
⽇付 新聞 区分 記事の内容
10⽉5⽇ 建設⼯業新聞 東北⽀部 有資格者の資質向上を 建コン協東北がRCCM更新講習
10⽉6⽇ 建設産業新聞 本部 RCCM登録更新講習会に600⼈参加 建コン協
10⽉7⽇ 建設通信新聞 本部 東北地区580⼈参加 RCCM登録更新講習会 建コン協

10⽉8⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協意⾒交換会総括 担い⼿確保 最優先 ⻑時間労働、処遇を改善

10⽉9⽇ 建設産業新聞 本部
建コンフォト⼤賞Jr.開催 “中学⽣、⾼校⽣⼤賞” 11⽉13⽇まで作品募
集 建設コンサルタンツ協会

10⽉13⽇ 建設通信新聞 関東⽀部
受発注者双⽅の共通認識に 建コン協関東の設計変更ガイドライン講
習会

本部
担い⼿確保へ環境整備 建コン協、沖縄事務局が意⾒交換会 技術者の
魅⼒向上

建設⼯業新聞 本部
建コン協 適正⼯期、就業環境改善を 沖縄事務局 総合評価提出書類の
削減検討

10⽉14⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 技術開発や⾏政動向学ぶ 建コン協九州が道路技術講演会
10⽉15⽇ 建設通信新聞 関東⽀部 10年後も働くために 建コン協関東⼥性の会 技術交流会に65⼈参加

10⽉16⽇ 建設通信新聞 東北⽀部
建コン協東北と秋⽥県意⾒交換 協働で担い⼿確保PR 技術⼒より重視
を要望

北海道⽀部 エラー防⽌促す 建コン協北海道⽀部 札幌で品質セミナー
北陸⽀部 ⾒学と座学で理解後押し 建コン協北陸 新潟⼯⾼2年⽣に出前講座
中部⽀部 ⽜居、松本両⽒が最優秀賞 建コン協中部の業務技術発表会

建設⼯業新聞 東北⽀部
建コン協東北 事業量確保の重要性で⼀致 秋⽥県から意⾒交換会ス
タート

中部⽀部 250⼈が熱⼼に聴講 建コン協中部技術発表会

建設産業新聞 東北⽀部
官⺠⼀体で魅⼒ある業界PR 建コン協東北の意⾒交換会 秋⽥県⽪切り
にスタート

10⽉20⽇ 建設通信新聞 本部 役割と資質を解説 建コン協がRCCM 登録更新講習会開催
10⽉21⽇ 建設通信新聞 本部 業務に応じ対策を 建コン協がエラー防⽌セミナー

北陸⽀部
官⺠で⾼校に出張PR 担い⼿不⾜解消へ連携 建コン協北陸が新潟県と
意⾒交換

九州⽀部 独禁法で研修会 建設コンサル5団体

建設⼯業新聞 九州⽀部
社会資本整備担う使命と責任⾃覚を 建コン協九州らが独禁法研修会
を開く

北陸⽀部 建コン協北陸 新潟で品質セミナー 分野別にエラー防⽌策解決

北陸⽀部
建コン協北陸 新潟県⼟⽊部と意⾒交換 ⾼校⽣へのPR活動強化 市町
村橋梁点検 16年度は1600橋計画

10⽉22⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部
若⼿術者の意欲維持 発注者評価が励み ベテランの懸命さも影響 整備
局・建コン協 管理技術者懇談会

建設⼯業新聞 北陸⽀部
管理技術者懇が初会合 北陸整備局 建コン協北陸 労働時間短縮など実
現へ ウイークリースタンス モデル事業徐々に浸透

10⽉29⽇ 建設通信新聞 関東⽀部 橋梁の維持管理 事例・留意点説明 建コン協関東が講習会
10⽉30⽇ 建設通信新聞 本部 営業利益が３年連続上昇 建コン協経営分析説明会

