
H18.6.24見学実施

合計
記念講演会 30
特別に見学できた分水口 48
布引五本松堰堤と水辺の施設 39
自然とふれあえた布引の滝 40

・土木遺産の事がよく分かった。普段見れない場所に入れ貴重な経験をした。
・何度も来ていた布引ですが説明され新たな思いでした。歴史が分かると別な目で見る事が出来ました。

2006土木学会関西支部　一般市民対象見学会（神戸ウォーターの源・布引五本松堰堤と関連施設を歩く）
参加者アンケートまとめ（総アンケート数６７枚）

１．今日の見学会で良かったものは？

　よかった理由を書いて下さい。

・普段見れない所を見れるのが良い。
・普段身近にありすぎて、重要さ(文化的価値)に気づくことのないものを分かりやすく説明していただき改めて見直すよい
機会でした。
・涼しくて気持ちよかった。

・ダム分水口が特別に見れてよかった。「布引の滝」と名前だけ知っていたが見学ができてよかったです。

・普段見学できないところもできるところも合せて説明してもらえてラッキーでした。
・森林浴とマイナスイオンが気持ちよかったです。
・分水口が自分一人ではよく分からず通り過ぎてしまいそうだけど、説明つきで見学できたのがよかった。

・天気最高。

・ありがとう。
・風景も空気もきれいで気持ちよかった。
・県内にこんな滝があるとは思わなかった。

・普通では見られない。
・馬場先生の写真がどれもきれいでよかった。一箇所に土木遺産があることがよくわかった。

・普段見れないものが見れた。
・個人的にはきっと来ないと思うので良い経験ができました。
・記念に残ったし、勉強になった。

・どれもよかったです。記念講演会で説明を聞いていたところに実際に行けて分かりやすかった。

・普段入れなった所に入れたから。
・別にない。
・公開していないところを見学できてよかった。講演会は分かりやすかった。(布引ダムと他の施設との比較など位置づけ
をしてくれたので)

・明治から昭和にかけての水利に対する考え方及びゆとりある構造物の良さ。
・近隣でこのようなきれいな滝があるとは知りませんでした。
・ハイキングでは気がつかなかったことが判り勉強になりました。
・身近に石造遺産が多くあった事。
・きれいに流れていた。
・ダムの上を歩けてとても良かった。

　１．今日の見学会で良かったものは？
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【見学項目】 【人数(人)】
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人数
とても楽しかった 29
楽しかった 29
ふつう 9
あまり楽しくなかった 0
楽しくなかった 0

回答総数 67

２．今日の見学会は楽しかったですか

・始めてだから。
・普段は入れないから。
・めったに見れないから。
・いつも見れないところに入れてよかった。説明あり興味深かった。
・近くにこんな所があるのを知らなかった。

・知識が深まった。

・ダムの特別に見れる所がたのしかった。
・建築の視点がかなり入っていたところ。
・特別に見学できたため。
・普通みられない所見学できた。
・土木の貴重な遺跡にふれて良かった。

　２．今日の見学会は楽しかったですか？
（期待通りでしたか？）
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人数
よくわかった。 31
難しいところもあったが、だいたいわかった。 29
わかりにくいところが多かった。 4
難しくて、ほとんどよくわからなかった。 1

回答総数 65

よくわかったところをかいて下さい。
○よく分かったと回答した人

むずかしかったところをかいて下さい。

○難しいところもあったが、だいたいわかったと回答した人

○難しいところもあったが、だいたいわかったと回答した人

○わかりにくいところが多かった。

３．今日の見学会の内容、また説明はよくわかりましたか？

・布引ダムのすごさ。当時の人の頭の良さ。技術力。

・ダムの歴史。

・布引のたきがよかった。

○わかりにくいところが多かった。

・話の内容。

・先生の講演。

・布引ダムの歴史と震災後の補強。
・土木遺跡を見る視点。

・upliftの説明が上手。上水の取水場所が理解できた。
・別に無い。
・ダムの役割。
・何気なく通り過ぎる中でポイントを手短くして下った。

・ダムの補強。セメントミルクとか。
・講演会のパワーポイントでの説明を追うように見学できたので分かりやすかったです。
・各施設の用途の説明。
・ダムの水の通っている所、しくみなど。

