
⽇付 新聞 区分 記事の内容
3⽉1⽇ 建設通信新聞 本部 RCCMに1679⼈合格 建コン協

建設産業新聞 本部 きょう合格発表 15年度のRCCM試験 建コン協
中国⽀部 防災講演会に110⼈ ⼟砂災害対策の現状など 建コン・技術⼠会主催

3⽉2⽇ 建設通信新聞 本部 国交省に建コン協ら 調査基準引上げなど要望

建設⼯業新聞 本部
低⼊基準引き上げを 建コン協ら 国交副⼤⾂に要望 平準化も ⻑⾕川会⻑から⼭
本副⼤⾂に要望書を提出

建設産業新聞 本部
調査基準価格引上げを 3⽉集中打開へ 納期の平準化も要望 ⼟⽊系コンサル3団
体

建通新聞 本部 建設関連業3団体 低⼊基準 引き上げを要望
3⽉7⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 建コン協九州 九州整備局 若⼿・⼥性活⽤を議論 履⾏期限の平準化も

建設⼯業新聞 九州⽀部 ”いきいき現場づくり” 全業務での実施検討 建コン協九州 整備局と意⾒交換

3⽉8⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 最新の知⾒を共有 コンクリート構造物維持管理技術講習会

建設⼯業新聞 本部
東⽇本⼤震災5年 これまでとこれから ハードとソフトの最適化重要 安全の次
の時代への対応両⽴を 建設コンサルタンツ協会会⻑ ⻑⾕川伸⼀⽒

北陸⽀部 北陸整備局 3次元データの有効性確認 CIM維持管理検討会
九州⽀部 500⼈参加し技術講習会 コンクリ構造物維持管理技術研究会ら

建設産業新聞 九州⽀部
履⾏期限 3⽉集中も⼀定評価 整備局との意⾒交換開く 若⼿・⼥性活⽤など継
続促進 建コン協九州

3⽉10⽇ 建設⼯業新聞 東北⽀部
東⽇本⼤震災から5年 復興事業の“これまで”と”これから“ 強靱化へこれからが
勝負

建設産業新聞 東北⽀部 多くの経験と実績が財産 強靱化とともに地域活性化を

3⽉14⽇ 建設通信新聞 東北⽀部
東北整備局ら震災5年シンポ 災害協定の重要さ訴え 建設産業はエリアマネジの
リーダーに 資機材プールする組織を

九州⽀部 整備局のi-Con推進会議 ⾏動⽅針を決定 新年度に協議会設置

建設⼯業新聞 東北⽀部
東⽇本⼤震災5年 事前の備えが何より重要 技術者ら災害協定の有効性説く 東
北建協連、東北地⽅整備局がシンポ

建設産業新聞 東北⽀部
”教訓”を将来の財産に 東⽇本⼤震災5年シンポ ”建設技術者の役割”発信 東北地
⽅整備局 東北建協連

東北⽀部 復興加速に功績 16⽇に67団体を表彰 東北整備局

3⽉16⽇ 建設通信新聞 中国⽀部
中国地⽅整備局 i-Con本部を設置 産学官ICT研究会⽴ち上げ 建コン協中国⽀部
がメンバーに

3⽉17⽇ 建設通信新聞 東北⽀部
東北整備局 復興加速功労者を表彰 団体ら67者の功績たたえる 建設コンサルタ
ンツ協会東北⽀部が表彰対象

建設⼯業新聞 中国⽀部
中国地⽅整備局 i-Con推進本部設置 22⽇に⽣産性向上研究会 建コン協中国⽀
部がメンバーに

建設産業新聞 中国⽀部
中国地⽅整備局 建設現場の⽣産性向上へ 22⽇に研究会⽴ち上げ ICT技術の全
⾯活⽤を検討 建コン協中国⽀部がメンバーに

建設⼯業新聞
（北陸⼯業新聞社）

北陸⽀部 ”ぜひ私たちの仲間に” 県・新建協・建コン協が出張講座 五泉川東中で

3⽉25⽇ 建設⼯業新聞 北陸⽀部
北陸建設界の担い⼿確保・育成推進協議会 新潟県・富⼭県・⽯川県部会 2016
年度活動予定報告 建コン協連携

建設産業新聞 中国⽀部 I-Con普及へ連携 ”建設現場の⽣産性向上研”設⽴ 中部整備局

3⽉28⽇ 建設通信新聞 本部
⼥性の活躍当たり前の業界に ”未来を拓き 未来を担う” ⾜⽴としゆき先⽣
（元国⼟交通省技官）と語る（建コン協推薦の⾜⽴としゆき先⽣の記事が掲
載）

3⽉30⽇ 建設通信新聞 近畿⽀部 連携協定を更新 ＩＣＴ活⽤で情報共有 建コン協近畿⽀部ら4団体
建設⼯業新聞 近畿⽀部 ⼤規模災害時業務連携協定を更新 建コン協近畿ら4団体

