
⽇付 新聞 区分 記事の内容
4⽉1⽇ 建設通信新聞 本部 コンクリートの⽣産性向上 要素技術ごとに検討組織 国交省 全体最適化へ企画標準化

建設産業新聞 本部 新たに⾼流動やプレキャスト コンクリ⽣産性検討へ4組織 国交省第2回会合
4⽉8⽇ 建設通信新聞 関東⽀部 希望と⾃信もって 建コン協関東が新⼊社員研修会

建設⼯業新聞 関東⽀部 会員企業から300⼈ 建コン協関東新⼊社員研修会
建設産業新聞 関東⽀部 新⼈社員研修会を開催 ビジネスマナーから関係業務まで 建コン協関東⽀部

4⽉12⽇ 建設産業新聞 東北⽀部 15年度⼯事事故件数 前年度1.8倍の133件 事故防⽌重点対策を策定 東北整備局
4⽉14⽇ 建設通信新聞 本部 15年度学⽣論⽂佳作4編を選定 建コン協

本部
建コン協3チーム 狭⼭丘陵を駆抜ける 多摩湖駅伝⼤会に参戦 ”近いうちに表彰台に上がり
たい” 建コン協事務局・甲⽥恵介⽒

4⽉15⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 建コン協北陸 PR動画にアイドル 建設産業団体初の試み
北陸⽀部 建コン協北陸 PR動画第２弾21⽇配信 分かりやすい内容に刷新

4⽉18⽇ 建設通信新聞
本部

九州⽀部
建コン協 九州⽀部に災害対策九州現地本部を⽴ち上げ 道路緊急点検を実施 建コン協九州
⽀部関連

中国⽀部 定時総会 i－Con実現主導 建コン中国⽀部関連

建設⼯業新聞
本部

九州⽀部
建コン協 九州⽀部に現地本部を設置 道路の緊急点検などを実施 建コン協九州⽀部関連

北海道⽀部 北海道開発局 低⼊札 発⽣率が漸減 建コン協北海道⽀部関連
中国⽀部 定時総会 新３Ｋへの転換期 建コン協中国⽀部関連

建設産業新聞
本部

九州⽀部
「熊本地震」対応に総⼒ ⾏政、業界、企業が奔⾛ 時系列で変わる課題対応教訓に 各団体
で体制整備

4⽉19⽇ 建設⼯業新聞 九州⽀部 熊本地震 テックフォース増員し対応（建コン協九州に技術者の派遣を要請）
4⽉20⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 変化の影響緩和を 建コン協道⽀部が総会 研修・講習会実施

北陸⽀部 建コン協北陸 PR動画の第⼆弾制作佳境 Kaedeさんがアテレコ
建設産業新聞 関東⽀部 総会 村⽥⽀部⻑を再任 建設コンサルタンツ協会関東⽀部

中国⽀部 i-Con、新3Kに注⼒ 建コン協中国⽀部が総会開く
建設⼯業新聞

（北陸⼯業新聞社）
北陸⽀部

担い⼿確保へPR動画制作 建コン協北陸 Kaedeさん（ねぎっこ）がナレーション 記念撮
影するKaedeさんと寺本⽀部⻑

4⽉21⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 総会 地震対応で体制確⽴ 建コン協九州⽀部
北陸⽀部 PR動画にご当地アイドル 建コン協北陸⽀部が新広報戦略 キャラクターが⼟⽊構造物紹介

建設⼯業新聞 関東⽀部 村⽥⽀部⻑を再任 建コン協関東⽀部
九州⽀部 各団体の総会 若⼿・⼥性の活⽤を推進 建コン協九州

4⽉22⽇ 建設通信新聞
本部

九州⽀部
九州⽀部と緊密連携 建コン協 要因、被害共同調査

本部 最優秀賞に⼤⾕⽒ 第7回建コンフォト⼤賞
本部 5年間の役割広く紹介 建コン協発⾏ ”震災復興への道のり－建設コンサルタントの使命”

