
回 日付 件名

第1回 4/7 建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置　　　　　　　　　　国土交通省土地・建設産業局

第2回 4/11 観光地域づくり関連支援メニュー集　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　観光庁観光地域振興部

第3回 4/11 情報通信技術を活用した公共交通活性化に関する調査報告書　　 　　　　 　国土交通省総合政策局

第4回 4/15 道路の老朽化対策の本格実施に関する提言　　　　　　　　　　　   　　　　　 国土交通省道路局

第5回 4/15 日本風景街道「案内看板、地図を作る」の事例集　　　　　　　　　   　　　　 国土交通省道路局

第6回 4/18 社会資本メンテナンス戦略小委員会（第２期第１回）　　　　　　　　   　　 　国土交通省道路局

第7回 4/18 ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会（第12回）　　　　　　内閣官房国土強靭化推進室

第8回 4/23 避難所等の地図記号を決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 国土交通省国土地理院

第9回 4/23 公共施設等総合管理計画の策定要請　　　　　　　　　　　　　　　             　　　 　総務省

第10回 5/22 3次元モデルを利用した橋梁の維持管理ガイドブック等　　　 　国土交通省国土技術政策総合研究所

第11回 5/22 建設産業活性化会議（5月19日）　 　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省土地・建設産業局

第12回 5/22 「前金払・中間前金払制度」等に関するアンケート調査結果　　 　　　　 国土交通省北海道開発局

第13回 5/22 旅行・観光消費動向調査平成25年7-9月期（確報）、10-12月期（速報）　　              　観光庁

第14回 5/26 大型車両の通行の適正化に関する関係政令の整備について　　　　　　　         　 　国土交通省

第15回 5/26 土砂災害防止月間（6月1日～6月3 0日）　　　　　　　　　　　　　国土交通省水管理・国土保全局

第16回 5/26 国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について　　          国土交通省

第17回 5/27 インフラ長寿命化計画（行動計画２０１４～2 0年度）　　　　　　　　　        　　 国土交通省

第18回 6/5 建設業許可業者の現況（平成26年3月末現在）　 　　　　　　　　　　国土交通省土地・建設産業局

第19回 6/6 品確法・建設業法・入契法等の改正について　　　　　　　　　　　　　         　　 国土交通省

第20回 6/11 首都圏白書、土地白書、観光白書の閣議決定　　　　　　　　　　　         　　　　 国土交通省

第21回 6/11 ハザードマップポータルサイト　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　 国土交通省

第22回 6/13 気象庁ワークショップマニュアル「経験したことのない大雨　その時どうする？」

第23回 6/17 建設産業活性化会議　中間とりまとめ（案）　　　　　　　　　　　　　          　　国土交通省

第24回 6/17 交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会 最終とりまとめ（案）　         　　国土交通省

第25回 6/18 観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014　　　　　　　　　　             　　観光庁

第26回 6/25 改正道路法（Ｈ２６.５成立）の関係政令の整備等について　　　　　　         　　　国土交通省

第27回 6/25 全国の地籍調査実施状況について（平成26年３月末時点）　 　　　　 国土交通省土地・建設産業局

第28回 6/25
建築基準法施行令の一部を改正する政令 及び 建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を
定める政令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 国土交通省住宅局
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第29回 6/25 多様な入札契約方式モデル事業の案件募集　　　　　　　　　　　　　         　　　 国土交通省

第30回 6/25 「建設リサイクル推進に係る方策（とりまとめ案）」に関する意見の募集の開始      　国土交通省

第31回 6/25 平成 26年度震災復興官民連携支援事業の採択案件の決定　　　　　　　 　　国土交通省総合政策局

第32回 6/27 「定期点検要領」の策定について　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　 国土交通省道路局

第33回 6/27 第 12回国土幹線道路部会　新たな国土構造を支える道路交通のあり方について     　　国土交通省

第34回 6/27 アクセシビリティ指標活用の手引き　　　　　　　　　　　　  国土交通省国土技術政策総合研究所

第35回 6/27 新たな入札契約方式に係る発注者支援業務の募集開始　　　　　　　　国土交通省土地・建設産業局

第36回 6/27 建設産業活性化会議　　中間とりまとめ　　　　　　　　　　         　　　　　 　　国土交通省

第37回 6/27 全国で初めて試行した「技術開発・工事分離型」の業務成果　　　　　国土交通省宇都宮国道事務所

第38回 6/27 直轄工事検査への臨場立会について　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省北陸地方整備局

第39回 6/27 施設等管理支援技術者認定のための受験者募集　　　　　　　　　　　　国土交通省中部地方整備局

第40回 6/30 第9回 新たな「国土のグランドデザイン」構築に関する有識者懇談会　　          　　国土交通省

第41回 6/30 第1回　外国人にわかりやすい地図表現検討会　　　　　　　　　　　　　         　　国土地理院

第42回 6/30 第1回 ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会　　　　　　　         　　国土交通省

