
⽇付 新聞 区分 記事の内容
11⽉1⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協若⼿の会 活性化へ⼀⼤ムーブメント 20-30代終結、未来語る

建設⼯業新聞 本部 建コンワールドカフェ IN OSAKA/活性化へ⼀⼤ムーブメント 若⼿技術者
の会

建設産業新聞 東北⽀部 交流会で魅⼒ある業界づくり探る 建コン協東北”若⼿の会”
11⽉2⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 建コン協東北、⻘森県意⾒交換 今年度に技術者表彰制度 総合評価拡⼤も検

討
北陸⽀部 建コン協北陸 照査制度向上を エラー防⽌セミナーに120⼈

建設⼯業新聞 東北⽀部 建コン協東北 総合評価の拡⼤要望 ⻘森県と意⾒交換 年度内に表彰制度創
設

北陸⽀部 建コン協北陸 新潟市で品質セミナー 分野別にエラー防⽌策を解説
建設産業新聞 本部 建コン協の未来を議論 若⼿技術者が⼤阪に集結

東北⽀部 建コン協東北 ⻘森県県⼟整備部と意⾒交換 年度内に表彰制度創設
11⽉4⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協と沖縄総合事務局が意⾒交換 若⼿・⼥性活⽤に前向き 災害協定３

者締結へ検討
建設⼯業新聞 本部 建コン協と沖縄総合事務局が意⾒交換 担い⼿確保の環境整備を 県測協会含

む災害協定検討
11⽉7⽇ 建設通信新聞 本部 i-Conの取り組み学ぶ 建コン協ICTセミナー
11⽉9⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 児童120⼈が河川環境学ぶ 建コン協北陸が出前講座

建設⼯業新聞 本部 未来テーマに議論 建コン協若⼿技術者の会交流会
11⽉10⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 関⻄の新たな道路整備網へ提⾔書 建コン協近畿⽀部

建設⼯業新聞 近畿⽀部 ⾼質な道路整備を 森国交省技監に提⾔ 建コン協近畿⽀部
建設産業新聞 近畿⽀部 ⾼速ミッシングリンク解消を 建コン協近畿⽀部森技監に提⾔書 中部・関

⻄・四国連絡道も必要
11⽉11⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 建コン協北陸 品確法運⽤徹底を 新潟市と意⾒交換 早期発注も要望

建設⼯業新聞 北陸⽀部 新潟市 15年度業務落札率85.3% 建コン協北陸との意⾒交換で
11⽉14⽇ 建設産業新聞 中国⽀部 担い⼿問題などで意⾒交換 建コン協中国と中国整備局
11⽉15⽇ 建設⼯業新聞 東北⽀部 復旧から復興・創⽣へ 建コン協東北⽀部 仙台で講演会開く

建設産業新聞 東北⽀部 ”復旧から復興・創⽣へ”建コン協東北 16年度講演会
11⽉16⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 魅⼒⽣かし復興・創⽣ 建コン協東北の講演会 150⼈が参加
11⽉18⽇ 建設⼯業新聞 関東⽀部 12⽉21⽇に特別講演 関東整備局ら、荒川災害などテーマに 関東地⽅整備

局と建コン協関東⽀部が共催
⼟⽊の⽇ 建設産業新聞 本部 フォト⼤賞写真展を1⽉13から開催 建コン協

建設通信新聞 本部 ものづくりと現場を知る原点に⽴つ 建コン協会⻑ ⻑⾕川伸⼀
建通新聞 本部 技術者単価引き上げ要望へ ”経営の安定に必要” 建コン協 ⻑⾕川伸⼀会⻑

11⽉22⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 維持管理で連携 東北⼤⼤学院インフラマネジＣ 建コン協東北・東北測量協
と協定

建設⼯業新聞 東北⽀部 橋梁維持保全で産官学連携 東北⼤院インフラマネジ研究センター 来⽉1⽉
に新組織 建コン協東北

建設産業新聞 東北⽀部 橋梁インフラの維持管理強化へ 建コン協東北、東北測協と連携・協定 東北
⼤院インフラマネジメントセンター

11⽉28⽇ 建設通信新聞 本部 1⽉にフォト⼤賞写真展 建コン協
建設⼯業新聞 東北⽀部 福島県 道路改築でＣＭ運⽤⼿引 建コン協東北と意⾒交換

11⽉30⽇ 建設通信新聞 本部 ⼀般社団法⼈建設コンサルタンツ協会会⻑ ⻑⾕川伸⼀ ⾃然体で活躍できる
⾵⼟醸成

本部 各県、団体の⼥性部会の取り組み 真の意味で⼥性が活躍できる社会を実現
建設コンサルタンツ協会九州⽀部「⼥性技術者委員会」

東北⽀部 独占禁⽌法研修会 約250⼈が参加 建コン協東北⽀部ら6団体

 2016年11月の建設コンサルタンツ協会関連記事



 
2016/11/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協若手の会 活性化へ一大ムーブメント 20-30 代終結、未来語る」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 
2016/11/1 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コンワールドカフェ IN OSAKA/活性化へ一大ムーブメント 若手技術者の会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/11/1 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「交流会で魅力ある業界づくり探る 建コン協東北”若手の会”」 