関東⽀部 村⽥⽀部⻑を再任 建コン協関東⽀部
建設⼯業新聞 九州⽀部 橋梁100ヵ所点検で幹部派遣 建コン協九州⽀部 熊本県の協⼒要請受け
建設産業新聞 本部 東⽇本⼤震災 震災復興誌を発⾏ 果たしてきた役割レビュー 建コン協

本部
九州⽀部

九州⽀部と連携密に ⻑⾕川会⻑

建通新聞 本部 建コン協 最優秀”仮想の川” 建コンフォトJr.
本部

九州⽀部
建コン協・⻑⾕川会⻑ 現地との連絡密に

本部 建コン協 義援⾦は”5⽉半ばまでに”
4⽉25⽇ 建設⼯業新聞 本部 建コンフォト⼤賞 最優秀賞に⼤⾕繁⼀さん

北陸⽀部 （総会） 技術⼒向上へ講習会やセミナー 建コン協北陸⽀部
四国⽀部 （総会） 安全・安⼼な社会づくり貢献 建コン協四国⽀部

4⽉26⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 変化に適切対応 協会PRなど積極展開 建コン協北陸が総会
四国⽀部 総会 次世代の担い⼿確保 建コン協四国⽀部

建通新聞 本部 建コン協 ”道路メンテナンス技術講習会” 全国9都市で開催
4⽉27⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 担い⼿環境を整備 創⽣へ産学官で議論 建コン協東北が総会

本部 第57回オール建設⼈ゴルフ⼤会（建コン協）
建設⼯業新聞 東北⽀部 復興加速化を⽀援 建コン協東北が総会
建設産業新聞 東北⽀部 積極的に発注者⽀援業務を 建コン協東北⽀部総会

4⽉28⽇ 建設⼯業新聞 本部 担い⼿確保・⽣産性向上を ⾃⺠政策審で⽇建連ら表明 補正予算編成、平準化も必要

北陸⽀部
10⽉に北陸橋梁保全会議 発表報告⽂、出展企業・団体を募集（建コン北陸が会議メン
バー）

中部⽀部 （総会）担い⼿確保へ広報積極的展開 建コン協中部

 2016年4⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2016/4/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「コンクリートの生産性向上 要素技術ごとに検討組織 

国交省 全体最適化へ企画標準化」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「新たに高流動やプレキャスト コンクリ生産性検討へ 4 組織 国交省第 2 回会合」

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/4/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「希望と自信もって 建コン協関東が新入社員研修会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/4/8 付 建設工業通信新聞 

【JCCA 関東支部】「会員企業から 300 人 建コン協関東新入社員研修会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/8 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「新人社員研修会を開催 ビジネスマナーから関係業務まで 

建コン協関東支部」の記事が掲載されました。 

 



2016/4/12 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「15 年度工事事故件数 前年度 1.8 倍の 133 件 

事故防止重点対策を策定 東北整備局」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「15 年度学生論文佳作 4 編を選定 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

  



2016/4/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 3 チーム 狭山丘陵を駆抜ける 多摩湖駅伝大会に参戦 

”近いうちに表彰台に上がりたい” 建コン協事務局・甲田恵介氏」の記事が掲載されました。 

 



2016/4/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 PR 動画にアイドル 建設産業団体初の試み」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/4/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 PR 動画第２弾 21 日配信 分かりやすい内容に刷新」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協 九州支部に災害対策九州現地本部を立ち上げ 

道路緊急点検を実施 建コン協九州支部関連」の記事が掲載されました。 

 

2016/4/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 中国】「定時総会 i-Con 実現主導 建コン中国支部関連」の記事が掲載されました。 

 
2016/4/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 北海道支部】「北海道開発局 低入札 発生率が漸減 建コン協北海道支部関連」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/4/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協 九州支部に現地本部を設置 道路の緊急点検などを実施 

