
回 日付 件名

第1回 4/3 国交省  全国から10地区を「景観まちづくり刷新モデル地区」に指定

第2回 4/3 国交省　「下水道の市民科学ガイドブック」を策定しました

第3回 4/3 国交省　新しい水位計・ドローンの開発のため、32 者が17 チームを結成し、新年度より開発に着手

第4回 4/3 国交省　i-Constructionの推進に向けた基準類の策定

第5回 4/3 国土地理院　測量の基準となる技術マニュアルの新たな作成、改正を行います

第6回 4/3 内閣府 「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」の公表について

第7回 4/4 国交省　中小・中堅建設企業等向けに「相談支援」を実施します

第8回 4/4 国交省　全国初！民間誘導施設等整備事業計画を認定

第9回 4/4 国交省  平成29年度 建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第10回 4/11 国総研　広場の賑わいを創出するための手引き（案）を公開

第11回 4/12 国交省　平成２９年度住宅ストック維持・向上促進事業の提案募集の開始について

第12回 4/17 国交省 平成29年度 多様な入札契約方式モデル事業の案件を募集します

第13回 4/17 国交省　下水道BIM/CIM導入モデル事業の開始

第14回 4/17 国交省　都市計画基本問題小委員会　第４回配布資料

第15回 4/17 社会資本整備審議会 道路分科会 第61回基本政策部会　配布資料

第16回 4/20 国交省　「革新的河川管理プロジェクト」現地実証に着手！

第17回 4/20 国総研  平成29年度(4月版) 土木工事数量算出要領（案）の一部を掲載

第18回 4/24 国交省　建設業の人材確保・育成に向けた予算の概要を公表します

第19回 4/24
観光庁 「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の支援地域を選定しました～第１弾（新規分）と
して９地域を選定～

第20回 4/25
国交省　i-Constructionを推進する技術開発を公募します～平成２９年度建設技術研究開発助成制度
～

第21回 4/25
国交省 「平成29 年度 既存建築物省エネ化推進事業（省エネルギー性能の診断・表示に対する支
援）」の提案募集の開始について

第22回 4/25
国交省 「平成29年度（第１回） 既存建築物省エネ化推進事業（建築物の改修工事）」の提案募集の
開始について

第23回 4/25
国交省 「平成29年度(第1回)サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）」の提案募集の開始につ
いて

第24回 4/25 国交省　舗装点検技術の性能評価項目・試験方法及び評価指標（案）に対する意見を募集します

第25回 4/25 国交省　地方公共団体における建築事業の円滑な実施に向けた懇談会　配布資料等

第26回 4/26
国交省　平成29年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の公募開始及び説明会に関する情報提供
について

第27回 4/26
国交省　中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス平成29年度実証実験の地域選定
及び公募開始について

第28回 4/26 国交省　自転車活用推進法の施行日の決定及び関係政令の閣議決定について
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第29回 4/26 国交省　自転車活用推進本部の発足及び本部事務局の設置について

第30回 4/26 国交省　もうすぐＧＷ！インフラ見楽に出かけよう！

第31回 4/27 国交省  民間活動に合わせた自治体の基盤整備検討を機動的に支援します！

第32回 4/27 国交省 「滞在交流型観光を通じた離島創生プラン」をとりまとめました

第33回 4/28 国交省　公共工事の施工体制の改善が進んでいます！

第34回 4/28 国交省  公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会 第４回資料

第35回 4/28 観光庁　第８回「国土交通省観光立国推進本部」が開催されました

第36回 4/28 気象庁　地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用モデル事業の結果報告について

第37回 4/28 防災科研　全国地震動予測地図2017年版が公表されました

第38回 5/1
国交省  第１回「インフラメンテナンス大賞」の受賞者を決定しました！ ～ベストプラクティスの水
平展開に向けて～

第39回 5/1
観光庁 「スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会」の最終報告 ～世界に誇れるスノーリゾート
を目指して～

