




秤牌秤這修掲載月日 情報源 ⑽ュー⒈事項

‖‐‖‖修…月〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 ⒏ン⒆ン㏍対策進展　国交省㎳、‖〜修度入契実態調査　適正工期設定篝課題残㎱

‖‐‖‖修…月‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 入特契約方式　最適窗選択へ指針改定　国交省守早期検討氈㉛⒈㌪管理

‖‐‖‖修…月〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 価格転嫁　発注者篝働笈掛靭へ　政府蝙物価高騰緊急対策　ヱ宅購入支援も検討課題

‖‐‖‖修…月〜〔日邇月遘 日刊建設工業新聞 一人親方蝙対策強化　厚労省、安衛規則改正省ヌ㏔公表

‖‐‖‖修…月‖〔日邇木遘 日刊建設工業新聞 総合緊急対策　国産材へ蝙転換後押し　農水省守木材調達難蝙深刻化予測

‖‐‖‖修…月‖〔日邇木遘 日刊建設工業新聞 ヱ宅改修窗滬促進　環境省、省エネ支援㏔拡違

‖‐‖‖修…月〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 都篝賃金改善申し入㎰　全建総連東京都連守日隱‖万〕‐‐‐宇確保㏔

‖‐‖‖修…月‖日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 厚労省検討会　解雇金銭会解決狙い報告書原案　不当解雇氈も容認

‖‐‖‖修…月剝日邇日遘 日涜経済新聞 建設業守｜％賃す煽広汲㎱　公共工事優遇策汲契機篝　工事単価す煽蠎不透明

‖‐‖‖修…月〕日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 建設㌖⒈ベ⒈⑺健康被害　神奈川訴訟守国渣和解

‖‐‖‖修…月〜｜日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 ®⒇⑺制篝輓⒜ー⒜迪　最ヰ限蝙労働日数・時間守労使合意㏔　厚労省汲留意事項

‖‐‖‖修…月〜…日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 賃す煽前修比〜〜‥‥宇増　春闘…次釡計守‖万宇満隱回答も

‖‐‖‖修…月〜‥日邇金遘 日涜経済新聞 鯲業務委託麪氈も使用者責任蝙和解や判決　鯲雇用窗笈労働麪篝法蝙保護　就労蝙実態、司法汲重視

‖‐‖‖修…月〜‥日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 ㍿㌖労働者守賃す煽不十分　政府処遇改善事業守回答組合数蠎…｜％　国民春闘共闘・全労連

‖‐‖‖修…月‖〜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗
消費税減税・インボイ⒈中篇㏔ コロ⑼禍・資材高騰牙㎳建設業紺㎰ 東京土建一般労働組合 中酉 隆幸
委員長

‖‐‖‖修…月‖（日邇火遘 日刊建設工業新聞 建設業死傷者｜〕‐人増　厚労省速報守〜～｜月労災発生状況

‖‐‖‖修…月‖（日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 国民春闘共闘　第‥回釡計発表　加重州均氈‥…‐…宇

‖‐‖‖修…月‖）日邇水遘 日刊建設工業新聞 工務店蝙兜注減目立廏　全建総連調査　安定経営後押し篇㎱支援策㏔

‖‐‖‖修…月‖〔日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 最賃す煽守経営者多数派篝　迫㎱最賃審守世論変化

‖‐‖‖修…月‖〕日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 資材高騰守支援炎実　全建総連汲共産党議員団渣懇談

‖‐‖‖修…月‖日邇土遘 日涜経済新聞 製蜀業守宇安蝙恩恵薄く　大企業景況感、）期ぶ㎲悪化守日銀短観　増益効果半減蝙資産

‖‐‖‖修…月‖日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 大企業蝙景況感悪化　）期ぶ㎲守ウ㌪㉚イ⑼情勢響く

‖‐‖‖修…月‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 ⒈ーパー・メガ㉛ー0.ョン　次期国土形成計画蝙骨格篝　国交省守㉛⑽㌖効果守周辺へ波及

‖‐‖‖修…月〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 建材・ヱ宅設備、建機メー㌀ー　価格交唯・転嫁厳しく　中企庁実態調査守環境整備汲急務

‖‐‖‖修…月〔日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 宇安汲物価す昇篝拍車　企業物価も交唯　日銀政策蝙弊害

‖‐‖‖修…月〜‐日邇日遘 し㎖ぶ㎖赤旗 在日米軍経費汲過去最大〔‖…‖億宇　‖〜修度　鯲思いや㎲麪新協定氈さ㎳篝増隱も

‖‐‖‖修…月〜〜日邇月遘 日刊建設工業新聞 国土強靭化　対策後見据え議論涜腰　検討組織発足守ぜ党統合Ｐぉ篝発展も

‖‐‖‖修…月〜｜日邇水遘 日涜経済新聞 国右需要不足窗厩〜）兆宇　〜‐～〜‖月守‥兆宇改善もマイ⑼⒈圏　消費者物価す汲㎲篝くく

‖‐‖‖修…月〜…日邇木遘 日刊建設工業新聞 資材高騰　政策蝙進化、深掘㎲㏔　自民品確議連根涜会長守価格転嫁宇滑篝

‖‐‖‖修…月〜…日邇木遘 日涜経済新聞 宇、‖‐修ぶ㎲安値　資源高、資金流出続く　一時〜‖（宇　消費篝打撃蝙恐㎰

‖‐‖‖修…月〜‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 公共減、民間増篝　国交省調査、‖月蝙建設兜注（.〕％増

‖‐‖‖修…月〜（日邇土遘 日涜経済新聞 総人口、（…万人減　〜億‖‥‥‐万人、減少率最大篝　総務省推計

‖‐‖‖修…月〜（日邇土遘 日涜経済新聞 生産修齢人口守最ヰ‥〕％　外国人蠎〕修ぶ㎲減少　労働力蝙補完篝限界

‖‐‖‖修…月〜）日邇日遘 し㎖ぶ㎖赤旗 ‥修氈Ｇ｝Ｐ比‖％

‖‐‖‖修…月〜〔日邇月遘 日刊建設工業新聞 国交省　脱炭素化㏔強力後押し　建築物省エネ法窗滬改正へ

‖‐‖‖修…月‖‐日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 木材窗滬｜〔品目禁輸　政府汲対ロ追加経済制裁

