
⽇付 新聞 区分 記事の内容
10⽉3⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 復興に向け知識習得 建コン協九州がセミナー

建設産業新聞 九州⽀部 熊本地震復興での技術者の役割討論 建コン協九州らが福岡市でセミナー

10⽉5⽇ 建設産業新聞 中国⽀部 若⼿技術者の会設⽴へ 企業の垣根越え課題議論 建コン協中国⽀部
10⽉7⽇ 建設通信新聞 本部 受発注者間の連携不可⽋ 改正品確法実現、⻑時間労働の解消、処遇改善 建

コン協意⾒交換会総括
建設⼯業新聞 本部 建築と⼟⽊ 協働のありかたは 建コン協×JIA・会⻑対談 ⻑⾕川会⻑ 構造美

からデザインへの思考も
10⽉12⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 熊本地震テーマに 建コン協九州の技術講演会
10⽉13⽇ 建設産業新聞 本部 RCCM登録更新・仙台 講習会に540⼈参加 建コン協
10⽉14⽇ 建設通信新聞 本部 役割と資質を解説 ＲＣＣＭ登録更新講習会・札幌 建コン協

東北⽀部 優遇は地元の為ならず 変更指針策定に前向き 建コン協東北と秋⽥県が意⾒
交換

建設⼯業新聞 東北⽀部 予定価格事後公表に前向き 秋⽥県 建コン協東北と意⾒交換
北陸⽀部 共同開発の成果発表 ⼟研ら新技術ショーケース 建コン協北陸共催

本部 ⽴場明確にする公法を 本格議論はこれから 建コン協
本部 ＣＭ⽅式 技術重視の総合評価運⽤求める 建コン協

近畿⽀部 建コン協近畿 ＹＵＭＥ ＲＯＡＤ５０提⾔
建設産業新聞 東北⽀部 上半期契約 事業費の8割⽬標 建コン協東北と秋⽥県が意⾒交換

10⽉17⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部 建コン協近畿ら 若⼿技術者ら54⼈参加 和歌⼭岬道路で研修会
近畿⽀部 魅⼒発進委が摂南⼤を訪問 コンサルの魅⼒ＰＲ

10⽉18⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 災害復旧がテーマ 設計技術者の教育講座 建コン協九州
10⽉19⽇ 建設通信新聞 関東⽀部 ⽇本振興が優勝 建コン協関東⽀部 ボーリング⼤会

建設⼯業新聞 関東⽀部 ⽇本振興が団体優勝 建コン協関東⽀部 ボーリング⼤会
近畿⽀部 建コン協近畿⽀部男⼥参画ワークショップ 働きやすい職場環境へ

建設産業新聞 関東⽀部 ⽇本振興が2年ぶり優勝 建コン協関東⽀部 ボーリング⼤会
10⽉20⽇ 建設通信新聞 本部 ⻑⾕川建コン協会⻑ 早期発注で平準化 安定的な事業量確保も

北海道⽀部 建コン協道⽀部品質セミナー エラー防⽌促す 実務者100⼈ 事例学ぶ
北陸⽀部 業務平準化を要望 新潟県⼟⽊部と意⾒交換 建コン協北陸

建設⼯業新聞 本部 ピュアCM導⼊検討 国交省 熊本地震復旧で効果・改善策検証 ⼟⽊学会契約
約款も参考

建通新聞 本部 ”知的財産”保護へ 新たな枠組み必要 建コン協
10⽉21⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 建コン協東北 ⼭形県と災害協定 ハード・ソフト両⾯⽀援

九州⽀部 建設コンサル５団体 会員３００⼈が参加 独禁法テーマに研修
建設⼯業新聞 東北⽀部 建コン協東北 ⼭形県と災害協定 全国ネットで災害対応⽀援

九州⽀部 課徴⾦減免制度などを講義 建コン協九州らが独禁法研修会開く
10⽉24⽇ 建設産業新聞 東北⽀部 ⼤規模災害時に緊急対応協⼒ 建コン協東北と⼭形県が協定締結
10⽉27⽇ 建設通信新聞 本部 営業利益4年ぶり減 建コン協経営分析 固定費増加に要因

東北⽀部 建コン協東北、⼭形県と意⾒交換 橋梁診断に設計共同体
建設⼯業新聞 中部⽀部 建コン協中部⽀部 27⼈が伊勢湾⽔理環境センター視察
建設産業新聞 本部 健全基盤、財務確⽴へ 経営分析説明会を開催 建コン協

