








秤牌秤這修掲載働日 情報源 ⑽ュース事項

‖‐‖‖修〜‐働｜日邇働遘 日刊建設工業新聞 資材単価更新　全自治体蝙状況把握へ　国交省㎳守入契実態調査篝着手　建設発生土処分対応㎠

‖‐‖‖修〜‐働…日邇火遘 日刊建設工業新聞 建築物省エネ法　基準合理化蝙詳細規定　政府、改編氈政省ヌ案

‖‐‖‖修〜‐働（日邇木遘 日刊建設工業新聞 労務単価、最ヰ｜％程度引笈す煽㎱⇩笈　長橋不動産・建設経済局長

‖‐‖‖修〜‐働）日邇金遘 日刊建設工業新聞 ｛｛ＵＳ　現場利用蝙機能違実　一人親方実態把握㎠強化　産学官組織氈認識共動

‖‐‖‖修〜‐働）日邇金遘 日刊建設工業新聞 建築物脱炭素化　補助事業拡違氈後押し　国交省、義務化へ環境整備

‖‐‖‖修〜‐働〜〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 総合建設業｜割前向笈　｛｛ＵＳ守現場冊入蝙経審加点　国交省調査

‖‐‖‖修〜‐働〜‖日邇水遘 日刊建設工業新聞 パー⑺⑼ーシップ構築　宣言企業〜.…万社超篝　〔割以す汲価格協議対応

‖‐‖‖修〜‐働〜‖日邇水遘 日涜経済新聞 万博鯲大阪パビ㉛オン麪　建設費〜〜‥億宇篝す振㎰　…‐億宇増

‖‐‖‖修〜‐働〜〔日邇火遘 日涜経済新聞 京都市鈎部、高層化へ　オフ㌘ス・ヱ宅蝙制限緩和案　景観政策、大幅見直し

‖‐‖‖修〜‐働‖‐日邇木遘 日刊建設工業新聞 資材高騰　効率化氈対応汲基涜　財務省守公共事業へ蝙影響氈見解

‖‐‖‖修〜‐働‖‐日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 物価・資材高騰す回㎱賃す煽■Ｓぉ＝Ｐインボイス冊入　全建総連汲定期大会

‖‐‖‖修〜‐働‖〜日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 生活氈笈㎱賃金へ運動不可兵■インボイス中篇求♢㎱声㎠　全建総連大会守分科会氈討論

‖‐‖‖修〜‐働〜日邇土遘 日涜経済新聞 首相、経済対策㏔指示　電気代抑制窗滬柱　効果出㎱ま氈時間㎠

‖‐‖‖修〜‐働〜日邇土遘 日涜経済新聞 政府、経済安保法蝙指針決定　重要物資、動事篝供給確保　半冊体や医薬品守念頭篝

‖‐‖‖修〜‐働‖日邇日遘 日涜経済新聞 世界債権・株守価値……兆⑻⒜減　減少幅最大守《｝Ｐ蝙半分　…～〕働　危機蝙芽守各国篝拡大

‖‐‖‖修〜‐働｜日邇働遘 日涜経済新聞源刊 景況感、｜期連続悪化　日銀〕働短観守原材料高響く

‖‐‖‖修〜‐働…日邇火遘 日涜経済新聞 製蜀業、宇安効果薄く　日銀〕働短観守景況感｜期連続悪化

‖‐‖‖修〜‐働…日邇火遘 日涜経済新聞 近畿景況感、｜期ぶ㎲改善　コロ⑼禍牙㎳蝙回復進♤　日銀〕働短観　原材料高・宇安篝懸念

‖‐‖‖修〜‐働…日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 右輾支持率続落　岸咄首相就任〜修守不支持率汲す回㎱

‖‐‖‖修〜‐働‥日邇水遘 日刊建設工業新聞 総合経済対策　強靭化加蜈や資材高騰対応　国交省施策案守｛｛ＵＳ利用促進㎠

‖‐‖‖修〜‐働（日邇木遘 日刊建設工業新聞 秤這4修度建設業入職者守｜〔‐‐人減少　厚労省雇用動向調査　女性蠎‖）‐‐人増

‖‐‖‖修〜‐働（日邇木遘 日涜経済新聞 原発運転守最長（‐修超篝　経産省汲法整備検討　規制委汲事実す容認

‖‐‖‖修〜‐働）日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 原油守大幅減産氈合意　＝Ｐ〈｛プ㉚ス守価格蝙ず落受靭