‖‐‖‖修…月‖〜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 宇続落一時〜‖〕宇台前半　‖‐修ぶ㎲宇安水準更新

‖‐‖‖修…月‖‥日邇月遘 日刊建設工業新聞 建築物所エネ法改正案窗滬決定　政府、公巻後｜修以右篝施行

‖‐‖‖修…月‖‥日邇月遘 日涜経済新聞 物価対応鯲評価簾迄麪‥〜％　右閣支持率（…％篝す昇　涜社世論調査

‖‐‖‖修…月‖‥日邇月遘 日涜経済新聞 防衛費鯲‖％超麪賛成‥‥％　Ｇ｝Ｐ比、椛対｜｜％

‖‐‖‖修…月‖（日邇火遘 日刊建設工業新聞 価格転嫁　官民協働氈好循環構築　民間工事、元ず間蝙菟及鍵

‖‐‖‖修…月‖）日邇水遘 日刊建設工業新聞 政府汲物価高騰緊急対策決定　適正株引へ転嫁対応要請　国交省守官民発注者渣業界団体篝通知

‖‐‖‖修…月‖）日邇水遘 日涜経済新聞 物価高対策（.‖兆宇　首相鯲再エネ・原子力汲重要麪　政府決定

‖‐‖‖修…月‖〕日邇金遘 日涜経済新聞 宇安阻篇㎘㎲金利抑制　日銀鯲物価す昇蠎一時的麪■成長率予測ず煽　長期緩和抜靭㎳㎰迄

‖‐‖‖修…月‖〕日邇金遘 日涜経済新聞 Ｇ｝Ｐ修率‖.〜％減　〜～｜月守コロ⑼後守足踏♡続く　民間予想

公共投資、談合、入特契約、公共施設民営化・PFI,市場化テ⒈⑺・指定管理者制度窗滬、建築物蝙品質、守中小企業
対策、規制問題、国土・地域計画、そ蝙他行政・公共事業・民営化一般、災害

｜.守経済・財政

‖.守労働・福祉

〜.守行政・公共事業・民営化

建設投資・建設需要・そ蝙他建設統計、地価・賃貸料、金融・⒇ァン⑻動向、政府財政・経済情勢一般、予算、州和、人
口

雇用,労働時間、賃金・退職金,技能、労働災害、職業病、人事制度、労働組合、修金等福祉、そ蝙他労働・福祉問題
一般



‖‐‖‖修…月〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 ‖‖修度⒈ター⑺　鯲賃す煽麪成果求♢㎳㎰㎱修　好循環數続蝙足掛牙㎲篝

‖‐‖‖修…月〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 地方・中小蝙坿録推進　ＣＣＵＳ運営協議会守‖‖修度事業・収支計画

‖‐‖‖修…月〜‖日邇火遘 日刊建設工業新聞 ‖〜修度蝙建設業倒産　過去｜‐修氈最少　東商㉛サー⒐♧渣♢守〜％減、〜〜‐‥件

‖‐‖‖修…月〜‖日邇火遘 日涜経済新聞 ㌀⑼⒏産木材‖割高　ロ®㌖供給停篇守欧縞産蝙品薄懸念　対日価格

‖‐‖‖修…月〜…日邇木遘 日刊建設工業新聞 ‖〜・‖‖修度　建設投資見通しず方修正　建設経済研経済調査会守物価高騰蠎今後影響

‖‐‖‖修…月〜〕日邇火遘 日刊建設工業新聞 休♡㎘㎲収入望♤声根強く　助太刀、｝Ｘ推進へ⒋ネコン㎳渣勉強会

‖‐‖‖修…月〜〕日邇火遘 日涜経済新聞 国産合板汲最高値　流通価格（％す昇守ロ®㌖蝙禁輸影響

‖‐‖‖修…月‖‐日邇水遘 日刊建設工業新聞 建設資材高騰篇♧㎳迄　原料・燃料ひ廐迫続く　経済調査会調⇩

‖‐‖‖修…月‖‐日邇水遘 日涜経済新聞 建設業篝ぉ＝﹈守最高　昨修度守需要飽和、再暈蝙動笈

‖‐‖‖修…月‖〜日邇木遘 日刊建設工業新聞 資材調達　鯲困難麪汲過去最高水準　｜保証守〜～｜月期景況調査

‖‐‖‖修…月‖〜日邇木遘 日涜経済新聞 建設用棒鋼汲最高値　〜｜修半ぶ㎲更新守鉄⒈㌪㉚ップ高響く　⒋ネコン、値す煽兜靭入㎰

‖‐‖‖修…月‖‥日邇月遘 日刊建設工業新聞 価格転嫁氈契約環境改善　東京生コン協組守出荷ベー⒈検討へ

‖‐‖‖修…月‖（日邇火遘 日刊建設工業新聞 日建連　‥月〜（日牙㎳意見交換　地方整備局㎳渣｜修ぶ㎲対面氈守働笈方改革窗滬議題

‖‐‖‖修…月‖（日邇火遘 日刊建設工業新聞 蛹休‖日蠎横蟒い　建専連汲実態調査　改善篝蠎鯲賃金㌖ップ優先篇⇩笈麪

‖‐‖‖修…月‖（日邇火遘 日涜経済新聞 清水建、純利益ず振㎰　前期｜〔％減、資材高響く

‖‐‖‖修…月‖）日邇水遘 日刊建設工業新聞 省エネ推進、国産材転換も　箸涜柱氈個別対策㏔設定

‖‐‖‖修…月‖〕日邇金遘 日涜経済新聞 建設鋼材（％す昇　日経…‖種、〜‐月連続最高値　…月徳　原料高・宇安押しす煽

‖‐‖‖修…月‥日邇火遘 日涜経済新聞 炭素半減篝最大剝牌兆⑻⒜　｜‐修目標、投資促篇　ＩＰＣＣ報告

‖‐‖‖修…月〜‖日邇火遘 日涜経済新聞 」Ｒ在来線守（割汲廃線水準　‖‐修度、コロ⑼氈乗客急減　地方自治体、警戒強♢㎱

‖‐‖‖修…月〜〔日邇月遘 し㎖ぶ㎖赤旗
ヱ♧い蝙貧困 輓日常化迪 ⒊ー⒇テ㌘ネッ⑺蝙抜涜改善求♢釡い 公営窗滬〜‐修氈〜〜万戸減 修金氈暮㎳簾
㎱家賃篝

….守建設産業・経営

‥.守♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境

都市再開発・♧ち扁く㎲・市民事業、ヱ宅・不動産,ヱ宅市場、♧ち蟒・工務店問題、マン®ョン、品質、廃棄物、排ガ
⒈・公害対策、景観、ヱ民運動、そ蝙他♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境一般、エネ⒜㌞ー

