳代 男性 姫路市
まず、タイトルの建設分野の魅力を読んで、その先を読もうという感じになれなかった。かつ、文字が多く、広告なのか記事なのか区

別がつかない感じも、全く読む気にはなれない構成です。結局何が言いたいのかわかりません。

50歳代 男性 姫路市 東北で台風被害が出ている中、何を中心に考えて建築するのかというところが足らなかったのでは？

50歳代 男性 赤穂市 将来起こるかもしれない大地震による津波の対策は非常に重要な事業だと思います。

50歳代 女性 神戸市　須磨区
神戸のしかも、山の方に住んでいるので津波はあんまり気にしていないのですが、南あわじだと、津波は心配ですよねえ。水門っての

で、河川への遡上が防げるんですね。

50歳代 男性 上郡町 しっかりした技術があるから町が守られていることを実感します。

50歳代 男性 神戸市　北区　 土木技術の大切さが良くわかりました。

50歳代 女性 神戸市　垂水区
津波、こわいですよね。特に淡路は前回の地震もあるし、特に強化しておいてほしいです。こういう工事って「県」がやってるのです

ね。

50歳代 男性 姫路市 異常気象による水害が近年多くなってきています早急に復旧できるよう頑張ってほしいです

50歳代 女性 篠山市

津波対策専用の河川水門、沖防波堤は完成したら見学したい。近年自分達の生活を守ってくれる大切な事業です。もっと市民

にPRしてほしい。学校や自治体etcにも広くPRが必要なのでは。それが皆の防災意識につながって来る。ぜひ新聞だけでなく皆に

知らせて欲しい。

60歳代 女性 宍粟市 台風19号の水害で水の怖さを痛感した人も多いはず。沿岸部の人の命を守る取り組みが紹介されていて興味深く読みました。

60歳代 男性 神戸市　垂水区建設業界の楽しさが分かる広告。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
特集 建設分野の魅力から、南海トラフ地震に備えた津波対策が行われていることや土木技術の高さがわかります。これからも新

