
回 日付 件名

第1回 4/1
国交省道路局 「道路土工構造物技術基準」の制定及び「道路標識設置基準」、「道路緑化技術基準」
の改正

第2回 4/1 国交省道路局・自動車局 車両の大型化に対応した許可基準の見直し等に関する関係省令等の整備

第3回 4/1
国交省物流審議官部門物流政策課 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 報
告書

第4回 4/3 国土交通省 ラウンドアバウト検討委員会

第5回 4/3 国土技術政策総合研究所 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による道路橋等の被害調査報告

第6回 4/3 観光庁 世界に誇れる広域観光周遊ルート検討委員会（第2回　3月27日）

第7回 4/7 国土技術政策総合研究所 平成26年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集

第8回 4/7 国土技術政策総合研究所 プローブデータに関する日米共同研究 評価報告書

第9回 4/9 社会資本整備審議会道路分科会　第４７回基本政策部会（4月8日）

第10回 4/9 観光庁 ビッグデータ、ＧＰＳを利活用した観光振興

第11回 4/13 国土交通省　コンパクトシティ形成支援チーム会議（第２回 4月10日）

第12回 4/13 平成２７年度　国土交通省関係予算の配分

第13回 4/20 国土交通省 「土砂災害警戒避難ガイドライン」の改訂

第14回 4/20 国土交通省 オープンデータによる歩行者移動支援サービスの普及促進に向けた提言

第15回 4/24 国土審議会 計画部会（第６～８回）資料

第16回 4/24 国土交通省 「建設業の人材確保・育成策」のとりまとめ

第17回 5/7 ＯＥＣＤ 「都市における高齢化（Aging in Cities）」報告書公表

第18回 5/7 国土交通省 建設業の魅力を紹介する動画を公開

第19回 5/21 国土交通省 建設産業活性化会議（第１～10回）資料

第20回 5/21 国土交通省 公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン

第21回 5/26 国土交通省 道路に関する新たな取り組みの現地実証実験（社会実験）の公募

第22回 5/27 国土交通省 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

第23回 5/27 観光庁 地域の創意工夫を集めた「観光地域づくり事例集2015」

第24回 5/27 国土交通省 国土審議会北海道開発分科会 計画部会（第1～3回）資料

第25回 6/1 国土交通省 平成26年度「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

第26回 6/8 国土審議会　計画部会資料　　第7回～10回資料

第27回 6/8 国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用について

第28回 6/10 平成27年版 交通政策白書
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第29回 6/12 観光庁 広域観光周遊ルート形成計画

第30回 6/24 ゲリラ豪雨 通行規制　　国土交通省 規制基準を試行

第31回 6/26 社会資本整備審議会道路分科会　第49回基本政策部会

第32回 7/1 平成26年度　国土交通白書

第33回 7/1 国土交通省 スマートインターチェンジ　新規事業化、準備段階調査

第34回 7/15 国土交通省による高速道路機構・会社の業務点検結果

第35回 7/28 社会資本整備審議会 計画部会 資料

第36回 7/28 社会資本整備審議会 環境部会 資料

第37回 7/30 社会資本整備審議会　「道路を賢く使う取組」の中間答申

第38回 7/30 交通政策審議会提言 「新たなステージ」に対応した防災気象情報と観測・予測技術のあり方

第39回 7/30 交通政策審議会報告　「自動車がつくる10 年先の豊かな未来社会」とは

第40回 7/30 国土交通省　「水防法等の一部を改正する法律」の一部施行

第41回 8/7 平成26年 全国一級河川の水質現況の公表

第42回 8/7 国土交通省　　知りたい場所の浸水リスクがＷＥＢサイト上でわかります

第43回 8/7 平成26年の水害被害額の暫定値（全国・都道府県別）

第44回 8/11 国土交通省 地域建設産業活性化支援事業の支援案件を選定

第45回 8/27 国土形成計画（全国計画）の変更

第46回 8/17 国土利用計画（全国計画）の変更

第47回 8/27 国土交通省　平成28年度予算　概算要求・税制改正要望

第48回 8/31 社会資本整備審議会答申 「水災害分野における気候変動適応策のあり方について」

第49回 9/4
国土技術政策総合研究所「2011年東北地方太平洋沖地震による津波と道路橋の被害との関係に関する
分析」

第50回 9/7 社会資本整備審議会 計画部会 資料

第51回 9/11 社会資本のメンテナンスに関する情報ポータルサイト開設

第52回 9/11 国土技術政策総合研究所 水害危機管理のチェックリスト

第53回 9/17 コンパクトシティ形成支援チーム

第54回 9/17 国土交通省 台風第１８号及び第１７号による大雨等に係る被害状況等

第55回 9/18 「社会資本整備重点計画」閣議決定

第56回 9/18 国土交通省 平成２７年度社会実験実施地域を採択
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第57回 9/28 社会資本整備審議会・交通政策審議会 審議の中間取りまとめ

