
⽇付 新聞 区分 記事の内容

2⽉2⽇ 建設⼯業新聞 近畿⽀部 道路技術勉強会 テーマ「道路のストック効果」 ⽇本道路協会 建コン協近畿⽀部共催

建設産業新聞 東北⽀部 スキルアップへサロン開催 ⼟⽊学会東北、⼟⽊技術⼥性の会ら 建コン協東北が協賛

2⽉4⽇ 建設通信新聞 本部 普及促進へ課題共有 ⼟⽊にICT全⾯導⼊ 国交省あす協議会 （建コン協が協議会参加）

建設⼯業新聞 本部
ICT導⼊ 産官学の協議会設置 国交省 全⾯活⽤へ業界意⾒反映 （建コン協が協議会参
加）

建設産業新聞 本部 現場でICT全⾯活⽤へ あす導⼊協議会が初会合 国交省 （建コン協が協議会参加）

建通新聞 本部 国交省 ICT技術の全⾯活⽤ 協議会あす初会合 （建コン協が協議会参加）
2⽉5⽇ 建設産業新聞 東北⽀部 ⾃治体の技術⼒選定促進を 建コン協東北 東北地⽅整備局と意⾒交換

建設通信新聞 東北⽀部 品確法浸透に⾃治体指導を 建コン協東北、整備局が意⾒交換

九州⽀部 建コン協九州⽀部意⾒交換会を総括 担い⼿確保に前向き 設計変更指導、浸透が課題

建設⼯業新聞 東北⽀部 建コン協東北 技術⼒評価の浸透を 東北整備局と意⾒交換

九州⽀部
建コン協九州 県・政令市との意⾒交換総括 担い⼿確保・育成で共通認識 技術⼒による
選定は継続課題

2⽉8⽇ 建設通信新聞 本部 5年間で延べ200万⼈動員 建設コンサルタンツ協会 会⻑ ⻑⾕川伸⼀
建設⼯業新聞 東北⽀部 ⼥性技術者らが交流サロン開く ⼟⽊学会東北⽀部ら4団体

2⽉9⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協とJIA ⼟⽊と建築の協働議論 コンサルと設計 初のコラボ

建設産業新聞 九州⽀部
技術⼒重視 遅々として選定進まず ⾃治体との意⾒交換総括 担い⼿育成・確保に理解も
建コン協九州

2⽉12⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 技術⼒重視の施策期待 社会資本整備に協⼒要請 建コン協道⽀部 道建設部と意⾒交換

2⽉16⽇ 建設産業新聞 本部 経営セミナーを開催 地⽅創⽣の取組テーマに 建コン協
2⽉17⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協、整備局 納期平準化に注⼒ 担い⼿確保で意⾒交換

建設⼯業新聞 本部
建コン協 委託業務契約変更指針の内容充実を 関東整備局らと意⾒交換 あいさつする⻑
⾕川会⻑

建通新聞 本部 建コン協らが関東地⽅整備局と意⾒交換 処遇改善へ環境整備を

2⽉18⽇ 建設通信新聞 本部
建コン協とＪＩＡシンポ ⼟⽊と建築のコラボレーション展望 ⾼みへ⽬指すべき理念が重
要に

建設産業新聞 本部
納期平準化へ「繰越処理を」関東整備局・建コン協 意⾒交換 若⼿・⼥性育成の⼊札制度
要望

2⽉19⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部
現場⾒学を拡充 普通科⾼教諭向けも 担い⼿⽯川（15年度の活動内容に建コン協北陸を
紹介）

建設⼯業新聞 本部 建コン協3⽉末に震災復興誌 5年間の活動事例収録

東北⽀部 東⽇本⼤震災5年シンポ 3⽉10⽇に仙台で 東北建協連 東北整備局 建コン協東北（共催）

⾼校⽣橋梁模型作品発表会 ⼤舘⼯⾼が最優秀 橋建協東北ら実⾏委 建コン協東北（実⾏
委員会メンバー）

建設産業新聞 本部 ”国際市場展開めざして” 建設コンサルタンツ協会 若⼿技術者対象に冊⼦
建通新聞 本部 ”震災復興誌” 3⽉めどに発⾏ 建コン協

2⽉22⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部 i-Conを説明 地域作り協と建コン協北陸 社会資本整備セミナー

2⽉24⽇ 建設通信新聞 北陸⽀部
新潟建協⻘年部会・⽀部交流会 活動共有、知識深める ⼤⽯国⼟政策研所⻑ ”理論武装し
正しい情報発信”

2⽉25⽇ 建設通信新聞 本部 果たした役割紹介 建コン協 震災復興誌を発⾏

本部
登録技術者資格161に 新たに17団体追加 直轄業務委託で活⽤ 新設分野は62資格（1
⾯）

本部 国交省 "登録技術者資格" 新たに111追加（2⾯）

建設⼯業新聞 本部 発注業務の品質確保 ⺠間資格111資格を追加 新設に62 保有者を加点評価 （1⾯）

本部
公共⼯事に関する調査および設計等の品質確保に資する技術者資格 16年2⽉登録分（2
⾯）

建設産業新聞 本部
新設分野 計画・調査・設計にも活⽤ 新たに111の⺠間資格登録 16年度から161資格活
⽤ 国⼟交通省 (1⾯)

