
⽇付 新聞 区分 記事の内容
7⽉1⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協 中部から意⾒交換スタート i-Conに期待

建設⼯業新聞 本部 建コン協と公共発注機関 意⾒交換会スタート 担い⼿確保などテーマ
7⽉4⽇ 建設通信新聞 本部 技術⼒評価を要請 発注者と意⾒交換 平準化は年々改善 建コン協

建設⼯業新聞 本部 建コン協、中部整備局意⾒交換 i-Con 連携し推進
7⽉5⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 建コン協北海道⽀部 設計ミス防⽌策解説 品質向上へ若⼿講習会

九州⽀部 建コン協九州 ⼥性交流会が提⾔書 建コンきらきらプロジェクト 働きやすい職場に
建設⼯業新聞 九州⽀部 誰もが働きやすい職場実現へ 雰囲気づくり 知る・学ぶ しくみ・取り組みづくり 建コン協九

州⼥性技術者交流会が提⾔書
7⽉6⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 ⾼校⽣”橋梁模型発表会” 9⽉末まで受付 建コン協東北⽀部他6団体で主催

建設⼯業新聞 九州⽀部 河川堤防テーマに技術セミナー開く 建コン協九州
近畿⽀部 建コン協近畿魅⼒発進委 関⻄⼤で学⽣にPR ワクワクする仕事紹介

本部 5団体に注意喚起⽂書 国交省、ダッカテロ事件受け
7⽉7⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 マネジメント⾒識深める 建コン協道⽀部 セミナーで事例紹介

建設⼯業新聞 中部⽀部 ゲームやディスカッションで交流 愛知県ら運営委イブニングサロン
7⽉8⽇ 建設通信新聞 本部 納期平準化を要望 担い⼿育成・確保に不可⽋ 建コン協、東北整備局らと意⾒交換

北陸⽀部 i-Conの確実な展開が重要に 建コン協がセミナー
建設⼯業新聞 本部 調査・設計段階の品質確保へ 全国に先駆け10のポイント作成 東北整備局が建コン協に提⽰ 担

い⼿確保等で意⾒交換
建設産業新聞 本部 建コン協 東北整備局らと意⾒交換 担い⼿育成、業務品質向上を協議

7⽉11⽇ 建設通信新聞 本部 国⼟交通⼤⾂表彰 222⼈６団体に栄誉
北陸⽀部 設計解析が好調 ⽯川県内受注⾼は⼤幅増 建コン協北陸の15年度受注動向
中国⽀部 建コン協と中国地⽅整備局 i-Conの取組推進 環境整備、品質向上で議論

建設⼯業新聞 本部 16年建設事業関係⼤⾂表彰 222⼈、6団体が受賞 国交省で今⽇式典
建設産業新聞 本部 222⼈６団体に栄誉 16年度国⼟交通⼤⾂表彰

7⽉12⽇ 建設通信新聞 本部 最新のマネジ学ぶ 建コン協のセミナー
建設⼯業新聞 本部 PPP・PFI事例など紹介 建コン協、福岡でマネジセミナー
建設産業新聞 本部 将来の担い⼿確保に向けて 適正な⼯期設定など要望 建コン協 中国整備局らと意⾒交換

7⽉14⽇ 建設⼯業新聞 九州⽀部 建コン協九州 夢アイデア作品募集 9⽉30⽇まで受け付け 12⽉10⽇審査・表彰
7⽉15⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 学⽣向け現場⾒学など積極的に展開 担い⼿協富⼭

建設⼯業新聞 本部 建コン協 適正な⼯期設定など要望 中国整備局と意⾒交換
7⽉19⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協と開発局、道、札幌市が意⾒交換 納期の平準化推進 担い⼿確保へ環境整備