しい技術で対策を行ってください。

60歳代 男性 明石市 官民一体で未来を支える土木技術の進歩を。

60歳代 男性 神戸市　東灘区まだまだ建築関係の人手不足は解消しない。

60歳代 女性 宍粟市
　県の土木技術職員が二人、工事業者が２人「津波対策工事」について、工事についての生きがい等を延べられています。こうし

た土木関係で私達がしらない内容が把握できるのが神戸新聞で今回も楽しく読ませていただいた広告でした。

60歳代 男性 神戸市　須磨区津波対策に色々な事をしているんだと思った。

60歳代 女性 洲本市 南海トラフがすごく怖いのでこういう対策をしてくれていると知り少し安心しました。

60歳代 男性 加古川市 自然災害対応した取組を期待しています。



60歳代 女性 神戸市　須磨区
水門や防波堤を造る事業者や建設業者の思い、使命感がよくわかりました。災害が多いので、とても重要でもっと注目されるべき

事業だと思います。

60歳代 男性 神戸市　西区 東北大震災で津波の恐ろしさはよくわかりました。関西も万全の対策が必要と思われます。

60歳代 男性 神戸市　東灘区

一面の建設部門の広告に圧倒されました。南海トラフが心配される近畿地方。阪神大震災を体験したこの地域での、防災・ま

た、建設分野が、県と共に、県内の土木企業も、いま現在から、取り組んでいることに感動です。津波対策・湾岸工事もう今から

取り組んで知るんですね。県内の専門分野の企業が参加しているのはとても嬉しいですし、県の責任者。会社の責任者の写真が

あるのは説得力があります。安心・信頼感があります。でも、災害は来ないでと叫びたいですね。２度と、阪神大震災級は体験し

たくないです。防災のために取り組んでおられることに感謝します。

60歳代 男性 神戸市　西区 洪水、水門、防波堤などインフラ！！！　コストが・・・

60歳代 男性 宝塚

この紙面は単に現代建築のテクノロジーの紹介ではない。近畿圏最大の脅威といえる南海大地震。津波による被害からいかに身

を守るか、いかに壊れたライフラインに持ちこたえようとするか、それらの対応を鼓舞する気迫が感じられる紙面である。二つの例から

導き出される正しい防災への姿勢は一般人が読み解き、活用すべき内容だ。ただ、もう少しイラストなどを交えた紙面ならより嬉し

かった。

60歳代 男性 明石市

せっかく、一面広告を打っているのに、もったいない。広告主は誰？その意図はどこにある？広告のアドバイザーは何をしている？だ

んだん腹が立ってくる。①「土木」の「技術」はハコモノなんですか？「建設分野の魅力」はコンクリートなんですか？②公共事業は、

工事の発注者と受注者（しかも企業名入り）のみですか？人物像は入っていますが業者名・役職名が前面に出ていて不愉快

です。計画・設計者、受益者・地域住民などは出てこない。工事面のみならずソフト面、まちづくり・ひとづくり、i-ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ面、何

