
⽇付 新聞 区分 記事の内容
9⽉2⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 建コン協北陸 “防災の⽇に合わせ独⾃訓練 情報伝達の多重化必要

本部
近畿⽀部

実態に即した歩掛かりを 担い⼿育成・確保で要望 建コン協、近畿地
⽅整備局意⾒交換

建設⼯業新聞 関東⽀部 本部と⽀部との情報伝達確認 建コン協関東 災害対応演習
東北⽀部 災害対応演習実施 建コン協東北⽀部

本部 建コン協・近畿地⽅整備局意⾒交換会 担い⼿育成の環境整備を
北陸⽀部 建コン協北陸 新潟沖地震想定し訓練 メールだけの伝達初試⾏

建設産業新聞 本部
安定的な事業量確保を近畿地⽅整備局・建コンが意⾒交換 技術者単
価引き上げも要望

本部
全⽀部

建コン協も災害対応演習

9⽉3⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 災害時対応演習で伝達網機能を確認 建コン協九州
近畿⽀部 建コン協近畿⽀部 ４団体初の連携

建設⼯業新聞 九州⽀部 本・⽀部との連携体制確認 建コン協九州が災害時対応演習
近畿⽀部 初の災害対策連携訓練実施 近畿の建設コンサル・地質・測量４団体

9⽉4⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協、岩⼿技術者の会 諸問題、将来像を議論
東北⽀部 本番さながらに災害対応演習 建コン協東北

建通新聞 本部 経営分析説明会 関東⽀部は10⽉29⽇ 建コン協
9⽉10⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 整備局、コンサル3団体 ⼥性技術者が意⾒交換 イメージアップに向

建設⼯業新聞 九州⽀部
⻑時間労働解消 働き⽅の意識改⾰を 建コン協九州ら3団体と整備局
⼥性技術者意⾒交換会

9⽉11⽇ 建設産業新聞 九州⽀部
業務関連⼥性技術者 やり甲斐感じるも 周囲のサポート必要 現状や
課題で意⾒交換 九州地整と建コン協九州ら

9⽉14⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 最優秀に能瀬⽒（アジア航測） 建コン協近畿⽀部 研究成果96編を

建設⼯業新聞 近畿⽀部
最優秀は能瀬⽒（アジア航測） 建コン協近畿⽀部 第48回研究発表
会に96編

近畿⽀部 仕事のやりがいPR 建コン協近畿⽀部魅⼒発信委 摂南⼤を訪問
9⽉15⽇ 建設⼯業新聞 本部 契約の課題や問題点を解説 建コン協が福岡で講習会

建設通信新聞 本部 契約のあり⽅学ぶ 建コン協
9⽉17⽇ 建設通信新聞 本部 11⽉13⽇まで受け付け 建コン協が中⾼⽣対象 ⼟⽊作品のフォト⼤
9⽉18⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協 ノー残業デー調査／定時退社微増81％

建設⼯業新聞 本部 建コン協／10⽉に⼀⻫ノー残業デー／6⽉実施率は9割

本部
⼥性活躍推進策を検討 建コン協幹部会⾒ ⼥性視点、インフラづくり
で重要

建設産業新聞 本部
担い⼿育成・確保など 建設コンサルタンツ協会 8ブロックで活発に
意⾒交換

建通新聞 本部 建コン協 ⼥性の活躍の推進 ”⼿段と⽬的”混同しない
本部 建コン協が意⾒交換概要まとめ 経営環境、おおむね改善

9⽉24⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 再⽣エネでセミナー 建コン協、⽇本アセス協が共催
建設⼯業新聞 九州⽀部 再⽣可能エネの動向・事例紹介 建コン協と⽇本アセス協会セミナー

九州⽀部
10⽉5、6⽇に建設技術フォーラム 基調講演やブース展⽰ 建コン協
ら実⾏委

本部
”魅⼒ある業界”へ協⼒ 改正品確法の趣旨徹底要望 納期平準化、適正
単価が不可⽋

建設産業新聞 本部
10⽉の全⽔曜⽇に実施  建設コンサルタンツ協会 全会員で”⼀⻫
ノー残業デー”

9⽉25⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部 ITS動向などで道路技術勉強会 建コン協近畿 ⽇本道路協会
9⽉28⽇ 建設通信新聞 本部 付き合い広げ⼈の頭も使え 建設技術研究所 ⼤島⼀哉⽒

