
⽇付 新聞 区分 記事の内容
11⽉2⽇ 建設産業新聞 九州⽀部 活躍の課題解消⽬指す ⼥性技術者交流会が初会合 委員⻑に岩根
11⽉4⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 契約の課題で講習会 建コン協近畿⽀部

北陸⽀部
（建コン協北陸等の協⼒の下） 整備局が新潟⾼校保護者と意⾒交換 親の悩みが浮き彫り ⼦の相
談、業務理解が前提

11⽉5⽇ 建設⼯業新聞 東北⽀部 総合評価⽅式 公募型案件に適⽤拡⼤へ ⻘森県、建コン協東北と意⾒交換 表彰制度創設も検討

建設産業新聞 関東⽀部
「⼥性」「若⼿」テーマに 技術者フォーラムを開催 建コン協関東⽀部
パシフィックコンサルタンツの飯島玲⼦ダイバーシティ推進室⻑が講演

東北⽀部 総合評価 ガイドライン⾒直しへ 建コン協東北 ⻘森県と意⾒交換会
11⽉6⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 管理技術者懇を継続 現場の声共有 課題解決へ⼿応え 建コン協北陸と整備局意⾒交換

関東⽀部 下請法Q&Aを解説 建コン協関東が講習会
建設⼯業新聞 本部 ⼤阪市で契約のあり⽅講習会 建コン協、法的問題など解説

北陸⽀部
建コン協北陸、整備局と意⾒交換 技術者単価・⼀般管理費引き上げ 利益増につながらず 適正な
調査基準価格の設定を

11⽉9⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 業務成績評定公表を準備 コンサル3団体と宮城県が意⾒交換 事業量確保、技術⼒重視を要望
中国⽀部 ⼟研と建コン協中国⽀部の共催 12新技術を発表 パネル展⽰と講演会

建設⼯業新聞 東北⽀部 宮城県 業務成績評定公表を公表へ 建コン協東北らと意⾒交換
中国⽀部 最新の研究成果報告 ⼟研と建コン協中国が広島でショーケース

建設産業新聞 東北⽀部 地元育成への受発注⽅式へ 3団体合同で宮城県と意⾒交換 建コン協東北、宮測協、東北地質
11⽉10⽇ 建設通信新聞 関東⽀部 働きやすい職場へチームワーク必要 建コン協関東⽀部 技術者フォーラム
11⽉11⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 建コン協北陸、新潟市と意⾒交換 最低制限引上げ要望、発注平準化も期待

建設⼯業新聞 北陸⽀部
建コン協北陸との意⾒交換で新潟市 最低制限価格算出は現⽅式踏襲 16年度の点検業務1180
橋、トンネル5本

11⽉13⽇ 建設通信新聞 中国⽀部 ＣＩＭの意⾒交換提案 整備局に建コン協中国 ３Ｄ化に対応
中国⽀部 確保育成へ環境整備 建コン協中国⽀部と整備局の意⾒交換会

建設⼯業新聞 中国⽀部 ＣＩＭで情報交換の場設置へ 建コン協中国⽀部と整備局意⾒交換会 定期的な勉強会も
11⽉16⽇ 建設⼯業新聞 東北⽀部 独禁法順守を徹底 建コン協ら６団体が研修会

建設産業新聞 中国⽀部 調査基準価格引き上げを CIM議論の場も提案 中国整備局と意⾒交換会開く
11⽉17⽇ 建設⼯業新聞 北陸⽀部 15編の研究を発表 北陸雪氷技術研がシンポ（北陸⽀部が研究会の構成員）

建設産業新聞 東北⽀部 ⽕⼭防災で講演会 建コン協東北

11⽉18⽇ 建設通信新聞 本部
⼀般社団法⼈建設コンサルタンツ協会 ⻑⾕川伸⼀（パシフィックコンサルタンツ
株式会社会⻑） 国⼟創造の総合エンターティナ－を⾃負

