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特集 建設分野の魅力「県営姫路御着住宅」

朝刊

15段見開き

20歳代 女性 姫路市

若い方々がものづくりのいろんな分野で活躍されていること、とりわけ建設会社建築分野で主任技師、監理技士を目指して資格

取得にチャレンジされる心意気を応援したい。この国はすでに生産年齢人口がピークアウトし、総人口も減少化する一方高齢人

口は急増する世界中で例を見ない人口動態が生じる。少ない人口でより高い生産性を確保し効率的に使える国土とりわけ住宅

などのインフラを用意する必要がある。

20歳代 女性 神戸市　東灘区
やっていることは社会を支える重要な仕事だと思いますが、この前も両親が騙されそうになり、もしかしたら悪徳業者ではないかと

疑ってしまいます。

30歳代 女性 神戸市　北区　 一つの集合住宅を建設するのに幾種類ものの職人が関わっていて、それぞれの思いが含まれていることがよく伝わってきました。

30歳代 女性 三木市
新聞を読む優先順位の中で、私が建設分野の記事を読む順位は低い。正直、アンケートがあるので読んでいた。最初は全く知識

がなかったが、読みやすい記事内容と、今まで知らなかった業種を知ることができ知見が広がったと感じた。

30歳代 男性 小野市
友人、知人、身内の中でも建設業に興味を持ち、建設業に就いており、やりがいを熱く語っています。必要な資格もすべて三田建

設技能研修センターで取得してます。これからもっと建設業に就く人が増え建設業が発展し社会に貢献してほしいです。

30歳代 女性 西宮市 仕事に対する前向きな考え方を感じ取ることが出来ました。まっすぐな気持ちがすばらしい形になって完成していくのですね。

40歳代 男性 西宮市 若い世代に活躍してほしいですね。

40歳代 男性 神戸市　灘区　 さまざまな取り組みの中に、それぞれの思い入れを感じることが出来ました。

40歳代 男性 加古川市 いろいろな専門分野の人たちが集まって一つのものが出来上がるのはずばらしいと思います。

40歳代 男性 神戸市　垂水区紙面が大きくインパクトがある

40歳代 女性 神戸市　北区　 いろいろな技術が結集して建物が完成するのですね。
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兵庫県建設業育成魅力アップ協議会　御中

神戸新聞　読者アンケート結果のご報告

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 女性 宍粟市
それぞれの企業さんが笑顔で話しておられ、好印象です。活き活きと輝いておられ、内容も充実していることがうかがえます。仕事