第40回 5/1
観光庁 「テーマ別観光による地方誘客事業」を13件選定しました ～地域と地域の連携強化により、
新たな観光需要を創出します～

第41回 5/1 気象庁 「警報級の可能性」及び「危険度を色分けした時系列」の提供開始について

第42回 5/1
気象庁  雨による災害発生の危険度の高まりを評価する技術を活用した大雨・洪水警報や大雨特別警
報の改善、及び危険度分布の提供について

第43回 5/1 国総研　平成 29 年度 国総研が進める主な研究 ～重点的に取り組む１２の研究テーマの設定～

第44回 5/2 国交省  平成28年度建築基準整備促進事業　成果概要一覧

第45回 5/8 国交省  新下水道ビジョン加速戦略検討会（平成29年度）第１回資料

第46回 5/10 国交省 第４回 「無電柱化推進のあり方検討委員会」（配布資料）

第47回 5/10
国交省 地域公共交通を活性化・再生するための現状の課題と今後の方向性について　(第7回配布資
料)

第48回 5/10
国交省 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定状況について (平
成29年3月末時点)

第49回 5/15 国交省 「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」（答申）

第50回 5/15 国交省　道路のデザインに関する検討委員会 第2回 配付資料

第51回 5/15 観光庁　日本版DMO候補法人の登録について

第52回 5/17
国交省  インフラメンテナンス国民会議革新的技術フォーラム「道路舗装診断の自治体現場における
実践事例セミナー」の開催

第53回 5/17 国交省 「建設産業生産性向上支援事業」におけるステップアップ支援の対象案件を公募します

第54回 5/17 国交省　新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法の公表について

第55回 5/17 国土審議会計画推進部会　国土管理専門委員会　第４回配布資料

第56回 5/18
国交省 平成29年度 先導的官民連携支援事業及び地域プラットフォーム形成支援の採択案件の決定に
ついて（第１次）
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第57回 5/18
国交省 コンパクト・プラス・ネットワークに取り組むモデル都市を選定！～第８回コンパクトシティ
形成支援チーム会議の開催～

第58回 5/18 社会資本整備審議会 道路分科会 基本政策部会 第62回配布資料

第59回 5/19 国交省　新たに推奨技術等９技術を選定

第60回 5/19 国交省　災害時における衛星画像等の活用強化

第61回 5/19 国土地理院　地球の形の測り方をご存知ですか？

第62回 5/19 国交省　第１回 建設業社会保険推進連絡協議会　配布資料

第63回 5/19 国交省　第4回 河川法改正２０年 多自然川づくり推進委員会　配布資料

第64回 5/22 国交省　河川法改正２０年インスパイアプログラム「水辺の時代を開く」を開催します

第65回 5/22 国交省　ダム再生ビジョン検討会　第３回配布資料

第66回 5/23 国交省 「平成２９年度住宅・建築物技術高度化事業」の提案募集の開始について

第67回 5/23 国交省  第16回 適正な施工確保のための技術者制度検討会 資料

第68回 5/23 国交省　第８回 コンパクトシティ形成支援チーム会議　配付資料

第69回 5/23 国交省　第4回 まちづくり活動の担い手のあり方検討会 配付資料

第70回 5/25 国交省 「公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会」中間整理の公表について

第71回 5/25 国交省 「平成29年度　先駆的空き家対策モデル事業」の提案募集の開始について

第72回 5/25 国交省  第３回 高齢者の移動手段の確保に関する検討会 配布資料

第73回 5/25 社会資本整備審議会 道路分科会 第26回国土幹線道路部会 配布資料

第74回 5/25 国土地理院　平成27年の人口集中地区（DID）を地理院地図で公開

第75回 5/25 観光庁 「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の支援地域を選定しました

第76回 5/25 観光庁　日本遺産の観光需要創出に向けた「マッチング・相談会」の開催について

第77回 5/26
国交省 「平成２９年度 空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業」の提案募集の開始につ
いて

第78回 5/26 「平成28年度土地に関する動向」及び「平成29年度土地に関する基本的施策」（土地白書）について

第79回 5/26 気象庁　地域における気象防災業務のあり方検討会　第1回資料

第80回 5/26 国交省  第３回 建設産業政策会議 地域建設業ワーキンググループ 配布資料

第81回 5/26 国交省　第５回　都市計画基本問題小委員会　配布資料

第82回 5/29 土砂災害防止月間（6月1日～6月30日）

第83回 5/30 国交省 郡山市でインフラメンテナンス国民会議自治体支援フォーラム開催

第84回 5/30 国交省 平成29年度「民間活力を導入した公的不動産（PRE）活用調査事業」の募集
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第85回 5/30
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（平成
２９年１月～３月実績【速報値】）