第43回 7/1 平成25年度　国土交通白書　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　         　 　国土交通省

第44回 7/1 Googleマップのストリートビューを活用して観光地域の魅力を世界に向けて発信します！　　観光庁

第45回 7/2 直轄道路の地方への移管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　 国土交通省道路局

第46回 7/4 第15回道路分科会　新たな国土構造を支える道路交通のあり方について等　          　国土交通省

第47回 7/4 次世代社会インフラ用ロボット（トンネル維持管理）現場検証対象技術　  　国土交通省総合政策局

第48回 7/7 「国土のグランドデザイン２０５０」の公表　　　　　　　　　　　　         　　　 国土交通省

第49回 7/7 「観光圏」の追加認定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　 　観光庁

第50回 7/8 「土砂災害対策の強化に向けた検討会」 提言　　　　　　　　　　　　　         　　国土交通省

第51回 7/10
交通政策審議会 観光分科会　提言「2020年に向けて、2000万人の高みを目指すための観光政策」
                                                                                    観光庁

第52回 7/10 次世代社会インフラ用ロボット（災害調査）現場検証対象技術　　　 　　 　国土交通省総合政策局

第53回 7/10 次世代社会インフラ用ロボット（災害応急復旧）現場検証対象技術　　 　 　国土交通省総合政策局

第54回 7/10 次世代社会インフラ用ロボット（橋梁維持管理）現場検証対象技術　　　  　国土交通省総合政策局

第55回 7/10 次世代社会インフラ用ロボット（水中維持管理）現場検証対象技術　　　  　国土交通省総合政策局

第56回 7/14 災害復旧事業における総合単価の改善について　　　　　　  　　　国土交通省水管理・国土保全局
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第57回 7/15 土砂災害の前兆現象把握に「つぶやき情報」活用　　　　　　　国土交通省国土技術政策総合研究所

第58回 7/15 時間信頼性指標値算定マニュアル　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土技術政策総合研究所

第59回 7/24 平成26年度実験実施地域について　　　　 　　　　　　　　   　　　 　　　 　国土交通省道路局

第60回 7/28 スマートインターチェンジの新規採択について　　 　　　　　  　　　　　　　国土交通省 道路局

第61回 7/28 高解像度降水ナウキャストの提供を開始します　 　　　　　　　　　　             　　　気象庁

第62回 8/4 平成26年度 土木工事数量算出要領（案）　　　　 　　　　 　国土交通省 国土技術政策総合研究所

第63回 8/6
第12回　メンテナンス戦略小委員会（８月５日）
　　「社会資本の維持管理に関する資格制度のあり方について 提言（案）」
　　維持管理を円滑に進めるための体制、地方公共団体等の支援方策について          国土交通省

第64回 8/7
第4回　交通政策基本計画小委員会（8月5日）「交通政策基本計画 中間とりまとめ（案）」について
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　国土交通省

第65回 8/22 社会資本整備審議会・交通政策審議会　第15回　技術部会（8月18日） 　         　　 国土交通省

第66回 8/29 平成27年度予算　税制改正　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　国土交通省

第67回 8/29 「道の駅」による地方創生拠点の形成～モデル箇所の選定と総合的な支援～　    国土交通省道路局

第68回 8/29 第8回　日本海における大規模地震に関する調査検討会（8月26日）　国土交通省水管理・国土保全局

第69回 9/2 「建設リサイクル推進計画2014」の策定について　 　　　　　　　 　         　　　 国土交通省

第70回 9/5 土砂災害危険箇所の緊急周知、行政の体制整備に係る緊急点検　  　国土交通省水管理・国土保全局

第71回 9/9
社会インフラへのモニタリング技術の活用推進に関する技術研究開発に係る公募
                                                                        国土交通省大臣官房

第72回 9/17
地方公共団体管理の老朽橋梁に「道路メンテナンス技術集団」を派遣します　～全国３橋梁で直轄診
断を試行～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　国土交通省道路局

第73回 9/17
平成26年度　発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会
（第1回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　国土交通省

第74回 9/17
老朽化対策に資する点検等技術の公募等について
～新技術情報提供システム(NETIS)を活用した点検等に資する技術情報及び技術の募集等について～
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国土交通省社会資本老朽化対策推進室

