
回 日付 件名

第1回 4/1 国交省　「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」の制定

第2回 4/1 国交省　地域道路経済戦略研究会道路政策への中間提言

第3回 4/1 国交省　踏切道改良促進法等の一部を改正する法律成立、その施行に必要な関係政省令公布

第4回 4/4 平成28年度国土交通省関係予算の配分

第5回 4/4 国交省「地域建設産業活性化支援事業」実施

第6回 4/4 国交省　「建設業法施行令の一部を改正する政令」閣議決定

第7回 4/5 平成28年度国土交通省所管事業の執行に関する通達

第8回 4/5 国交省　地域を元気にし、地域を支えるチカラとなる「中間支援活動」を応援

第9回 4/5
国総研　資料 B-DASH プロジェクト No.7スクリーニング調査を核とした管渠マネジメントシステム技
術導入ガイドライン（案）

第10回 4/6 国交省　平成２８年度 Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト実施技術を決定

第11回 4/11 社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会　第22回資料

第12回 4/12 国交省　i-Construction 委員会 報告書

第13回 4/27 国総研　CIMモデル作製仕様【検討案】橋梁編/道路編/河川・護岸編/樋門・樋管編　公開

第14回 4/28 社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会　第23回資料

第15回 4/28 国土審議会土地政策分科会企画部会　第27回資料

第16回 5/9 国交省　入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果

第17回 5/13 国交省　平成２８年度 Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクトの公募を開始（第２弾）

第18回 5/13 「平成27年度交通の動向」及び「平成28年度交通施策」（交通政策白書）

第19回 5/13 「平成27年度観光の状況」及び「平成28年度観光施策」 （観光白書）

第20回 5/16 国交省　公共工事における新技術の活用　新たに推奨技術等16技術を選定

第21回 5/16 平成28年版土地白書

第22回 5/16 観光庁「観光ビジョン実現プログラム2016」

第23回 5/17 国交省「地域建設産業活性化支援事業」ステップアップ支援対象案件公募

第24回 5/17 国交省 水害ハザードマップ作成の手引改定、内水浸水対策に関するガイドライン類策定

第25回 5/18
国交省　人員・技術力の不足でインフラの維持管理に困っている市町村に、実験的に民間技術者の派
遣の試行を開始

第26回 5/18 国交省　道路交通アセスメント検討会 第2回資料

第27回 5/20 国交省　建設現場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

第28回 5/20 国交省　平成２８年度　建築基準整備促進事業の事業主体の公表
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第29回 5/20 気象庁　土砂災害発生の危険度を地理情報と重ねて分かりやすく伝えます

第30回 5/23 国交省　地域プラットフォームの設置・支援対象の決定

第31回 5/23 国交省　平成27年度 PPP/PFI推進に係る調査結果

第32回 5/23 気象庁　「警報級の可能性」など新しい気象情報の提供に向けて

第33回 5/23
環境省  平成２８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域循環圏・エコタウン低炭素化促
進事業）の公募