‖‐‖‖修〜‐働〔日邇土遘 日涜経済新聞 消費守届牙翩鯲コロ⑼前麪　実質賃金、‥ヵ働連続減　物価高、強さ兵く購脾力

‖‐‖‖修〜‐働〕日邇日遘 日涜経済新聞 進♤宇安守細㎱玄国労働力　⑻⒜建曁賃金…割減　生活環境守改善㎠急務

‖‐‖‖修〜‐働〜〜日邇火遘 日刊建設工業新聞 ヱ宅ヰ迷㎠非ヱ宅好調　‖‖修度建設投資見通し　建設経済研守経済調査会

‖‐‖‖修〜‐働〜‖日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 右輾支持率…割炎㎱　共同・】》Ｋ守各世論調査　統一教会♢餐㎲批判守〔割超

‖‐‖‖修〜‐働〜｜日邇木遘 日刊建設工業新聞 建設投資　‖‖修度蠎‐.（％増見通し　国交省守民間汲全体押しす煽

‖‐‖‖修〜‐働〜｜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 軍事費守‥修総隱守…｜兆宇　現行〜.（倍守政府・自民狙う　】Ａぉ＝基準氈《｝Ｐ比‖％篝

‖‐‖‖修〜‐働〜｜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 鯲物価高麪倒産守前修蝙倍　す半期守件数㎠｜修ぶ㎲蝙増

‖‐‖‖修〜‐働〜｜日邇木遘 日涜経済新聞源刊 企業物価〕.）％す昇　〕働守宇安汲拍車、予想㏔す回㎱

‖‐‖‖修〜‐働〜…日邇金遘 日刊建設工業新聞 コンセッション　規模や配置変更可能篝　Ｐ〉「法改編案守自由度高い運営へ

‖‐‖‖修〜‐働〜…日邇金遘 日涜経済新聞 宇、〜…）宇刊後半守｜‖修ぶ㎲　日涜経済守構蜀的弱さ映篇　米ぶ㎖っ牙〕働〔.‖％す昇

‖‐‖‖修〜‐働〜…日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 保険証鯲廃篇麪蠎強権的　株得強制蠎違憲・違法　日弁連情報問隧対策委員会副委員長守水永誠ゎ弁護士

‖‐‖‖修〜‐働〜（日邇日遘 日涜経済新聞 宇安、家計・企業篝痛♡　生活費、修〔万宇す昇㎠　右需型、半数氈損益悪化　〜…〔宇刊篝ず落、底見え迄

‖‐‖‖修〜‐働〜（日邇日遘 し㎖ぶ㎖赤旗 宇急落守〜…〔宇刊　｜‖修ぶ㎲

‖‐‖‖修〜‐働〜）日邇働遘 日刊建設工業新聞 施策蝙具体化検討開始　国交省守次期国土形成計画へ

‖‐‖‖修〜‐働〜）日邇働遘 日涜経済新聞 旧統一教会へ蝙鯲質問権麪適用　首相、政府調査㏔表明へ

‖‐‖‖修〜‐働〜〔日邇火遘 日刊建設工業新聞 大手‥‐社蝙〔働受注分　民間汲過去〜‐修最高隱　国交省

‖‐‖‖修〜‐働〜〔日邇火遘 日涜経済新聞源刊 宇ず落、一時〜…〕宇刊　｜‖修ぶ㎲、米金利す昇氈

‖‐‖‖修〜‐働〜〕日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 宇安更新守一時〜…〕宇刊　行笈詰ま㎱政府・日銀蝙政策

‖‐‖‖修〜‐働〜〕日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 輓宇安蠎悪影響迪守‥…％　企業調査守飲食轂連蝙影響大

‖‐‖‖修〜‐働‖〜日邇金遘 日涜経済新聞 宇〜‥‐宇刊、｜‖修ぶ㎲　宇安氈㎠輸出停滞、輸入コス⑺蠎膨張　人材・資涜守日涜離㎰招く

‖‐‖‖修〜‐働‖〜日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 貿易赤字最大〜〜兆宇超　‖‖修度す半期守宇安・資源高響く

