
⽇付 新聞 区分 記事の内容

1⽉1⽇ 建設産業新聞 本部
希望と誇りのある職業に ⼀般社団法⼈ 建設コンサルタンツ協会 会⻑ ⻑
⾕川 伸⼀

1⽉4⽇ 建設通信新聞 本部 希望と誇りのある職業に 建設コンサルタンツ協会会⻑ ⻑⾕川 伸⼀

建設産業新聞 本部
希望と誇りのある職業に ⼀般社団法⼈ 建設コンサルタンツ協会 会⻑ ⻑
⾕川 伸⼀

1⽉5⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 件数、受注⾼とも減 第2四半期受注動向 建コン協北陸
近畿⽀部 技術者活躍の魅⼒ある舞台を 建設コンサルタンツ協会近畿⽀部⻑ 兼塚卓

建設⼯業新聞 東北⽀部 課題解決へ積極的に提案建設コンサルタンツ協会東北⽀部⻑ 遠藤敏雄
中国⽀部 新たなパートナーシップ構築へ 建設関係12団体が官⺠合同新年互礼会

1⽉6⽇ 建設⼯業新聞 北陸⽀部 年頭所感 北陸の持続的発展へ 建設コンサルタンツ協会北陸⽀部⻑ 寺本
1⽉8⽇ 建設産業新聞 東北⽀部 脆弱な国⼟を守る ⼀般社団法⼈ 建設コンサルタンツ協会 東北⽀部⻑ 遠
1⽉12⽇ 建設通信新聞 本部 （賀詞交歓）社会への影響⼒は⼤ 建コン協

九州⽀部 （賀詞交歓）今後も協⼒を確認 コンサル5団体
建設⼯業新聞 本部 （賀詞交歓会）役割周知し輝かしい1年を 建コン協

九州⽀部 （賀詞交歓会）倫理を守り技術で貢献 建コン協九州ら5団体
建設産業新聞 本部 （賀詞交歓会）納期平準化に優先取組 建設コンサルタンツ協会

建通新聞 本部 （賀詞交歓会）建設コンサルタンツ協会
1⽉13⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 （賀詞交歓）⼈材確保へ魅⼒発信 建コン協近畿

建設⼯業新聞 近畿⽀部 （賀詞交歓会）⾃律した建設コンサルに 建コン協近畿⽀部が⼤阪で
建設産業新聞 関東⽀部 課題解決に向けて尽⼒ 建設コンサルタンツ協会関東⽀部

1⽉14⽇ 建設⼯業新聞 関東⽀部 （賀詞交歓会）役割を周知し輝かしい1年に 建コン協関東⽀部
中部⽀部 学⽣への認知度向上を 建コン協中部賀詞交歓会

1⽉15⽇ 建設産業新聞 中部⽀部 コンサル中部が賀詞交換会
建設⼯業新聞 本部 法政⼤学で出前講座 イメージアップ促進協と⽇建協

東北⽀部 建設関連業 今こそ⼗分な予算確保を 新たな官⺠連携構築の時期に 東北
1⽉18⽇ 建設通信新聞 本部 外濠再⽣へ懇談会発⾜ 地元住⺠と4⼤学連携 知⾒共有し景観保全

建設⼯業新聞 本部 外濠再⽣懇が発⾜ ⽔質浄化や景観改善⽬指す

建設産業新聞 本部
 JAPIC、建コン協、関東地域づくり協会が運営⽀援 外濠再⽣懇が初会合
産官学住連携し提⾔へ

1⽉19⽇ 建設通信新聞 本部 技術者単価引き上げを 適切価格で担い⼿確保 建コン協ら３団体、国交省
建設⼯業新聞 本部 技術者単価引き上げを 建コン協ら３団体 国交政務官に要望
建設産業新聞 本部 宮内政務官に要望書 技術者単価など引き上げ 建設関連業3団体

建通新聞 本部 技術者単価引き上げ 国交省に要望 建設関連業3団体
1⽉20⽇ 建設通信新聞 本部 法政⼤で建設関連業説明会 促進協

関東⽀部 （賀詞交換会） ⻑時間労働を解消 建コン協関東⽀部
関東⽀部 安⽥企画部⻑が講演 建コン協関東⽀部が経営者セミナー

建設⼯業新聞
（北陸⼯業新聞社）

北陸⽀部
住⺠の「ありがとう」が原動⼒ 県・新建協・建コン協出張講座 新津⾼で
開催

1⽉21⽇ 橋梁新聞 本部 （賀詞交換会） 魅⼒ある業界を 建設コンサルタンツ協会（⻑⾕川伸⼀）
近畿⽀部 （賀詞交換会）建コン協近畿 ⼈材確保と⾃⽴性⽬指す
関東⽀部 （賀詞交換会）建コン協関東 発注者側と連携、社会貢献

1⽉22⽇ 建設通信新聞 本部 ⼟研、建コン協東北ら 新技術をアピール 仙台でショーケース開く
1⽉25⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 10技術をプレゼン ⼟研新技術ショーケースin仙台 東北⽀部

北陸⽀部 下越⽪切りに開催 県らのメードイン新潟新技術説明会 北陸⽀部
1⽉28⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 課題、⽅向性を説明 前川副会⻑が講演 建コン協九州