第34回 5/26 国交省　今後の高齢者向け住宅のあり方と施策の方向性について

第35回 5/26 中央建設業審議会 基本問題小委員会　第16回資料

第36回 5/27 国交省 土砂災害防止月間（6月1日～6月30日）実施

第37回 5/27 国交省 第34回「まちづくり月間」

第38回 5/27 モーダルコネクト検討会　第2回資料 平成28年5月24日(火) 開催

第39回 6/2 国交省 スマートインターチェンジの新規事業化、準備段階調査の箇所を決定

第40回 6/2 国交省　平成２８年度多様な入札契約方式モデル事業の案件を追加募集

第41回 6/2 国交省　多様な入札契約方式相談窓口を開設します

第42回 6/6 国交省「平成２８年度　先駆的空き家対策モデル事業」の採択団体の決定

第43回 6/6 国交省　平成28年度 PPP/PFI推進のための案件募集（第２次）

第44回 6/6 国交省　平成28年度 震災復興官民連携支援事業の採択案件の決定

第45回 6/6
国交省「道きれい　そんな所は　人きれい」～平成28年度「道路ふれあい月間」推進標語 入選作品決
定

第46回 6/13 平成27年度 国土交通白書

第47回 6/13 社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会　第24回資料

第48回 6/20 国交省　道路交通アセスメント検討会第3回資料

第49回 6/27 国交省　国土審議会土地政策分科会企画部会 第29回資料

第50回 7/11 国交省　コンクリート工における生産性革命の第1弾

第51回 7/12 国交省　平成27 年全国一級河川の水質現況の公表について

第52回 7/12 国交省　平成27年の水害被害額（暫定値）を公表

第53回 7/28 観光庁 「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の支援地域34件選定

第54回 8/5 国交省　土地政策の新たな方向性を提言

第55回 8/25 国交省  休日のダム施設見学などダムツーリズムを更に推進！

第56回 8/25
国交省  下水熱利用アドバイザー派遣の対象団体の決定及び下水熱利用に関するメール相談窓口「下
水熱ナビ」の開設について
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第57回 8/25 気象庁  「気候変動監視レポート2015」を公表

第58回 8/25 観光庁  「テーマ別観光による地方誘客事業」を7件選定

第59回 9/1 国交省　地下街等における浸水防止用設備整備のガイドラインの公表

第60回 9/1 国交省　平成29年度予算概算要求概要等を公表（8月29日）

第61回 9/1 国交省　平成２８年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表（変更）

第62回 9/5 国交省　建設業の人材確保・育成に向けた概算要求事項の概要を公表

第63回 9/14 国交省「地域建設産業活性化支援事業」におけるステップアップ支援対象案件の選定

第64回 9/14 国交省 橋梁等の平成27年度点検結果について

第65回 9/15 社会資本整備審議会 道路分科会 道路技術小委員会 第6回資料

第66回 9/20 国交省  平成２８年度地域づくり表彰受賞団体を決定しました

第67回 9/29 国交省  建設関連業登録業者の登録状況

第68回 10/13 平成28年度国土交通省関係補正予算（第２次）の配分について

第69回 10/13 平成28年度 道路関係補正予算配分について

第70回 10/17 国交省　建設業分野に係る経営力向上に関する指針の策定

第71回 10/17 国交省　建設工事における一括下請負の判断基準を明確化しました

第72回 11/15 国交省　道路をよりよくするための研究課題を募集

第73回 11/18 社会資本整備審議会 道路分科会 第５７回基本政策部会 資料

第74回 12/8 国交省　インフラストック効果の情報ポータルサイトを開設！

第75回 12/19 国土交通省　平成２８年度「かわまちづくり」支援制度に係る計画の申請受付について

第76回 12/19 国土審議会 北海道開発分科会 計画推進部会　第１回配付資料

第77回 12/19 防災に関する市町村支援方策に関する有識者懇談会 第3回配布資料

第78回 12/20 国交省　平成２９年度予算　大臣折衝について

第79回 12/20 国交省　「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました

第80回 12/20
国交省　地域づくり人材の支援・協働を図るプラットフォーム「北海道価値創造パートナーシップ」
を発足します

第81回 12/20 国土審議会 計画推進部会 国土管理専門委員会 第２回配布資料

第82回 12/21
国交省「都市計画法施行令の一部を改正する政令」及び「都市公園法施行令の一部を改正する政令」
閣議決定

第83回 12/21 国交省「緑による建物の魅力アップガイド」を作成

第84回 12/22 平成２８年度国土交通省関係第３次補正予算の概要
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第85回 12/22 国交省　建設技能労働者の確保・育成に向けたモデル性の高い取組を支援します

第86回 12/26 国交省　平成29年度予算決定概要

第87回 1/12 社会資本整備審議会 「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」答申

第88回 1/13 国交省　下水熱利用促進ワークショップを開催します

第89回 1/16 国交省　道路法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

第90回 1/16 国交省　平成29年度「道路ふれあい月間」推進標語の募集について

第91回 1/16 国交省　「かわまちづくり全国会議」を開催します

第92回 1/16 国交省 「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事前ルール化」について

第93回 1/16
国交省「"水のめぐみ"とふれあう水の里の旅コンテスト2016」の受賞者の決定及び表彰式の開催につ
いて

第94回 1/17 防災科学技術研究所　気象災害軽減コンソーシアム設立総会及び記念シンポジウム

第95回 1/19
国交省「道路法施行令の一部を改正する政令」、開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正す
る省令」及び政省令関連告示の公布について