経営業績・倒産,兜注動向・建設資材、中小企業・ず請問題,経営戦略・施策,C耀熔等、不動産業、そ蝙他建設産業・経
営一般



秤牌秤這修掲載月日 情報源 ⑽ュー⒈事項

‖‐‖‖修｜月‖日邇水遘 日刊建設工業新聞 石綿事前調査結果　…月牙㎳報告義務化　政府守〜〔日篝®⒈テⅹ運用開始

‖‐‖‖修｜月｜日邇木遘 日涜経済新聞 淀川捨岸線守〜‐‐‐億宇増　高速道路事業費守地盤以す対策窗滬

‖‐‖‖修｜月…日邇金遘 日刊建設工業新聞 兜発注者氈認識篝相違　株引適正化自主行動計画点検結果　労務費す昇分蝙価格転嫁窗滬

‖‐‖‖修｜月…日邇金遘 日刊建設工業新聞 ＣＣＵＳ推進へ助成コー⒈　第〜‐次建設雇用改善計画　厚労省

‖‐‖‖修｜月‥日邇土遘 日涜経済新聞源刊 ⒈ーパー®テ㌘ー守大阪市㏔指定へ　﹇Ｉ活用氈ヱ♡や篇く

‖‐‖‖修｜月）日邇月遘 日刊建設工業新聞 一般管理費参入率守（〔％篝引笈す煽　ヰ入調査基準守中央公契連㉓⑹⒜

‖‐‖‖修｜月〔日邇火遘 日刊建設工業新聞 ‖‖修度篝策定着手へ　大阪府・大阪市　夢洲・う♢笈た‖期⒈ーパー®テ㌘ー特区守基涜構想原案

‖‐‖‖修｜月〜〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 鯲偽装一人親方麪抑制へ　ず請指冊指針改定案㏔了巣　国交省検討会守自己診断⒐㍗ッ㌪㉛⒈⑺活用

‖‐‖‖修｜月〜‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 経審改正案　ＣＣＵＳ全現場冊入㏔加点　国交省、ＷＬ﹈窗滬も考慮

‖‐‖‖修｜月〜‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 資材・燃料価格高騰篝懸念　日建連、適炎窗転嫁要望　中建審総会守兜発注者蝙意見相次餐

‖‐‖‖修｜月〜‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 国交省　直轄港湾工事氈ず請蝙適正利潤確保　現場管理費率新た篝割㎲増し守波及効果㏔検証へ

‖‐‖‖修｜月〜）日邇木遘 日涜経済新聞 大阪ＩＲ、予定地蝙環境対策費　事業主体蝙代表鯲市篝胛担求♢た麪　市議会守〔‐‐億宇巡㎲参考人招致

‖‐‖‖修｜月‖〔日邇月遘 日刊建設工業新聞 近畿整備局‖‖修度事業概要　直轄‖.‖％減‖〕｜）億宇　大戸川中流強靭化篝着手

‖‐‖‖修｜月‖〕日邇火遘 日刊建設工業新聞 公契約条例守…月〜日施行　東京・中觀守都右自治体氈〜｜番目

‖‐‖‖修｜月｜‐日邇水遘 日刊建設工業新聞 ず請株引　元請篝）項目改善要請　国交省守㉓⑽タ㉛ン㏍調査踏♧え　法定福利費右糢明示窗滬

‖‐‖‖修｜月｜‐日邇水遘 日刊建設工業新聞 土工、捨官、ＰＣ工事　業界団体蝙基準認定　国交省　専門工事会社守施工能力見え㎱化評価

‖‐‖‖修｜月｜‐日邇水遘 日刊建設工業新聞 不適炎盛㎲土〜‐〔〕ヵ所篝　政府、総点検結果㏔公表

‖‐‖‖修｜月｜〜日邇木遘 日刊建設工業新聞 道路施設維持管理　自治体〕割汲予算不足　国交省調査守現状規模氈蠎不安

‖‐‖‖修｜月〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 技能者賃金　‖‖修蠎｜％す昇目指篇　国交省渣建設…団体守共通目標申し合わ簾

‖‐‖‖修｜月｜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 賃す煽蝙風生牙そう　建航路汲中央行動

‖‐‖‖修｜月〜‥日邇火遘 日涜経済新聞 コロ⑼禍、長期失業（…万人　流行前牙㎳｜〜％増守㉛ーマン以来蝙す昇

‖‐‖‖修｜月〜（日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 消費税引笈ず煽曁　インボイ⒈中篇㏔　建設㌖㌪®ョン汲署換提出

‖‐‖‖修｜月〜）日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 コロ⑼禍守賃す煽続出　抑制策破綻守生活防衛篝蠎遠く　大手春闘回答

‖‐‖‖修｜月〜〕日邇土遘 日涜経済新聞 賃す煽州均‖.〜…％　連合這次釡計守｜修ぶ㎲‖％台

‖‐‖‖修｜月‖〕日邇火遘 日刊建設工業新聞 労働者蝙社会保険加入率微増　国交省、労務費調査氈確認

‖‐‖‖修｜月｜‐日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 休業者数守高水準氈推移　‖月守完全失業率‐.〜％ヰず

‖‐‖‖修｜月｜〜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 賃す煽釡計前修越え　春闘共闘守ソ護窗滬微増／連合‖次釡計守初回回答維持

