
⽇付 新聞 区分 記事の内容
12⽉1⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 道の駅テーマに 建コン協九州がセミナー

建設⼯業新聞 近畿⽀部 道の駅の展望など ⽇本道路協会が技術勉強会 建コン協近畿⽀部
12⽉2⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 件数、受注⾼とも増 第1四半期の業務動向 地質調査が堅調 建コン協北陸

12⽉3⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部
地盤対策、舗装など３分野10技術紹介 ⼟研、札幌で10⽇（建コン協北海道⽀部
共催）

九州⽀部 設計変更 協議会設置を議論 若⼿・⼥性活⽤を報告 九州整備局と建コン協九州

建設⼯業新聞 九州⽀部
九州整備局 業務版設計変更協議会を提案 建コン協九州と円滑化調整会議 情報共
有化の仕組み作りも

12⽉4⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 中⾼⽣に出張ＰＲ 新潟県、建協、建コン協が連携
12⽉8⽇ 建設通信新聞 中部⽀部 18⽇に静岡市で新技術ショーケース ⼟研と建コン協中部

12⽉10⽇ 建設産業新聞 本部
国⼟・都市づくり ⾃ら創造し提案 ⼀般社団法⼈ 建設コンサルタンツ協会 ⻑⾕川
伸⼀ 会⻑に聞く

12⽉11⽇ 建設⼯業新聞 本部 技術者倫理テーマに講演 建コン協が⼈材啓発セミナー
12⽉14⽇ 建設産業新聞 本部 50⼈近くの学⽣が参加 埼⽟⼤学で職業説明会

建設通信新聞 本部 技術者倫理を考える 建コン協がセミナー

東北⽀部
今週の主な記事(14⽇）建設コンサルタンツ協会東北⽀部、岩⼿県・2015年意⾒
交換会（盛岡市、エスポワールいわて）

建設⼯業新聞 近畿⽀部
近畿整備局 建コン協近畿意⾒交換会 品質向上 業務スケジュール表拡⼤へ 地元企
業活⽤ 業務能⼒評価型・チャレンジ型拡⼤も

関東⽀部 業界の将来の姿を議論 建コン協若⼿組織合同交流会

近畿⽀部 建コン協近畿⽀部研修会 若⼿20⼈、最先端の現場⾒る 新名神 川⻄IC 神⼾JCT

建設産業新聞 本部
業界活性化へ連携強化 若⼿3会が合同交流会 30年後の業界 あるべき姿などで意
⾒交換 建設コンサルタンツ協会

近畿⽀部 近畿整備局、建コン協近畿が意⾒交換会 地域コンサルの活⽤要望
12⽉15⽇ 建設通信新聞 関東⽀部 明るい話題発信 建コン協・若⼿技術者の会

北陸⽀部
国⼟⾏政を解説 2⽉に社会資本セミナー 地域づくり協（建コン協北陸 共催予
定）

12⽉16⽇ 建設通信新聞 本部 18⽇、官⺠参加 ＣＩＭ維持管理検が発⾜ 年度末までに活⽤案

東北⽀部 建コン協東北と岩⼿県 ＣＭに地元積極活⽤を 共同設計⽅式で技術移転促進

建設⼯業新聞 東北⽀部 岩⼿県、建コン協と意⾒交換 総合評価、技術提案不要⽅式試⾏へ

建設産業新聞 東北⽀部 引き続きCM⽅式活⽤ 総合評価の試⾏拡⼤へ 建コン協東北 岩⼿県と意⾒交換会

12⽉17⽇ 建設通信新聞 九州⽀部
建コン協九州が⼥性技術者交流会 男性の産・育休取得低調 ⽀援制度の活⽤状況を
報告

建設⼯業新聞 近畿⽀部
⼩学⽣対象に天ケ瀬ダムで⾒学会 明⽇の夢⼟⽊と⽇建連関⻄、建コン協近畿 ⼟⽊
の魅⼒と規模の⼤きさを実感

東北⽀部 建コン協⼥性技術者交流会 6⽉めどに提⾔書 他機関との連携模索

12⽉18⽇ 建設通信新聞 東北⽀部
遠藤建コン協東北⽀部⻑が意⾒交換を総括 担い⼿確保へ意識変化 技術競争環境整
備に期待

建設⼯業新聞 東北⽀部 建コン協東北 表彰や災害協定で成果 ６県との本年度意⾒交換終了

建設産業新聞 東北⽀部
担い⼿確保へ安定予算不可⽋ 建コン協東北 6県との意⾒交換会を総括 遠藤⽀部
⻑”今までの積み重ねが結果に”

九州⽀部
働きやすい職場環境を再確認 ⼥性技術者交流会開く 託児所の設置望む声も 建コ
ン協九州

12⽉25⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 変更契約18例を掲載 ⼟⽊設計変更指針 全国初の事例集作成 整備局
県と新潟建協、建コン協が連携 五泉北中で若⼿がＰＲ 建設業の魅⼒、誇り伝える
北陸⽀部