建設産業新聞 関東⽀部 まちづくりに⾃然活⽤ 東急電鉄らが事例を紹介 建コン協関東⽀部
11⽉19⽇ 建設産業新聞 東北⽀部 独占禁⽌法研修会に250⼈が参加 建設業務関係6団体
11⽉20⽇ 建設通信新聞 本部 事業量安定と技術者単価は良い⽅向 ⻑⾕川建コン協会⻑

本部 契約のあり⽅探る 27⽇に講習会（建コン協本部）

建設⼯業新聞 東北⽀部
建コン協東北・東北整備局 河川講習会開く 液状化メカニズム解説 パシフィック
コンサルタンツの担当者が取り組みを紹介

本部 新潟市でＣＩＭ動向講習会 建コン協本部
北陸⽀部 新潟市で政治経済講習会 新潟県測量設計協会（建コン協北陸⽀部等が後援）
中部⽀部 村井俊治東⼤名誉教授が基調講演 建コンフェア中部

建設産業新聞 本部 11⽉27⽇ 契約のあり⽅講習会開催 建設コンサルタンツ協会 専⾨委活動報告や講演など
11⽉24⽇ 建設通信新聞 中部⽀部 コンサルの役割ＰＲ 建コン協中部が名古屋でフェア
11⽉25⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 CIM動向理解 講習会 建コン協九州

九州⽀部 最優秀賞は北松農⾼ 幅広い世代、地域から41点 建コン協九州 夢アイデア
東北⽀部 早期に設計変更指針を 採算確保へロット拡⼤も 建コン協東北と福島県の意⾒交換会

建設⼯業新聞 東北⽀部 CM⽅式を積極的活⽤ 復興需要増加 技術職員不⾜に対応 建コン協東北と意⾒交換
九州⽀部 最優秀賞は⻑崎県⽴北松農⾼ 建コン協九州が夢アイデア交流会

建設産業新聞 東北⽀部 積極的にCM活⽤へ 建コン協東北 福島県⼟⽊部の意⾒交換
11⽉26⽇ 建設産業新聞 九州⽀部 北松農⾼部活に栄冠 まちづくり夢アイデア交流会 建コン協九州⽀部
11⽉27⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 建コン協道⽀部が講演会 地⽅創⽣で⼈⼝減⻭⽌め

東北⽀部 安全度⾼める必要 建コン協東北 整備局河川部 技術向上講習会
東北⽀部 独禁法研修会に200⼈ 建設関連6団体

本部
連携し担い⼿確保確実に 建設コンサルタンツ協会会⻑ ⻑⾕川伸⼀（パシフィック
コンサルタンツ株式会社会⻑）

11⽉30⽇ 建設⼯業新聞 北陸⽀部 新潟市で橋梁技術講習会 建コン協北陸

 2015年11⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2015/11/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 九州支部】「活躍の課題解消目指す 女性技術者交流会が初会合 

委員長に岩根陽子さん 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「契約の課題で講習会 建コン協近畿支部」の記事が掲載されました。 



2015/11/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「（建コン協北陸等の協力の下） 整備局が新潟高校保護者と意見交換 

親の悩みが浮き彫り 子の相談、業務理解が前提」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/11/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「総合評価方式 公募型案件に適用拡大へ 

青森県建コン協東北と意見交換 表彰制度創設も検討」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/11/5 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「“女性” “若手”テーマに 技術者フォーラムを開催 建コン協関東支部 

パシフィックコンサルタンツの飯島玲子ダイバーシティ推進室長が講演」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/5 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「総合評価 ガイドライン見直しへ 建コン協東北 青森県と意見交換会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/6 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「管理技術者懇を継続 現場の声共有 課題解決へ手応え 

建コン協北陸と整備局意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/11/6 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「下請法 Q&A を解説 建コン協関東が講習会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

2015/11/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「大阪市で契約のあり方講習会 建コン協、法的問題など解説」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸、整備局と意見交換 技術者単価・一般管理費引き上げ 

利益増につながらず 適正な調査基準価格の設定を」の記事が掲載されました。 

 

 
 



2015/11/９付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「業務成績評定公表を準備 コンサル 3 団体と宮城県が意見交換 

事業量確保、技術力重視を要望」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/11/９付 建設通信新聞 