東北⽀部 設計共同⽅式 橋梁診断10%に導⼊ 建コン協東北 ⼭形県県⼟整備部と意⾒
交換

10⽉28⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 優秀技術者に5⼈ 宮城県農林⽔産部 優良は15者7⼈表彰 遠藤敏雄建コン協
⽀部⻑が祝辞
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2016/10/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「復興に向け知識習得 建コン協九州がセミナー」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

2016/10/3 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「熊本地震復興での技術者の役割討論 建コン協九州らが福岡市でセミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 
2016/10/5 付 建設産業新聞 

【JCCA 中国支部】「若手技術者の会設立へ 企業の垣根越え課題議論 建コン協中国支部」 

の記事が掲載されました。 

 
 

 

2016/10/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「受発注者間の連携不可欠 改正品確法実現、長時間労働の解消、処遇改善 

建コン協意見交換会総括」の記事が掲載されました。 

 

 

  



 

2016/10/7 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建築と土木 協働のあり方は 建コン協×JIA・会長対談」の記事が掲載されました。 

  



 

2016/10/12 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「熊本地震テーマに 建コン協九州の技術講演会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/10/13 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「RCCM 登録更新・仙台 講習会に 540 人参加 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「役割と資質を解説 ＲＣＣＭ登録更新講習会・札幌 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/10/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「優遇は地元の為ならず 変更指針策定に前向き 

建コン協東北と秋田県が意見交換」の記事が掲載されました。 



 

2016/10/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「予定価格事後公表に前向き 秋田県 建コン協東北と意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



 

2016/10/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「共同開発の成果発表 土研ら新技術ショーケース 建コン協北陸共催」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



 

2016/10/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「立場明確にする公法を 本格議論はこれから 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「ＣＭ方式 技術重視の総合評価運用求める 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2016/10/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿 ＹＵＭＥ ＲＯＡＤ５０提言」の記事が掲載されました。 

 



 

2016/10/14 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「上半期契約 事業費の 8 割目標 建コン協東北と秋田県が意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿ら 若手技術者ら 54 人参加 和歌山岬道路で研修会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「魅力発進委が摂南大を訪問 コンサルの魅力ＰＲ」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/10/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「災害復旧がテーマ 設計技術者の教育講座 建コン協九州」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/19 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「日本振興が優勝 建コン協関東支部 ボーリング大会」 

 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/10/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「日本振興が団体優勝 建コン協関東支部 ボーリング大会」 

の記事が掲載されました。 

 

 
  



 

2016/10/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「建コン協近畿支部男女参画ワークショップ 働きやすい職場環境へ」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

2016/10/19 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「日本振興が 2 年ぶり優勝 建コン協関東支部 ボーリング大会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016/10/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「長谷川建コン協会長 早期発注で平準化 安定的な事業量確保も」 

の記事が掲載されました。 

  



 

2016/10/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「建コン協道支部品質セミナー エラー防止促す 実務者 100 人 事例学ぶ」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2016/10/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「業務平準化を要望 新潟県土木部と意見交換 建コン協北陸」 

の記事が掲載されました。 



 

2016/10/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「ピュア CM 導入検討 国交省 熊本地震復旧で効果・改善策検証 

土木学会契約約款も参考」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



 

2016/10/20 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「”知的財産”保護へ 新たな枠組み必要 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 山形県と災害協定 ハード・ソフト両面支援」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/21 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建設コンサル５団体 会員３００人が参加 独禁法テーマに研修」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/21 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 山形県と災害協定 全国ネットで災害対応支援」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/21 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「課徴金減免制度などを講義 建コン協九州らが独禁法研修会開く」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



 

2016/10/24 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「大規模災害時に緊急対応協力 建コン協東北と山形県が協定締結」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「営業利益 4 年ぶり減 建コン協経営分析 固定費増加に要因」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/10/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北、山形県と意見交換 橋梁診断に設計共同体」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/10/27 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「建コン協中部支部 27 人が伊勢湾水理環境センター視察」 

の記事が掲載されました。 

 

  



 

2016/10/27 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「健全基盤、財務確立へ 経営分析説明会を開催 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/10/27 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「設計共同方式 橋梁診断 10%に導入 建コン協東北 

山形県県土整備部と意見交換」の記事が掲載されました。 

 



 

2016/10/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「優秀技術者に 5 人 宮城県農林水産部 優良は 15 者 7 人表彰 

遠藤敏雄建コン協支部長が祝辞」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/10/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「優秀技術者に 5 人 宮城県農林水産部 優良は 15 者 7 人表彰 

遠藤敏雄建コン協支部長が祝辞」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 