第96回 1/19 国交省　国土交通省技術基本計画案に対する意見を募集します

第97回 1/19 地域の水害危険性の周知方策検討会　第2回配布資料

第98回 1/19 河川情報ホットライン活用ガイドライン検討会　第2回配布資料

第99回 1/19 国土交通政策研究所　空き家発生・分布メカニズムの解明に関する調査研究（その１）

第100回 1/23 国交省　平成２９年度Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクトの公募を開始

第101回 1/23 国交省　第１９３回国会（常会）提出予定法律案について

第102回 1/30
国土審議会 水資源開発分科会 調査企画部会　第18回（リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源
開発基本計画のあり方について第1回） 配付資料

第103回 1/30 社会資本整備審議会計画部会第４０回及び交通政策審議会交通体系分科会計画部会第３８回 配付資料

第104回 1/30 国交省　地域を元気にし、地域を支えるチカラとなる「中間支援活動」の成果報告会を開催します！

第105回 1/30 国総研　地区レベルの将来人口予測ツールを作成しました

第106回 2/1 「インフラメンテナンス国民会議」北陸（新潟県）ミニフォーラムを開催します！

第107回 2/2 平成28年度国土交通省関係補正予算（第３次）〔ゼロ国債〕の配分について

第108回 2/3 国交省 「i-Gesuido」の推進と下水道BIM/CIMモデル事業の募集について

第109回 2/6 国交省　シンポジウムの開催！「これからの時代の地域デザイン」

第110回 2/6 観光庁　歴史的資源を活用した観光まちづくりの取組に関する相談受け付けを始めます

第111回 2/6 国総研 「河川構造物管理研究セミナー」の開催

第112回 2/7 国交省 「中小河川におけるホットライン活用ガイドライン」の策定について
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第113回 2/7 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の公布について

第114回 2/7 国交省　都市における浸水対策施設運用支援技術をガイドライン化

第115回 2/7 国交省　マンホールトイレ普及促進勉強会の開催について

第116回 2/7 国土交通省主催シンポジウム「地域に広がる所有者不明土地問題を考える」の開催

第117回 2/8 国交省　高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」の実施について

第118回 2/9 国交省　「i-Construction推進コンソーシアム」のＷＧ活動を開始

第119回 2/9 建設産業政策会議　第３回資料

第120回 2/9
国総研　資料 B-DASH プロジェクト No.16 ICT を活用した浸水対策施設運用支援システム導入ガイド
ライン（案）

第121回 2/9 地方公共団体の受援体制に関する検討会　第4回資料

第122回 2/10 社会資本整備審議会 道路分科会 第５９回基本政策部会 資料

第123回 2/13 国交省　「水防法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

第124回 2/13 国交省　「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

第125回 2/13 国交省　平成29年３月から適用する公共工事設計労務単価について

第126回 2/13 国交省　平成２９年度設計業務委託等技術者単価について

第127回 2/13 交通政策審議会　観光分科会　第３１回配布資料

第128回 2/14 建設産業政策会議 地域建設業ワーキンググループ 第１回資料

第129回 2/14 観光庁  平成29年度「テーマ別観光による地方誘客事業」の公募開始

第130回 2/15 国交省　『ICT』を活用した水処理技術をガイドライン化

第131回 2/15 国交省　「防災に関する市町村支援方策に関する有識者懇談会」の開催

第132回 2/15 国交省　国土審議会水資源開発分科会調査企画部会の開催

第133回 2/16 気象庁　地方公共団体の防災対策における気象情報利活用検討会（第２回）の開催について

第134回 2/16
国総研　資料 B-DASH プロジェクト No.14 ICT を活用した効率的な硝化運転制御技術導入ガイドライ
ン（案）

第135回 2/16
国総研　資料 B-DASH プロジェクト No.15 ICT を活用したプロセス制御とリモート診断による効率的
水処理運転管理技術導入ガイドライン（案）