東北⽀部
建コン協東北と⼭形県意⾒交換会 調査基準の独⾃設定検討 災害協定
へ協議申し⼊れ

九州⽀部 建コン協九州 ⼥性技術者が交流会 魅⼒発信へ取り組み
建設⼯業新聞 本部 ⼈的投資し若者⼊職促進を 建コン協経営分析会

東北⽀部
調査基準価格 業務も引き上げへ ⼭形県 建コン協との意⾒交換で表明
設計変更指針も検討

九州⽀部
建コン協九州 初の⼥性技術者交流会 誰もが働きやすい職場に 制度活
⽤の課題、取り組み検討へ

建設産業新聞 東北⽀部
関連業務の調査基準価格 県独⾃で引上げ検討 建コン協東北 ⼭形県県
⼟整備部と意⾒交換

 2015年10⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2015/10/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「有資格者の資質向上を 建コン協東北が RCCM 更新講習」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

 

2015/10/6 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「RCCM 登録更新講習会に 600 人参加 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/10/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「東北地区 580 人参加 RCCM 登録更新講習会 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協意見交換会総括 担い手確保 最優先 長時間労働、処遇を改善」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/9 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コンフォト大賞 Jr.開催 “中学生、高校生大賞” 11 月 13 日まで作品募集 

建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

  



2015/10/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「担い手確保へ環境整備 建コン協、沖縄事務局が意見交換会 

技術者の魅力向上」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「担い手確保へ環境整備 建コン協、沖縄事務局が意見交換会 

技術者の魅力向上」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 適正工期、就業環境改善を 沖縄事務局 

総合評価提出書類の削減検討」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「技術開発や行政動向学ぶ 建コン協九州が道路技術講演会」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2015/10/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「10 年後も働くために 建コン協関東女性の会 技術交流会に 65 人参加」 

の記事が掲載されました。 

 
  



2015/10/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北と秋田県意見交換 協働で担い手確保 PR 

技術力より重視を要望」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「エラー防止促す 建コン協北海道支部 札幌で品質セミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「見学と座学で理解後押し 建コン協北陸 新潟工高 2 年生に出前講座」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2015/10/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 中部支部】「牛居、松本両氏が最優秀賞 建コン協中部の業務技術発表会」 

の記事が掲載されました。 

 
 



2015/10/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 事業量確保の重要性で一致 

秋田県から意見交換会スタート」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「250 人が熱心に聴講 建コン協中部技術発表会」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「官民一体で魅力ある業界 PR 建コン協東北の意見交換会 

秋田県皮切りにスタート」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「役割と資質を解説 建コン協が RCCM 登録更新講習会開催」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

2015/10/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「業務に応じ対策を 建コン協がエラー防止セミナー」 

の記事が掲載されました。 

 
 

  



2015/10/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「官民で高校に出張 PR 担い手不足解消へ連携 

建コン協北陸が新潟県と意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「独禁法で研修会 建設コンサル 5 団体」の記事が掲載されました。 

 
 

2015/10/21 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「社会資本整備担う使命と責任自覚を 

建コン協九州らが独禁法研修会を開く」の記事が掲載されました。 

 
  



2015/10/21 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 新潟で品質セミナー 分野別にエラー防止策解決」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

  



2015/10/21 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 新潟県土木部と意見交換 高校生への PR 活動強化 

市町村橋梁点検 16 年度は 1600 橋計画」の記事が掲載されました。 

 
 

  



2015/10/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「若手術者の意欲維持 発注者評価が励み ベテランの懸命さも影響 

整備局・建コン協 管理技術者懇談会」の記事が掲載されました。 

 

 
  



2015/10/22 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「管理技術者懇が初会合 北陸整備局 建コン協北陸 

労働時間短縮など実現へ ウイークリースタンス モデル事業徐々に浸透」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/10/29 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「橋梁の維持管理 事例・留意点説明 建コン協関東が講習会」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

2015/10/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「営業利益が３年連続上昇 建コン協経営分析説明会」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北と山形県意見交換会 調査基準の独自設定検討 

災害協定へ協議申し入れ」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 女性技術者が交流会 魅力発信へ取り組み」 

の記事が掲載されました。 

 

 
  



2015/10/30 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「人的投資し若者入職促進を 建コン協経営分析会」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/30 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「調査基準価格 業務も引き上げへ 山形県 建コン協との意見交換で表明 

設計変更指針も検討」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/30 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 初の女性技術者交流会 誰もが働きやすい職場に 

制度活用の課題、取り組み検討へ」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/10/30 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「関連業務の調査基準価格 県独自で引上げ検討 建コン協東北 

山形県県土整備部と意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 