第86回 5/30 平成29年版　交通政策白書

第87回 5/30 平成29年版　観光白書

第88回 5/30
国交省　平成28年　都市景観大賞【都市空間部門】、【景観まちづくり活動・教育部門】の受賞につ
いて

第89回 6/1
国交省　官民ビッグデータによる災害通行実績データシステムの運用を開始 ～ＥＴＣ２．０と民間通
行実績データを活用して災害対応を強化～

第90回 6/1
国交省　「第２回濱口梧陵(はまぐち ごりょう)国際賞」の募集を開始します～津波・高潮等に対する
防災・減災に取り組んでいる方を表彰～

第91回 6/2 国交省　平成29年度 PPP/PFI推進のための案件募集開始（第２次）

第92回 6/2 国交省　"水のめぐみ"とふれあう水の里の旅コンテスト２０１７

第93回 6/2 国交省　第２回 新下水道ビジョン加速戦略検討会　資料

第94回 6/5
国交省　「この道で おはよう さよなら ありがとう」 ～平成２９年度「道路ふれあい月間」推進標
語入選作品決定のお知らせ～

第95回 6/5 国土審議会計画推進部会　第２回　配付資料

第96回 6/5 国交省　第５回建設産業政策会議資料

第97回 6/7 国交省　川の生きものをしらべて水質を判定！全国調査に参加しよう！

第98回 6/7 国交省　ハザードマップポータルサイトがさらに使いやすくなりました

第99回 6/9 国土審議会第２０回北海道開発分科会　配付資料

第100回 6/9 国交省　新たな住宅セーフティネット制度に関する説明会の開催について

第101回 6/9 国交省　建築物省エネ法フォローアップ説明会の開催について

第102回 6/12
国交省「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「都市緑地法等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定

第103回 6/12
国交省「水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水防法等の一部を改正する
法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定

第104回 6/14 国交省　「行政事業レビュー「公開プロセス」の実施について

第105回 6/14
国交省　土木鋼構造用塗膜剥離剤技術の要求性能に対する意見を募集します～新技術活用システムの
テーマ設定型（技術公募）の実施～

第106回 6/16 国交省　第６回建設産業政策会議資料

第107回 6/19 国交省　第３回　地方公共団体における建築事業の円滑な実施に向けた懇談会 資料

第108回 6/19 観光庁　第４回　観光産業革新検討会　資料

第109回 6/21
国交省　平成29年度 まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業提案募集を開始し
ます ～低炭素社会の実現に資する先導的な地域構想の策定支援～

第110回 6/21 国交省 「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画をとりまとめました

第111回 6/22 社会資本整備審議会 道路分科会 第６３回基本政策部会 配布資料

第112回 6/27 国土審議会　第20回配付資料
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第113回 6/28
国交省　「ダム再生ビジョン」の策定～頻発する洪水・渇水の被害軽減や再生可能エネルギー導入に
向けた既設ダムの有効活用～

第114回 6/28 国交省　「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」報告書を公表します

第115回 6/28
国交省　バリアフー法及び関連施策の見直し方向性をとりまとめました～バリアフリーワーキンググ
ループとりまとめ～

第116回 6/28
国交省　全市区町村の２割超で、空家等対策計画を策定～空き家対策に取り組む市区町村の状況につ
いて～

第117回 6/28 国交省　河川愛護月間(7月1日～7月31日)のお知らせ

第118回 6/28 国交省　見たい！知りたい！がいっぱい！

第119回 6/28 国交省　走るデザイン ! あなたの声が街を彩る !