別で区切ってあり分かり易いです。

40歳代 女性 神戸市　灘区　 左官の技は目を見張るものがあります。

40歳代 男性 姫路市

対象が誰なのか、分かりにくい　⇒　明確にしたほうが良い（小中高学生？大学生？専門学校？などの・新卒　or 社会人・中

途？）　⇒　中卒、高卒の人が多いイメージがあるので、そこに絞ったほうがいいかも。建築分野以外の業界もあってもいいので

は？　⇒　例えば、食品、運送、介護、など　⇒　恐らく、建設分野は人出不足、３Ｋイメージが強いので、このようなＣＳＲ広

告を定期掲載していてそのイメージ払拭したい狙いあり？時期　⇒　新年度になるタイミングで掲載、というのはどうなのでしょうか？

あまり意味がないような気が。これは、人材募集広告？ではないと思うが、どういった人材がこの業界として欲しているのか、どういう

ステップ（進路）を踏まばこの業界に入れるのか、その途中過程を入れてもいいと思う。

50歳代 男性 姫路市 仕事に真剣に取り組んでいる様子が伝わってきました

50歳代 男性 姫路市 一つの建物の完成のため、いろいろな業種が関係し支えていることが理解できた良い広告でした。

50歳代 男性 神戸市　垂水区興味持った

50歳代 女性 神戸市　兵庫区
一言で建設と言っても色々な役割のエキスパートがいることに気づかされ、その中でも一番重要なことが手作業で行われていること

に感心する。この人たちがいてそれを受け継ぐ人がいる限り日本の建設は世界に誇れるものだと思った。

50歳代 男性 上郡町 社会のインフラは物作りのプロのおかげだとよくわかります。

50歳代 女性 神戸市　須磨区お隣が今新築建築中。建築には興味があります

50歳代 男性 姫路市 建設分野に若い人がどんどんはいってほしい。

50歳代 男性 神戸市　北区　 建築には、いろいな職種があることが分かった。

50歳代 女性 高砂市 若い方が活躍できる職場で、今後にも期待できる印象です。

50歳代 男性 赤穂市 建設分野、「形として長く残るもの」を造る、やりがいのありそうな仕事ですね。頑張って下さい。

50歳代 男性 姫路市

建築関係の仕事はきつい仕事のためか人員不足に悩まされていると聞きます。今回の記事を読むとそれぞれの方がやりがいを感じ

て仕事をされており同じ道を選ぶ人の一助になればと思いました。どんな仕事でも厳しいのは同じでやりがいをどこに見つけるかでしょ

うね。

50歳代 女性 高砂市 分かりやすかった。

50歳代 女性 神戸市　垂水区

せっかくバリアフリーの建物でも、5階建てと言う事はエレベーターがない建物。神戸市も5階建ての老朽化した団地と、高齢化した

住人をもてあましている。階段に登れる人は、バリアフリーでなくても住める。せっかくの素晴らしい若い人材の無駄遣い。この住宅、

８０％が無駄なバリアフリー化。

50歳代 女性 神戸市　東灘区

多くの人が関わり大切な仕事だと思います。その一方で先日も隣宅の工事をする業者が訪ねて来てベルを鳴らし我が家の屋根瓦

が剥がれていると声を掛けられましたが、調べてみると異常なし。１枚の剥がれもなく、何かの注文を取ろうとしたのではと嫌な気持

ちにさせられました。誠実なイメージはまだ不足しているのではないでしょうか。

50歳代 男性 神戸市　東灘区

世の中には必要不可欠な仕事だと思います。その一方で先日も隣宅の工事をする業者が訪ねて来てベルを鳴らし我が家の屋根

瓦が剥がれていると声を掛けられましたが、 調べてみると異常なし。 １枚の剥がれもなく、何かの注文を取ろうとしたのではと嫌な

気持ちにさせられました。 誠実なイメージはまだ不足しているのではないでしょうか。

50歳代 女性 たつの市
バッと見て、若い人が頑張ってるなぁ！って思いました。いろんな会社で、それぞれ専門の技術。いわゆる職人的な仕事をしてて。そ

してそれぞれの会社が力を合わせて1つの形ができるんですね。素晴らしいです。これぞ日本の技術ですね。

50歳代 女性 高砂市 希望がある



50歳代 男性 姫路市 「御着住宅」は隣町にあり完成を楽しみにしています。立派な県住でうらやましいです。是非私も入居してみたいです。

50歳代 女性 篠山市

形として長く残るものに関わる喜び、ものづくり、地図に残る仕事と自分の仕事に誇りを持っておられます。現場監督は工事全体を

管理する立場。それぞれの職人の仕事内容が理解出来ていないといけない。機械では出来ない人間でしか出来ない仕事はまだ

まだたくさんありますね。

50歳代 男性 加東市
現場に従事する８人の方々がそれぞれの立場や専門の分野から「ものづくり」に懸ける思いを熱くかたられている内容が説得力が

あり、とても共感できます。

60歳代 男性 神戸市　東灘区職人さんが少なくなる中、職人を目指す人が増えてきているのはいいです。

60歳代 男性 神戸市　灘区　 建築の魅力が伝わる内容だと思います。

60歳代 男性 神戸市　東灘区

とにかく写真がいいですね。若い方々が多くて嬉しくなします。いろんな分野の方が掲載されていて、そうかそういう分野があるのかと

知ることができました。左官、とび職、型枠工、鉄筋工、施工会社のかた、枠工。いろいろな方がおられて建設が進まられているも

がわかりました。２面で分かりやすかったです。

60歳代 女性 神戸市　垂水区
顔が見えるっていいなあと感じました。安心感ですかね。産直のお店で、よく「私が作りました」と写真入りで、野菜や果物が並べら

れていますが、会ったことはなくても安心感がありますよね、そんな感じです。

60歳代 女性 洲本市 丁寧に正確に仕事されている感じがすごく伝わってきました。安心して任せられると思いました。

60歳代 男性 神戸市　垂水区建設業の多彩な仕事に取り組む姿勢に感動した。

60歳代 女性 神戸市　垂水区建設業界は男性社会で女性は関係ないと思っていましたがこれからは女性も多いに力を発揮できる業界だと認識を改めました。

60歳代 女性 芦屋市