‖‐‖‖修〜‐働〜…日邇金遘 日刊建設工業新聞 建専連　最ヰ修樺蝙目安提示　〔職種〜‐団体守請胛隱反映へ元ず対經㏔

‖‐‖‖修〜‐働‖〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 現場蝙生産性　施工高指標氈〜.｜％減　日建連‖〜修度調査守資材高騰汲影響

経営業績・倒産,受注動向・建設資材、中小企業・ず請問隧,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

〜.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・ファン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・福祉問隧一般

｜.守経済・財政

公共投資、談合、入特契約、公共施設民営化・PFI,市場化テス⑺・指定管理者制度窗滬、建築物蝙品質、守中小企業対策、
規制問隧、国土・地域計画、そ蝙他行政・公共事業・民営化一般、災害

….守建設産業・経営



‖‐‖‖修〜‐働〜‖日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 高さ規制緩和篝抗議　京都守まち扁く㎲市民会議汲決議

‖‐‖‖修〜‐働〜）日邇働遘 日涜経済新聞 咥餐㎱♡蝙水害対策　流域治水蝙理解進ま迄　ヱ民鯲生ま㎰た家守離㎰たく窗い麪

‥.守まち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境

都市再開発・まち扁く㎲・市民事業、ヱ宅・不動産,ヱ宅市場、まち蟒・工務店問隧、マンション、品質、廃棄物、排ガス・公害
対策、景観、ヱ民運動、そ蝙他まち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境一般、エネ⒜ギー



秤牌秤這修掲載働日 情報源 ⑽ュース事項

‖‐‖‖修〕働〜日邇木遘 日刊建設工業新聞 京都府　Ｐ〉「特定事業篝選定　向日刊団地整備第〜事業区守近く入特手続笈

‖‐‖‖修〕働‖日邇金遘 日刊建設工業新聞 民間発注者篝ヒ㌖㉛ン㏍　国交省、適編株引推進期間

‖‐‖‖修〕働‥日邇働遘 日刊建設工業新聞 淀川捨岸線‖期　全体完成（～〔修遅㎰　大阪市、｜‖～｜…修度篝守地盤改良工法㏔変更

‖‐‖‖修〕働（日邇火遘 日刊建設工業新聞 受発注者篝契約実態聴株　資材高騰、労務費圧迫懸念　国交省検討会

‖‐‖‖修〕働〔日邇木遘 日刊建設工業新聞 斉藤国交相　…団体渣賃す煽再確認　能力別蝙賃金目安検討へ

‖‐‖‖修〕働‖〔日邇水遘 日刊建設工業新聞 厚労省、建設業団体牙㎳ヒ㌖㉛ン㏍　業界蝙特殊性篝配慮㏔　一人親方守安全衛生対策強化へ

‖‐‖‖修〕働）日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 資金繰㎲不安増え（割篝　全建総連蝙工務店‖回目調査　資材高騰㎠価格転嫁氈笈迄

‖‐‖‖修〕働〕日邇金遘 日刊建設工業新聞 …蛹〔閉鼠指数（.〜〕篝　（働実績守前修同期牙㎳増加　日建協

‖‐‖‖修〕働〜…日邇水遘 日刊建設工業新聞 鯲…蛹〔休以す麪汲‥）.…％　東京土建　‥‐歳未満蝙働笈方調査

‖‐‖‖修〕働〜‥日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 安全・安心紺㎱行政僊麭　国土交通労組汲定期大会

‖‐‖‖修〕働‖‖日邇木遘 日刊建設工業新聞 〜～〔働蝙死傷者守建設業）））人増　厚労省、労災発生状況蜈報

‖‐‖‖修〕働‖〔日邇水遘 日刊建設工業新聞 建設産労懇蝙土曜閉鼠運動　換称㏔鯲完全蛹休‖日実現統一運動麪篝一新

‖‐‖‖修〕働〜日邇木遘 日刊建設工業新聞 国土強靭化篝総隱‥.）兆宇　公共事業轂ρ費蠎‖‐.…％増　各府省蝙‖｜修度予算概算要求

‖‐‖‖修〕働〜日邇木遘 日涜経済新聞源刊 経常益最高守〜）.（％増　法人企業統計守…～（働‖〔兆宇

‖‐‖‖修〕働〜日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 軍事費過去最大守‥.（兆宇　防衛省守事項要求含♢（兆宇刊半蟒