第120回 6/29 社会資本整備審議会　道路分科会　第27回国土幹線道路部会 配布資料

第121回 6/29
国交省　路面下空洞調査技術の試験方法及び評価指標（案）に対する意見募集結果の公表と技術を公
募します～新技術活用システムのテーマ設定型（技術公募）における技術の公募について～

第122回 6/29
国総研　下水道ストックマネジメントの推進を支援！～下水道管きょ健全率予測式2017・劣化データ
ベースVER.2の公開～

第123回 6/29 内閣府　「市町村のための水害対応の手引き」を改訂しました

第124回 6/30
国交省　崖崩れなどの災害の対策に緊急的に予算支援します！～平成29年度 第１回 災害対策等緊急
事業推進費の配分について～

第125回 6/30
国交省　民間活動に合わせた自治体の基盤整備検討を機動的に支援します！～平成29年度　第2回　官
民連携基盤整備推進調査費の配分について～

第126回 6/30
国交省　社会資本整備審議会産業分科会不動産部会にて空き家対策等に係る中間とりまとめを行いま
した

第127回 6/30 国交省　空き地等の新たな活用に関する検討会のとりまとめについて

第128回 6/30 国交省　平成29年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第1回配分）の執行について

第129回 6/30 国交省　第６回　都市計画基本問題小委員会　配布資料

第130回 7/3 「平成28年度国土交通白書」の閣議配布

第131回 7/3 平成29年度建設投資見通し

第132回 7/3 国交省　高齢者の移動手段の確保に関する検討会の中間とりまとめを公表しました

第133回 7/3 国交省 「適正な施工確保のための技術者制度検討会」とりまとめについて

第134回 7/3 「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135回 7/3 国交省　第３回 道路のデザインに関する検討委員会　 配布資料

第136回 7/4 国交省  平成29年度「民間活力を導入した公的不動産（PRE）活用調査事業」の選定結果及び追加募集

第137回 7/4 国交省  平成29年度 多様な入札契約方式モデル事業を選定しました

第138回 7/4 国交省  平成29年度 建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第139回 7/5 国交省　建設産業政策会議　とりまとめ報告書

第140回 7/7 国交省　第３回 新下水道ビジョン加速戦略検討会　資料
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第141回 7/7 社会資本整備審議会 道路分科会 道路技術小委員会 第8回配布資料

第142回 7/7
国総研  資料 道路橋等の点検効率化等への計測・非破壊検査技術の適用性検証に関する共同研究
（２）

第143回 7/10
国交省  高速道路と民間施設を直結する民間施設直結スマートインターチェンジ制度を具体化し、募
集を開始

第144回 7/10 国交省　災害復旧における適切な入札契約方式の適用についてガイドラインを作成しました

第145回 7/10
国交省　オープンデータを活用した歩行者移動支援サービスに関する現地事業の実施主体を公募しま
す！

第146回 7/11 国交省　平成28年の水害被害額（暫定値）を公表

第147回 7/12
国交省　「平成２９年度 空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業」の採択団体（７団体）
の決定および二次募集の開始について

第148回 7/13 国交省　第７回都市計画基本問題小委員会　配付資料

第149回 7/18 社会資本整備審議会 道路分科会 第６４回基本政策部会 配付資料

第150回 7/18 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2）

第151回 7/18 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

第152回 7/24 国交省  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の提言を公表しました

第153回 7/24 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154回 7/24 国交省 「橋、高架の道路等の技術基準」（道路橋示方書）の改定について

第155回 7/28 国交省　「平成２９年度先駆的空き家対策モデル事業」の採択団体（２７団体）の決定について

第156回 7/28 国交省　平成２９年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表（追加）

第157回 7/28 国交省　平成29年度水資源功績者表彰について

第158回 7/31 社会資本整備審議会 道路分科会 第２８回国土幹線道路部会 配布資料

第159回 8/1
国交省 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 平成29年度「公募型」実証実験
の地域選定について

第160回 8/1
国交省 「平成29年度 空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業」の 二次募集採択団体（3
団体）の決定について

第161回 8/3 国交省　「第２回先進的まちづくりシティコンペ」の募集開始

第162回 8/3
国交省　平成29年度 先導的官民連携支援事業及び地域プラットフォーム形成支援の採択案件の決定に
ついて（第２次）

第163回 8/3
国交省　ICT・AI を活用したエリア観光渋滞対策の実験・実装を図る「観光交通イノベーション地
域」を公募します

第164回 8/7 国交省　「河川・ダムの健全性の評価結果」を初公表

第165回 8/7 国交省　平成２９年度特定テーマ型モデル「道の駅」の募集

第166回 8/7 国交省  地方公共団体における建築事業の円滑な実施に向けた懇談会　第4回資料

第167回 8/7 国土審議会土地政策分科会企画部会　第３１回配付資料

第168回 8/7 観光庁　日本版DMO候補法人の登録について
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第169回 8/7 気象庁　地域における気象防災業務のあり方検討会　第3回資料