本部 （3⾯）資格⼀覧

建通新聞 本部 国交省の登録⺠間資格登録制度 新設分野 延べ62資格 維持管理は49資格追加（1⾯）

本部 国交省の登録⺠間資格⼀覧（3⾯）
2⽉26⽇ 建設通信新聞 本部 国際市場展開⽬指す若者対象に冊⼦ 建コン協

 2016年2⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2016/2/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「道路技術勉強会 テーマ “道路のストック効果” 

日本道路協会 建コン協近畿支部共催」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 
2016/2/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「スキルアップへサロン開催 土木学会東北、土木技術女性の会ら 

建コン協東北が協賛」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/2/4 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「普及促進へ課題共有 土木に ICT 全面導入 国交省あす協議会 

（建コン協が協議会参加）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/2/4 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「ICT 導入 産官学の協議会設置 国交省 全面活用へ業界意見反映 

（建コン協が協議会参加）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/2/4 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「現場で ICT 全面活用へ あす導入協議会が初会合 国交省 

（建コン協が協議会参加）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/2/4 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「国交省 ICT 技術の全面活用 協議会あす初会合 （建コン協が協議会参加）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/2/5 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「自治体の技術力選定促進を 建コン協東北 東北地方整備局と意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



2016/2/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「品確法浸透に自治体指導を 建コン協東北、整備局が意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/5 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州支部意見交換会を総括 担い手確保に前向き 

設計変更指導、浸透が課題」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 技術力評価の浸透を 東北整備局と意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/5 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 県・政令市との意見交換総括 担い手確保・育成で共通認識  

技術力による選定は継続課題」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「5 年間で延べ 200 万人動員 建設コンサルタンツ協会 会長 長谷川伸一」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/2/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「女性技術者らが交流サロン開く 土木学会東北支部ら 4 団体」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/2/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協と JIA 土木と建築の協働議論 コンサルと設計 初のコラボ」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/2/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「技術力重視 遅々として選定進まず 自治体との意見交換総括 

担い手育成・確保に理解も 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/2/12 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「技術力重視の施策期待 社会資本整備に協力要請 建コン協道支部 

道建設部と意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/2/16 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「経営セミナーを開催 地方創生の取組テーマに 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/2/1７付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協、整備局 納期平準化に注力 担い手確保で意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 委託業務契約変更指針の内容充実を 関東整備局らと意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/2/17 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協らが関東地方整備局と意見交換 処遇改善へ環境整備を」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/18 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協とＪＩＡシンポ 土木と建築のコラボレーション展望 

高みへ目指すべき理念が重要に」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/2/18 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「納期平準化へ「繰越処理を」関東整備局・建コン協 意見交換 

若手・女性育成の入札制度要望」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/2/19 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「現場見学を拡充 普通科高教諭向けも 担い手石川 

（15 年度の活動内容に建コン協北陸を紹介）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/2/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 3 月末に震災復興誌 5 年間の活動事例収録」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「高校生橋梁模型作品発表会 大舘工高が最優秀 橋建協東北ら実行委 

建コン協東北（実行委員会メンバー）」の記事が掲載されました。 

 

2016/2/19 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「東日本大震災 5 年シンポ 3 月 10 日に仙台で 

東北建協連 東北整備局 建コン協東北（共催）」の記事が掲載されました。 

  



2016/2/19 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「”国際市場展開めざして” 建設コンサルタンツ協会 若手技術者対象に冊子」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/2/19 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「”震災復興誌” 3 月めどに発行 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/22 付 建通新聞 

【JCCA 北陸支部】「i-Con を説明 地域作り協と建コン協北陸 社会資本整備セミナー」 

の記事が掲載されました。 

 
 

  



2016/2/24 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「新潟建協青年部会・支部交流会 活動共有、知識深める 

大石国土政策研所長 ”理論武装し正しい情報発信”」の記事が掲載されました。 

 

 

2016/2/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「果たした役割紹介 建コン協 震災復興誌を発行」の記事が掲載されました。 

 

  



2016/2/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「登録技術者資格 161 に 新たに 17 団体追加 直轄業務委託で活用 

新設分野は 62 資格（1 面）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/2/25 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「国交省 "登録技術者資格" 新たに 111 追加（2 面）」の記事が掲載されました。 

 
 

 



2016/2/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「発注業務の品質確保 民間資格 111 資格を追加 新設に 62 

保有者を加点評価 （1 面）」の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2016/2/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「公共工事に関する調査および設計等の品質確保に資する技術者資格 

16 年 2 月登録分（2 面）」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/2/25 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「新設分野 計画・調査・設計にも活用 新たに 111 の民間資格登録 

16 年度から 161 資格活用 国土交通省 (1 面)」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

  



2016/2/25 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「（3 面）資格一覧」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/25 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「国交省の登録民間資格登録制度 新設分野 延べ 62 資格 

維持管理は 49 資格追加（1 面）」の記事が掲載されました。 

 
 

 

  



2016/2/25 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「国交省の登録民間資格一覧（3 面）」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/2/26 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「国際市場展開目指す若者対象に冊子 建コン協」の記事が掲載されました。 

 

 

 