の記事が掲載されました。 

 

 



 
2016/11/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北、青森県意見交換 今年度に技術者表彰制度 

総合評価拡大も検討」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/11/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 照査制度向上を エラー防止セミナーに 120 人」 

の記事が掲載されました。 

 
  



 
2016/11/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 総合評価の拡大要望 青森県と意見交換 

年度内に表彰制度創設」の記事が掲載されました。 



 
2016/11/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「建コン協北陸 新潟市で品質セミナー 分野別にエラー防止策を解説」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/11/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協の未来を議論 若手技術者が大阪に集結」 

の記事が掲載されました。 

  



 

2016/11/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 青森県県土整備部と意見交換 年度内に表彰制度創設」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/11/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協と沖縄総合事務局が意見交換 若手・女性活用に前向き 

災害協定３者締結へ検討」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



 

2016/11/4 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協と沖縄総合事務局が意見交換 担い手確保の環境整備を 

県測協会含む災害協定検討」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/11/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「i-Con の取り組み学ぶ 建コン協 ICT セミナー」の記事が掲載されました。 

 
 

2016/11/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「児童 120 人が河川環境学ぶ 建コン協北陸が出前講座」 

の記事が掲載されました。 

 
 

  



 

2016/11/9 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「未来テーマに議論 建コン協若手技術者の会交流会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/11/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「関西の新たな道路整備網へ提言書 建コン協近畿支部」 

の記事が掲載されました。 

 

  



 

2016/11/10 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「高質な道路整備を 森国交省技監に提言 建コン協近畿支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/11/10 付 建設産業新聞 

【JCCA 近畿支部】「高速ミッシングリンク解消を 建コン協近畿支部森技監に提言書 

中部・関西・四国連絡道も必要」の記事が掲載されました。 

 

 

 



 

2016/11/14 付 建設産業新聞 

【JCCA 中国支部】「担い手問題などで意見交換 建コン協中国と中国整備局」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016/11/15 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「復旧から復興・創生へ 建コン協東北支部 仙台で講演会開く」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/11/15 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「”復旧から復興・創生へ”建コン協東北 16 年度講演会」 

の記事が掲載されました。 

  



 

2016/11/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「魅力生かし復興・創生 建コン協東北の講演会 150 人が参加」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 



 

2016/11/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「魅力生かし復興・創生 建コン協東北の講演会 150 人が参加」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/11/18 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「12 月 21 日に特別講演 関東整備局ら、荒川災害などテーマに 

関東地方整備局と建コン協関東支部が共催」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/11/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「フォト大賞写真展を 1 月 13 から開催 建コン協」の記事が掲載されました。 

 



 

2016/11/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「ものづくりと現場を知る原点に立つ 長谷川伸一会長」の記事が掲載されました。 

 

  



 

2016/11/18 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「技術者単価引き上げ要望へ”経営の安定に必要”」の記事が掲載されました。 

 

  



 

2016/11/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「維持管理で連携 東北大大学院インフラマネジＣ 

建コン協東北・東北測量協と協定」の記事が掲載されました。 

 

 
  



 

2016/11/22 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「橋梁維持保全で産官学連携 東北大院インフラマネジ研究センター 

来月 1 月に新組織 建コン協東北」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/11/22 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「橋梁インフラの維持管理強化へ 建コン協東北、東北測協と連携・協定 

東北大院インフラマネジメントセンター」の記事が掲載されました。 

 
 

2016/11/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「1 月にフォト大賞写真展 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

  



 

2016/11/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「福島県 道路改築でＣＭ運用手引 建コン協東北と意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



 

2016/11/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建設コン協会長 長谷川伸一 自然体で活躍できる風土醸成」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2016/11/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「各県、団体の女性部会の取り組み 真の意味で女性が活躍できる社会を実現 

建設コンサルタンツ協会九州支部「女性技術者委員会」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

2016/11/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「独占禁止法研修会 約 250 人が参加 建コン協東北支部ら 6 団体」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 


