
⽇付 新聞 区分 記事の内容
8⽉3⽇ 建設通信新聞 本部 発災直後から奮闘 阿蘇⼤橋など調査 建設業団体の活躍

8⽉5⽇ 建設通信新聞 中部⽀部 i-Con中部ブロック推進本部 施⼯情報 企画標準 施⼯時期平準
化 各県部会で情報共有

建設⼯業新聞 近畿⽀部 建コン協近畿 和歌⼭市内で近代⼟⽊遺産研修 友ケ島の砲台跡
⾒学

8⽉9⽇ 建設⼯業新聞 九州⽀部 2016年熊本地震 これまでとこれから  官⺠総⼒挙げ懸命な
応急復旧 建コン協九州⽀部

建設通信新聞 北陸⽀部 50⼈が道路・トンネル技術を学ぶ 建コン協北陸が講習会

8⽉10⽇ 建設産業新聞 本部 16年度学⽣論⽂を募集 建設コンサルタンツ協会
8⽉19⽇ 建通新聞 本部 建コン協 学⽣懸賞論⽂ 9⽉30⽇まで募集
8⽉21⽇ 新潟⽇報 北陸⽀部 “87歳”盛⼤に祝う 新潟で誕⽣祭 太⿎演奏も 萬代橋の美しさ再

認識 建コン協北陸⽀部が誕⽣祭に合わせ親⼦⾒学会を企画

8⽉22⽇ 建設通信新聞 本部 若⼿世代が明るい未来描く やりがい求め⾃分たちで変えてい
く 建設コンサルタンツ協会

本部 キャッチコピーとシンボルマーク募集 社会インフラとの関わ
りへの理解促す 建設コンサルタンツ協会

建設⼯業新聞 関東⽀部 建コン協関東⽀部と災害時応急対策協定 栃⽊県
8⽉23⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 船上から新潟の歴史学ぶ 建コン協北陸親⼦⾒学会 信濃川河⼝

付近を周遊
建設⼯業新聞
（北陸⼯業新聞

社）
北陸⽀部

美しいまちイメージアップを ふるさと富⼭美化⼤作戦開催 市
内全域に7万2000⼈参加 建コン協会委員も汗流す 社会貢献の
⼀環で

8⽉25⽇ 建設⼯業新聞 九州⽀部 福岡市内の公園をヒツジとヤギで除草 建コン協九州
8⽉26⽇ 建設通信新聞 本部 評価点重視の選定を 担い⼿確保育成など議論 建コン協と四国

整備局、四国４県
建設⼯業新聞 本部 担い⼿確保へ環境整備を 魅⼒ある業界へ要望・提案 建コン協

四国整備局らと意⾒交換
8⽉29⽇ 建設通信新聞 四国⽀部 プロ集団へ活動 建コン協四国 30周年で記念式典

九州⽀部 建コン協九州 ⼥性委員会を新設 委員⻑に岩根⽒（第⼀復建）

九州⽀部 建コン協九州が若⼿交流会 最優秀に松下さん（⽇本⼯営）技
術者12⼈が成果発表

建設⼯業新聞 四国⽀部 プロフェッショナル集団を⽬指して活動 建コン協四国が創⽴
30周年式典

九州⽀部 12⼈が⽇ごろの業務成果を発表 建コン協九州 若⼿技術者交流
会

8⽉30⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 10⽉6⽇にトークショー 稲葉篤紀⽒らゲストに 申込み7⽇まで 建コ
ン協道⽀部

2016年8月の建設コンサルタンツ協会関連記事



2016/8/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「発災直後から奮闘 阿蘇大橋など調査 建設業団体の活躍」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/8/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 中部支部】「i-Con 中部ブロック推進本部 施工情報 企画標準 施工時期平準化 

各県部会で情報共有」の記事が掲載されました。 

 
 

2016/8/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿 和歌山市内で近代土木遺産研修 友ケ島の砲台跡見学」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/8/9 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「2016 年熊本地震～これまでとこれから～ 

官民総力挙げ懸命な応急復旧 建コン協九州支部」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/8/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「50 人が道路・トンネル技術を学ぶ 建コン協北陸が講習会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/8/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「16 年度学生論文を募集 建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/8/19 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 学生懸賞論文 9 月 30 日まで募集」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/8/21 付 新潟日報 

【JCCA 北陸支部】「“87 歳”盛大に祝う 新潟で誕生祭 太鼓演奏も 萬代橋の美しさ再認識 

建コン協北陸支部が誕生祭に合わせ親子見学会を企画」の記事が掲載されました。 



2016/8/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「若手世代が明るい未来描く やりがい求め自分たちで変えていく 

建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/8/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「キャッチコピーとシンボルマーク募集 社会インフラとの関わりへの理解促す 

建設コンサルタンツ協会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/8/22 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「建コン協関東支部と災害時応急対策協定 栃木県」 

の記事が掲載されました。 

 
  



2016/8/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「船上から新潟の歴史学ぶ 建コン協北陸親子見学会 

信濃川河口付近を周遊」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/8/23 付 建設工業新聞（北陸工業新聞社） 

【JCCA 北陸支部】「ふるさと富山美化大作戦開催 市内全域に 7 万 2000 人参加 

建コン協会委員も汗流す 社会貢献の一環で」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/8/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「福岡市内の公園をヒツジとヤギで除草 建コン協九州」 

の記事が掲載されました。 

  



2016/8/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「評価点重視の選定を 担い手確保育成など議論 

建コン協と四国整備局、四国４県」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/8/26 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「担い手確保へ環境整備を 魅力ある業界へ要望・提案 

建コン協、四国整備局らと意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/8/29 付 建設通信新聞 

【JCCA 四国支部】「プロ集団へ活動 建コン協四国 30 周年で記念式典」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/8/29 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 女性委員会を新設 委員長に岩根氏（第一復建）」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/8/29 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州が若手交流会 最優秀に松下さん（日本工営） 

技術者 12 人が成果発表」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/8/29 付 建設工業新聞 

【JCCA 四国支部】「プロフェッショナル集団を目指して活動 建コン協四国が創立 30 周年式典」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/8/29 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「12 人が日ごろの業務成果を発表 建コン協九州 若手技術者交流会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/8/29 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「10 月 6 日にトークショー 稲葉篤紀氏らゲストに 

申込み 7 日まで 建コン協道支部」の記事が掲載されました。 

 

 

 