3⽉31⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 東⽇本復興 特報版 CM、PPPに積極取組み 建コン協東北⽀部
本部 提⾔ 10年後の建設⽣産システム 異分野とICT統合 建コン協

 2016年3⽉の建設コンサルタンツ協会関連記事



2016/3/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「RCCM に 1679 人合格 建コン協」の記事が掲載されました。 

 
 

2016/3/1 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「きょう合格発表 15 年度の RCCM 試験 建コン協」の記事が掲載されました。 

 
 

2016/3/1 付 建設産業新聞 

【JCCA 中国支部】「防災講演会に 110 人 土砂災害対策の現状など」の記事が掲載されました。 

 



2016/3/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「国交省に建コン協ら 調査基準引上げなど要望」の記事が掲載されました。 

  



2016/3/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「低入基準引き上げを 建コン協ら 国交副大臣に要望 平準化も 

長谷川会長から山本副大臣に要望書を提出」の記事が掲載されました。 

  



2016/3/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「調査基準価格引上げを 3 月集中打開へ 納期の平準化も要望 

土木系コンサル 3 団体」の記事が掲載されました。 

  



2016/3/2 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建設関連業 3 団体 低入基準 引き上げを要望」の記事が掲載されました。 

 

 

  



2016/3/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 九州整備局 若手・女性活用を議論 履行期限の平準化も」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/7 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「”いきいき現場づくり” 全業務での実施検討 

建コン協九州 整備局と意見交換」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/3/8 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「最新の知見を共有 コンクリート構造物維持管理技術講習会」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/3/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「東日本大震災 5 年 これまでとこれから」の記事が掲載されました。 

 



2016/3/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「北陸整備局 3 次元データの有効性確認 CIM 維持管理検討会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/3/8 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「500 人参加し技術講習会 コンクリ構造物維持管理技術研究会ら」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2016/3/8 付 建設産業新聞 

【JCCA 九州支部】「履行期限 3 月集中も一定評価 整備局との意見交換開く 

若手・女性活用など継続促進 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 



2016/3/11 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「東日本大震災から 5 年 復興事業の“これまで”と”これから“ 

強靱化へこれからが勝負」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/11 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「多くの経験と実績が財産 強靱化とともに地域活性化を」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2016/3/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「東北整備局ら震災 5 年シンポ 災害協定の重要さ訴え 

 建設産業はエリアマネジのリーダーに 資機材プールする組織を」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/3/14 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「整備局の i-Con 推進会議 行動方針を決定 新年度に協議会設置」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/3/14 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「東日本大震災 5 年 事前の備えが何より重要 

技術者ら災害協定の有効性説く 東北建協連、東北地方整備局がシンポ」 

の記事が掲載されました。 

 
  



2016/3/14 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「”教訓”を将来の財産に 東日本大震災 5 年シンポ 

”建設技術者の役割”発信 東北地方整備局 東北建協連」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

  



2016/3/14 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「復興加速に功績 16 日に 67 団体を表彰 東北整備局」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/16 付 建設通信新聞 

【JCCA 中国支部】「中国地方整備局 i-Con 本部を設置 産学官 ICT 研究会立ち上げ 

建コン協中国支部がメンバーに」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/3/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「東北整備局 復興加速功労者を表彰 団体ら 67 者の功績たたえる 

建設コンサルタンツ協会東北支部が表彰対象」の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



2016/3/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 中国支部】「中国地方整備局 i-Con 推進本部設置 22 日に生産性向上研究会 

建コン協中国支部がメンバーに」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

  



2016/3/17 付 建設産業新聞 

【JCCA 中国支部】「中国地方整備局 建設現場の生産性向上へ 22 日に研究会立ち上げ 

ICT 技術の全面活用を検討 建コン協中国支部がメンバーに」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/17 付 建設工業新聞（北陸工業新聞社） 

【JCCA 北陸支部】「”ぜひ私たちの仲間に” 県・新建協・建コン協が出張講座 五泉川東中で」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/25 付 建設工業新聞 

【JCCA 北陸支部】「北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会 新潟県・富山県・石川県部会 

2016 年度活動予定報告 建コン協連携」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/25 付 建設産業新聞 

【JCCA 中国支部】「I-Con 普及へ連携 ”建設現場の生産性向上研”設立 中部整備局」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

 

  



2016/3/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「女性の活躍当たり前の業界に ”未来を拓き未来を担う” 足立としゆき先生 

（元国土交通省技官）と語る （建コン協推薦の足立としゆき先生の記事が掲載）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「連携協定を更新 ＩＣＴ活用で情報共有 建コン協近畿支部ら 4 団体」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/30 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「大規模災害時業務連携協定を更新 建コン協近畿ら 4 団体」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



2016/3/31 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「東日本復興 特報版 CM、PPP に積極取組み 建コン協東北支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2016/3/31 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「提言 10 年後の建設生産システム 異分野と ICT 統合 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

 