第136回 2/17 社会資本整備審議会 産業分科会 不動産部会 第３０回配付資料

第137回 2/17 国土審議会 水資源開発分科会 調査企画部会 第19回配付資料

第138回 2/20
国交省　官民連携(PPP/PFI)事業の推進に向けた首長意見交換会の開催結果(概要)について（九州・沖
縄ブロック）※ 東北地方は昨年12月に開催されています。※

第139回 2/20
社会資本整備審議会 技術部会 地下空間の利活用に関する安全技術の確立に関する小委員会 第1回配
付資料

第140回 2/20
社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 新たな住宅セーフティネット検討小委員会  第4回配付資料・最
終とりまとめ
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第141回 2/21 国交省　第17回 「北海道田園委員会」の開催について

第142回 2/23 地域公共交通の活性化及び再生の将来像を考える懇談会 第6回配付資料

第143回 2/23 国土地理院　平成28年全国都道府県市区町村別の面積を公表

第144回 2/23 国土地理院　指定緊急避難場所データを「地理院地図」から公開

第145回 2/24 国土交通大学校　平成２９年度研修計画を策定

第146回 2/27 国交省 平成29年度予算に向けた新規事業採択時評価手続きの着手について

第147回 2/27 国土地理院 地方公共団体の皆様へ 地理空間情報の活用促進のための協力協定の情報を追加

第148回 2/28 国交省　空き地等の新たな活用に関する検討会（第２回）の開催

第149回 2/28 国交省　PPP（Public-Private-Partnership）協定（２）パートナー公募に係る官民対話を実施します

第150回 3/1 国交省　平成27年度末都市公園等整備及び緑地保全・緑化の取組の現況（速報値）の公表について

第151回 3/1 国交省　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について

第152回 3/1 国交省　平成２９年度予算に向けた新規事業採択時評価手続き（道路事業）の着手について

第153回 3/1 国土地理院　東北地方太平洋側の水準点成果（高さ）を改定

第154回 3/2 国交省　平成29年度 PPP/PFI推進のための案件募集開始（第１次）

第155回 3/2 国交省  防災に関する市町村支援方策に関する有識者懇談会 第4回配布資料

第156回 3/6 社会資本整備審議会 道路分科会 基本政策部会 第60回配付資料

第157回 3/6 気象庁 「気象データ高度利用ポータルサイト」を開設しました

第158回 3/7 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会 第３回配布資料

第159回 3/8 国交省　平成２８年度「かわまちづくり」支援制度に係る計画の登録について

第160回 3/8 国交省　国が整備する公共建築物における木材利用状況を取りまとめ

第161回 3/8 気象庁　台風進路や降水の予測精度が向上します

第162回 3/9 国交省　平成29年度 建築基準整備促進事業の事業主体の募集開始

第163回 3/9 国交省　ＩＣＴ導入協議会　第４回資料

第164回 3/13 国交省　平成29年度　国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定

第165回 3/13 国交省　歩いて暮らせるまちづくりで医療費抑制効果も期待

第166回 3/13 国交省　モーダルコネクト検討会　第4回配付資料

第167回 3/14 国土審議会 北海道開発分科会 計画推進部会 第２回資料

第168回 3/15 国交省 既存施設を活用した省エネ型高度処理技術の導入ガイドラインを策定
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第169回 3/15 国交省 処理水を循環する散水式水処理技術の導入ガイドラインを策定

