
⽇付 新聞 区分 記事の内容
9⽉1⽇ 建設通信新聞 本部 担い⼿確保へ事業量確保を 平準化、適正⼯期を継続 建コン協、近畿整備局が意⾒交換

建設⼯業新聞 本部 建コン協が近畿整備局と意⾒交換 担い⼿育成・確保の環境整備を
建設産業新聞 本部 建コン協と意⾒交換会 ⼯期の確保と平準化など要望 近畿地⽅整備局ら

9⽉2⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協 防災の⽇に災害時対応演習 連絡・伝達網の機能確認
北陸⽀部 迅速、確実に情報伝達 独⾃の防災訓練実施 建コン協北陸⽀部

建設⼯業新聞 東北⽀部 防災の⽇ ⽇建連・建コン協東北⽀部 災害対応演習を実施 円滑な情報共有体制確認

北陸⽀部 建コン協北陸 新潟県沖地震想定し防災訓練 規定時間内に連絡完了

9⽉5⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 連絡網など確認 建コン協東北 災害対応演習
9⽉6⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 建コン協近畿⽀部ら 4団体連携し防災訓練

建設⼯業新聞 近畿⽀部 建コン協近畿⽀部ら4団体 情報共有システム本格運⽤ 343⼈が巨⼤地震対応訓練

9⽉7⽇ 建設⼯業新聞 関東⽀部 21⽇に都内で災害復旧技術講習会 関東地域づくり協会、建コン協関東⽀部らが共催

9⽉8⽇ 建設通信新聞 本部・関東⽀部 整備局、建コン協が意⾒交換会 測量・設計でも3次元化 適切な歩掛設定を要望

本部・北陸⽀部 国に⾃治体成績反映 地域企業活⽤を要望 建コン協と発注機関が意⾒交換

建設⼯業新聞 本部・関東⽀部 建コン協 業務推進審査会制度化を 関東整備局らと意⾒交換
本部・北陸⽀部 建コン協 働きやすい環境へ後押しを 北陸整備局と意⾒交換 3県のWLBモデル確認

建設産業新聞 本部・関東⽀部 早期発注・複数年契約強化を 関東整備局・建コン協意⾒交換 ICT技術の活⽤促進要望

建通新聞 本部・関東⽀部 建コン協×関東地整 ICT全⾯活⽤で協⼒を
9⽉9⽇ 建設通信新聞 本部 ICT活⽤に慎重 整備局管内5政令市 国などの動向注視 建コン協意⾒交換会で要望受け

9⽉13⽇ 建設通信新聞 本部・九州⽀部 震災対応や課題共有 建コン協と九州整備局 技術⼒選定を議論

建設⼯業新聞 本部・九州⽀部 建コン協 ⾃治体での実績評価を 九州整備局 週休２⽇試⾏業務検討

9⽉14⽇ 建設⼯業新聞 本部 建コン協 業務研究発表会 4部⾨24編報告 インフラ研ら研究発表会

建設産業新聞 本部 建コン協・インフラ研 4分野24編を紹介 16年度研究発表会開く
9⽉15⽇ 建通新聞 本部 建コン協・インフラ研 業務研究発表会を開催 4分野24編の論⽂発表

9⽉16⽇ 建設通信新聞 本部 JCCA・JIA両会⻑が対談 建コン協⻑⾕川伸⼀会⻑ 記憶の継承も重要

建設⼯業新聞 本部 ⼟⽊と建築の協働不可⽋ 建コン協⻑⾕川伸⼀会⻑・JIA 美しい国造りで会⻑対談

建設産業新聞 本部 建コン協⻑⾕川伸⼀会⻑とJIA会⻑が対談 ⽇本らしい景観・まちづくりの協働など JCCA・JIA

9⽉20⽇ 建設通信新聞 関東⽀部 リスクと対応策解説 建コン協関東⽀部
近畿⽀部 研究成果113編を発表 建コン協近畿⽀部

建設⼯業新聞 近畿⽀部 3部⾨で研究発表会 建コン協近畿⽀部

建通新聞 本部 建コン協とJIA、両会⻑が対談 ⼟⽊・建築の協働に向け意⾒交換 ”交じり合い、⾼め会おう”

9⽉26⽇ 建設通信新聞 本部 対談 “美しい国づくり”をみんなの⼒で 建コン協会 会⻑ ⻑⾕川伸⼀⽒ “構造美から”のデザイン
特化は困難

本部 ”⼟⽊施設を探せ”テーマ 第4回建コンフォトJr.
建設⼯業新聞 本部 建コンフォトJr.⼤賞 作品の募集開始 テーマは”⼟⽊施設を探せ”

近畿⽀部 近畿整備局⻑に提⾔し⼿渡し 建コン協近畿 関⻄活性化へ⾼品質な道路インフラを

建設産業新聞 本部 16年度建設コンサル⽩書発刊 課題と今後の⽅向など 建コン協
9⽉27⽇ 建設産業新聞 本部 建コンフォトJr.開催 11⽉11⽇まで作品募集  建設コンサルタンツ協会