も分からない。③過去、良い記事もたくさんあるのに、その経験値が生かせていないように思います。バランスの悪い広告と思いま

す。

60歳代 男性 西宮 インフラの重要性が理解出来た。

60歳代 男性 明石市 いい仕事をしてほしい。

60歳代 男性 たつの市 南海トラフ地震対策の進捗状況が見られた。

60歳代 男性 神戸市　垂水区
津波対策の工事がこのように進められていると言うことが　この様なかたちで知れると言う　非常に有難い広告媒体とはいえ役に立

ちました。

60歳代 男性 神戸市　西区 南海トラフの対策だろうけどしっかりした計画を練って費用効果あげていただきたい。

60歳代 男性 神戸市　須磨区
津波対策事業が南淡路の福良港湾で行われているようですが、事業費規模は、どの程度なのか海面を含む断面図的なものがあ

ると、さらに理解しやすいのではないでしょうか。

60歳代 男性 神戸市　北区　
南海トラフ地震への取り組みが着実に行われていることが伝わりました。当該広告の内容が淡路島のどのあたりにあるのか、イラスト

などでわかるとよりよいと思いました。

60歳代 男性 丹波市 土木の未来に関わりの理解が深まった。

60歳代 男性 神戸市　須磨区素人にはわからない技術的なことも含めて、工事についてよくわかって工事に対する理解が深まりました。

60歳代 女性 丹波篠山市 ちょっと、とっつきにくい問題ではありますが、ほんとに未来をささえる土木の技術は、素晴らしいものだと感じました。

60歳代 男性 赤穂市 淡路の津波対策事業が紹介されており、建設分野の取り組み状況と意気込みがよくわかる良い広告だったと思います。

60歳代 男性 神戸市　西区
インフラ整備の土木工事、技術に焦点を当てた見ごたえあるシリーズ広告で楽しい記事です。発注者と受注者のコメントも立場の

違いはあるが、自然災害から地域を守るという仕事が伝わって読みごたえがあります。

60歳代 女性 姫路市 未来を支える土木の技術で安心な生活を送ることができる。

60歳代 男性 神戸市　西区 専門分野頭が下がります



60歳代 男性 神戸市　東灘区
企業間の連携が必要なんでしょうが会社により得意分野があるのですね。そんな記述が読み取れました。個人企業は素晴らしい

開発能力があるんですね。

60歳代 男性 神戸市　垂水区国土強靭化のため特に土木技術の発展は重要である。

60歳代 男性 明石市
毎年のように、自然災害に見舞われていて、それらに対応する高度な建設技術が、これから益々求められると思われます。日本の

技術の益々の発展を期待しています。

60歳代 男性 神戸市　灘区　
防災のためにいかに土木、建築技術が重要か、よくわかるのですが近年の災害規模を想定した設計規模の見直しや新しい基準

等は都度見直しされているのか？甚大な被害が発生している現状を鑑みたときに後に悔いを残さない対策は十分なのか？

60歳代 男性 高砂市
特にここ数年、大規模な河川の氾濫などの災害報道を見るにつけ、これまで以上に水害防災工事現場に関心を持つようになりま

した。津波も含めその土地土地に応じた防災対策の工夫、ご苦労の一端が少しは解りました。

60歳代 女性 加古川市 力強さを感じます

60歳代 男性 神戸市　西区

昔から言われている、国を治めるには、「治山治水」が大切。昨年の台風時に、大阪府の水門が海からの被害を水門がせき止め

たとの記事もありました。水門、防波堤の構築は、地味ですが、非常に大切な設備です。活躍がなかなか表にでてきませんが、活

用、運用面を私たちにわかるよう、情報発信をお願いしたいです。

60歳代 男性 明石市
昨今、想定をはるかに超えた風水害が多発しています。河川や海岸の防災には最新の土木技術が必要です。私たちの命を守る

ため、日夜努力されている方々のことが紹介され心強く思いました。これからも命を守るためがんばっていただきたいと思います。

60歳代 女性 尼崎市
土木に携わっていた知人がいましたが…。大変な仕事だと思います。河川に関する災害が多い中、土木の技術に期待しつつ、最

善をつくしていただきたいと思います。

60歳代 男性 加古川市 津波対策は最優先課題である

60歳代 女性 神戸市　垂水区
　台風15と19号で大変な被害にあいました日本ですから川の決壊には充分に気をつけたいと思っています。　高さ25.5メートルの

水門柱建築は頼もしい限りです。

60歳代 男性 神戸市　須磨区

昨年から今年にかけて、台風や大雨で洪水災害が多かった。堤防などの防災の整備が重要だと痛感した。西日本では、南海トラ

フ地震が予想されている。これに備えての津波対策の防災事業が着々と進んでいるという記事を読んで、日常の暮らしを守ってく

れている土木技術に敬意を感じた。

60歳代 男性 美方郡
様々な分野でご苦労されている方々に敬意を表します。なんといっても社会基盤を整備することが防災・減災に?がると信じます。

限りある予算でもありましょうが少しずつでも整備されていくことを願います。

60歳代 男性 大阪府

土木と言うと談合・贈収賄等の負のイメージが有りますが、ここ数年毎年起こる台風・高潮・大雨被害を防止するダム・河川改

修・雨水貯留槽の建設といった社会インフラを整備するシビルエンジニアリングの面にもっと光を当てて、若人が目指す業種の一つ

になればと思う。

60歳代 女性 加西市 昨今の自然災害が多発する時代に、被害を最小限にとどめるように工夫がされている事が理解できる。

60歳代 男性 加東市 それぞれ建設に携わる立場からの貴重な意見や提言が示されていてとても勉強になりました。

60歳代 男性 神戸市　垂水区
建設分野と聞けば、家やビルディングの建築を想像してしまいますが、河川関係の土木事業も範疇であると再認識しました。広告

を見て力強さを感じました。

60歳代 男性 加古郡 今日11月5日は県の南海地震の津波警報訓練でしたが、この広告で土木の必要さを痛感した。

60歳代 男性 高砂市
未来支える土木の技術の見出しを見て、最近の台風・豪雨の災害・地震による津波対策は安全安心を地域住民に伝えてほし

い。建設分野の魅力なんて個人的には全く分らない分野の広告です。