第170回 8/8 国交省　二地域居住等の促進に向けた先駆的な取組の提案を募集します

第171回 8/8
国交省　舗装点検技術の性能評価項目・試験方法及び評価指標（案）に対する意見募集結果の公表及
び舗装点検技術の公募について

第172回 8/9 国交省　交差点の標識に観光地名称を表示します！（第4報）

第173回 8/9
国交省　　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートデザイン決定
! !

第174回 8/9
国交省　「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不動産特定
共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定

第175回 8/17 国交省　「都市のスポンジ化」への対応方策をとりまとめました

第176回 8/17 国交省　「新下水道ビジョン加速戦略」を策定

第177回 8/17 国交省　無電柱化推進のあり方検討委員会中間とりまとめ

第178回 8/18 国交省　お盆期間における高速道路・国道の交通状況（速報）【全国版】

第179回 8/24 社会資本整備審議会　第１６回道路分科会　配布資料

第180回 8/24 国交省　災害復旧事業の災害査定の効率化を秋田県において実施します

第181回 8/24 国交省 『下水熱利用アドバイザー』の派遣を希望する団体を募集します

第182回 8/25
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（北陸ブロック）の開催結果（概
要）

第183回 8/28 防災科学技術研究所 AI・IoTを活用した冬季交通網管理の効率化に関するワークショップ

第184回 8/29 国交省　全国空き家対策推進協議会の設立について

第185回 8/30 国交省　下水道事業の災害対応力を強化します

第186回 8/30 国交省　土木鋼構造用塗膜剥離剤技術の意見公表および技術募集を行います

第187回 8/30 国交省　住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

第188回 8/30 国交省　平成30年度予算概算要求概要等を公表【平成29年8月29日】

第189回 8/30 文科省　避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査の結果について

第190回 8/31 国交省　橋梁等の平成２８年度点検結果について

第191回 8/31 国総研　建築物の外壁落下の危険性を町並み画像上に可視化するツールを開発

第192回 8/31 防災科研 『J-RISQ地震速報』に過去の地震の分析結果を追加

第193回 9/1
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（平成
２８年度実績）

第194回 9/1 観光庁　「全国観光圏シンポジウム2017」が開催されます！

第195回 9/4 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します

第196回 9/4 国交省　「全国第１号！マネジメント型まちづくりファンドの設立
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第197回 9/4
国交省  「平成29年度（第2回） 既存建築物省エネ化推進事業（建築物の改修工事）」の提案募集の
開始について

第198回 9/4
国交省　「平成29年度(第2回)サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）」の提案募集の開始に
ついて

第199回 9/5 国交省　生産性向上に関するモデル性の高い取組への重点的な支援を実施

第200回 9/5 国交省　歩行空間のバリアフリーに関する情報をデータ化するツールを提供します！

第201回 9/6 国交省　新しい住宅セーフティネット法が10月25日から施行されます

第202回 9/8
国交省　ICT・AIを活用したエリア観光渋滞対策の実験・実装を図る「観光交通イノベーション地域」
を選定しました

第203回 9/8 国交省　第7回 地域道路経済戦略研究会　配付資料

第204回 9/13 国交省　平成２９年度サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）

第205回 9/15 都市計画基本問題小委員会  第１回都市施設ワーキンググループ　配布資料

第206回 9/15 国土審議会土地政策分科会特別部会（第1回）配付資料

第207回 9/19 国交省　平成２９年度地域づくり表彰受賞団体を決定しました

第208回 9/19 国交省　官民連携まちづくりの手引きを全面的にリニューアル

第209回 9/19 国交省　平成28年度における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況について

第210回 9/19
国交省　オープンデータを活用した歩行者移動支援サービスに関する現地事業の実施主体を選定しま
した！

第211回 9/19 観光庁　次世代の観光立国実現に向けた観光財源のあり方検討会 第1回 資料

第212回 9/21
国交省　平成29年度まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業「モデル地域」を
採択しました