この広告を見て、以前マンションのリフォームをしてもらった特に、色々な仕事の職人さんが来られ、その仕事ぶりに感動したことを思

い出した。大工さん左官屋さんしか知らなかったので、この広告で　私の知らなかった多くの専門家がいることを知った。これらの専門

家のチームワークで我が家もリフォームしていただけたと思うと感動！建設の仕事内容の紹介　あまり見ることがなかったので、これだ

け大きいと読みやすく目立ってうれしかった！

60歳代 女性 加古川市 地域の基盤を支える産業として期待しています。

60歳代 女性 姫路市
技誇るもの作り　分かち合う達成感　人間力感じたい人こそ建物の骨格を組み立て　機械使わずすべて手仕事経験積んで現場

監督に　安全第一で奥深い仕事日本建築の奥深い仕事　日本建築の温かみ表現ミリ単位で美しさ追求

60歳代 女性 神戸市　西区
若い人々が情熱をもって仕事している姿は格好いいですね。日本のモノづくりに若い力は欠かせないです。手作業の経験を積んで

いけるサポートが必要ですね。

60歳代 男性 高砂市

建設業界は、超ブラック業界として認知が定着している。私も現在その業界で従事しており、内容は分かっている。どこの現場も高

齢化が進んでおり、業界あげて改善に取り組まなくては『人』（特に若い優秀な人）は来ない。個々の会社（個人商店含む）

は、いいこと並べてアピールしているが、業界が工期ありきで、朝８時から土曜、祝日出勤では無理。個々の会社がいくらPRしても

下請け集団では説得力に欠ける。業界全体の成功事例をもっとアピールすべき。

60歳代 女性 加古川市 たのもしく感じます

60歳代 女性 姫路市

少し前、この領域は、やんちゃしてた子や普通高校に行けず仕方なく職業高校にいった子の就く仕事になってしまったように思う。

が、最近は職業高校が見直され、喜ばしく思っていたが、この特集で紹介された若い人達は、小さい頃から見てきた身近な大人を

リスペクトして、誇りを持ってこの領域の仕事をしている。とても嬉しいことだ。やはり大人の、仕事に向かう真剣な姿を見せることはた

いへん大事なことと痛感した。

60歳代 男性 明石市 地図に残る仕事を若い力で作っていくと言う技術イコール誇りが次の世代を担っていくことを強く意識する広告です．

70歳以上 男性 南あわじ市
興味を持って見ました、この様な仕事を選ぶ若い人に感動します、日本の技術は、品質はこんな基礎部分見えない所をしっかり仕

事をしている所です、若い方に期待します、又経営者、管理者はしっかり答えてもらいたい。



70歳以上 男性 神戸市　西区

最近家のリホームをして、たくさんの専門家がリフォームの仕事にかかわっていることに気が付きました。多様な専門化した職人の技

能の向上が求められることを感じました。そのためには、それらの職人に対する認識がもっと広まることの必要性を感じます。広告の

内容を改めて読み返しました。

70歳以上 女性 神戸市　兵庫区一口に建設分野と言っても、色々な仕事がありそれぞれが力を合わせてより良いものが出来ていくのだとおもいます。

70歳以上 男性 神戸市　西区 地元の建設分野の底力を感じ頼もしく思います。

70歳以上 男性 神戸市　西区
一口に建設分野と言ってもいくつもの専門分野があることを改めて知りました。兵庫県の西部地方にもそれぞれの専門家いることも

しりました。

70歳以上 男性 明石市 県下の未来の建設業界も明るいと思う

70歳以上 男性 神戸市　須磨区色々の分野の責きにんの声を見ることが建設の大変差を感じました

70歳以上 男性 神戸市　西区 いろんな職種があることがよくわかった。

70歳以上 男性 神戸市　西区 技術に誇りを持って仕事に取り組んでいる。

70歳以上 男性 姫路市 個々の建設関係の職人に結構若い人がいる、技術伝承が行われていると思う。

70歳以上 男性 神戸市　灘区　 県民の安全・安心の国土・県土づくりに社会貢献している企業グループである。頑張ってほしい

70歳以上 男性 神戸市　垂水区
これからの建設業界は所謂AIを住充分に使ってゆく新しい業界だと思われます。　本当に実需で世の中の役に立つ業界だと認識

しました。

70歳以上 男性 神戸市　東灘区若者の建設分野の各職場の技術の継承しせいが素晴らしい。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区今元気のいい建設分野の新たな情報が得られて楽しみです

70歳以上 男性 加古川市 建設各分野にわたって魅力を紹介しており面白い。タイトルが目立たないので工夫を。

70歳以上 男性 明石市
今回の問題はこれからの建設分野を担う核となるそれぞれの分野の技術者が主役で彼らがこれからの時代にマッチした仕事をこれ

からの若者に継承出来る様に基礎を築いてもらいたいです.

70歳以上 女性 神戸市　東灘区
本当に建設分野で活躍なさる若い方が多くなりましたね。大変素晴らしい事だと思います。素晴らしい技術をお持ちの先輩方にご

指導を受けて早く成長して頂きたいと思います。

70歳以上 男性 神戸市　垂水区これからの兵庫県・街づくり等に頑張ってください期待しています。

70歳以上 男性 加古川市 技術の魂を感じます

70歳以上 男性 神戸市　須磨区

我々が、成果るするに欠かせない住まい、病院、学校、公共施設等々居心地のいい構造物を作り上げていく「建設業」の仕事、

様々な方々の職種、職人が関わって構造物が完成しておりますが、皆さん「形として長く残るものに関わる喜び」と語られ自分の仕

事に誇りを持っておられます。益々信頼と安心の「建設業」の発展を祈念いたします。

70歳以上 男性 加古川市 それぞれの分野で専門職の人たちが活躍しているのは、すばらしいと思います。

70歳以上 男性 明石市 建設分野の魅力が分野ごとにわかりやすく記入されてますね｡

70歳以上 女性 姫路市
夫も同じような仕事は仕事をしています。ひとつのものをつくりあげる達成感はそれぞれの立場でちがうのですね。みんなそれぞれ仕

事のやりがいがあるんだなあとかんじたよ。