第58回 10/2 国土交通省 オープンデータを活用した歩行者移動支援の取組に関するガイドライン

第59回 10/2 国土技術政策総合研究所　防災公園に関するガイドラインを改訂

第60回 10/5 国土交通省　平成27年度建設投資見通し

第61回 10/6 国交省　平成27年9月関東・東北豪雨を受けて「避難を促す緊急行動」を実施

第62回 10/6 国交省　台風18号により被災した公共土木施設に対し、災害復旧技術専門家を派遣

第63回 10/9 「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」中間とりまとめの公表

第64回 10/13 国交省　大規模修繕・更新補助制度　第二回追加の予算配分決定

第65回 10/20 国交省　地方公共団体管理施設に「道路メンテナンス技術集団」を派遣

第66回 10/20 国交省　国土形成計画の推進に関する世論調査（平成27年8月調査）

第67回 10/22 国交省　平成27年度大規模津波防災総合訓練の実施

第68回 11/6 国交省　第1回 大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会

第69回 11/6 国交省　総合災害情報システム「ＤｉＭＡＰＳ」

第70回 11/10
国交省 「水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「下水道法施行令及び
公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令」（閣議決定）

第71回 11/16 国交省 高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案の閣議決定

第72回 11/16 国交省 戦略的インフラマネジメント -賢く使う・集約、再編-

第73回 11/19 国交省　平成２７年度　重点「道の駅」企画提案募集

第74回 11/26
国交省　施工データの流用等の調査結果に関する旭化成建材（株）からの報告を受けた 国土交通大臣
コメントについて

第75回 11/27 国交省 大規模修繕・更新補助制度 第三回追加の予算配分が決定

第76回 11/30 国交省　２０２０年までに高速道路での逆走事故をゼロに

第77回 11/30 国交省 「国土交通省気候変動適応計画」公表

第78回 11/30 国交省 橋梁等の平成26年度点検結果

第79回 12/1 国土技術政策総合研究所 都市の土地利用と交通利便性を評価するプログラムを公開

第80回 12/2 社会資本整備審議会 第2回大規模反乱に対する減災のための治水対策検討小委員会　配付資料

第81回 12/10 国土交通省 インフラ長寿命化計画（行動計画）のフォローアップについて

第82回 12/10 社会資本整備審議会　第1回　専門小委員会

第83回 12/10 国土交通省　中小企業者に関する契約方針

第84回 12/11 国交省　「水防災意識社会 再構築ビジョン」を策定
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第85回 12/11 国交省　インフラメンテナンスに係るグッドプラクティスを募集

第86回 12/16 社会資本整備審議会 第52回基本政策部会 第４回物流部会 合同会議 配布資料

第87回 12/16 社会資本整備審議会　第53回基本政策部会　配布資料

第88回 12/16 国交省　交差点の標識に観光地名称を表示

第89回 12/16 国交省　「国土交通省直轄工事等契約関係資料」の公表

第90回 12/21 国交省　平成27年度国土交通省関係補正予算の概要

第91回 12/21 国交省　水害ハザードマップ検討委員会　第1回　配布資料

第92回 12/22 国交省　平成２８年度予算　大臣折衝結果

第93回 12/22 社会資本整備審議会　道路分科会 第12回事業評価部会　配付資料

第94回 12/22 社会資本整備審議会　道路分科会 第12回事業評価部会　配付資料

第95回 12/24 国交省　平成28年度予算決定概要

第96回 12/24 国交省　落橋防止装置等の溶接不良に関する有識者委員会

第97回 12/24 国交省　高速道路での逆走対策に関する有識者委員会

第98回 12/24 国総研　橋梁工事の防火対策に関する参考資料

第99回 12/25 社会資本整備審議会　今後の物流政策の基本的な方向性等について（答申）

第100回 12/25 国交省　「水防災意識社会　再構築ビジョン」における今後概ね５年間で実施する主な河川整備

第101回 12/25 国交省　平成27年度 次世代社会インフラ用ロボット現場検証 （総括）

第102回 1/5 内閣府　「防災４.０」未来構想プロジェクト

第103回 1/6 国交省　無電柱化低コスト手法の技術的検証に関する委員会 中間とりまとめ

第104回 1/6 北陸地整　土木設計業務等変更ガイドライン－事例集－

第105回 1/6 国総研　津波防災のためのソフト対策の評価に関する調査・整理

第106回 1/8 国土審議会　土地政策分科会 企画部会 配付資料

第107回 1/8 国土地理院　外国人にわかりやすい地図表現検討会 報告書

第108回 1/8 北陸地整　冊子「良くわかる工事円滑化推進会議」

第109回 1/13 東北技術事務所　建設業団体にドローンの練習場所を提供

第110回 1/20 平成27年度 国土交通省関係補正予算の配分について

第111回 1/20 平成27年度 平成２８年度設計業務委託等技術者単価について

第112回 1/20 平成27年度 平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価について
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第113回 1/21 平成27年度 関東及び北陸地方整備局関係補正予算の概要