第213回 9/21 観光庁「歴史的資源を活用した観光まちづくりセミナー」を全国9ヵ所で開催

第214回 9/26 国交省 平成29年度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集開始について

第215回 9/26 観光庁　仙台・松島復興観光拠点都市圏形成促進計画が策定されました

第216回 9/27 国交省 梅雨前線に伴う豪雨などによる災害の対策に緊急的に予算支援します！

第217回 9/27 国交省　民間活動に合わせた自治体の基盤整備検討を機動的に支援します！

第218回 9/27 国交省　九州北部豪雨等の豪雨を踏まえた緊急対策について

第219回 9/27 国交省　観光先進国の実現に貢献　訪日外国人の旅行を1万ｋｍの高速道路が応援します

第220回 9/27 国交省　高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」を全国１７箇所の道の駅で追加実施

第221回 9/27
国交省　地方公共団体における耐震改修促進計画の策定予定及び耐震改修等に対する補助制度の整備
状況について

第222回 9/27 国交省　平成29年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第2回配分）の執行について

第223回 9/28 国土審議会計画推進部会 第6回住み続けられる国土専門委員会 配布資料

第224回 10/2 国交省　土砂災害警戒区域等の指定解除の要件等を全国に発出
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第225回 10/2 国総研　防災公園に関するガイドラインを増補改訂

第226回 10/3 国交省　平成29年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第227回 10/3 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会 第5回 配付資料

第228回 10/3 国交省　第９回 コンパクトシティ形成支援チーム会議 配付資料

第229回 10/4 国交省　施工体制の点検を実施します！

第230回 10/4 社会資本整備審議会 道路分科会 第29回 国土幹線道路部会 配布資料

第231回 10/5 国交省　第２回インフラメンテナンス大賞の公募を開始

第232回 10/5 国交省　訪日外国人の最新の国内での「動き」が分かるFF-Dataを公表

第233回 10/12
国交省　「道路デザイン指針（案）」の改定及び「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」の策
定について

第234回 10/17
国交省 平成２９年度サステナブル建築物等先導事業（気候風土適応型）提案の募集受付（第２回）開
始

第235回 10/17 国交省 中長期的な地籍整備の推進に関する検討会 第3回資料

第236回 10/18 国土地理院 「地図と測量の科学館」におけるイベント開催等のご案内

第237回 10/20 国交省  10月20日より、「セーフティネット住宅情報提供システム」の運用を開始します！

第238回 10/23 国交省 「グリーンインフラ推進セミナー」を全国２箇所で開催します

第239回 10/24 国交省　第2回 今後の共助による地域づくりのあり方検討会 配布資料

第240回 10/24 観光庁　第４回 次世代の観光立国実現に向けた観光財源のあり方検討会 資料

第241回 10/25 国交省　施工管理技術検定の受験機会が更に拡大！

第242回 10/25 国交省　i-Constructionロゴマークについて一次アンケートを開始します！

第243回 10/26
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（北海道ブロック）の開催結果（概
要）

第244回 10/26 国交省　住宅セーフティネット法に基づく「居住支援法人」への補助事業の募集を開始します！

第245回 10/26
国交省　i-Construction"建設の現場から働き方改革へ"建設現場での生産性を高める新技術の試行を
開始します

第246回 10/26 国土審議会土地政策分科会特別部会（第二回）配付資料

第247回 10/26 国土地理院　地理院地図に高速道路ナンバリングを表示しました

第248回 10/27
国交省　まちづくりの担い手を育てるために～「まちづくり活動の担い手のあり方検討会」のとりま
とめについて～

第249回 10/27 国交省　平成29年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表（追加）

第250回 10/27
気象庁気象研究所　（気象業務支援センターとの共同プレスリリース）地球温暖化で猛烈な熱帯低気
圧（台風）の頻度が日本の南海上で高まる

第251回 10/31
国交省　「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登録規程」の一部改正に
係る意見募集について

第252回 11/1 国交省　全国の空き家・空き地情報がワンストップで検索可能となります！
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第253回 11/1 国交省　みんなで楽しもう！インフラツーリズム

