
⽇付 新聞 区分 記事の内容

7⽉2⽇ 建設通信新聞
本部

九州⽀部
建コン協 九州地区から意⾒交換スタート 処遇改善、若者に魅⼒

7⽉3⽇ 建設通信新聞
本部

九州⽀部
建コン協 意⾒交換会調整会議で議論深める 意⾒の窓⼝業務版に前向き

建設⼯業新聞
本部

九州⽀部
建コン協が九州整備局と意⾒交換 繰り返し処理柔軟運⽤で⼀致⽀部、意⾒窓⼝の設
置提案

7⽉6⽇ 建設産業新聞
本部

九州⽀部
建コン協 受注者連携が重要九州地整と意⾒交換会を開催 技術重視の選定で討議

7⽉8⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 来⽉に4会場で社会資本セミナー 建コン協北陸・北陸地域づくり協会共催
7⽉9⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部 建コン協 マネジメントセミナーPFI、CMの事例紹介

本部
東北⽀部

建コン協 処遇改善へ環境整備を東北整備局・6県らと意⾒交換

建設通信新聞
本部

東北⽀部
建コン協と東北整備局が意⾒交換 ⼀体で担い⼿育成技術継承で理解求める

本部
東北⽀部

建コン協東 北整備局らと意⾒交換アドバイザー・コンサル制度に協⼒要請官⺠⼀体
で担い⼿育成3法実現

7⽉13⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 マネジメントセミナーに技術者ら180⼈建コン協
建設⼯業新聞 関東⽀部 24⽇に契約のあり⽅講習会 建コン協関東⽀部

東北⽀部 広がる業務表彰制度5県が創設 インセンティブ付与も（建コン協 遠藤東北⽀部⻑)
7⽉14⽇ 建設通信新聞 本部 海外ビジネスで24⽇セミナーAJCE（建設コンサルタンツ協会が協賛）

建設⼯業新聞
本部

北陸⽀部
管理技術者懇談会設置へ 北陸整備局建コン協と意⾒交換会

7⽉15⽇ 建設通信新聞
本部

北陸⽀部
建コン協が北陸整備局と意⾒交換 官⺠の情報共有強化 単価引き上げ適切な反映を要望

本部
北陸⽀部

⼟⽊設計変更ガイドライン事例集 建コン協が協⼒ より実態に即した内容に 北陸地⽅
整備局

建設⼯業新聞 九州⽀部 建コン協、マネジメントセミナー 190⼈が参加／九州
7⽉16⽇ 建設通信新聞 本部 ⾜⽴⽒に推薦状 建コン協 ⾜⽴⽒に推薦状を渡す⻑⾕川会⻑

本部 ⼟⽊、建築協働で景観づくり JCCA、JIAが公開討論

建設⼯業新聞 本部
⾜⽴⽒に推薦状 建コン協、来夏参院選で 東京都千代⽥区の本部で⻑⾕川会⻑から⾜⽴
⽒に推薦状を⼿渡した。

建設産業新聞 本部 次期参院選で⾜⽴⽒に推薦状 建コン協
7⽉17⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協 ⻑⾕川会⻑ ⼊札制度の改善へ ⾃治体との議論必要

建設産業新聞 本部 川⼝PAで展⽰会 建コンフォト⼤賞⼊賞作品
7⽉21⽇ 建設⼯業新聞 本部 フォト⼤賞の作品募集 建コン協 お気に⼊りの⼟⽊施設テーマ

建通新聞 本部 参議院選に⾜⽴・前国交技官を推薦 建コン協 ⾜⽴⽒に推薦状を⼿渡す⻑⾕川会⻑

7⽉23⽇ 建設通信新聞
本部

中部⽀部
建コン協が整備局らと意⾒交換 就業環境を改善 担い⼿確保など議論

北陸⽀部 建コン協 マネジメントセミナー 効果的運⽤が重要
本部 建コン協のフォト⼤賞 テーマはお気に⼊りの⼟⽊ 9⽉30⽇まで作品募集

建設⼯業新聞
本部

中部⽀部
建コン協 担い⼿確保・育成へ環境整備を 中部整備局らと意⾒交換

本部
北陸⽀部

北陸地区意⾒交換会で建コン協 適正な予定価格設定を 出先事務所への指導求める

建通新聞 本部 学⽣懸賞論⽂ 9⽉30⽇まで募集 建コン協
7⽉24⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 （建コン協）九州共助研 ⽥園回帰テーマに コンサルの役割を議論