建コン協九州支部関連」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

  



2016/4/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 中国支部】「定時総会 新３Ｋへの転換期 建コン協中国支部関連」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「“熊本地震”対応に総力 行政、業界、企業が奔走 

時系列で変わる課題対応教訓に 各団体で体制整備」の記事が掲載されました。 

 
 



2016/4/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「熊本地震 テックフォース増員し対応 

（建コン協九州に技術者の派遣を要請）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「変化の影響緩和を 建コン協道支部が総会 研修・講習会実施」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/4/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 PR 動画の第二弾制作佳境 Kaede さんがアテレコ」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/20 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「総会 村田支部長を再任 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。 

 

2016/4/20 付 建設産業新聞 

【JCCA 中国支部】「i-Con、新 3K に注力 建コン協中国支部が総会開く」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/4/21 付 建設工業新聞（北陸工業新聞社） 

【JCCA 九州支部】「担い手確保へ PR 動画制作 建コン協北陸 

Kaede さん（ねぎっこ）がナレーション 記念撮影する Kaede さんと寺本支部長」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/4/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「総会 地震対応で体制確立 建コン協九州支部」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「PR 動画にご当地アイドル 建コン協北陸支部が新広報戦略 

キャラクターが土木構造物紹介」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/21 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「村田支部長を再任 建コン協関東支部」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/21 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「各団体の総会 若手・女性の活用を推進 建コン協九州」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/4/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「九州支部と緊密連携 建コン協 要因、被害共同調査」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/4/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「最優秀賞に大谷氏 第 7 回建コンフォト大賞」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「5 年間の役割広く紹介 建コン協発行 

”震災復興への道のり－建設コンサルタントの使命”」の記事が掲載されました。 



2016/4/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「村田支部長を再任 建コン協関東支部」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/22 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「橋梁 100 ヵ所点検で幹部派遣 建コン協九州支部 熊本県の協力要請受け」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/4/22 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「東日本大震災 震災復興誌を発行 果たしてきた役割レビュー 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/4/22 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「九州支部と連携密に 長谷川会長」の記事が掲載されました。 



2016/4/22 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 最優秀”仮想の川” 建コンフォト Jr.の記事が掲載されました。 

 
 

  



2016/4/22 付 建通新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協・長谷川会長 現地との連絡密に」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/22 付 建通新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協 義援金は”5 月半ばまでに”」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/4/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コンフォト大賞 最優秀賞に大谷繁一さん」の記事が掲載されました。 

 
2016/4/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「（総会） 技術力向上へ講習会やセミナー 建コン協北陸支部」 

の記事が掲載されました。 

 

2016/4/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 四国支部】「（総会） 安全・安心な社会づくり貢献 建コン協四国支部」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/4/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「変化に適切対応 協会 PR など積極展開 建コン協北陸が総会」 

の記事が掲載されました。 

  



2016/4/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 四国支部】「総会 次世代の担い手確保 建コン協四国支部」 

の記事が掲載されました。 

2016/4/26 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 ”道路メンテナンス技術講習会” 全国 9 都市で開催」 

の記事が掲載されました。 

 
 



2016/4/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「担い手環境を整備 創生へ産学官で議論 建コン協東北が総会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/4/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「第 57 回オール建設人ゴルフ大会（建コン協）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

  



2016/4/27 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「復興加速化を支援 建コン協東北が総会」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/27 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「積極的に発注者支援業務を 建コン協東北支部総会」 

の記事が掲載されました。 

 



2016/4/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「担い手確保・生産性向上を 自民政策審で日建連ら表明 

補正予算編成、平準化も必要」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/4/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「（総会）担い手確保へ広報積極的展開 建コン協中部」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/4/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「10 月に北陸橋梁保全会議 発表報告文、出展企業・団体を募集 

（建コン北陸が会議メンバー）」の記事が掲載されました。 

 

 

 