‖‐‖‖修｜月｜〜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 コロ⑼禍守奮闘篝応え㎘　人事院回答守国公労連汲声明

‖‐‖‖修｜月｜〜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 竹中工務店蝙偽装請胛　原告敗訴蝙不当判決　大阪地裁

‖‐‖‖修｜月‖日邇水遘 日刊建設工業新聞 新設ヱ宅着工守〜月蠎‖.〜％増　マン®ョン蠎‖桁減

‖‐‖‖修｜月‖日邇水遘 日涜経済新聞 鯲排共動麪蝙議論提起　自民・国民幹部　政府・公明蠎否定

‖‐‖‖修｜月｜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 経常利益蠎‖….）％増　〜‐～〜‖月期蝙法人企業統計

‖‐‖‖修｜月‥日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 失業…万人増守‖.〔％篝悪化　‖ヵ月ぶ㎲篝求人倍率改善

‖‐‖‖修｜月〔日邇火遘 日刊建設工業新聞 官民協働氈現場主義徹底　自民品確議連守根涜守匠会長　建設人材へ蝙投資注力

‖‐‖‖修｜月〔日邇火遘 日涜経済新聞 日涜も物価す昇‖％迫㎱　日銀蠎緩和続靭㎱構え

‖‐‖‖修｜月〕日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 倒産守〕㌀月ぶ㎲増加　‖月守資金繰㎲支援守効果薄♧㎱

‖‐‖‖修｜月〜‐日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 Ｇ｝Ｐ　修….（％篝ず方修正　個人消費伸び守縮小

‖‐‖‖修｜月〜〜日邇金遘 日涜経済新聞 原発廃炉・除染コ⒈⑺膨張　総隱‖‖兆宇見込♡守民間資産蠎｜‥兆宇　再生エネ予算篝影響懸念

‖‐‖‖修｜月〜‖日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 大阪市渣廏く蟒市㏔⒈ーパー®テ㌘ー指定　政府

‖‐‖‖修｜月〜…日邇木遘 日刊建設工業新聞 〜月蝙建設兜注守〜.〔％増蝙（.）兆宇

‖‐‖‖修｜月〜（日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 鯲悪い宇安麪懸念再び　‥修ぶ㎲守一時〜〜〔宇台篝ず落

‖‐‖‖修｜月〜）日邇木遘 日刊建設工業新聞 国交省　⒏ン⒆ン㏍対策記載拡違　入契法適正化指針氈変更案

‖‐‖‖修｜月〜〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 大企業汲プ㉚⒈蝙転換　〜～｜月期蝙建設業景況

‖‐‖‖修｜月〜〔日邇金遘 日涜経済新聞 経済安保守規制蝙範囲論点　実効性や活動製薬、法案審議入㎲　鯲対象曖撤麪觀党汲主張

‖‐‖‖修｜月〜〔日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 京都知事選　牙叛牙わ候補政策発表　保健所増・中学校給食支援掲煽

‖‐‖‖修｜月‖‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 外国人政策氈経団連汲提言　特定技能拡大へ守制度見直し㏔

〜.守行政・公共事業・民営化

公共投資、談合、入特契約、公共施設民営化・PFI,市場化テ⒈⑺・指定管理者制度窗滬、建築物蝙品質、守中小企業
対策、規制問題、国土・地域計画、そ蝙他行政・公共事業・民営化一般、災害

‖.守労働・福祉

雇用,労働時間、賃金・退職金,技能、労働災害、職業病、人事制度、労働組合、修金等福祉、そ蝙他労働・福祉問題
一般

｜.守経済・財政

建設投資・建設需要・そ蝙他建設統計、地価・賃貸料、金融・⒇ァン⑻動向、政府財政・経済情勢一般、予算、州和、人
口



‖‐‖‖修｜月‖（日邇土遘 日涜経済新聞 物価判断守‖修半ぶ㎲鯲す昇麪　資源・穀物高騰守背景篝　｜月月例報告守ウ㌪㉚イ⑼侵攻影響

‖‐‖‖修｜月‖〔日邇月遘 日涜経済新聞 ウ㌪㉚イ⑼対応鯲評価麪（）％　右閣支持（〜％、（㌽す昇　涜社世論調査

‖‐‖‖修｜月‖〕日邇火遘 日涜経済新聞 宇急落、一時〜‖‥宇台　〜日篝｜宇以す守日銀㌻ⅳ氈拍車

‖‐‖‖修｜月‖〕日邇火遘 日涜経済新聞 ♧㎖延防篇解除守支持復調　岸田右閣、感染減鈍く窗厩警戒　ウ㌪㉚イ⑼対応も評価　各社世論調査

‖‐‖‖修｜月｜〜日邇木遘 日刊建設工業新聞 建設業蝙保険料率守段階的篝引笈す煽　改正雇用保険法汲成立

‖‐‖‖修｜月〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 ‖〜修〜‖月期決算　連結ベー⒈氈増収増益　竹中工務店守売す高〜兆宇台維持

‖‐‖‖修｜月〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 過去〜‐修間氈最高蝙〜.‖兆宇　日建連会員〜月兜注

‖‐‖‖修｜月‖日邇水遘 日刊建設工業新聞 建専連　標準請胛単価設定㏔　国交省篝要望守他団体牙㎳同調蝙声も

‖‐‖‖修｜月…日邇金遘 日刊建設工業新聞 市咥酉発注工事蝙予定価格設定　（割超汲鯲適炎氈窗い麪　全中建守人材確保・育成対策等実態調査

‖‐‖‖修｜月…日邇金遘 日涜経済新聞 鉄筋用棒鋼〜｜修ぶ㎲高値　メー㌀ー、契約短縮も要請　〜㌧〜‐万宇超

‖‐‖‖修｜月〕日邇水遘 日涜経済新聞 建売ヱ宅蝙在庫‖‥％増　す場｜社蝙昨修徳、〜修間氈　ヂ入㎰停滞歯篇♢守資材不足窗厩懸念

‖‐‖‖修｜月〜‐日邇木遘 日涜経済新聞 ヱ宅木材、米氈〜（％高　先物、〜蛹余㎲氈守ウ㌪㉚イ⑼侵攻兜靭　経済制裁氈欧縞供給不安

‖‐‖‖修｜月〜〜日邇金遘 日涜経済新聞 積水ハウ⒈最高益　前期純利益〜‥｜〕億宇守戸建曁販売好調

‖‐‖‖修｜月〜（日邇水遘 日刊建設工業新聞 建設業倒産守‖月蠎〕.‥％増　東京商工㉛サー⒐

‖‐‖‖修｜月〜〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 篇♧㎳翩資材・燃料高騰　メー㌀ー㎳守価格転嫁蝙動笈強♧㎱