建設⼯業新聞 北陸⽀部 ⼟⽊設計業務変更ガイドライン 北陸整備局が事例集 整備局で初、HPに掲載
建設⼯業新聞

（北陸⼯業新聞社）
北陸⽀部 誇り伝え、⼥性活躍もPR 県・新建協・建コン協が出張講座 中学校で初開催

新潟⽇報 北陸⽀部 ⼟⽊のやりがいPR 五泉北中 建設業者らが出張授業

 2015年12⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2015/12/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「道の駅テーマに 建コン協九州がセミナー」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

2015/12/1 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「道の駅の展望など 日本道路協会が技術勉強会 建コン協近畿支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/12/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「件数、受注高とも増 第 1 四半期の業務動向 地質調査が堅調 

建コン協北陸」の記事が掲載されました。 

 
 

  



2015/12/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「地盤対策、舗装など３分野 10 技術紹介 土研、札幌で 10 日 

（建コン協北海道支部共催）」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/12/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「設計変更 協議会設置を議論 若手・女性活用を報告 

九州整備局と建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/12/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「九州整備局 業務版設計変更協議会を提案 

建コン協九州と円滑化調整会議 情報共有化の仕組み作りも」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/12/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「中高生に出張ＰＲ 新潟県、建協、建コン協が連携」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/12/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 中部支部】「18 日に静岡市で新技術ショーケース 土研と建コン協中部」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2015/12/10 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「国土・都市づくり 自ら創造し提案 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

長谷川伸一 会長に聞く」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/12/11 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「技術者倫理テーマに講演 建コン協が人材啓発セミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/12/11 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「50 人近くの学生が参加 埼玉大学で職業説明会」の記事が掲載されました。 

 



2015/12/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「技術者倫理を考える 建コン協がセミナー」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

2015/12/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「今週の主な記事(14 日）建設コンサルタンツ協会東北支部、岩手県 

2015 年意見交換会（盛岡市、エスポワールいわて）」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/12/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「近畿整備局 建コン協近畿意見交換会 品質向上 

業務スケジュール表拡大へ 地元企業活用 業務能力評価型・チャレンジ型拡大も」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/12/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「業界の将来の姿を議論 建コン協若手組織合同交流会」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/12/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿支部研修会 若手 20 人、最先端の現場見る 

新名神 川西 IC～神戸 JCT」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2015/12/14 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「業界活性化へ連携強化 若手 3 会が合同交流会 30 年後の業界 

あるべき姿などで意見交換 建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/12/14 付 建設産業新聞 

【JCCA 近畿支部】「近畿整備局、建コン協近畿が意見交換会 地域コンサルの活用要望」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2015/12/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「明るい話題発信 建コン協・若手技術者の会」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/12/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「国交行政を解説 2 月に社会資本セミナー 

地域づくり協（建コン協北陸：共催予定）」の記事が掲載されました。 

 

 



2015/12/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北と岩手県 ＣＭに地元積極活用を 

共同設計方式で技術移転促進」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/12/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「18 日、官民参加 ＣＩＭ維持管理検が発足 年度末までに活用案」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/12/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「岩手県、建コン協と意見交換 総合評価、技術提案不要方式試行へ」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/12/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「引き続き CM 方式活用 総合評価の試行拡大へ 

建コン協東北 岩手県と意見交換会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/12/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州が女性技術者交流会 男性の産・育休取得低調 

支援制度の活用状況を報告」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/12/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「小学生対象に天ケ瀬ダムで見学会 

明日の夢土木と日建連関西、建コン協近畿 土木の魅力と規模の大きさを実感」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/12/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協女性技術者交流会 6 月めどに提言書 他機関との連携模索」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/12/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協女性技術者交流会 6 月めどに提言書 他機関との連携模索」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/12/18 付 建設通工業聞 

【JCCA 東北支部】「遠藤建コン協東北支部長が意見交換を総括 担い手確保へ意識変化 

技術競争環境整備に期待」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2015/12/18 付 建設産業業聞 

【JCCA 東北支部】「担い手確保へ安定予算不可欠 建コン協東北 6 県との意見交換会を総括 

遠藤支部長”今までの積み重ねが結果に”」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/12/18 付 建設産業業聞 

【JCCA 九州支部】「働きやすい職場環境を再確認 女性技術者交流会開く 

託児所の設置望む声も 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2015/12/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「変更契約 18 例を掲載 土木設計変更指針 全国初の事例集作成 整備局」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2015/12/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「県と新潟建協、建コン協が連携 五泉北中で若手がＰＲ 

建設業の魅力、誇り伝える 北陸支部」の記事が掲載されました。 

 
 

2015/12/25 付 建設工業信新聞 

【JCCA 北陸支部】「土木設計業務変更ガイドライン 北陸整備局が事例集 

整備局で初、HP に掲載」の記事が掲載されました。 

 

  



2015/12/25 付 建設工業信新聞（北陸工業新聞社） 

【JCCA 北陸支部】「誇り伝え、女性活躍も PR 県・新建協・建コン協が出張講座 

中学校で初開催」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2015/12/25 付 新潟日報 

【JCCA 北陸支部】「土木のやりがい PR 五泉北中 建設業者らが出張授業」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 


