
⽇付 新聞 区分 記事の内容
6⽉1⽇ 建設⼯業新聞 本部 建コン協⻑⾕川新会⻑ コンサル位置付け明確に

6⽉1⽇ 建設通信新聞 本部
担い⼿確保を活動テーマに ⻑⾕川建コン協新会⻑が所信表明
魅⼒向上は国⺠にも利益

6⽉1⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部
技術⼒重視で社会に貢献 建設コンサルタンツ協会北海道⽀部⻑
佐藤健⼆さん

6⽉1⽇ 橋梁新聞 本部 担い⼿不⾜解消が課題 建コン協新会⻑に⻑⾕川⽒
6⽉1⽇ 橋梁新聞 本部 建コン協総会を開催 “魅⼒ある業界に
6⽉2⽇ 建通新聞 本部 総会 建設コンサルタンツ協会
6⽉3⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 新潟で道路橋メンテ講習講義と現場実習で4⽇間

6⽉3⽇ 建設通信新聞 九州⽀部
建コン協九州 村島新⽀部⻑ 担い⼿確保に積極対応⽀部活性へ
地域部会設置

6⽉3⽇ 建設⼯業新聞 九州⽀部
建コン協九州 村島正康新⽀部⻑が就任会⾒ 担い⼿確保へ官⺠
連携技術⼒発注、労働環境改善に重点

6⽉4⽇ 建設産業新聞 九州⽀部
建設コンサルタンツ協会九州⽀部⻑村島正康⽒ 技術⼒発揮しな
がら社会貢献

6⽉8⽇ 建設⼯業新聞 北陸⽀部
新潟で道路橋メンテ講習 全国建設研修センター・建コン協4⽇
間に50⼈参加

6⽉11⽇ 建設通信新聞 本部 ひろば 魅⼒とやりがいのある職業 ⼤島⼀哉名誉会⻑

6⽉16⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部
建コン協近畿 ＰＣ建協と初の合同研修４０⼈がＰＣ構造の理解
深める

6⽉18⽇ 建設通信新聞 本部 地⽅ブロック意⾒交換 “要望と提案”就業環境改善を強化
6⽉18⽇ 建設通信新聞 本部 発⾔⼒提案⼒を 強化⻑⾕川会⻑が会⾒

6⽉18⽇ 建設⼯業新聞 本部
コンサルの⽴場明確化へ 法制化⽬指し協議の場 ⻑⾕川建コン
協会⻑ら⽅針表明

6⽉18⽇ 建設⼯業新聞 本部 建コン協7⽉1⽇から意⾒交換会 全国9地区、担い⼿確保柱に

6⽉18⽇ 建設産業新聞 本部 魅⼒ある業界へ取組推進 ⻑⾕川会⻑、村⽥副会⻑が会⾒

6⽉18⽇ 建設産業新聞 本部
担い⼿の育成・確保など 建設コンサルタンツ協会7⽉1⽇から
地⽅ブロック意⾒交換会

6⽉18⽇ 建通新聞 本部 建コン協が国交省に要望“⼀般管理費”算⼊率55%に引き上げを

6⽉19⽇ 建設⼯業新聞 本部 時流⾃流インタビュー 建コン協会⻑⻑⾕川伸⼀⽒
6⽉19⽇ 建通新聞 本部 建コン協が要望 適正⼯期の設定、納期平準化が必要
6⽉22⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 設計ミス防⽌で若⼿技術者講習
6⽉30⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協⻑⾕川伸⼀会⻑ 夢あるプロジェクト発信

 2015年6⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2015/6/1 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協長谷川新会長コンサル位置付け明確に」の記事が掲載されました。 



2015/6/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「担い手確保を活動テーマに 長谷川建コン協新会長が所信表明 

魅力向上は国民にも利益」の記事が掲載されました。 



2015/6/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「技術力重視で社会に貢献 建設コンサルタンツ協会 

北海道支部長 佐藤健二さん」の記事が掲載されました。 



2015/6/1 付 橋梁新聞 

【JCCA 本部】「担い手不足解消が課題 建コン協新会長に長谷川氏」の記事が掲載されました。 



2015/6/1 付 橋梁新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 総会を開催 “魅力ある業界に」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/6/2 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「総会 建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/6/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「新潟で道路橋メンテ講習 講義と現場実習で 4 日間」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/6/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州村島新支部長 担い手確保に積極対応 

支部活性へ地域部会設置」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/6/3 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 村島正康新支部長が就任会見 担い手確保へ官民連携 

技術力発注、労働環境改善に重点」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/6/4 付 建設産業新聞 

【JCCA 九州支部】「建設コンサルタンツ協会 九州支部長 村島正康氏 

技術力発揮しながら社会貢献」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/6/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「新潟で道路橋メンテ講習 全国建設研修センター・建コン協 

4 日間に 50 人参加」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/6/11 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「ひろば 魅力とやりがいのある職業 大島一哉名誉会長」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/6/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿 ＰＣ建協と初の合同研修 ４０人がＰＣ構造の理解深める」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/6/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 地方ブロック意見交換 “要望と提案” 就業環境改善を強化」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

  



2015/6/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「発言力提案力を強化 長谷川会長が会見」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/6/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「コンサルの立場明確化へ 法制化目指し協議の場 

長谷川建コン協会長ら方針表明」の記事が掲載されました。 

 
 

2015/6/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 7 月 1 日から意見交換会 全国 9 地区、担い手確保柱に」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/6/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「魅力ある業界へ取組推進 長谷川会長、村田副会長が会見」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/6/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「担い手の育成・確保など 建設コンサルタンツ協会 

7 月 1 日から地方ブロック意見交換会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/6/18 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協が国交省に要望 “一般管理費”算入率 55%に引き上げを」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/6/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「時流自流インタビュー 建コン協会長 長谷川伸一氏」の記事が掲載されました。 

 



2015/6/19 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協が要望 適正工期の設定、納期平準化が必要」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/6/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「設計ミス防止で若手技術者講習」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/6/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 長谷川伸一会長 夢あるプロジェクト発信」の記事が掲載されました。 

 