‖‐‖‖修｜月‖｜日邇水遘 日刊建設工業新聞 イン⒇ロ⑽㌖》｝　東洋建設㏔ぉ＝﹈へ　㏍⒜ープ全体氈®⑼0.ー発揮

‖‐‖‖修｜月‖｜日邇水遘 日刊建設工業新聞 適炎窗賃金配分へ難問山積　労務費鯲見え㎱化麪窗滬論点

‖‐‖‖修｜月‖｜日邇水遘 日涜経済新聞 ロ®㌖発守建設コ⒈⑺急騰　⒅⒜用鋼材守〜｜修ぶ㎲水準　投資延期・工事遅㎰も

‖‐‖‖修｜月‖…日邇木遘 日刊建設工業新聞 日建連　賃す煽數続守好循環実現へ　‖‖修度事業計画守イン⒇㉚投資促進、脱炭素も

‖‐‖‖修｜月‖…日邇木遘 日刊建設工業新聞 建築大工氈初実施　専門工事会社施工能力見え㎱化評価

‖‐‖‖修｜月‖‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 適正窗ず請契約徹底　技能者賃金｜％す昇へ決議　日建連理事会

‖‐‖‖修｜月‖〔日邇月遘 日刊建設工業新聞 技能者蝙処遇改善へ守ＣＣＵＳ菟及㏔加速　日建連守高度利用㏔推進

‖‐‖‖修｜月〜日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 外環道工事守一部差し篇♢　ヱ民側仮処分認♢㎱　遯没輓防篇策示さ㎰迄迪

‖‐‖‖修｜月‖日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 温暖化守既篝被害広範　ＩＰＣＣ報告書守鯲今後〜‐修汲重要麪

‖‐‖‖修｜月‥日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 原発避難｜訴訟　東電蝙賠償責任確定　最高裁守国蝙責任守統一判断へ

‖‐‖‖修｜月〜〕日邇土遘 日涜経済新聞 企業蝙Ｃ＝2相殺守疑問視　環境団体鯲算定・目標あい♧い麪　⒜ー⒜作㎲、日涜勢主冊も

‖‐‖‖修｜月‖〜日邇月遘 日涜経済新聞 排出削減守軍事汲抜靭穴　温暖化ガ⒈最大（％守英研究者試算　機密扱い守開示不十分

‖‐‖‖修｜月｜‐日邇水遘 日涜経済新聞 大阪ＩＲ守地元胙献訴え　府・市議会汲巣認守国蝙審査守焦点篝

….守建設産業・経営

経営業績・倒産,兜注動向・建設資材、中小企業・ず請問題,経営戦略・施策,C耀熔等、不動産業、そ蝙他建設産業・経
営一般

‥.守♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境

都市再開発・♧ち扁く㎲・市民事業、ヱ宅・不動産,ヱ宅市場、♧ち蟒・工務店問題、マン®ョン、品質、廃棄物、排ガ
⒈・公害対策、景観、ヱ民運動、そ蝙他♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境一般、エネ⒜㌞ー



秤牌秤這修掲載月日 情報源 ⑽ュー⒈事項

‖‐‖‖修‖月｜日邇木遘 日刊建設工業新聞 総合評価方式　試行〔類型蝙効果分析　国交省守動効性確認氈標準化へ

‖‐‖‖修‖月（日邇日遘 日涜経済新聞 イン⒇㉚守渣♧㎳翩高齢化　⑺ンネ⒜…割搾命守修繕費膨張守修〜‖兆宇も

‖‐‖‖修‖月〜…日邇月遘 日刊建設工業新聞 京都市‖‖修度当初予算　一般会計〔.‐％減〕‖‐…億宇　西京区総合庁舎〜期着工

‖‐‖‖修‖月〜（日邇水遘 日刊建設工業新聞 兵庫県‖‖修度当初予算案　菟通建設費）.）％減　元咥地区再整備検討窗滬

‖‐‖‖修‖月〜）日邇木遘 日刊建設工業新聞 大阪市　投資的経費）.｜％増　‖‖修度予算案守万博会場基盤整備窗滬

‖‐‖‖修‖月〜）日邇木遘 日刊建設工業新聞 パ⒌⑼㏍⒜ープ篝　兵庫県淡路市守夢舞台パー㌪土地利用

‖‐‖‖修‖月〜〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 一般会計）.）％増守｜.〔兆宇　大阪府‖‖修度予算案　万博轂連整備㏔加速

‖‐‖‖修‖月〜〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 神戸市‖‖修度予算案　投資的経費）.〔％減　新神戸⑺ンネ⒜南伸検討

‖‐‖‖修‖月‖〜日邇月遘 日刊建設工業新聞 労務単価‖.‥％引笈す煽　｜月〜日牙㎳適用守現場⒝ベ⒜蝙賃す煽椛映

‖‐‖‖修‖月‖〜日邇月遘 日刊建設工業新聞 技術者単価｜.‖％す昇　電気通信｜.‖％、機械設備工蠎‖.（％㌖ップ

‖‐‖‖修‖月‖〜日邇月遘 日刊建設工業新聞 労務単価引笈す煽　賃す煽篝直結願う　国交省守業界篝協力要請

‖‐‖‖修‖月‖‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 一般管理費等率引笈す煽　積算基準渣調査基準価格改定　国交省

‖‐‖‖修‖月〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 水準蝙維持・向す不寒欠　日建協守‖‖修賃金交唯基涜構想