第75回 9/18 第13回　メンテナンス戦略小委員会（懇談会）　　　　 　　　　 国土交通省総合政策局・大臣官房

第76回 9/24 第13回　国土幹線道路部会（9月19日）　　　　　　　　　　　　   　　　　　　国土交通省道路局

第77回 9/24 適正な施工確保のための技術者制度検討会　　　　　　　 　　　         　　　　　　国土交通省

第78回 10/2 広域地方計画の平成25年度推進状況・中間評価等の公表について　　 　 　　国土交通省国土政策局

第79回 10/9 第14回社会資本メンテナンス戦略小委員会　（10月8日）　　　　　 　         　　　 国土交通省

第80回 10/9 新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会（第１回　10月8日）   　国土交通省

第81回 10/9 「道の駅」による地方創生拠点の形成に関する企画提案について　　　　  　 　 国土交通省道路局

第82回 10/14
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」
                                                                                国土交通省

第83回 10/21 第３回 北陸における空き家対策に関する情報交換会 開催結果　　 　　 国土交通省北陸地方整備局
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第84回 10/29
下水道管損傷による道路陥没等事故防止のための管内調査を大幅効率化
 ～下水道管渠マネジメントシステム技術導入のためのガイドラインの策定～
                                                        　国土交通省国土技術政策総合研究所

第85回 10/30 第15回 社会資本メンテナンス戦略小委員会　10月29日　　　　　土交通省情報総合政策局･大臣官房

第86回 10/30
地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討会（第１回　10月29日）
                                                                      国土交通省総合政策局

第87回 10/30
「建設業法令遵守ガイドライン－元請負人と下請負人の関係に係る留意点－」の改訂
                                                              　国土交通省土地・建設産業局

第88回 10/30
今後５年間の電気通信設備の技術開発・導入方針を策定　～「新電気通信技術ビジョン」の策定につ
いて～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　 国土交通省大臣官房

第89回 11/4 新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会（第２回　10月30日）　  国土交通省

第90回 11/19 第16回社会資本メンテナンス戦略小委員会（11月17日） 　　　 　国土交通省総合政策局、大臣官房

第91回 11/26 「災害対策基本法の一部を改正する法律」の施行について　　　　　              　　　  内閣府

第92回 11/26 下水道小委員会（第３回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省水管理・国土保全局

第93回 11/27 新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会（第３回　11月26日）  　国土交通省

第94回 12/1 技術者資格制度小委員会（第１回　11月28日）　　　　　　　　　　　　 　　 国土交通省大臣官房

第95回 12/16 第17回社会資本メンテナンス戦略小委員会（12月15日）　　　　　国土交通省総合政策局、大臣官房

第96回 12/16 「阪神・淡路大震災から２０年」特設サイト　　　　　　　　　　             　　　　　 気象庁

第97回 12/18 国土審議会　計画部会（第６回　12月16日）　　　　　　　　　　　　 　　 国土交通省国土政策局

第98回 12/18 道路技術小委員会（第1回　12月17日） 　　　　　　　　　　　　　　   　　　 国土交通省道路局

第99回 12/24
公共事業を地域の魅力向上につなげる手引きを発行～「まちづくり効果」を高める公共事業の進め方
（案）～               　　　　　　　　　　　　　　　　　 国土交通省国土技術政策総合研究所

第100回 12/25 「北海道開発の将来展望に関するとりまとめ」の公表　　　　　 　　　　　　 国土交通省北海道局

第101回 1/5 平成27年度国土交通省税制改正要望の結果概要について 　　　 　 　　 国土交通省情報総合政策局

第102回 1/13 平成26年度国土交通省関係補正予算の概要について　　　　　　          　　　　　　国土交通省

第103回 1/13 平成27年度予算　大臣折衝結果について 　　　　　　　　　         　　　　 　　　 国土交通省

第104回 1/13

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日
を定める政令」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改
正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」について（閣議決定）
                                                           　 国土交通省水管理・国土保全局

第105回 1/15 平成27年度 国土交通省 予算決定概要

第106回 1/16 第18回 国土幹線道路部会　(1月15日)　　　　　　　　　　　    　　　　　　　国土交通省道路局

第107回 1/16 社会資本メンテナンス戦略小委員会（第18回　1月15日）　　 　　国土交通省総合政策局、大臣官房

第108回 1/20 「新たな国土形成計画（全国計画）中間整理」の公表　　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局

第109回 1/20
「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」の公表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省水管理・国土保全局・大臣官房、気象庁

第110回 1/20 「道デザイン研究会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　国土交通省道路局
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第111回 1/20 道路の占用に係る入札方式の導入等に関する関係政令の整備　　　　    　　　　国土交通省道路局

第112回 1/29 公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格　　　　　  　国土交通省大臣官房

第113回 1/29
高速道路を中心とした「道路を賢く使う取組」の基本方針の公表及び意見の募集について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　国土交通省道路局