第114回 1/21 平成２８年度「道路ふれあい月間」推進標語の募集

第115回 1/21 地域資源を活用した観光地魅力創造事業（平成27年度補正予算）の公募

第116回 1/25 国交省　全国のインフラツアーを紹介するポータルサイト開設

第117回 1/25 観光庁　観光地域経済の「見える化」のモデル手法 公表

第118回 1/28 国交省　平成28年度予算概要

第119回 2/3 改正物流総合効率化法案を閣議決定

第120回 2/3 「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

第121回 2/4 観光庁　「観光立国ショーケース」として３都市を選定

第122回 2/5 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

第123回 2/8 国交省　ＩＣＴ導入協議会資料

第124回 2/10 国土審議会土地政策分科会企画部会　第24回資料

第125回 2/16 コンパクトシティ形成支援チーム会議　第５回資料

第126回 2/22 国土審議会  第19回資料

第127回 2/23 社会資本整備審議会　道路技術小委員会  第3回資料

第128回 2/23 国交省　「電線等の埋設物に関する設置基準」の緩和

第129回 2/25 国交省　１１１の民間資格を新たに登録

第130回 2/25 内閣府　「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」の改定

第131回 2/25 国土交通大学校　平成２８年度研修計画

第132回 2/29 国交省　道路に関する新たな取り組みの現地実証実験（社会実験）公募開始

第133回 3/1 国交省　生活道路における物理的デバイス等検討委員会　第３回資料

第134回 3/3 国交省　資源としての河川利用の促進に向けた「課題の整理と進めるべき方策」

第135回 3/8 国交省　基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための大臣告示とガイドライン

第136回 3/8 国交省　マンホールトイレを普及させるためのガイドライン

第137回 3/8 観光庁　東北六県（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）見るもの・食べもの・買いもの100選

第138回 3/8 国土地理院　平成23年（2011年）東日本大震災に関する情報提供

第139回 3/9 社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会　第21回資料

第140回 3/11 国交省　「災害に強い物流システムの構築」に向けた 主な取組の進捗状況
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第141回 3/11 国土地理院　無人航空機(UAV)を使った測量を支援する「国土地理院ランドバード」を発足

第142回 3/11 国土地理院 身の回りの土地の成り立ちと自然災害リスクがワンクリックで分かります

第143回 3/11 気象庁　「推計気象分布」の提供開始

第144回 3/15 国交省　i-Construction（建設生産性革命）の推進に向けた積算基準の見直し

第145回 3/15 国交省　所有者の所在の把握が難しい土地について地方公共団体等向けの支援を開始

第146回 3/15 社会資本整備審議会　道路分科会 事業評価部会　第13回資料

第147回 3/15 国交省　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 資料

第148回 3/15 国土地理院　「地理院地図」で地形分類や災害情報を3D表示

第149回 3/16 「一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令」を閣議決定

第150回 3/17 国交省　地方公共団体職員向けの「公的不動産（ＰＲＥ）の民間活用の手引き」

第151回 3/22 新たな「住生活基本計画（全国計画）」の閣議決定

第152回 3/22 北海道開発局　国の施策を活用してさらなる観光振興

第153回 3/24 社会資本整備審議会　道路技術小委員会　第4回資料

第154回 3/24 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　第28回資料

第155回 3/24 国交省　道路交通アセスメント検討会

第156回 3/24 国交省　モーダルコネクト検討会

第157回 3/24 国交省　自動走行ビジネス検討会　報告書『今後の取組方針』

第158回 3/28 気象庁　日本版改良藤田スケールを用いた竜巻等突風の強さの評定を４月１日より開始

第159回 3/29 国交省　７年ぶりに国土形成計画（広域地方計画）を大臣決定

第160回 3/30 国交省　高速道路での今後の逆走対策に関するロードマップ

第161回 3/30 国交省　地方ブロックにおける社会資本整備重点計画を策定

第162回 3/30 北海道局　「北海道総合開発計画」を閣議決定

第163回 3/30 国交省　自治体と地域でがんばる創発人材が一緒になって行うまちづくり活動を支援

第164回 3/30 国交省　ビッグデータを活用した地方路線バス事業の経営革新ビジネスモデルの策

第165回 3/30 国交省　世界初！「ドライバー異常時対応システム」のガイドライン

第166回 3/30 東北地整(東北技術事務所)　ＵＡＶ（ドローン）競技会参加者募集

第167回 3/31 国交省　i-Constructionで建設現場が変わります！

第168回 3/31 国交省　平成２７年度次世代社会インフラ用ロボット現場検証・評価結果の公表
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第169回 3/31 国交省　高速バス・LCC等の利用促進に向けた取組方針の公表