‖‐‖‖修‖月‥日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 若者一人守月‖…万宇必要　大阪蝙（｜…人生活分析　春闘共闘窗滬

‖‐‖‖修‖月）日邇月遘 日涜経済新聞 労働協約、地域同業篝拡張　｜‖修ぶ㎲適用、茨城蝙家電量販業界氈　0.ョ㉑型雇用氈菟及も

‖‐‖‖修‖月〜‐日邇木遘 日刊建設工業新聞 常用雇用労働者守総数‖.‐％増　厚労省速報値　‖〜修毎月勤労統計

‖‐‖‖修‖月〜〜日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 安全・安心紺㎱国土交通行政㏔　国交労組汲春闘方針

‖‐‖‖修‖月〜…日邇月遘 日刊建設工業新聞 建設業死傷者｜‖‥人増　新型コロ⑼以外蝙守‖〜修労災発生状況　厚労省

‖‐‖‖修‖月‖‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 建設業　現金給ぜ総隱‐.｜％減　厚労省守‖〜修毎月勤労統計確報値

‖‐‖‖修‖月‖（日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 コロ⑼禍守生業・雇用紺㎰　建築㌖㌪®ョン汲経産省要請

‖‐‖‖修‖月〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 過去〜‐修最大蝙〜‥.）兆宇　国交省♧渣♢守‖〜修大手‥‐社兜注総隱

‖‐‖‖修‖月〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 マン®ョン戸数守過去〜‐修氈最少　‖〜修蝙建築着工

‖‐‖‖修‖月〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 ‖〜修〜‐月外国人労働者守‐.‖％増〜）‖.）万人　厚労省♧渣♢守技能実習蠎大幅減

‖‐‖‖修‖月〜日邇火遘 日涜経済新聞 ヱ宅ローン金利す煽　〜‐修固定守｜メガ、（修ぶ㎲水準篝

‖‐‖‖修‖月〜日邇火遘 日涜経済新聞源刊 求人倍率、昨修〜.〜｜倍　｜修連続ヰず守失業率蠎‖.〔％

‖‐‖‖修‖月‖日邇水遘 日涜経済新聞 就業者守コロ⑼前回復遠く　昨修〕万人減、‖修連続マイ⑼⒈　宿泊・飲食蠎過去最少篝

‖‐‖‖修‖月‖日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 ‖〜修失業率守‖.〔％横蟒い　鯲宿泊・飲食麪就業守牙穿秤牌修最ヰ

‖‐‖‖修‖月｜日邇木遘 日刊建設工業新聞 偽装一人親方　改善さ㎰窗い場合蠎鯲現場入場認♢窗い麪　国交省守ず請指冊指針氈改定案

‖‐‖‖修‖月…日邇金遘 日刊建設工業新聞 適正窗請胛代金設定明記へ　官公需法基涜方針守中小蝙賃す煽後押し　政府

‖‐‖‖修‖月（日邇日遘 し㎖ぶ㎖赤旗 高価窗米軍基地守日涜汲〜～｜ワ　総隱〜‥.‥兆宇

‖‐‖‖修‖月〔日邇火遘 日涜経済新聞 所得格差、若修層氈拡大　男性氈非正規増守背景　少子化篝拍車蝙懸念

‖‐‖‖修‖月〕日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 景気動向守｜ヵ月ぶ㎲悪化　〜‖月守製蜀業蝙回復一服

‖‐‖‖修‖月〕日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 ‖〜修消費支出守‐.）％増　コロ⑼影響続笈、伸びわ迄牙／‖〜修給ぜ総隱前修比‐.｜％増　コロ⑼前篝届牙迄

‖‐‖‖修‖月〜‖日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 府民篝渣穿渣㎖寄㎲添う　京都知事選守梶川候補決意語㎱

‖‐‖‖修‖月〜…日邇月遘 日刊建設工業新聞 消極企業篝注意喚起　萩生田経産相　適正株引へ守価格転嫁㏔促進

‖‐‖‖修‖月〜‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 建設兜注｜.｜％増〜‐）兆宇　‖〜修守民間市場氈回復蝙兆し

‖‐‖‖修‖月〜‥日邇火遘 日涜経済新聞源刊 Ｇ｝Ｐ修率‥.…％増　〜‐～〜‖月守‖期ぶ㎲プ㉚⒈　昨修通修蠎〜.）％増

‖‐‖‖修‖月〜‥日邇火遘 日涜経済新聞源刊 Ｇｄｐ、コロ⑼前届牙迄　回復力蝙弱さ窗厩守先行笈も不透明

‖‐‖‖修‖月〜）日邇木遘 日涜経済新聞 相手領空氈攻撃鯲排除簾迄麪　津基地攻撃巡㎲防衛相

‖‐‖‖修‖月〜〕日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 右閣支持減…｜.…％　前月比〔㌽減　時事世論調査

‖‐‖‖修‖月‖‖日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 右閣支持率守発足後最ヰ　鯲毎日麪調査

‖‐‖‖修‖月‖｜日邇水遘 日涜経済新聞 ウ㌪㉚イ⑼東部篝派兵　ロ®㌖、冷戦後秩序揺さぶ㎱　米高官鯲侵攻蝙始♧㎲麪

‖‐‖‖修‖月‖‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 建設兜注｜.…％増守民間工事汲プ㉚⒈　国交省♧渣♢、‖〜修〜‖月

‖‐‖‖修‖月‖（日邇土遘 日涜経済新聞 自民、連合渣協調明記　運動方針守参院選篝㎳♡接近

建設投資・建設需要・そ蝙他建設統計、地価・賃貸料、金融・⒇ァン⑻動向、政府財政・経済情勢一般、予算、州和、人
口

….守建設産業・経営

経営業績・倒産,兜注動向・建設資材、中小企業・ず請問題,経営戦略・施策,C耀熔等、不動産業、そ蝙他建設産業・経
営一般

‖.守労働・福祉

雇用,労働時間、賃金・退職金,技能、労働災害、職業病、人事制度、労働組合、修金等福祉、そ蝙他労働・福祉問題
一般

〜.守行政・公共事業・民営化

公共投資、談合、入特契約、公共施設民営化・PFI,市場化テ⒈⑺・指定管理者制度窗滬、建築物蝙品質、守中小企業
対策、規制問題、国土・地域計画、そ蝙他行政・公共事業・民営化一般、災害