60歳代 女性 たつの市
最近の風水害や津波とニュースを見るたびに自然の怖さを感じます。家の近くに川があり、堤防は当然大丈夫と信じてますがこれ

からも「土木」の技術革新よろしくお願いします。

60歳代 女性 神戸市　西区 日本は自然災害の大変多い国です。国土を守るためによろしくお願いいたします。

60歳代 女性 佐用町
主人が建設業を営んでいるので興味深く拝見しました。土木の仕事は大掛かりな工事が多いので大変な仕事だと思います。多方

面を考慮して行うので、しんどいでしょうが頑張って欲しいですね。

60歳代 男性 高砂市 兵庫の土木技術の凄さに驚きました。

60歳代 女性 芦屋市
地球温暖化で　最近はやたら災害が多くなり、復興といえば　ダムや橋、道路など　土木関連の工事が大丈夫かと気になる。今

回の大きな広告で　少しでも若者が建設関連の仕事にも　関心を持ってくれたらと思った。

60歳代 男性 高砂市 表に出ない(新聞でも記事にならない)内容の為、地道であるがスポットを浴びるのは、良いこと。

60歳代 男性 明石市 県民の為の公共事業に失敗は許されない．重責を担った事業は，完ぺきにしてください．

60歳代 男性 丹波市

第２３回という歴史ある広告を初めて意識的に見たが、レイアウトはいつもこのようにしているのだろうか。違和感のしつは発注者、

施工業者しか姿が見えず、建設コンサルタントの姿が見えないこと。設計ー施工分離の原則から、コンサルタントにも登場してもらう

べきである。また、施工業者の写真は現場の作業中の写真にした方がよい。

70歳以上 男性 三田市

土木技術が種々進む中、技術者や技能工などの希望者が少ないように思います。昨今各地で災害が発生しても人手が足りませ

ん。ここに出ている人は実際に身体を使う仕事じゃありません。以前『コンクリートから人へ』の政策を進め民主党の前原氏や辻元

氏の精で、実際働く小さな建設業者が廃業した結果益々人手不足です。一時600万人の人が働いていましたが、現在は500

万人位らしいです。今後実際実働する建設業の人の活躍を報道してください。

70歳以上 男性 神戸市　中央区日本の建設技術、特に特殊の土木の技術は素晴らしい

70歳以上 男性 神戸市　須磨区女性の技術者などの写真、声があったほうが　リクルートに有効と思う。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
特に土木工事が切に頑張ってほしいですね　川の撤回　山の土砂崩れ　津波等いかに警報が住民に知らすことも大事で環ないか

な。

70歳以上 男性 明石市 土木の大切さを知ることが出来ました。

70歳以上 男性 神戸市　西区
地震、津波、耐風等からの防波堤建設が重要です。只、数値上をクリヤする設計、施工ではダメと、現実が物語っています。経

験、やあらゆる創造性を駆使した建設物が求められています。設計、施工等の感想もお聞きしたいです。

70歳以上 男性 神戸市　西区
福良の国民休暇村「南淡路」はよく利用しますが、ホテルからの福良港の眺めはいつ見ても最高です。南海トラフ地震に備え海洋

土木建築のノウハウを最大限発揮し将来に備えることを期待しております。

70歳以上 男性 神戸市　北区　

阪神地震の恐ろしさがまだ記憶に新しいのに、最近は南海トラフ地震の可能性が話題になり、その時は津波への備えの重要さが

新聞でよく知らされています。神戸市北区は山津波が心配ですが、街・中央区にでていれば多くが0メートル地帯で避難場所・0

メートル地域表示をよく見ます。

70歳以上 女性 神戸市　東灘区魅力的で、災害に強い建築物に期待しています。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区

災害の多い日本、いや世界における地球規模での環境変化＊＊＊ここで語られている技術・使命感.・責任感等々は非常に共

鳴するところであるが基（基本・根源）が何であるかを世界規模で捉え対応策を講じる時代になってきていると痛感します。かと

いって、この記事のように備える努力はとっても大切であることの意義に全く異論はありません。

70歳以上 男性 神戸市　西区
自然災害の多い日本の国土を守るのはなんといっても土木技術だと思います。３Ｋの代表だといわれますが、土木技術なくして日

本国土は守れません。更に技術力を高めていってほしいと願っています。



70歳以上 男性 神戸市　須磨区
各談話者の写真が印象的でした思わず引き込まれました現場は大丈夫行政の遅滞なき迅速な計画立案・実施・周知徹底が

期待されます

70歳以上 男性 丹波篠山市 河川水門の最新版で本庄水門が完成されたら見学したい。

70歳以上 女性 神戸市　長田区風水害に見舞われた今年、温暖化との闘い、頑張ってほしい。

70歳以上 男性 神戸市　長田区昔から治水事業はせいじの課題。安全な暮らしあっての平和と文化、挑戦を続けてほしい

70歳以上 男性 神戸市　西区
土木技術は大切な事だと思います。信玄堤などは昔の知恵が沢山あります。川もどこを決壊させれば少ない被害ですむかなど、大

切な技術を守り続けて欲しい。

70歳以上 男性 神戸市　西区 安全の為の技術力に期待する。

70歳以上 男性 豊岡市 文字が多く読むのが嫌になる　もっと写真等多く取り入れて興味を持つよう工夫が必要と思います

70歳以上 女性 神戸市　兵庫区このような防災のための工事が、淡路以外でも日本全国で進められたらと思います。

70歳以上 男性 加古郡 津波のレベルを調べたら１と２しかないことに驚きました。地震だと８や９まであるのにと思うと、不思議です

70歳以上 男性 神戸市　西区 津波対策の取り組みがよくわかった。

70歳以上 男性 明石市
いくらIT・AI技術が発達しても、建設業界だけは人間が必要かと思います。そのためにも優秀な人間に期待を抱きます。期待され

た人間にとって、非常に遣り甲斐がある分野ではないかと考えています。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区今回の台風被害で土木の重要さを再認識しました。