9⽉30⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部
"CIVIL3" ⼤規模災害時業務連携協定活動 建コン協近畿ら4団体 10
⽉19⽇までロゴマーク公募

 2015年9⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2015/9/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 “防災の日に合わせ独自訓練 情報伝達の多重化必要」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/9/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・近畿支部】「実態に即した歩掛かりを 担い手育成・確保で要望 

建コン協、近畿地方整備局意見交換」の記事が掲載されました。 



2015/9/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「本部と支部との情報伝達確認 建コン協関東 災害対応演習」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/9/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「災害対応演習実施 建コン協東北支部」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2015/9/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協・近畿地方整備局意見交換会 担い手育成の環境整備を」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/9/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 新潟沖地震想定し訓練 メールだけの伝達初試行」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「安定的な事業量確保を近畿地方整備局・建コンが意見交換 

技術者単価引き上げも要望」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/9/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部・全支部】「建コン協も災害対応演習」の記事が掲載されました。

 

 

2015/9/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「災害時対応演習で伝達網機能を確認 建コン協九州」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2015/9/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿支部 ４団体初の連携」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/9/3 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「本・支部との連携体制確認 建コン協九州が災害時対応演習」 

の記事が掲載されました。 

 



 

2015/9/3 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「初の災害対策連携訓練実施／近畿の建設コンサル・地質・測量４団体」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/9/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協、岩手技術者の会 諸問題、将来像を議論」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/9/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「本番さながらに災害対応演習 建コン協東北」の記事が掲載されました。 

 



2015/9/4 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「経営分析説明会 関東支部は 10 月 29 日 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/9/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「整備局、コンサル 3 団体 女性技術者が意見交換 

イメージアップに向け議論」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/10 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「長時間労働解消 働き方の意識改革を 建コン協九州ら 3 団体と整備局 

女性技術者意見交換会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/11 付 建設産業新聞 

【JCCA 九州支部】「業務関連女性技術者 やり甲斐感じるも 周囲のサポート必要 

現状や課題で意見交換 九州地整と建コン協九州ら」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「最優秀に能瀬氏（アジア航測） 建コン協近畿支部 

研究成果 96 編を発表」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/9/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「最優秀は能瀬氏（アジア航測） 建コン協近畿支部 

第 48 回研究発表会に 96 編」の記事が掲載されました。 

 

 
  



2015/9/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「仕事のやりがい PR 建コン協近畿支部魅力発信委 摂南大を訪問」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2015/9/15 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「契約の課題や問題点を解説 建コン協が福岡で講習会」 

の記事が掲載されました。 



2015/9/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「契約のあり方学ぶ 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/9/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「11 月 13 日まで受け付け 建コン協が中高生対象 土木作品のフォト大賞」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/9/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 ノー残業デー調査／定時退社微増 81％」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/9/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協／10 月に一斉ノー残業デー／6 月実施率は 9 割」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2015/9/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「女性活躍推進策を検討 建コン協幹部会見 女性視点、インフラづくりで重要」 

の記事が掲載されました。 



2015/9/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「担い手育成・確保など 建設コンサルタンツ協会 8 ブロックで活発に意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2015/9/18 付 建設新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 女性の活躍の推進 ”手段と目的”混同しない」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/9/18 付 建設新聞 

【JCCA 本部】「建コン協が意見交換概要まとめ 経営環境、おおむね改善」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/9/24 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「再生エネでセミナー 建コン協、日本アセス協が共催」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/24 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「再生可能エネの動向・事例紹介 建コン協と日本アセス協会セミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/9/24 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「10 月 5、6 日に建設技術フォーラム 基調講演やブース展示 

建コン協ら実行委」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/9/24 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「”魅力ある業界”へ協力 改正品確法の趣旨徹底要望 

納期平準化、適正単価が不可欠」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

  



2015/9/24 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「10 月の全水曜日に実施？ 建設コンサルタンツ協会 

全会員で”一斉ノー残業デー”」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「ITS 動向などで道路技術勉強会 建コン協近畿 日本道路協会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「付き合い広げ人の頭も使え 建設技術研究所 大島一哉氏」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/9/30 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「"CIVIL3" 大規模災害時業務連携協定活動 建コン協近畿ら 4 団体 

10 月 19 日までロゴマーク公募」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 