建設⼯業新聞 本部 納期の集中回避を要望 建コン協、開発局らと意⾒交換ワークライフバランス改善へ
近畿⽀部 ⼤阪市で新技術ショーケース ⼟研、建コン協近畿

7⽉20⽇ 建設通信新聞 本部 それぞれに発信 地域に花を 美しい景観⼤賞 意⾒交換会 ⼟⽊とのゆうごう（⻑⾕川伸⼀建コ
ン協会⻑）

建設⼯業新聞 東北⽀部 ”若⼿の会”が発⾜ 建コン協東北 業界活性化へ交流と連携
建設産業新聞 東北⽀部 ”若⼿の会”が発⾜ 魅⼒ある業界の発展へ 建コン協東北

7⽉21⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 若⼿⼀丸で業界活性 建設コンサルタンツ協会東北⽀部 ⼭本佳和⽒に聞く 先進職場⾒学など視
野広げる

7⽉22⽇ 建設通信新聞 本部 熊本地震の現地調査報告書作成 建コン協
本部 品確法確実推進へ⾜⽴⽒に期待 ⻑⾕川建コン協会⻑

関東⽀部 ⻑野県 i-Conに意欲 県内コンサル団体と検討会
本部 第２次補正予算 道路メンテナンス会議 記者座談会

建設⼯業新聞 北陸⽀部 道路、トンネル、橋梁のCIM学ぶ 建コン協講習会
本部 建コン協災害リポート 地盤特性踏まえ検討を 耐震設計の妥当性確認

建設産業新聞 本部 キャッチコピー、シンボルマーク8⽉31⽇まで募集 建設コンサルタンツ協会 魅⼒を社会に広
くアピール

本部 九州⽀部の活動など記録 熊本地震災害レポート 得られた教訓基に提⾔も 建設コンサルタンツ
協会

建通新聞 本部 建コン協 設計時の地震外⼒ 再検証が必要 熊本地震教訓に四つの提⾔ 建コン協⻑⾕川伸⼀会
⻑”耐震設計は有効、設計は妥当”

7⽉25⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 CIM適⽤へ理解深める 建コン協が講習会
九州⽀部 夢アイデア募集 建コン協九州

7⽉26⽇ 建設通信新聞 本部 ⾸都⾼川⼝PAで展⽰会 建コンフォト⼤賞⼊賞作品
7⽉27⽇ 建通新聞 本部 建コン協 2016年フォト⼤賞の作品 9⽉30⽇まで募集
7⽉28⽇ 建設通信新聞 本部・北陸⽀部 9⽉1⽇「防災の⽇」に災害時対応演習 建コン協

北陸⽀部 担い⼿確保・育成のための業団体活動 PR動画を制作 若者へ魅⼒発信 建コン協北陸⽀部

建設産業新聞 本部 9⽉30⽇まで作品募集 建設コンサルタンツ協会 第8回建コンフォト⼤賞
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2016/7/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 中部から意見交換スタート i-Con に期待」の記事が掲載されました。 

 

 
 

2016/7/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協と公共発注機関 意見交換会スタート 担い手確保などテーマ」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/7/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「技術力評価を要請 発注者と意見交換 平準化は年々改善 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/7/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協、中部整備局意見交換 i-Con 連携し推進」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 



2016/7/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「建コン協北海道支部 設計ミス防止策解説 品質向上へ若手講習会」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/7/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 女性交流会が提言書 建コンきらきらプロジェクト 

働きやすい職場に」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/7/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「誰もが働きやすい職場実現へ 雰囲気づくり 

知る・学ぶ しくみ・取り組みづくり 建コン協九州女性技術者交流会が提言書」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/7/6 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「高校生”橋梁模型発表会” 9 月末まで受付 

建コン協東北支部他 6 団体で主催」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

2016/7/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「河川堤防テーマに技術セミナー開く 建コン協九州」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/7/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿魅力発進委 関西大で学生に PR ワクワクする仕事紹介」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/7/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「5 団体に注意喚起文書 国交省、ダッカテロ事件受け」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/7/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「マネジメント見識深める 建コン協道支部 セミナーで事例紹介」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2016/7/7 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「ゲームやディスカッションで交流 愛知県ら運営委イブニングサロン」 

の記事が掲載されました。 

 
 



2016/7/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「納期平準化を要望 担い手育成・確保に不可欠 

建コン協、東北整備局らと意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 
  



2016/7/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「i-Con の確実な展開が重要に 建コン協がセミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/7/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「調査・設計段階の品質確保へ 全国に先駆け 10 のポイント作成 