‖‐‖‖修〕働‖日邇金遘 日刊建設工業新聞 ﹈「Ｍ／｛「Ｍ　小規模企業蝙活用促篇　国交省守来修度原則適用見据え

‖‐‖‖修〕働‖日邇金遘 日涜経済新聞 宇〜…‐宇刊、‖…修ぶ㎲　衰え㎱景気浮狸力　ず落幅、今修‖‥宇

‖‐‖‖修〕働‖日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 大企業右部留保〜）.‥兆宇増　賃金蠎横蟒い窗蝙篝・・・

‖‐‖‖修〕働‥日邇働遘 日刊建設工業新聞 働笈方改革実現篝‖.（億宇　国交省守厚労省守建設人材確保・育成策

‖‐‖‖修〕働‥日邇働遘 日涜経済新聞 フ㉛ー㉚ンス守保護対象篝　ず請法改編守一方的窗契約変更是編

‖‐‖‖修〕働（日邇火遘 日涜経済新聞源刊 実質賃金守…ヵ働連続減　）働〜.｜％マイ⑼ス守物価高響く

‖‐‖‖修〕働（日邇火遘 日涜経済新聞源刊 消費支出）働｜.…％増　‖ヵ働連続プ㉚ス守旅行・玄食伸び㎱

‖‐‖‖修〕働（日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 鯲読売麪氈㎠鯲国葬麪評価簾迄‥（％　各社世論調査守反対汲過半数

‖‐‖‖修〕働）日邇水遘 日刊建設工業新聞 賃金確保蝙制度構築㏔　国交省検討会氈受注者ヒ㌖㉛ン㏍　不当廉売株㎲締ま㎲要望㎠

‖‐‖‖修〕働〔日邇木遘 日刊建設工業新聞 大手‥‐社蝙）働分受注、‖.〔％増　国交省、海玄回復㎠鮮明

‖‐‖‖修〕働〔日邇木遘 日涜経済新聞 動靭翩政府・日銀守見透牙篇　宇安、投機筋蝙売㎲加蜈　）働徳比蝙ず落率守守主要通貨氈突出

‖‐‖‖修〕働〔日邇木遘 日涜経済新聞源刊 《｝Ｐ修率｜.‥％増　…～（働改定値、す方修編

‖‐‖‖修〕働〕日邇金遘 日涜経済新聞 実態把握窗厩難しく　自民、旧統一協会渣蝙接点調査　涜人蝙報告隘♡守氏換公表蠎限定的

‖‐‖‖修〕働〜‖日邇働遘 日刊建設工業新聞 民間工事契約　変更条項鯲整合簾迄麪　大手⑹⇩守物価変動対応氈見解　国交省検討会ヒ㌖㉛ン㏍

‖‐‖‖修〕働〜‖日邇働遘 日刊建設工業新聞 ㌖マ⒍ン蝙事例紹ソ　持続可能窗建設業検討会守新た窗鯲発注者像麪提示　国交省

‖‐‖‖修〕働〜‖日邇働遘 日涜経済新聞源刊 沖縄知事篝玉城氏再選　辺觀茅巡㎲国渣対立続く

‖‐‖‖修〕働〜｜日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 宇安守さ㎳窗㎱加蜈㎠　マイ⑼ス金利守日涜堙靭數続

‖‐‖‖修〕働〜…日邇水遘 日涜経済新聞 省庁横断氈鯲国防轂ρ予算麪　米欧型㏔検討守刊湾動事篝備え　港湾や科技費計す

‖‐‖‖修〕働〜‥日邇木遘 日刊建設工業新聞 フ㉛ー㉚ンス　株引適編化へ法整備　契約書篝報酬記載義務化

‖‐‖‖修〕働〜‥日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 統一協会渣政治守癒着編簾　信教蝙自由鯲重大窗脅威麪　全国革新懇汲進歩

‖‐‖‖修〕働〜〕日邇働遘 日涜経済新聞 篇ま㎳翩宇安守縮♤日涜　⑻⒜建曁《｝Ｐ守｜‐修ぶ㎲…兆㌦割㎰　〜…‐宇換算　経済構蜀蝙転換急務

‖‐‖‖修〕働‖‐日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 右輾支持率守発足後最ヰ　報蝪各社守不支持率汲支持率す回㎱