第114回 1/29
「車両の通行の制限について」等の一部改正　～重量が基準の２倍以上の悪質違反者に対する即時告
発の実施～　                                                              国土交通省道路局

第115回 2/3
重点「道の駅」の選定について　～地方創生の核となる「道の駅」を重点的に応援します～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　国土交通省道路局

第116回 2/4 平成２６年度　国土交通省関係補正予算の配分

第117回 2/9
豊かな未来社会に向けた自動車行政の新たな展開に関する小委員会　中間整理の公表
                                                                        国土交通省自動車局

第118回 2/9 改正品確法第22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）　  　国土交通省大臣官房

第119回 2/12 下水道の腐食相談窓口の設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　国土技術政策総合研究所

第120回 2/16 「交通政策基本計画」の策定　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　国土交通省総合政策局

第121回 2/16 建設産業活性化会議（第9回 2月12日開催）　　　　　　　　  　　　 国土交通省土地・建設産業局

第122回 2/18 平成26年の国交省所管公共土木施設の災害査定結果　　　　　　　　国土交通省水管理・国土保全局

第123回 2/19
「新しい時代の下水道政策のあり方について」（答申） ～社会資本整備審議会～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省水管理・国土保全局

第124回 2/23 水防法等の一部を改正する法律案　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省水管理・国土保全局

第125回 2/26 空家等に関する基本的な指針の決定　　　　　　　　　　　　        　　　　　国土交通省住宅局

第126回 2/26 国土交通大学校　平成２７年度研修計画　　　　　　　　　　　          　　　　国土交通大学校

第127回 2/26 気候変動に適応した治水対策検討小委員会（第20回 2月13日開催）　国土交通省水管理・国土保全局

第128回 3/2 市町村における社会資本メンテナンス体制　　　　　　　　　　  国土交通省総合政策局・大臣官房

第129回 3/2 水災害分野における気候変動適応策　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省水管理・国土保全局

第130回 3/9 国土審議会　計画部会（第7回 3月6日）　　　　　　　　    　　　　　　　国土交通省国土政策局

第131回 3/12 国土交通省土木工事積算基準等の改定　　　　　　　　　　 　 　国土交通省大臣官房、総合政策局

第132回 3/12 生活道路における物理的デバイス等検討委員会（第1回　3月6日）        　　　 国土交通省道路局

第133回 3/12 過去の大規模地震による下水道管「被害データベース」公表　　　　  　　国土技術政策総合研究所

第134回 3/18 交通政策審議会　気象分科会（第20回　3月17日）                              気象庁（総務部）

第135回 3/18 「北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会」の活動                  国土交通省北陸地方整備局

第136回 3/20 次世代社会インフラ用ロボット開発・導入に向けた現場検証の評価結果      国土交通省総合政策局

第137回 3/23 コンパクトシティ形成支援チーム会議（第1回　3月19日）                      国土交通省都市局

第138回 3/23 北海道開発局　観光振興に係る国の支援策を紹介　　　　  国土交通省北海道開発局・北海道運輸局
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第139回 3/25 社会資本整備審議会道路分科会道路技術小委員会（第2回　3月24日）        　　国土交通省道路局

第140回 3/25 国土審議会（第16回　3月24日開催）　　　　　　 　　　　　　　　    　　国土交通省国土政策局

第141回 3/25
社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会合同会議
（第26回　3月23日）                    　　        　　　　         　          国土交通省

第142回 3/27 直轄道路の地方への移管について～約２０８ｋｍを地方へ移管～　　        　　国土交通省道路局

第143回 3/30
国土交通省　直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房・土地・建設産業局

第144回 3/30
発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会
(平成26年度 第3回3月24日)　　　    　　　　　　　　               　　　　　　　国土交通省

第145回 3/30
国土審議会「今後の水資源政策のあり方について」答申の公表
                                                      国土交通省水管理・国土保全局水資源部

第146回 3/30
社会資本の維持管理・更新のための主体間関係に関する調査研究（中間報告書）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  国土交通省国土交通政策研究所

第147回 3/30 都市空間における公共空間の利活用に関するアンケート結果　　　　国土交通省国土交通政策研究所

第148回 3/31 国土審議会 北海道開発分科会 計画部会　（第2回　3月26日）　　          　国土交通省北海道局

第149回 3/31 北陸地方における空き家対策　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省北陸地方整備局建政部

第150回 3/31 北陸発　まちなか再生・まちなか居住のすすめ　　　　　　　　　国土交通省北陸地方整備局建政部

第151回 3/31 宅地の液状化危険度マップ作成支援ソフトの無償配布　　　　　国土交通省国土技術政策総合研究所

第152回 3/31 北海道の土砂災害に関する調査報告　　　　　　　　　　　　 　（独）土木研究所 寒地土木研究所