建設⼯業新聞 本部 改正品確法の浸透に⼿応え 納期平準化、条件明⽰、各整備局で⼯夫 建コン協意⾒交換会終了

建通新聞 本部 建コン協 適正な発注ロットとは  ”ガイドライン”設定提案
9⽉29⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 建コン協東北と岩⼿県意⾒交換 技術⼒重視の選定を希求 年度内に変更指針策定

建設産業新聞 東北⽀部 年度内に設計ガイドライン策定へ 6県との意⾒交換会 岩⼿⽪切りにスタート 建コン協東北

9⽉30⽇ 建設⼯業新聞 東北⽀部 建コン協東北 総合評価・プロポ拡⼤ 技術評価重視を 岩⼿県と意⾒交換
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2016/9/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「担い手確保へ事業量確保を 平準化、適正工期を継続 

建コン協、近畿整備局が意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/9/1 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協が近畿整備局と意見交換 担い手育成・確保の環境整備を」 

の記事が掲載されました。 



2016/9/1 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協と意見交換会 工期の確保と平準化など要望 近畿地方整備局ら」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/9/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 防災の日に災害時対応演習 連絡・伝達網の機能確認」 

の記事が掲載されました。 



2016/9/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「迅速、確実に情報伝達 独自の防災訓練実施 建コン協北陸支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「防災の日 日建連・建コン協東北支部 災害対応演習を実施 

円滑な情報共有体制確認」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 新潟県沖地震想定し防災訓練 規定時間内に連絡完了」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/9/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「連絡網など確認 建コン協東北 災害対応演習」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

2016/9/6 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿支部ら 4 団体連携し防災訓練」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/9/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿支部ら 4 団体 情報共有システム本格運用 

343 人が巨大地震対応訓練」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

2016/9/7 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「21 日に都内で災害復旧技術講習会 

関東地域づくり協会、建コン協関東支部らが共催」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・関東支部】「整備局、建コン協が意見交換会 測量・設計でも 3 次元化 

適切な歩掛設定を要望」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/9/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・北陸支部】「国に自治体成績反映 地域企業活用を要望 

建コン協と発注機関が意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・関東支部】「建コン協 業務推進審査会制度化を 関東整備局らと意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/9/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・北陸支部】「建コン協 働きやすい環境へ後押しを 北陸整備局と意見交換 

3 県の WLB モデル確認」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/9/8 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部・関東支部】「早期発注・複数年契約強化を 関東整備局・建コン協意見交換 

ICT 技術の活用促進要望」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/9/8 付 建通新聞 

【JCCA 本部・関東支部】「建コン協×関東地整 ICT 全面活用で協力を」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/9/8 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「ICT 活用に慎重 整備局管内 5 政令市 国などの動向注視 

建コン協意見交換会で要望受け」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/9/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「震災対応や課題共有 建コン協と九州整備局 技術力選定を議論」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/9/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部・九州支部】「建コン協 自治体での実績評価を 九州整備局 

週休２日試行業務検討」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 業務研究発表会 4 部門 24 編報告 インフラ研ら研究発表会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

2016/9/14 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協・インフラ研 4 分野 24 編を紹介 16 年度研究発表会開く」 

の記事が掲載されました。 

 

  



2016/9/15 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協・インフラ研 業務研究発表会を開催 4 分野 24 編の論文発表」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/9/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「JCCA・JIA 両会長が対談 建コン協長谷川伸一会長 記憶の継承も重要」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/16 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「土木と建築の協働不可欠 建コン協長谷川伸一会長・JIA 

美しい国造りで会長対談」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/9/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協長谷川伸一会長と JIA 会長が対談 

日本らしい景観・まちづくりの協働など」の記事が掲載されました。 

 



2016/9/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「リスクと対応策解説 建コン協関東支部」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/9/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「研究成果 113 編を発表 建コン協近畿支部」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/9/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「3 部門で研究発表会 建コン協近畿支部」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/20 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協と JIA、両会長が対談 土木・建築の協働に向け意見交換 

”交じり合い、高め会おう”」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「対談 “美しい国づくり”をみんなの力で 建コン協会 会長 長谷川伸一氏 

“構造美から”のデザイン特化は困難」の記事が掲載されました。 

  



2016/9/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「”土木施設を探せ”テーマ 第 4 回建コンフォト Jr.」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

2016/9/26 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コンフォト Jr.大賞 作品の募集開始 テーマは”土木施設を探せ”」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/26 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「近畿整備局長に提言し手渡し 建コン協近畿 

関西活性化へ高品質な道路インフラを」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/9/26 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「16 年度建設コンサル白書発刊 課題と今後の方向など 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/9/27 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コンフォト Jr.開催 11 月 11 日まで作品募集  建設コンサルタンツ協会」 

の記事が掲載されました。 

 

  



 

2016/9/27 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「改正品確法の浸透に手応え 納期平準化、条件明示、各整備局で工夫 

建コン協意見交換会終了」の記事が掲載されました。 

 

  



2016/9/27 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 適正な発注ロットとは？ ”ガイドライン”設定提案」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/9/29 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北と岩手県意見交換 

技術力重視の選定を希求 年度内に変更指針策定」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/9/29 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「年度内に設計ガイドライン策定へ 

6 県との意見交換会 岩手皮切りにスタート 建コン協東北」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 



2016/9/30 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 総合評価・プロポ拡大 技術評価重視を 岩手県と意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 