‖‐‖‖修〕働‖‐日邇火遘 日涜経済新聞源刊 消費者物価‖.〔％す昇　〔働守｜‐修〜〜ヵ働ぶ㎲伸び　消費税増税除笈　生鮮含♤指数、｜％す昇

‖‐‖‖修〕働‖〜日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 政府対策守間尺篝合わ翩　消費税減税穿そ動効　消費者物価指数守続く物価す昇

‖‐‖‖修〕働‖‖日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 宇独㎲胛靭守‖‥％安　ヰず篇㎱日涜人蝙対玄購脾力

‖‐‖‖修〕働‖（日邇働遘 日刊建設工業新聞 建築物㉛フ㌹ーム工事　‖‖修第〜四半期守受注高〜.（％増　国交省ま渣♢

‖‐‖‖修〕働‖）日邇火遘 日刊建設工業新聞 新設ヱ宅着工戸数守）働蠎‥.…％減　国交省

‖‐‖‖修〕働｜‐日邇金遘 日刊建設工業新聞 強靭化基涜計画見直し　右輾官遡守考慮項目㏔再整理

‖‐‖‖修〕働｜‐日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 コロ⑼融資縮小鯲返済不安麪　借入企業蝙〜‖.‖％　半修氈｜.‖ⅶイン⑺増　帝国⑹ータ⒂ン㌪調⇩

‖‐‖‖修〕働｜‐日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 ワー㍇ン㏍・プ㌖　〜（修連続守〜‐‐‐万人超

‖‐‖‖修〕働…日邇日遘 日涜経済新聞 〜‐‐‐万戸守家余㎲時代へ　活用牙解体牙守鯲ヱ宅㉛ス⑺㉚麪待った窗し

‖‐‖‖修〕働〕日邇金遘 日涜経済新聞 積水⒁ウス、純利益〜｜％増　今期す方修編守米ヱ宅汲靭㎖引

‖‐‖‖修〕働‖‐日邇火遘 日刊建設工業新聞 鋼材高騰篝天井感　原料価格汲ず落篝転叛㎱　物価調査会調⇩

‖‐‖‖修〕働‖〜日邇水遘 日涜経済新聞 ヱ宅釡成材〜修ぶ㎲安値　新設着工減・輸入増氈

‖‐‖‖修〕働‖‖日邇木遘 日刊建設工業新聞 非管理職　（割汲時間玄す限超過　日建連会員‖〜修度守特例㎠｜割規制越え

建設投資・建設需要・そ蝙他建設統計、地価・賃貸料、金融・ファン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,受注動向・建設資材、中小企業・ず請問隧,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,市場化テス⑺・指定管理者制度窗滬、建築物蝙品質、守中小企業対策、
規制問隧、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・福祉問隧一般

｜.守経済・財政



秤牌秤這修掲載働日 情報源 ⑽ュース事項

‖‐‖‖修〕働‖‖日邇木遘 日刊建設工業新聞 建設業倒産件数守〔働〜〔.〜％増　東京商工㉛サーチま渣♢

‖‐‖‖修〕働‖）日邇火遘 日刊建設工業新聞 予定価格へ蝙資材高騰分　過半汲鯲反映簾迄麪　全建調査守市区咥酉蠎）割超　会員蝙利益悪化傾向拡大

‖‐‖‖修〕働‖〕日邇木遘 日刊建設工業新聞 全建会員　蛹休‖日蠅成守現場蠎‖割　さ㎳篝菟及へ守余裕工期や土日原則閉鼠㏔

‖‐‖‖修〕働‖〕日邇木遘 日刊建設工業新聞 …割汲技能者賃金｜％以す引笈す煽　全建調査、｛｛ＵＳ坿録増㎠活用進ま迄

‖‐‖‖修〕働〕日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 熱波隍発守地球温暖化守記録的高温／空気蝙質汲ヰず守Ｗ》＝鯲生態系篝㎠影響麪／発生確率守‖…‐倍篝

‖‐‖‖修〕働〜〜日邇日遘 し㎖ぶ㎖赤旗 Ｊぅ｜社守コロ⑼氈㎠守‥兆宇蓄え　赤字ロー㌀⒜線守廃篇㎠く㎅♤汲　地域蝙足維持守国蠎責任果た簾

‖‐‖‖修〕働‖‖日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 大阪㌀0.⒀蝪路い㎳窗い　淀川捨岸線‖期工事蠎今　事業費｜倍・大阪市胛担…‥％篝

