
⽇付 新聞 区分 記事の内容
2⽉1⽇ 建設通信新聞 中国⽀部 広報のあり⽅議論 建コン協中国⽀部⼩⽥秀樹⽀部⻑と來⼭総務部会⻑が⽇

刊建設通信新聞社など建設専⾨紙と懇談
2⽉6⽇ 建設⼯業新聞 本部 デジタルの脅威テーマにセミナー 建コン協⻑⾕川伸⼀会⻑、24⽇に“第19

回建設コンサルタント経営セミナー”開催
2⽉9⽇ 建設通信新聞 東北⽀部 建コン協東北と東北整備局意⾒交換 3⽉納期減少へ認識共有

建設⼯業新聞 東北⽀部 建コン協東北 若⼿⼊職へ就労環境改善 東北整備局と意⾒交換
東北⽀部 建コン協東北が集計 東北整備局のコンサル業務発注 12年度以降初めて増

加 昨年11⽉時点で前年度実績上回る
建設産業新聞 東北⽀部 建コン協東北 東北整備局と意⾒交換 技術⼒向上へプロポ拡⼤を ”品質確保

10のポイント” 浸透で業務改善加速
2⽉10⽇ 建設通信新聞 北海道⽀部 建コン協北海道⽀部、道建設部と意⾒交換 技術⼒重視の施策期待 納期平旬

化など要望
東北⽀部 建コン協東北と仙台市が意⾒交換 予定・最低価格を事後へ

建設⼯業新聞 北海道⽀部 建コン協北海道⽀部 道建設部と意⾒交換 適正な発注ロットなど要望

東北⽀部 仙台市 建コン協東北と意⾒交換 予定価格、⼀部事後公表へ
2⽉13⽇ 建設通信新聞 九州⽀部 就業環境改善で成果 技術⼒の選定は要望継続/建コン協九州 ⾃治体意⾒交

換会を総括
建設⼯業新聞 九州⽀部 設計変更指針策定や平準化 取り組み着実に進展 県・政令市災害協定締結も

前向き 建コン協九州が意⾒交換総括
建設産業新聞 東北⽀部 全庁で最低価格設置検討 仙台市と意⾒交換会開く 建コン協東北

2⽉15⽇ 建設産業新聞 九州⽀部 建コン協九州 16年度⾃治体との意⾒交換総括 技術⼒重視の選定遅々も 環
境改善 共通認識で進展

建設⼯業新聞 近畿⽀部 第19回⼤阪フル・リレーマラソン⼤会 近畿整備局から140⼈22チームが参
加 建コン協近畿参加

2⽉20⽇ 建設産業新聞 中国⽀部 建コン協中国・技術⼠会 防災講習会に150⼈ ⿃取中部地震から学ぶ

2⽉27⽇ 建設通信新聞 本部 建コン協、JIAが協働シンポ ”誰が景観を創るのか ” ⼩さな投資で成功す
る ”多様性と融合” モデルや⽅法を重ねて

本部 建コン協 業界展望を考える若⼿技術者の会 業界活性化へプレゼンテーショ
ン 4⽉7⽇に若⼿技術者全国⼤会

本部 建コン協 2016年度社会資本レポートコンテスト ⼩学⽣が⼟⽊施設体験レ
ポート

2⽉28⽇ 建設通信新聞 本部 防減災などテーマ役⽴つ情報を提供 建コン協が経営セミナー

 2017年2月の建設コンサルタンツ協会関連記事



 
2017/2/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 中国支部】「広報のあり方議論 建コン協中国支部 小田秀樹支部長と來山総務部会長が

日刊建設通信新聞社など建設専門紙と懇談」の記事が掲載されました。 

 

 
 

 

2017/2/6 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「デジタルの脅威テーマにセミナー 建コン協長谷川伸一会長、24 日に“第 19 回建

設コンサルタント経営セミナー”開催」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 



 

2017/2/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北と東北整備局意見交換 3 月納期減少へ認識共有」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



 

2017/2/9 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 若手入職へ就労環境改善 東北整備局と意見交換」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 

  



 

2017/2/9 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北が集計 東北整備局のコンサル業務発注 

12 年度以降初めて増加 昨年 11 月時点で前年度実績上回る」の記事が掲載されました。 

 

2017/2/9 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 東北整備局と意見交換 技術力向上へプロポ拡大を 

”品質確保 10 のポイント” 浸透で業務改善加速」の記事が掲載されました。 

 



 

2017/2/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「建コン協北海道支部、道建設部と意見交換 技術力重視の施策期待 

納期平旬化など要望」の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2017/2/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北と仙台市が意見交換 予定・最低価格を事後へ」 

の記事が掲載されました。 

 

 
 

  



 

2017/2/10 付 建設工業新聞 

【JCCA 北海道支部】「建コン協北海道支部 道建設部と意見交換 適正な発注ロットなど要望」 

の記事が掲載されました。 

 

 

  



 

2017/2/10 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「仙台市 建コン協東北と意見交換 予定価格、一部事後公表へ」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 



 

2017/2/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「就業環境改善で成果 技術力の選定は要望継続/建コン協九州 

 自治体意見交換会を総括」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

  



 

2017/2/13 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「設計変更指針策定や平準化 

取り組み着実に進展 県・政令市災害協定締結も前向き 建コン協九州が意見交換総括」 

の記事が掲載されました。 

 

 
  



 

2017/2/13 付 建設産業新聞 

【JCCA 東北支部】「全庁で最低価格設置検討 仙台市と意見交換会開く 建コン協東北」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2017/2/15 付 建設産業新聞 

【JCCA 九州支部】「建コン協九州 16 年度自治体との意見交換総括 

技術力重視の選定遅々も 環境改善 共通認識で進展」の記事が掲載されました。 



 

2017/2/15 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「第 19 回大阪フル・リレーマラソン大会  

近畿整備局から 140 人 22 チームが参加 建コン協近畿参加」の記事が掲載されました。 

 

 

 



 

2017/2/20 付 建設工業新聞 

【JCCA 中国支部】「建コン協中国・技術士会 防災講習会に 150 人 鳥取中部地震から学ぶ」 

の記事が掲載されました。 

 

 

2017/2/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協、JIA が協働シンポ ”誰が景観を創るのか？” 小さな投資で成功する ” 

多様性と融合” モデルや方法を重ねて」の記事が掲載されました。 

 



 

 

2017/2/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 業界展望を考える若手技術者の会 業界活性化へプレゼンテーション 

4 月 7 日に若手技術者全国大会」の記事が掲載されました。 

 
 

2017/2/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 2016 年度社会資本レポートコンテスト 

小学生が土木施設体験レポート」の記事が掲載されました。 

 
 

 



 

2017/2/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「防減災などテーマ役立つ情報を提供 建コン協が経営セミナー」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 