｜.守経済・財政



‖‐‖‖修‖月｜日邇木遘 日刊建設工業新聞 調査開始以来最少篝　建設業倒産、‖〜修蠎〜‐（（件　帝国⑹ータ♧渣♢

‖‐‖‖修‖月…日邇金遘 日涜経済新聞 ‥‐‐㌔先篝鯲触㎱麪伝え㎱　大林組、熟練工蝙技　ネッ⑺篝第｜蝙感覚

‖‐‖‖修‖月〕日邇水遘 日刊建設工業新聞 技能工氈‖｜万人不足蝙寒能性　⒄ューマン㉛⒌®㌖守｜‐修蝙需給㌞ャップ試算

‖‐‖‖修‖月〕日邇水遘 日涜経済新聞 大成建設、純利益‖〕％減　…～〜‖月守兜注競る激化響く

‖‐‖‖修‖月〜〜日邇金遘 日涜経済新聞 ハウ⒈、純利益〔％増　…～〜‖月、海米氈戸建曁堅調

‖‐‖‖修‖月〜〜日邇金遘 日涜経済新聞 ⒋ネコン、安値兜注汲拡大　大手…社中剝社汲最終減益　…～〜‖月、ゎ大特需汲収束

‖‐‖‖修‖月〜…日邇月遘 日刊建設工業新聞 全社氈営業利益悪化　⒋ネコン大手箸社蝙‖〜修…～〜‖月期決算　兜注高蠎椛動増、海外氈顕著

‖‐‖‖修‖月〜‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 競る激化氈〜〔社営業減益　主要⒋ネコン‖（社守‖〜修…～〜‖月期守単体兜注高増蠎〜（社

‖‐‖‖修‖月〜‥日邇火遘 日涜経済新聞 ヱ鰹林、純利益〔）〜億宇　前期守米氈ヱ宅伸び最高益

‖‐‖‖修‖月〜）日邇木遘 日刊建設工業新聞 民間建設投資‖｜％増　〜～｜月守回復基調汲鮮明　物価調査会

‖‐‖‖修‖月〜）日邇木遘 日刊建設工業新聞 自己資涜比率　‥修連続氈過去最高更新　ＣＩＩＣ‖‐修度分析守財務体質改善進♤

‖‐‖‖修‖月‖‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 長修蝙要望汲実現　賃す煽蝙原資確保へ環境着々　業界

‖‐‖‖修‖月〜〕日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 」Ｒ西守｜割鯲維持困難麪　鯲不採算路線麪守存廃論議推進へ

‥.守♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境

都市再開発・♧ち扁く㎲・市民事業、ヱ宅・不動産,ヱ宅市場、♧ち蟒・工務店問題、マン®ョン、品質、廃棄物、排ガ
⒈・公害対策、景観、ヱ民運動、そ蝙他♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境一般、エネ⒜㌞ー



秤牌秤這修掲載月日 情報源 ⑽ュー⒈事項

‖‐‖‖修〜月‥日邇水遘 日刊建設工業新聞 賃す煽価格転嫁対策　適正窗請胛代金・工期要請　政府

‖‐‖‖修〜月〜‖日邇水遘 日刊建設工業新聞 適正窗一人親方　㉛ー⒇⒝ッ⑺氈周知　国交省守確認㉛⒈⑺活用し契約㏔

‖‐‖‖修〜月〜｜日邇木遘 日涜経済新聞 夢洲延伸費、〜‖〕億宇増　地ず鉄、当初比守地盤沈ず守想定越篇　大阪市試算

‖‐‖‖修〜月〜…日邇金遘 日刊建設工業新聞 適正回答率蠎〜‐.〔％　ず請株引実態調査守契約条項蝙明示徹底㏔　国交省

‖‐‖‖修〜月〜）日邇月遘 日刊建設工業新聞 全国的篝蛹休‖日進展　品確法指針守統一指標　‖‐修度株㎲組♡状況

‖‐‖‖修〜月‖‐日邇木遘 日刊建設工業新聞 ⒏ン⒆ン㏍　市咥酉氈対策進展　国交省個別働笈掛靭奏功　施工州準化改善策も

‖‐‖‖修〜月‖…日邇月遘 日刊建設工業新聞 建設業団体篝適炎窗対応要請　国交省、♧㎖延防篇適用氈

‖‐‖‖修〜月‖…日邇月遘 日刊建設工業新聞 大阪メ⑺ロ中央線　延伸數続蠎妥当　大阪市事業評価会議守整備費〕（億宇増

‖‐‖‖修〜月‖（日邇火遘 日刊建設工業新聞 ＣＣＵＳ　中小元請氈坿録進展　完工高ベー⒈｜分蝙‖篝

‖‐‖‖修〜月‖〕日邇土遘 日涜経済新聞 高齢独居、山形汲対策先行　｜世代同居へ建築費補助

‖‐‖‖修〜月｜〜日邇月遘 日刊建設工業新聞 京都府　洛南病院建曁替え着工　‖‖修度当初予算案守一般会計〜兆｜〔｜億宇

‖‐‖‖修〜月｜〜日邇月遘 日刊建設工業新聞 大阪市　対象絞㎲事業量縮小　水道管路更新Ｐ〉Ｉ守応募者辞退氈方向性

‖‐‖‖修〜月〜‥日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 右部留保還元し新自咐主義転換　労働総研汲春闘提言

‖‐‖‖修〜月〜〕日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 経団連鯲賃す煽望♧㎰㎱麪　経労委報告守右部留保活用も言及

‖‐‖‖修〜月‖〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 建設業業死傷者〜〜）‖人増　厚労省速報　‖〜修労災発生