‖‐‖‖修〕働｜‐日邇金遘 日涜経済新聞 じ菱重、改良型蝙新原子炉　‖‐｜‐修代実用化篝蝪　政府蝙政策転換汲契機　…社渣開発

‥.守まち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境

都市再開発・まち扁く㎲・市民事業、ヱ宅・不動産,ヱ宅市場、まち蟒・工務店問隧、マンション、品質、廃棄物、排ガス・公害
対策、景観、ヱ民運動、そ蝙他まち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境一般、エネ⒜ギー







秤牌秤這修掲載働日 情報源 ⑽ュース事項

‖‐‖‖修）働‖日邇土遘 日涜経済新聞 次世代蝙原発守工程表㏔作成　経産省検討守運転開始時期㏔明示

‖‐‖‖修）働‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 賃金｜％す昇守成否占う　国交、農水省守〜‐働篝労務費調査　一部氈オン㉚イン試行

‖‐‖‖修）働‥日邇火遘 日刊建設工業新聞 立地適編化計画　…働氈策定中含♢（‖（団体　国交省ま渣♢守目標蠅成へ前進

‖‐‖‖修）働〔日邇金遘 日刊建設工業新聞 墜落・転落防篇　マ⑽ュ㌖⒜大幅改定へ　法ヌ遵紺徹底守点検体制㏔強化　厚労省汲議論再開

‖‐‖‖修）働〜‖日邇火遘 日刊建設工業新聞 ず請次数制限　〔府県汲冊入、適編運用　国交省守重層構蜀改善へ事例周知

‖‐‖‖修）働‖‖日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 大阪府蝙陽性率〕〕.…％　検査圧倒的篝足㎲迄

‖‐‖‖修）働‖‥日邇働遘 日刊建設工業新聞 国交省動識者会議　国主冊氈協議会設置　働右提言へ守不採算鉄蝪路線対策

‖‐‖‖修）働…日邇働遘 日刊建設工業新聞 建設・採掘蠎守….（（倍篝ヰず　厚労省、‥働蝙動効求人倍率

‖‐‖‖修）働‥日邇火遘 日涜経済新聞源刊 実質賃金守‖ヵ働連続減　‥働〜.〔％マイ⑼ス守物価す昇汲影響

‖‐‖‖修）働（日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 春闘最終回答釡計㏔発表　連合

‖‐‖‖修）働〜〜日邇働遘 し㎖ぶ㎖赤旗 労働者輓強ス⑺⒝スず迪‥割超守厚労省調査　原因鯲ヂ事觚麪汲最多　派遣蝙（割超鯲安定性麪原因

‖‐‖‖修）働〜｜日邇水遘 日刊建設工業新聞 インボイス制度　元ず間蝙対応進ま迄　全建総連守一人親方㌖ンケー⑺

‖‐‖‖修）働〜…日邇木遘 し㎖ぶ㎖赤旗 春闘守‖‐修来最高篝　最終回答釡計守ケ㌖労働者汲成果

‖‐‖‖修）働〜‥日邇金遘 日刊建設工業新聞 一側足場蝙〜‖.‥％汲手篇㎲未設置　厚労省、足場墜落防篇措置蝙実施状況調査

‖‐‖‖修）働〜‥日邇金遘 日涜経済新聞 夏ボー⑼ス最高〔‥.｜万宇　涜社最終釡計守好業績映し〜‐.…％増

‖‐‖‖修）働〜〕日邇火遘 日刊建設工業新聞 賃金交唯　‖…組合汲ベ㌖獲得　日建協中間報告守総合評価加点汲後押し

‖‐‖‖修）働〜〕日邇火遘 日刊建設工業新聞 建設業死傷者…（‐人増　厚労省蜈報守‖‖修す期労災

‖‐‖‖修）働‖‖日邇金遘 日刊建設工業新聞 ⑹ータ氈見㎱建設業氈働く人蝙実態守鯲建設業蝙労働時間麪

‖‐‖‖修）働‖（日邇火遘 日涜経済新聞 最ヰ賃金、欧米篝見劣㎲　引笈す煽議論大詰♢、｜％す昇続く汲…　目標〜‐‐‐宇窗厩届牙迄

‖‐‖‖修）働‖）日邇水遘 日刊建設工業新聞 （働蠎全職種氈不足　国交省、建設労働需要調査

‖‐‖‖修）働‖〔日邇木遘 日刊建設工業新聞 建設蝙違反率汲全業種氈最高　厚労省、‖〜修蝙技能実習制度法ヌ違反

‖‐‖‖修）働｜‐日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 ＪＡＬ解雇る議汲解決　被雇用者篝職務機会　会社渣‖労組守協定篝調獲　労使編常化篝努力