70歳以上 男性 神戸市　灘区　 日頃来るべき災害に努力していただいているのに感謝

70歳以上 男性 姫路市
東日本の津波災害は波が地形によっては30ｍにたっしました。南海地震の為に防災事業が求められています。そのために各府県

の土木関係者や現場を実施施工する業者の連携が必要です。

70歳以上 男性 高砂市 幸いなことに私の住んでいるところは、津波の心配しなくていいので。

70歳以上 男性 加古川市 創造力のすごさを実感します

70歳以上 女性 三木市
来ることを拒めない南海トラフ地震を紙面で来るべき南海トラフ地震をあることにえぇえ･･･となった。建設関係の方々の対策を読

み、対策し過ぎることは無いので頑張ってほしいと思った。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区今、元気のある建設分野の魅力が伝わってきた

70歳以上 男性 神戸市　須磨区建設は街を支える大黒柱。

70歳以上 男性 神戸市　北区　
水害が多発していますが、豊かであると云はれている日本がどうして防げないのでしようか。昔から国を治めるのには水を防がなけれ

ばと云はれていますが、苦労がよく分かります。今後の活躍を期待します。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
　現在人間が住んでいる平野部分は元々川が決壊して出来たと思いますから今年の台風で川が決壊したところも含めて津波や

堤防の強化は急を要する課題だと確信しています。　土木工事の発達発展には期待するところ大です。

70歳以上 男性 神戸市　北区　 素晴らしい技術ですが、私には難しすぎて余りわからない。



70歳以上 男性 明石市

未来を支える土木技術ということで最近の自然災害で特に豪雨被害に見られる河川の氾濫による影響で多くの河川が決壊して

いる実情を見ると最新の技術で防げるないのかと思うのですがあの悲惨な風景を見るとつくづく実感する次第です.土木関係のみな

さんよろしくおねがいします.

70歳以上 男性 神戸市　西区 津波対策大変でしょうが土木事業宜しくお願いします。

70歳以上 男性 加西市 災害に備えて、色々と研究がされている事について有難いことです。

70歳以上 女性 たつの市 内容が身近なものでないので、よく見ませんでした。文字が多すぎてインパクトがないのではないですか。

70歳以上 男性 姫路市
「来るべき南海トラフ地震」は相当高い確率で起こり得るといわれております。長期にわたり津波対策事業に携わっておられる方々

に頭の下がる思いです。

70歳以上 男性 加古川市 内容は立派で申し分ないが、目立つようカラーにしたら。

70歳以上 男性 神戸市　西区 全県的な津波対策事業の充実に期待しています。

70歳以上 男性 加古川市 最近は特に水害が多発しているように思います。土木の技術はとても大切だと思います。

70歳以上 男性 加古川市
未来支える土木の技術という固い土木のお話。正直言って読みづらい、昭和の文面のよう？日常化した災害大国、防災に対す

る緊迫感が伝わらない。

70歳以上 男性 南あわじ市 工事を進める中で、思わぬ事が発生するでしょうが、安全第一で回向して頂きたい。

70歳以上 男性 西脇市 災害に強くて、安全性があることわを願うね・・・特に今年は水害が地域があり水についての工事は完璧にしてほしいですね。

70歳以上 男性 加古郡 近々襲ってくるであろう南海トラフ地震等の被災までには何としても知恵を出し合い食い止める工事が重要です。

70歳以上 女性 神戸市　東灘区

　今回の台風、河川の氾濫を見ても土木の技術の向上はとても大切な事だと思います。国、地方自治体にばかり任せていると自

分たちに都合の良い事を必要な改良だと言って進めて行っているような気がします。そして災害があると想定外だと逃げている気が

します。もっと住民の側に立った手立てをお願いします。

70歳以上 男性 明石市 津波対策事業は大切ですね｡特に何回トラフ地震に備えた対応｡真剣に考えましょう｡

70歳以上 男性 加古川市 いつ起こるかわからい、自然災害への対応に取り組んでいる状況が分かった。

70歳以上 男性 神戸市　北区　 津波の威力を湾口で止める事に関心を持った

70歳以上 男性 尼崎市
南海トラフ地震に備えての南あわじ市の津波対策事業への取り組みが良く理解出来ました。特に、福良港湾口防波堤の事業

等、期待される工事が多く見られます