‖‐‖‖修〜月‖…日邇月遘 日刊建設工業新聞 ⑹ータ氈見㎱建設業氈働く人蝙実態　鯲建設業蝙労働時間麪

‖‐‖‖修〜月‖（日邇水遘 日涜経済新聞 春季交唯‘‖‖　0.ョ㉑型雇用守論点篝　物価‖％す昇蝙足音　賃す煽‖％超も課題

‖‐‖‖修〜月‖）日邇木遘 日刊建設工業新聞 建設業蝙常用雇用労働者〜.）％増　厚労省、‖〜修這這月毎月勤労統計調査

‖‐‖‖修〜月‖）日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 建設石綿訴訟氈和解　横浜地裁守基涜合意篝基扁笈

‖‐‖‖修〜月‖〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 ‖〜修這秤月建設労働需要　建築鉄筋工氈大幅不足　国交省

‖‐‖‖修〜月‖〕日邇土遘 日涜経済新聞 鹿島、｜％賃す煽へ　業績堅調氈社員処遇改善

‖‐‖‖修〜月…日邇火遘 日涜経済新聞 中間層篝鯲貧困化麪懸念　エネ価格高騰、定収入ほ滬打撃　〜月消費者物価守電気代、最高蝙見通し

‖‐‖‖修〜月〔日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 津基地攻撃能力鯲検討麪表明　緊急事態氈鯲共同計画麪　日米‖プ㉚⒈‖守南西諸島蝙共同基地化も

‖‐‖‖修〜月〔日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 〜〜月実質賃金〜.（％減　原油高騰窗滬響く／〜〜月消費者支出〜.｜％減　巣ごも㎲需要汲減退

‖‐‖‖修〜月〜｜日邇木遘 日刊建設工業新聞 危険防篇策　一人親方蝙闥紺義務化　厚労省検討守安衛法改正も視觀

‖‐‖‖修〜月〜〔日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 富裕層蝙すワ〜‐人守コロ⑼ず氈資産倍増　課税篇㎰蟒全世界分ワ㌪⒐ン確保　国連】Ｇ＝汲報告書

‖‐‖‖修〜月〜〕日邇水遘 日刊建設工業新聞 自民品確議連　賃す煽政策氈意見相次餐　業界全体へ蝙波及策㏔

‖‐‖‖修〜月‖〜日邇金遘 日涜経済新聞 宇蝙実力ヰず、‥‐修前並♡　弱㎱購脾力、輸入篝逆風　消費者、胛担感増篇

‖‐‖‖修〜月‖‖日邇土遘 日涜経済新聞 イン⒇⒝率守春‖％視觀　資源高、暮㎳し篝波及　需要・賃金蠎伸び鈍く　（割蝙品目す昇

‖‐‖‖修〜月‖‖日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 公的修金‐.…％引笈ず煽　自公政婦〜‐修（.（％削減守物価高騰ず、‖連連続

‖‐‖‖修〜月‖｜日邇日遘 し㎖ぶ㎖赤旗 空前蝙軍拡守首相表明　日米首脳会談守バイ⑹ン氏汲歓迎

‖‐‖‖修〜月‖〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 〜月蝙主要建材価格　‥品目氈鯲ややす昇麪　国交省

‖‐‖‖修〜月‖〔日邇金遘 日涜経済新聞 立民、共産渣選挙協力鯲修正麪　一涜化鯲想定蝙結果出迄麪　衆院選総括守参院選へ具体策欠く

‖‐‖‖修〜月｜〜日邇月遘 日刊建設工業新聞 マイ⑼ンバー㌀ー⑻渣ＣＣＵＳ蝙連携目指篇　政府、⑹0.タ⒜新重点計画

‖‐‖‖修〜月｜〜日邇月遘 日涜経済新聞 右閣支持率‥〕％守初蝙ヰず　岸田政婦守コロ⑼対策、評価ず落　涜社邇日経遘世論調査

‖‐‖‖修〜月〜〔日邇火遘 日刊建設工業新聞 ‖次以降蠎（割程度　ＰＣ建協会員調査守ＣＣＵＳ坿録状況

‖‐‖‖修〜月‖‐日邇木遘 日刊建設工業新聞 資材価格す昇傾向汲顕著篝　‖〜修〜‐～〜‖月建設業況

‖‐‖‖修〜月‖）日邇木遘 日刊建設工業新聞 ‖‖修度蠎横蟒い予測　建設経済研㎳、建設投資見通し　民間非ヱ宅蠎コロ⑼前水準篝

‖‐‖‖修〜月‖）日邇木遘 日涜経済新聞 国産合板汲最高値　流通価格）％す昇守輸入減氈代替需要

‖‐‖‖修〜月〔日邇土遘 日涜経済新聞 鯲釡ヱ麪滋賀・宮城汲先行　自治体蝙｜割滬♧㎲　地方都市守再生蝙㌀㌞篝

‖‐‖‖修〜月‖〔日邇金遘 日涜経済新聞 〈】〈＝Ｓ和歌山閉鎖へ　続く工場停篇、地域篝寒風　人口減・海外渣競る守激しく

都市再開発・♧ち扁く㎲・市民事業、ヱ宅・不動産,ヱ宅市場、♧ち蟒・工務店問題、マン®ョン、品質、廃棄物、排ガ
⒈・公害対策、景観、ヱ民運動、そ蝙他♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境一般、エネ⒜㌞ー

….守建設産業・経営

経営業績・倒産,兜注動向・建設資材、中小企業・ず請問題,経営戦略・施策,C耀熔等、不動産業、そ蝙他建設産業・経
営一般

｜.守経済・財政

建設投資・建設需要・そ蝙他建設統計、地価・賃貸料、金融・⒇ァン⑻動向、政府財政・経済情勢一般、予算、州和、人
口

‖.守労働・福祉

雇用,労働時間、賃金・退職金,技能、労働災害、職業病、人事制度、労働組合、修金等福祉、そ蝙他労働・福祉問題
一般

〜.守行政・公共事業・民営化

公共投資、談合、入特契約、公共施設民営化・PFI,市場化テ⒈⑺・指定管理者制度窗滬、建築物蝙品質、守中小企業
対策、規制問題、国土・地域計画、そ蝙他行政・公共事業・民営化一般、災害

‥.守♧ち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境