‖‐‖‖修）働〜日邇金遘 日涜経済新聞 宇‖‖宇ず落守…‐修ぶ㎲守米株‖‐％安守‥‖修ぶ㎲　高インフ⒝守市場急変　〜～（働　ヰ金利時代守転機篝

‖‐‖‖修）働‖日邇土遘 日涜経済新聞 中小、価格転嫁篝遅㎰　大企業蠎値す煽守…‖修ぶ㎲高水準　鈍い賃す煽守景気篝影　日銀（働短観

‖‐‖‖修）働‖日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 大企業製蜀業景況感汲悪化　日銀短観守‖期連続守原材料高騰響く

‖‐‖‖修）働（日邇水遘 日涜経済新聞 食品蝙（割守値す汲㎲　うち半数氈販売隱減　店頭主要品目　割安Ｐ﹈篝消費シフ⑺

‖‐‖‖修）働〔日邇金遘 日涜経済新聞源刊 消費支出‥働　｜㌀働連続減　‐.‥％減少

‖‐‖‖修）働〕日邇土遘 日涜経済新聞 〜～（働倒産、‖修ぶ㎲増　コロ⑼支援策守効果薄㎰㎱

‖‐‖‖修）働〕日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 安倍元首相守銃撃さ㎰死亡　演説中、背後牙㎳‖発　奈良守元海自隊員蝙容疑者逮捕

‖‐‖‖修）働〜〜日邇働遘 日涜経済新聞源刊 觀党第〜党、過去最少議席　立民、選挙前比（議席減㎳篇　維新蠎倍増、比例伸び

‖‐‖‖修）働〜‖日邇火遘 日涜経済新聞源刊 企業物価守（働〕.‖％す昇　資源高・宇安氈高篇ま㎲

‖‐‖‖修）働〜｜日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 再エネ抑制氈石炭高騰汲直撃　輸入価格….‥倍守電気料金篝㎠影響　風力・呼陽光へ置笈換え必要

‖‐‖‖修）働〜…日邇木遘 日刊建設工業新聞 ‥働建設受注‖.（％増　国交省

‖‐‖‖修）働〜‥日邇金遘 日涜経済新聞 原発守冬篝最大〕基稼働　首相表明守消費電力蝙〜割　火力㎠〜‐基増

‖‐‖‖修）働〜‥日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 涜換公表恐㎰■商用利用㎠可能　インボイス坿録者情報蝙公開

‖‐‖‖修）働〜（日邇土遘 日涜経済新聞 来修度蝙概算要求基準　防衛費蝙す限撤廃　政府検討

‖‐‖‖修）働〜〔日邇働遘 日涜経済新聞 公共事業、未消化…兆宇　〜‐修氈‖.‥倍守ゆ汲♤予算配分　景気刺激守期待薄く

‖‐‖‖修）働〜〕日邇火遘 し㎖ぶ㎖赤旗 概算要求守軍事費輓別枠迪扱い　‖｜修度予算編成氈政府　鯲事項要求麪容認へ

‖‐‖‖修）働‖‖日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 物価高騰へ蝙政府対応　鯲評価し窗い麪‥（.‥％　世論調査

‖‐‖‖修）働‖‖日邇金遘 日涜経済新聞源刊 消費者物価‖.‖％す昇　（働守｜ヵ働連続‖％超　エネ・食料高騰続く

‖‐‖‖修）働‖｜日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 鯲共同蝙抑篇麪明記　防衛白書守軍拡・鯲反撃能力麪蝙

‖‐‖‖修）働‖｜日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 原発汚染水蝙海眺出認可　規制委守東電計画守ヱ民篝背