・講演会マイクの使い方。

・講演会がわかりやすかった。
・レンガと石組み等。

○難しくて、ほとんどよくわからなかったと回答した人

・狭い所では人数が多いため解説してもらっても聞き取りにくいことがあり少し残念でした。
・言葉がわかりません。
・専門的な用語。
・講演会の説明が聞き取りにくかった。
・途中での説明。
・ダムのつくり。
・記念講演会。
・水の流れ。

・説明が聞き取れない。
・さいしょの講演会。

３．今日の見学会の内容、また説明はよくわかりましたか。
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人数 人数
水の大切さを、学ぶ場として活用する。 41
自然（木や水や鳥など）とふれあう場所として活用する。 33
重要文化財の指定を機会に、観光資源として広くPRして多くの人にきて 30

回答総数 104

ご意見

人数 人数
半日の見学会と１日の見学会の両方あった方がよい。 50
たくさん見学できる１日の見学会がよい。 4

回答総数 54

ご意見

・半日でも十分楽しい。
・いろんな所を見れてうれしかった。
・小学校低学年には半日の方がよい。

・半日だけでよい。
・ケースバイケース。
・定期的に開催される今後のスケジュールが知りたい。

４．きょうは、布引水源地の歴史を学んでいただき、リニューアルした布引ダムを実際に見てもらいました。この、施
設を今後どのようなことに、役立てればよいと思いますか。

・コース内容によって。
・半日ぐらいでちょうどよかった。
・半日でいい。
・半日で充実していたと思う。

５．ことしの一般市民見学会は、去年の１日から半日に変更しています。半日の見学はどうでしたか。

・半日見学で良いと思います。
６．きょうの見学会の感想や聞きたい事があれば書いてください。

・季節的にも暑かったので午前中の見学であればもっと良かった。

・動きやすい反面忙しいかと。半日でも面白かった。

・布引水源地の恩恵をうけてきた地元の人々がこの場所についてよく知ることが重要だと思います。
・一般の人が入れるところだけでは物足りないかも。今日のようなツアーの方がいいかも。説明も必要。

・身近にありながら気付かないことって多いですね。当たり前の存在が当たり前でないことも発見でした。
・小中学生対象の見学会をどしどし開催して頂きたい。

４．布引水源地の今後の役立て方
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合計
トンネル 32
ダム 11
橋 30
河川 13
空港 23
港 23
下水処理場 9
浄水場 9
発電所 21
その他 0

○トンネル ○河川
・箕面トンネル ・兵庫運河
・トンネル開通の爆破 ○空港
○橋 ・関西国際空港
・明石海峡大橋 ・神戸空港
・瀬戸大橋
・錦帯橋

・つかれたけど楽しかった。
・木陰の水際はとても気持ちよかったです。
・スタッフの方々大変お世話になりました。

・自然にふれあえてよかったです。
・布引ダムのデメリットにはどのようなことがあったのでしょうか。

・天気もよく気持ちのいい見学会でした。有難うございました。
・ありがとうございました。講演会は子供には少し難しかったですが後々歩いてみるとよくわかりました。

・案内図が少ないように思う。新神戸駅→ロープウェイの地図があれば分かりやすかった。
・リニューアルの説明をもう少ししてもらっても良かったのでは。日本で唯一の切石のドーム取水塔とかの説明板を現地
につけてはどうか。最初の鉄筋コンクリートアーチ橋とか。スタッフの皆さんありがとうございました。
・最初の部屋の中は寒かったけど外は暑かった。
・ハンドマイクがあれば良かったと思いました。

・講演会と見学会の同日開催は分かりやすくとても良かったと思います。
・有難うございました。
・ありがとう。
・最初の1.5時間が長すぎる。

注：複数回答ありでアンケートし
ました。

７．今後見てみたい土木の工事現場・施設はありますか？それはどこですか？

具体的な見学先

・最初の講演会のクーラーかききすぎて寒かった。

・普段歩いている所でも専門家の解説や資料をもらって良かった。
・お世話してくださった方々にありがとうございました。

・講演会素晴しい内容でした。声が少し聞き取りにくかったのは残念。暑い中皆様有難うございました。

６．今後見てみたい土木の工事現場・施設はありますか？
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