【JCCA 中国支部】「土研と建コン協中国支部の共催 12 新技術を発表 パネル展示と講演会」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/11/９付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「宮城県 業務成績評定公表を公表へ 建コン協東北らと意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/９付 建設工業新聞 

【JCCA 中国支部】「最新の研究成果報告 土研と建コン協中国が広島でショーケース」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/９付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「地元育成への受発注方式へ 3 団体合同で宮城県と意見交換 

建コン協東北、宮測協、東北地質」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/11/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「働きやすい職場へチームワーク必要 建コン協関東支部 技術者フォーラム」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/11 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸、新潟市と意見交換 

最低制限引上げ要望、発注平準化も期待」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/11/11 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸との意見交換で新潟市 最低制限価格算出は現方式踏襲 

16 年度の点検業務 1180 橋、トンネル 5 本」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/11/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 中国支部】「ＣＩＭの意見交換提案 整備局に建コン協中国 ３Ｄ化に対応」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 中国支部】「確保育成へ環境整備 建コン協中国支部と整備局の意見交換会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 中国支部】「ＣＩＭで情報交換の場設置へ 建コン協中国支部と整備局意見交換会 

定期的な勉強会も」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「独禁法順守を徹底 建コン協ら６団体が研修会」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 中国支部】「調査基準価格引き上げを CIM 議論の場も提案 

中国整備局と意見交換会開く 挨拶で担い手不足を懸念する小田支部長」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/11/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「15 編の研究を発表 北陸雪氷技術研がシンポ 

（北陸支部が研究会の構成員）」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/17 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「火山防災で講演会 建コン協東北」の記事が掲載されました。 

 



2015/11/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協会長 長谷川伸一 国土創造の総合エンターティナ－を自負」 

の記事が掲載されました。 



2015/11/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「まちづくりに自然活用 東急電鉄らが事例を紹介 建コン協関東支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/19 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「独占禁止法研修会に 250 人が参加 建設業務関係 6 団体」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/11/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「事業量安定と技術者単価は良い方向 長谷川建コン協会長」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/11/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「契約のあり方探る 27 日に講習会（建コン協本部）」の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北・東北整備局 河川講習会開く 液状化メカニズム解説 

パシフィックコンサルタンツの担当者が取り組みを紹介」の記事が掲載されました。 

 
  



2015/11/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「新潟市でＣＩＭ動向講習会 建コン協本部」の記事が掲載されました。 

 
 

2015/11/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「新潟市で政治経済講習会 新潟県測量設計協会 

（建コン協北陸支部等が後援）」の記事が掲載されました。 

 



2015/11/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「村井俊治東大名誉教授が基調講演 建コンフェア中部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

2015/11/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「11 月 27 日 契約のあり方講習会開催 建設コンサルタンツ協会 

専門委活動報告や講演など」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/11/24 付 建設通信新聞 

【JCCA 中部支部】「コンサルの役割ＰＲ 建コン協中部が名古屋でフェア」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

2015/11/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「CIM 動向理解 講習会 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「最優秀賞は北松農高 幅広い世代、地域から 41 点 建コン協九州 

夢アイデア」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「早期に設計変更指針を 採算確保へロット拡大も 

建コン協東北と福島県の意見交換会」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/11/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「CM 方式を積極的活用 復興需要増加 技術職員不足に対応 

建コン協東北と意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「最優秀賞は長崎県立北松農高 建コン協九州が夢アイデア交流会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/25 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「積極的に CM 活用へ 建コン協東北 福島県土木部の意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/11/26 付 建設産業新聞 

【JCCA 九州支部】「北松農高部活に栄冠 まちづくり夢アイデア交流会 建コン協九州支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/11/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「建コン協道支部が講演会 地方創生で人口減歯止め」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/11/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「安全度高める必要 建コン協東北 整備局河川部 技術向上講習会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/11/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「独禁法研修会に 200 人 建設関連 6 団体」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2015/11/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「連携し担い手確保確実に 建コン協会会長 長谷川伸一」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/11/30 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「新潟市で橋梁技術講習会 建コン協北」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 