第170回 3/15 国交省 4月3日よりマンホールカード第4弾の配布が開始されます！

第171回 3/15 気象庁 防災気象情報の利活用状況等に関する調査結果について

第172回 3/15 気象庁 3月23日は世界気象デー（今年のテーマは、「雲を理解する」）

第173回 3/15 国土地理院 地下の震源断層モデルが3D表示可能に

第174回 3/16 国交省　秋田県大館市・山梨県甲州市・熊本県湯前町の歴史的風致維持向上計画を認定

第175回 3/16 国土審議会計画推進部会 稼げる国土専門委員会 第４回資料

第176回 3/16 国交省　道路交通アセスメント検討会　第4回配付資料

第177回 3/16 国土地理院  地形が立体的に見える「アナグリフ」他を地理院地図で公開

第178回 3/16 国土地理院　日本の重力値の基準を40年ぶりに更新

第179回 3/17 国交省　PPP（Public-Private-Partnership）協定（２）パートナー公募を実施します

第180回 3/17 国交省　まちづくり活動の担い手のあり方検討会　第２回資料

第181回 3/17 社会資本整備審議会道路分科会 事業評価部会 第１５回配布資料

第182回 3/17 気象庁 「新たなステージ」に対応した防災気象情報の改善

第183回 3/17 内閣府　大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会 第３回資料

第184回 3/21 国交省 「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185回 3/21 国交省  インフラの魅力を再発見！インフラツアーをパネルで紹介！

第186回 3/21 内閣府　大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会 第３回資料

第187回 3/22 国交省　日本初 下水道事業のコンセッション方式が事業開始に向けて大きく前進

第188回 3/22 国総研　下水道技術開発レポート2016を公表

第189回 3/22
気象庁　「長周期地震動に関する情報のあり方について（長周期地震動に関する情報検討会平成28年
度報告書）」の公表について

第190回 3/23 国交省　平成27年の水害被害額（確報値）を公表

第191回 3/23 社会資本整備審議会 道路分科会 道路技術小委員会　第７回資料

第192回 3/24 国交省  「平成29年度 都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査」の提案を募集します

第193回 3/24 国交省　まちづくり活動の担い手のあり方検討会　第３回資料

第194回 3/27 国交省　「地域の水害危険性の周知に関するガイドライン」の策定

第195回 3/27 国交省　アニバーサリープロジェクト　２０１７行動計画　策定！！

第196回 3/27
国土交通政策研究所「地域公共交通事業における収益性と効率性に関する調査研究２」の公表につい
て
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第197回 3/27 国土地理院　新たな「地理空間情報活用推進基本計画」が閣議決定されました

第198回 3/27 内閣府　無作為抽出を活用した住民の防災意識向上のための取組に関する 手引きの公表について

第199回 3/28 国交省　建設産業政策会議　第4回資料

第200回 3/28 国交省  建設産業政策会議 地域建設業ワーキンググループ 第2回資料

第201回 3/28 気象庁  気候系監視年報2016を公表しました。

第202回 3/29 国交省  ICTを活用した歩行者移動支援サービスに関する屋外向けのプラットフォームを改訂

第203回 3/29 国交省 地域づくりに携わる人たちの想いと軌跡をとりまとめました！

第204回 3/29
国交省　緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を国管理河川63水系にエリア拡大しま
す！

第205回 3/29 国交省　第1回　道路のデザインに関する検討委員会　配付資料

第206回 3/29 国交省　国土交通省生産性革命パンフレット

第207回 3/30 国交省  自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について

第208回 3/30 国交省　建設業法令遵守ガイドラインを改訂

第209回 3/30 国交省 「空き家所有者の外部提供に関するガイドライン（試案）」の策定・公表について

第210回 3/30 国交省  「ＣＡＤ製図基準」の改定

第211回 3/30 国交省　ＣＩＭ導入推進委員会　第３回資料

第212回 3/30 国土交通政策研究所 「利用していただくバスづくり」のためにすぐできる最初の一歩と次の一手

第213回 3/30 気象庁 「最新の気象データ」が、CSV形式でダウンロードできるようになりました。

第214回 3/31 平成２９年度国土交通省関係予算の配分について

第215回 3/31 国交省　国土管理に関する事例ガイドを発行しました！

第216回 3/31 国交省 「ローカル版『知的対流拠点』づくりマニュアル」を公表します！

第217回 3/31 国交省 「下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル」を策定しました

第218回 3/31 国交省　社会資本情報プラットフォーム（試行版）の公開について

第219回 3/31
国交省  所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインの内容を拡充
します！

第220回 3/31 国総研　災害拠点建築物の設計ガイドライン（案）を公開