建設⼯業新聞 九州⽀部 1⼈当たりの売り上げ増を 建コン協九州、前川副会⻑招き講演会

 2016年1⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2016/1/1 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「希望と誇りのある職業に 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

会長 長谷川 伸一」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/1/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「希望と誇りのある職業に 建設コンサルタンツ協会会長 長谷川 伸一」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/1/4 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「希望と誇りのある職業に 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

会長 長谷川 伸一」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/1/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「件数、受注高とも減 第 2 四半期受注動向 建コン協北陸」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/1/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「技術者活躍の魅力ある舞台を 建設コンサルタンツ協会近畿支部長 

兼塚卓也」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/1/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「課題解決へ積極的に提案建設コンサルタンツ協会東北支部長 遠藤敏雄」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/1/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 中国支部】「新たなパートナーシップ構築へ 建設関係 12 団体が官民合同新年互礼会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/1/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「年頭所感 北陸の持続的発展へ 

建設コンサルタンツ協会北陸支部長 寺本邦一」の記事が掲載されました。 

 

 

 



2016/1/8 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「脆弱な国土を守る 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 

東北支部長 遠藤敏雄」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/1/12 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「（賀詞交歓）社会への影響力は大 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/1/12 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「（賀詞交歓）今後も協力を確認 コンサル 5 団体」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/1/12 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「（賀詞交歓会）役割周知し輝かしい 1 年を 建コン協」の記事が掲載されました。 

 



 

 

2016/1/12 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「（賀詞交歓会）倫理を守り技術で貢献 建コン協九州ら 5 団体」の記事が掲載

されました。 

 

 

 

 

  



2016/1/12 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「（賀詞交歓会）納期平準化に優先取組 建設コンサルタンツ協会」 

の記事が掲載されました。 



2016/1/12 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「（賀詞交歓会）建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/1/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「（賀詞交歓）人材確保へ魅力発信 建コン協近畿」の記事が掲載されました。 

 
 

2016/1/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「（賀詞交歓会）自律した建設コンサルに 建コン協近畿支部が大阪で」 

の記事が掲載されました。 



2016/1/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「課題解決に向けて尽力 建設コンサルタンツ協会関東支部」 

の記事が掲載されました。 

 

2016/1/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「（賀詞交歓会）役割を周知し輝かしい 1 年に 建コン協関東支部」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/1/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「学生への認知度向上を 建コン協中部賀詞交歓会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/1/15 付 建設産業新聞 

【JCCA 中部支部】「コンサル中部が賀詞交換会」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/1/15 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「法政大学で出前講座 イメージアップ促進協と日建協」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/1/15 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建設関連業 今こそ十分な予算確保を 新たな官民連携構築の時期に 

東北支部」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/1/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「外濠再生へ懇談会発足 地元住民と 4 大学連携 知見共有し景観保全」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/1/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「外濠再生懇が発足 水質浄化や景観改善目指す」の記事が掲載されました。 

 



2016/1/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「JAPIC、建コン協、関東地域づくり協会が運営支援 外濠再生懇が初会合 

産官学住連携し提言へ」の記事が掲載されました。 

 

 



2016/1/19 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「技術者単価引き上げを 適切価格で担い手確保 

建コン協ら３団体、国交省に要望」の記事が掲載されました。 

 
  



2016/1/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「技術者単価引き上げを 建コン協ら３団体 国交政務官に要望」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/1/19 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「宮内政務官に要望書 技術者単価など引き上げ 建設関連業 3 団体」 

の記事が掲載されました。 

 
  



2016/1/19 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「技術者単価引き上げ 国交省に要望 建設関連業 3 団体」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2016/1/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「法政大で建設関連業説明会 促進協」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/1/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「（賀詞交換会） 長時間労働を解消 建コン協関東支部」 

の記事が掲載されました。 



2016/1/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「安田企画部長が講演 建コン協関東支部が経営者セミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/1/20 付 建設工業新聞（北陸工業新聞社） 

【JCCA 北陸支部】「安田企画部長が講演 建コン協関東支部が経営者セミナー」 

の記事が掲載されました。 



2016/1/21 付 橋梁新聞 

【JCCA 本部】「（賀詞交換会） 魅力ある業界を」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

  



2016/1/21 付 橋梁新聞 

【JCCA 近畿支部】「（賀詞交換会）建コン協近畿 人材確保と自立性目指す」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/1/21 付 橋梁新聞 

【JCCA 関東支部】「（賀詞交換会）建コン協関東 発注者側と連携、社会貢献」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/1/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「土研、建コン協東北ら 新技術をアピール 仙台でショーケース開く」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/1/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「10 技術をプレゼン 土研新技術ショーケース in 仙台 東北支部」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2016/1/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「下越皮切りに開催 県らのメードイン新潟新技術説明会 北陸支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/1/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「課題、方向性を説明 前川副会長が講演 建コン協九州」 

の記事が掲載されました。 



2016/1/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「1 人当たりの売り上げ増を 建コン協九州、前川副会長招き講演会」 

の記事が掲載されました。 

  


