
⽇付 新聞 区分 記事の内容

8⽉3⽇ 建設通信新聞 中国⽀部
橋梁点検効率化へ取り組み 市町村⽀援、技術者育成が柱 建コン協中国
と発注機関が意⾒交換

建設⼯業新聞 本部 建設産業ビジョン ビジョンや指針決議 適正利潤、処遇改善、地位向上

8⽉4⽇ 建設⼯業新聞 北陸⽀部
インフラ再⽣技術者育成協議会のME新潟１期⽣ 9⼈が道路構造物など点
検 管理者に損傷箇所の早期補修養成

8⽉5⽇ 建設⼯業新聞 本部 回転窓 新国⽴も⽣みの苦しみか （建コン協 協会誌から引⽤）
8⽉6⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部 200⼈参加し資質向上研修会 建コン協近畿

建設産業新聞 東北⽀部 建コン協東北 魅⼒ある業界へ本格⾏動
8⽉7⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部 建コン協近畿 近代⼟⽊遺産の現場研修 オランダ堰堤など⾒学

8⽉10⽇ 建設通信新聞
本部

北海道⽀部
担い⼿の確保へ環境整備を要望 建コン協、道開発局ら意⾒交換

東北⽀部 マネジセミナーに約150⼈が参加 建コン東北⽀部

建設⼯業新聞
本部

北海道⽀部
建コン協 繰り越し処理の柔軟運⽤を 北海道地区意⾒交換会開く

8⽉11⽇ 建設⼯業新聞 北陸⽀部
建コン協北陸 業務・研究発表会に120⼈ ⽀部⻑賞は神原⽒（⼤⽇本コ
ンサル）

8⽉17⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 ⽀部⻑賞に神原⽒（⼤⽇本コンサル）建コン協北陸が業務・研究発表会
本部

中国⽀部
担い⼿確保へ 環境整備要望 建コン協と整備局ら意⾒交換

建設⼯業新聞 九州⽀部 まちづくりの夢アイデア募集 建コン協九州 9⽉30⽇まで受け付け
8⽉19⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 夢アイデアを募集 来⽉30⽇まで受付

建設産業新聞 本部 9⽉30⽇まで作品募集 建設コンサルタンツ協会 第7回建コンフォト対象
8⽉24⽇ 建設産業新聞 本部 社会資本体験 レポートコンテスト 建設コンサルタンツ協会 ⼩学⽣の作
8⽉25⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 若⼿技術者が成果 建コン協九州 交流会に120⼈参加

北陸⽀部 船上から新潟の魅⼒再発⾒ 建コン協北陸 親⼦⾒学会 社会資本の役割学
建設⼯業新聞 九州⽀部 福岡でふれあい動物園 建コン協九州

九州⽀部 最優秀賞に井原⽒ 建コン協九州、若⼿技術者交流会
8⽉26⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 社会資本整備のあり⽅セミナー 北陸地域づくり協会 （建コン協北陸が

8⽉27⽇ 建設通信新聞 本部
来⽉30⽇まで応募受付 建コン協が懸賞論⽂で応募要領 社会資本体験レ
ポート

8⽉28⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協ら意⾒交換会 技術⼒で選定要望 担い⼿育成へ環境整備
建設⼯業新聞 本部 建コン協 技術⼒重視の選定を 四国整備局らと意⾒交換

8⽉31⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部
ME新潟 2期⽣要請講座開講 建設業等42⼈参加（建コン協北陸⽀部⽇下
部俊夫⽒の先導の下点検実習）

建設⼯業新聞 北陸⽀部
ME養成講座始まる インフラ再⽣技術者育成新潟協議会 資格取得へ42⼈
参加 （建コン協北陸⽀部が協議会メンバーに参加）

近畿⽀部
舞鶴⾼専 橋梁メンテ技術レベル検討委初会合 カリキュラム⾻⼦案討議
（建コン協近畿⽀部が検討メンバーに参加）
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2015/8/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 中国支部】「橋梁点検効率化へ取り組み 市町村支援、技術者育成が柱 

建コン協中国と発注機関が意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/8/3 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建設産業ビジョン ビジョンや指針決議 適正利潤、処遇改善、地位向上へ」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2015/8/4 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「インフラ再生技術者育成協議会の ME 新潟１期生 

9 人が道路構造物など点検 管理者に損傷箇所の早期補修養成 

（北陸支部がインフラ再生技術育成新潟地域協議会幹事会メンバー）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/8/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「回転窓 新国立も生みの苦しみか （建コン協 協会誌から引用）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

2015/8/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「200 人参加し資質向上研修会 建コン協近畿」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/8/6 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 魅力ある業界へ本格行動」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/8/7 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿 近代土木遺産の現場研修 オランダ堰堤など見学」の記事が

掲載されました。 



2015/8/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・北海道支部】「担い手の確保へ環境整備を要望 建コン協、道開発局ら意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

  



2015/8/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「マネジセミナーに約 150 人が参加 建コン東北支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/8/10 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・北海道支部】「建コン協 繰り越し処理の柔軟運用を 北海道地区意見交換会開く」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/11 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 業務・研究発表会に 120 人 

支部長賞は神原氏（大日本コンサル）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「支部長賞に神原氏（大日本コンサル）建コン協北陸が業務・研究発表会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/8/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・中国支部】「担い手確保へ 環境整備要望 建コン協と整備局ら意見交換」 

の記事が掲載されました。 



2015/8/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「まちづくりの夢アイデア募集 建コン協九州 9 月 30 日まで受け付け」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/19 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「夢アイデアを募集 来月 30 日まで受付」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/19 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「9 月 30 日まで作品募集 建設コンサルタンツ協会 第 7 回建コンフォト対象」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/24 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「社会資本体験 レポートコンテスト 建設コンサルタンツ協会 小学生の作文募集」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「若手技術者が成果 建コン協九州 交流会に 120 人参加」 

の記事が掲載されました。 

 
 

  



2015/8/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「船上から新潟の魅力再発見 建コン協北陸 親子見学会 

社会資本の役割学ぶ」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/8/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「最優秀賞に井原氏 建コン協九州、若手技術者交流会」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/8/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「福岡でふれあい動物園 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/8/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「社会資本整備のあり方セミナー 北陸地域づくり協会 

（建コン協北陸が共催）」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/8/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「来月 30 日まで応募受付 建コン協 懸賞論文で応募要領 社会資本体験レポート 

小学生対象に作文募集 締切は来月 30 日まで」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 



2015/8/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協ら意見交換会 技術力で選定要望 担い手育成へ環境整備」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/8/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 技術力重視の選定を 四国整備局らと意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/31 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「ME 新潟 2 期生要請講座開講 建設業等 42 人参加 

 （建コン協北陸支部日下部俊夫氏の先導の下点検実習）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/8/31 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「ME 養成講座始まる インフラ再生技術者育成新潟協議会 

資格取得へ 42 人参加  （建コン協北陸支部が協議会メンバーに参加）」 

の記事が掲載されました。 

 

 
  



2015/8/31 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「舞鶴高専 橋梁メンテ技術レベル検討委初会合 カリキュラム骨子案討議 

 （建コン協近畿支部が検討メンバーに参加）」の記事が掲載されました。 

 

 

 