東北整備局が建コン協に提示 担い手確保等で意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/7/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 東北整備局らと意見交換 担い手育成、業務品質向上を協議」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/7/11 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「国土交通大臣表彰 222 人、６団体に栄誉」の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2016/7/11 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「設計解析が好調 石川県内受注高は大幅増 

建コン協北陸の 15 年度受注動向」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/7/11 付 建設通信新聞 

【JCCA 中国支部】「建コン協と中国地方整備局 i-Con の取組推進 

環境整備、品質向上で議論」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/7/11 付 建設工業新聞 

【JCCA 中国支部】「16 年建設事業関係大臣表彰 222 人、6 団体が受賞 

国交省で今日式典」の記事が掲載されました。 

 
 

 

2016/7/11 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「222 人６団体に栄誉 16 年度国土交通大臣表彰」の記事が掲載されました。 

 
 

  



2016/7/12 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「最新のマネジ学ぶ 建コン協のセミナー」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

2016/7/12 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「PPP・PFI 事例など紹介 建コン協、福岡でマネジセミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/7/12 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「将来の担い手確保に向けて 適正な工期設定など要望 

建コン協 中国整備局らと意見交換」の記事が掲載されました。 

 



2016/7/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 夢アイデア作品募集 

9 月 30 日まで受け付け 12 月 10 日審査・表彰」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

2016/7/15 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「学生向け現場見学など積極的に展開 担い手協富山」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/7/15 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 適正な工期設定など要望 中国整備局と意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/7/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協と開発局、道、札幌市が意見交換 納期の平準化推進 

担い手確保へ環境整備」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/7/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「納期の集中回避を要望 建コン協、開発局らと意見交換 

ワークライフバランス改善へ」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/7/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「大阪市で新技術ショーケース 土研、建コン協近畿」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/7/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「それぞれに発信 地域に花を 美しい景観大賞 

意見交換会 土木との融合必要（長谷川伸一建コン協会長）」の記事が掲載されました。 

 

 

 
 

 

  



2016/7/20 付 建設通工業新聞 

【JCCA 東北支部】「”若手の会”が発足 建コン協東北 業界活性化へ交流と連携」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

2016/7/20 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「”若手の会”が発足 魅力ある業界の発展へ 建コン協東北」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2016/7/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「若手一丸で業界活性 建設コンサルタンツ協会東北支部 

山本佳和氏に聞く 先進職場見学など視野広げる」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/7/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「熊本地震の現地調査報告書作成 建コン協」の記事が掲載されました。 

 



2016/7/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「品確法確実推進へ足立氏に期待 長谷川建コン協会長」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

2016/7/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「長野県 i-Con に意欲 県内コンサル団体と検討会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/7/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「第２次補正予算 道路メンテナンス会議 記者座談会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

2016/7/22 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「道路、トンネル、橋梁のＣＩＭ学ぶ 建コン協講習会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/7/22 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協災害リポート 地盤特性踏まえ検討を 耐震設計の妥当性確認」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/7/22 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「キャッチコピー、シンボルマーク 8 月 31 日まで募集 

建設コンサルタンツ協会 魅力を社会に広くアピール」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/7/22 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「九州支部の活動など記録 熊本地震災害レポート 得られた教訓基に提言も 

建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

  



2016/7/22 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 設計時の地震外力 再検証が必要 熊本地震教訓に四つの提言 

建コン協長谷川伸一会長”耐震設計は有効、設計は妥当”」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/7/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「CIM 適用へ理解深める 建コン協が講習会」の記事が掲載されました。 

 
 

 

2016/7/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「夢アイデア募集 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

  



2016/7/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「首都高川口 PA で展示会 建コンフォト大賞入賞作品」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/7/27 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 2016 年フォト大賞の作品 9 月 30 日まで募集」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2016/7/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・北陸支部】「9 月 1 日「防災の日」に災害時対応演習 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

2016/7/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「担い手確保・育成のための業団体活動 PR 動画を制作 若者へ魅力発信 

建コン協北陸支部」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/7/28 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「9 月 30 日まで作品募集 建設コンサルタンツ協会 第 8 回建コンフォト大賞」 

の記事が掲載されました。 

 

 