‖‐‖‖修）働‖…日邇日遘 日涜経済新聞 中小製蜀業、経常益〜‖％減　今修度見通し守業種・規模別守唯一ず振㎰　資源高しわ寄簾偏㎱

‖‐‖‖修）働‖（日邇火遘 日刊建設工業新聞 強靭化地域計画　対策蝙違実篝重点　右輾官遡守ガイ⑻㉚イン見直し

‖‐‖‖修）働‖）日邇水遘 し㎖ぶ㎖赤旗 中小氈資金繰㎲悪化　（働守景況感蠎横蟒い

‖‐‖‖修）働｜‐日邇土遘 し㎖ぶ㎖赤旗 軍事費渣原発守青天井　概算要求基準㏔輾議了解

〜.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,市場化テス⑺・指定管理者制度窗滬、建築物蝙品質、守中小企業対策、
規制問隧、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・福祉問隧一般

｜.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・ファン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,受注動向・建設資材、中小企業・ず請問隧,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



‖‐‖‖修）働〜日邇金遘 日刊建設工業新聞 建退共涜部　｛｛ＵＳ渣連携強化　就業伺歴守元請㎳㎠直接活用可能　電子申請蝙利便性向すへ

‖‐‖‖修）働〜日邇金遘 日涜経済新聞 国産合板価格、〜修氈‖倍　単板・丸呼蝙逼迫続く

‖‐‖‖修）働）日邇木遘 日刊建設工業新聞 建設投資　‖‖修度蠎実質減篝　建設経済研㎳見通し守物価高騰、換目増牙㎳反転

‖‐‖‖修）働〜〜日邇働遘 日刊建設工業新聞 賃す煽、時間玄削減注力　建設団体定時総会終了守資材高騰篝危機感

‖‐‖‖修）働〜‖日邇火遘 日刊建設工業新聞 建設業倒産　〜～（働蠎〕.‖％増　東京㉛サーチま渣♢守コロ⑼轂連目立廏　（働蠎〜‖％増〜〜‖件

‖‐‖‖修）働〜）日邇日遘 日涜経済新聞 大和⒁ウス守ヱ宅再値す煽　〜‐働篝㎠守資材高騰氈‖修連続

‖‐‖‖修）働〜〕日邇火遘 日刊建設工業新聞 セメン⑺価格す昇守全国篝　秋以降さ㎳篝値す煽㎠　物価調査会守経済調査会蜈報

‖‐‖‖修）働〜〕日邇火遘 日涜経済新聞 ⒋ネコン、ず請㎠育曁㎱　大林組守巣數支援蝙センター守鹿島守涜社氈幹部候補教育　担い手不足篝危機感

‖‐‖‖修）働‖〜日邇木遘 日刊建設工業新聞 …蛹〔閉鼠　土日基涜汲…割超篝　日建連会員‖〜修度実績守行動計画蝙目標渣蠎開笈

‖‐‖‖修）働‖‖日邇金遘 日刊建設工業新聞 粗利益率　）修ぶ㎲〜‐％割㎱　日建連守‖〜修度決算状況調査　資材高騰氈さ㎳窗㎱悪化懸念

‖‐‖‖修）働‖‖日邇金遘 日刊建設工業新聞 （項目氈問隧共動　轂西鉄筋工業協組守近畿整備局渣意見交換

‖‐‖‖修）働‖｜日邇土遘 日涜経済新聞 銭高組、…億宇申告漏㎰　国税指摘守一部蠎工事氈㉛ベー⑺

‖‐‖‖修）働‖〔日邇木遘 日刊建設工業新聞 セメン⑺価格　追加引笈す煽相次餐　需要減や石炭高騰守宇安汲追い打ち

‖‐‖‖修）働‖〔日邇木遘 日刊建設工業新聞 …～（働建設受注　…修ぶ㎲｜兆宇超　日建連会員調査守堅調窗民間工事靭㎖引

‖‐‖‖修）働‖‖日邇金遘 し㎖ぶ㎖赤旗 大阪㌀0.⒀守ヱ民投票㏔　鯲㎠渣♢㎱会麪直接請求　署換‖〜万人分超、知事篝提出

‥.守まち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境

都市再開発・まち扁く㎲・市民事業、ヱ宅・不動産,ヱ宅市場、まち蟒・工務店問隧、マンション、品質、廃棄物、排ガス・公害
対策、景観、ヱ民運動、そ蝙他まち扁く㎲・ヱ宅・不動産・環境一般、エネ⒜ギー


