
⽇付 新聞 区分 記事の内容
6⽉1⽇ 建設⼯業新聞 本部 5⽇間の講義・実習に35⼈ 道路橋メンテ講習会 建設研修

センターら
建設産業新聞 本部 13⽇から申込書販売 16年度の”RCCM”試験 建コン協

橋梁新聞 本部 建コン協 総会を開催 ⻑⾕川会⻑”品質の確保向上を”
6⽉8⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部 道路技術で勉強会 建コン協近畿⽀部と⽇本道路協会共催

6⽉10⽇ 建設⼯業新聞 九州⽀部 応急復旧・対応 50社19団体に感謝状 九州整備局
建設通信新聞 九州⽀部 69社・団体を表彰 地震対応に感謝状贈呈

6⽉13⽇ 建設産業新聞 本部・九州⽀部 阿蘇⼤橋落橋現場など視察 調査報告書作成へ 建コン協本
部・九州⽀部

建設産業新聞 本部 熊本県に1400万円 早期復興願い義援⾦ 建コン協
6⽉14⽇ 建設通信新聞 本部 被災状況を調査 県に義援⾦寄付 建コン協

北陸⽀部 趣向凝らした展⽰に注⽬ ふるまち防災フェスタに参加 建
コン協北陸

建設⼯業新聞 本部 建コン協が義援⾦ 被災地現地調査も
6⽉16⽇ 建設通信新聞 本部 担い⼿確保など3テーマ 建コン協適正⼯期で早期発注 30

⽇中部⽪切りに意⾒交換会
建設⼯業新聞 本部 建コン協 30⽇から意⾒交換会 全国９地区で、⽣産性向

上柱に発注者と議論
建設産業新聞 本部・九州⽀部 熊本地震 活断層型の脅威 九州初の震度7が連続 （建コン

協の活動を紹介）
本部 受発注者協働 ⽣産性向上の取組強化など 建設コンサルタ

ンツ協会 30⽇から地⽅ブロック意⾒交換会
建通新聞 本部 建コン協 ⼊契制度 柔軟な運⽤を要望 適正な⼯期・納期

設定へ
6⽉21⽇ 建通新聞 本部 技術⼒重視の選定・発注要望 建コン登録 ⼊札で必須に

6⽉23⽇ 建設通信新聞 本部 来⽉10⽇参院選⾜⽴⽒が出陣式 建設関係業界1200⼈が
参加

建設⼯業新聞 九州⽀部 現状やリスク解説 建コン協が情報セキュリティー講習 本
部・九州⽀部

6⽉27⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協 社会資本体験レポートコンテスト・９⽉末まで
募集 学⽣論⽂を募集・必要な⼟⽊施設は ・安全に暮ら
せるまちづくりとは

6⽉28⽇ 建設通信新聞 本部 若⼿⼀丸で業界活性化 建コン協・⼟⽊学会 将来語る交流
会

建設⼯業新聞 本部 建コン協・⼟⽊学会 若⼿技術者交流会 抱えている問題は
共通

建設産業新聞 本部 建コン協・⼟⽊学会 若⼿技術者が初の交流会 ⼟⽊の将来
テーマに意⾒交換 ⼀丸で⼟⽊業界活性化へ

建通新聞 本部 若⼿技術者が初の交流会 建コン協・⼟⽊学会 将来のビ
ジョンを報告

6⽉29⽇ 建設通信新聞 本部 北陸地整が全国初 WLB事業を試⾏ 有休取得にも配慮 建
コン協意⾒交換に弾み

 2016年6 の建設コンサルタンツ協会関連記事



2016/6/1 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「5 日間の講義・実習に 35 人 道路橋メンテ講習会 建設研修センターら」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

2016/6/1 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「13 日から申込書販売 16 年度の”RCCM”試験 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/1 付 橋梁新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 総会を開催 長谷川会長”品質の確保向上を”」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/6/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「道路技術で勉強会 建コン協近畿支部と日本道路協会共催」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/10 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「応急復旧・対応 50 社 19 団体に感謝状 九州整備局」 

の記事が掲載されました。 

 
2016/6/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「69 社・団体を表彰 地震対応に感謝状贈呈」 

の記事が掲載されました。 

 
 



2016/6/13 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「阿蘇大橋落橋現場など視察 調査報告書作成へ」 

の記事が掲載されました。 

 

 
  



2016/6/13 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「熊本県に 1400 万円 早期復興願い義援金 建コン協」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

  



 

2016/6/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「被災状況を調査 県に義援金寄付 建コン協」の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「趣向凝らした展示に注目 ふるまち防災フェスタに参加 建コン協北陸」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協が義援金 被災地現地調査も」の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「担い手確保など 3 テーマ 建コン協適正工期で早期発注 

30 日中部皮切りに意見交換会」の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 30 日から意見交換会 全国９地区で、生産性向上柱に発注者と議論」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「熊本地震 活断層型の脅威 九州初の震度 7 が連続 

（建コン協の活動を紹介）」の記事の記事が掲載されました。 

 
  



2016/6/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「受発注者協働 生産性向上の取組強化など 建設コンサルタンツ協会 

30 日から地方ブロック意見交換会」の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/16 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 入契制度 柔軟な運用を要望 適正な工期・納期設定へ」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/6/21 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「技術力重視の選定・発注要望 建コン登録 入札で必須に」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

2016/6/23 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「来月 10 日参院選足立氏が出陣式 建設関係業界 1200 人が参加」 

の記事の記事が掲載されました。 

 
 



 

2016/6/23 付 建通新聞 

【JCCA 九州支部】「現状やリスク解説 建コン協が情報セキュリティー講習 本部・九州支部」 

の記事の記事が掲載されました。 

 
 

 

2016/6/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 社会資本体験レポートコンテスト・９月末まで募集 

学生論文を募集・必要な土木施設は？・安全に暮らせるまちづくりとは？」 

の記事の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2016/6/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「若手一丸で業界活性化 建コン協・土木学会 将来語る交流会」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/6/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協・土木学会 若手技術者交流会 抱えている問題は共通」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/28 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協・土木学会 若手技術者が初の交流会 

土木の将来テーマに意見交換 一丸で土木業界活性化へ」の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

  



2016/6/28 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「若手技術者が初の交流会 建コン協・土木学会 将来のビジョンを報告」 

の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/6/28 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「北陸地整が全国初 WLB 事業を試行 有休取得にも配慮 建コン協意見交換に弾

み」の記事の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

 