建設⼯業新聞 本部 建コン協本部 新潟市でマネジメントセミナー 約100⼈が参加
九州⽀部 地⽅創⽣テーマに 講演会や意⾒交換会 建コン協九州共助研

7⽉27⽇ 建設産業新聞 関東⽀部 ⽔平展開し、課題解決へ 契約のあり⽅講習会開く 建コン協関東

7⽉28⽇ 建設通信新聞
本部

関東⽀部
発注者と議論深めて 建コン協が講習会

北陸⽀部 22⽇に親⼦⾒学会 信濃川で建コン協北陸
建設⼯業新聞 東北⽀部 マネジメントセミナー開く 建コン協東北⽀部
建設産業新聞 東北⽀部 システム改善など 5テーマで マネジメントセミナー 建コン協東北

 2015年7⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2015/7/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協 九州地区から意見交換スタート 処遇改善、若者に魅力」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

  



2015/7/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協意見交換会 調整会議で議論深める 

意見の窓口業務版に前向き」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/7/3 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協が九州整備局と意見交換 繰り返し処理柔軟運用で一致 

支部、意見窓口の設置提案」の記事が掲載されました。 

 



2015/7/6 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協 受注者連携が重要 九州地整と意見交換会を開催 

技術重視の選定で討議」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/7/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「来月に 4 会場で社会資本セミナー 

建コン協北陸・北陸地域づくり協会共催」の記事が掲載されました。 

 
 

2015/7/9 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協マネジメントセミナーPFI、CM の事例紹介」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/7/9 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・東北支部】「建コン協 処遇改善へ環境整備を 東北整備局・6 県らと意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/7/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・東北支部】「建コン協と東北整備局が意見交換 一体で担い手育成 

技術継承で理解求める」の記事が掲載されました。 

 

 
 



2015/7/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・東北支部】「建コン協 東北整備局らと意見交換 

アドバイザー・コンサル制度に協力要請 官民一体で担い手育成 3 法実現」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/7/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「マネジメントセミナーに技術者ら 180 人 建コン協」の記事が掲載されました。 

 
 

2015/7/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「24 日に契約のあり方講習会 建コン協関東支部」の記事が掲載されました。 

  



2015/7/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「広がる業務表彰制度 5 県が創設 インセンティブ付与も 

（建コン協 遠藤東北支部長 談話掲載）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「海外ビジネスで 24 日セミナー AJCE （建設コンサルタンツ協会が協賛）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・北陸支部】「管理技術者懇談会設置へ 北陸整備局 建コン協と意見交換会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/7/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・北陸支部】「建コン協が北陸整備局と意見交換 官民の情報共有強化 

単価引き上げ適切な反映を要望」の記事が掲載されました。 



2015/7/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・北陸支部】「土木設計変更ガイドライン事例集 建コン協が協力  

より実態に即した内容に 北陸地方整備局」の記事が掲載されました。 

 

 
  



2015/7/15 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協、マネジメントセミナー 190 人が参加 九州」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「足立氏に推薦状 建コン協」の記事が掲載されました。 



2015/7/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「土木、建築協働で景観づくり JCCA、JIA が公開討論」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/7/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「足立氏に推薦状 建コン協、来夏参院選で」の記事が掲載されました。 



2015/7/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「次期参院選で足立氏に推薦状 建コン協」の記事が掲載されました。 

 



2015/7/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 長谷川会長 入札制度の改善へ 自治体との議論必要」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/7/17 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「川口 PA で展示会 建コンフォト大賞入賞作品」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/7/21 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「フォト大賞の作品募集 建コン協 お気に入りの土木施設テーマ」 

の記事が掲載されました。 

  



2015/7/21 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「参選に足立・前国交技官を推薦 足立氏に推薦状を手渡す長谷川会長」 

の記事が掲載されました。 

 

 
  



2015/7/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・中部支部】「建コン協が整備局らと意見交換 就業環境を改善 

担い手確保など議論」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協 マネジメントセミナー 効果的運用が重要」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協のフォト大賞 テーマはお気に入りの土木 9 月 30 日まで作品募集」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/23 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・中部支部】「建コン協 担い手確保・育成へ環境整備を 中部整備局らと意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/23 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・北陸支部】「北陸地区意見交換会で建コン協 適正な予定価格設定を 

出先事務所への指導求める」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/7/23 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「学生懸賞論文 9 月 30 日まで募集 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/24 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「（建コン協）九州共助研 田園回帰テーマに コンサルの役割を議論」 

の記事が掲載されました。 

 

 
  



2015/7/24 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協本部 新潟市でマネジメントセミナー 約 100 人が参加」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/24 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「地方創生テーマに 講演会や意見交換会 建コン協九州共助研」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/7/27 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「水平展開し、課題解決へ 契約のあり方講習会開く 建コン協関東」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/7/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・関東支部】「発注者と議論深めて 建コン協が講習会」の記事が掲載されました。 

 

 



2015/7/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「22 日に親子見学会 信濃川で建コン協北陸」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/7/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「マネジメントセミナー開く 建コン協東北支部」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/7/28 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「システム改善など 5 テーマで マネジメントセミナー 建コン協東北」 

の記事が掲載されました。 

 

 