第254回 11/6 都市計画基本問題小委員会　第2回都市施設ワーキンググループ　配布資料

第255回 11/6
国交省  平成２９年度サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）提案の募集受付（第２回）開
始

第256回 11/7
国交省「平成29年度（第3回） 既存建築物省エネ化推進事業（建築物の改修工事）」の提案募集の開
始について

第257回 11/8 国交省 走る広告塔として地域の魅力を発信！

第258回 11/8 国交省　「建設業法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定しました

第259回 11/13 国交省　道路をよりよくするための研究課題を募集

第260回 11/15 「国土交通省直轄工事等契約関係資料」の公表

第261回 11/15 国総研 「道路メンテナンス技術集団」の一員として国総研の専門家が直轄診断を実施します

第262回 11/16 国交省　危機管理型水位計（寒冷地対応）の現場実証に参加する企業等を公募します

第263回 11/16 国交省　建設現場における３次元データ利活用の普及・促進を目指して

第264回 11/17
国交省　中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 道の駅「たいら」において実証
実験をスタート

第265回 11/20 国交省　「道の駅」の第４８回登録について

第266回 11/22
国交省　中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 道の駅「かみこあに」において
実証実験をスタート

第267回 11/22 国総研　資料 定期点検データを用いた道路橋の劣化特性に関する分析

第268回 11/27 社会資本整備審議会 道路分科会 第30回 国土幹線道路部会 配布資料

第269回 11/29 国交省　12月1日～7日は「雪崩防災週間」です

第270回 11/29 国交省　下水道管路の点検結果を初公表

第271回 11/30 国交省　「水防災オープンデータ提供サービス」をリニューアルします！

第272回 11/30 国総研　資料 画像処理技術を用いた道路橋の常時監視システム開発に関する研究

第273回 12/4 国交省　台風18号や梅雨前線などに伴う豪雨による災害の対策に緊急的に予算支援します！

第274回 12/4
国交省　全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえ、「中小河川緊急治水対策プロジェクト」をとり
まとめました

第275回 12/4 国総研　高齢化する道路橋を安全かつ合理的に維持管理するための２つのツールを公表

第276回 12/5 国交省　中長期的な地籍整備の推進に関する検討会 第4回資料

第277回 12/5 国交省　防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン検討委員会 第2回資料

第278回 12/5 社会資本整備審議会 都市計画基本問題小委員会 第3回都市施設ワーキンググループ　配布資料

第279回 12/7 国土審議会土地政策分科会特別部会　第3回配布資料

第280回 12/11 国交省　訪日外国人レンタカーピンポイント事故対策に着手！
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第281回 12/13 国土審議会土地政策分科会特別部会の中間とりまとめを公表します

第282回 12/14 国交省 より効率的な高規格堤防の整備を推進するための方策をとりまとめ！

第283回 12/15 国交省　平成２９年度「手づくり郷土(ふるさと)賞」を選定しました！

第284回 12/15 内閣府　災害救助に関する実務検討会（最終報告）

第285回 12/18 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会 第6回配布資料

第286回 12/19 国交省　平成３０年度予算　大臣折衝について

第287回 12/21 国交省　施工管理技術検定の年２回化の実施計画が確定しました！

第288回 12/21 国交省　「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

第289回 12/21 国交省　国等が整備する公共建築物における雨水利用状況を取りまとめ

第290回 12/21 国交省　全国の地方公共団体における災害の備えのために

第291回 12/21 国交省　「津波防災地域づくりと砂浜保全のあり方に関する懇談会」（第３回）配布資料

第292回 12/21 国交省 「洪水時に特化した低コストな水位計」の機器開発を完了！

第293回 12/22 国交省　第2回 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転ビジネスモデル検討会　配布資料

第294回 12/25 平成29年度国土交通省関係補正予算の概要について

第295回 12/25 国交省　インフラ維持管理・更新に係る取組状況をとりまとめました！

第296回 12/25 国交省 「高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組」基本方針の公表について

第297回 12/25 「日本風景街道」有識者懇談会 第1回 配付資料

第298回 12/26 国交省　多様な入札契約方式モデル事業　リーフレット＆事例集について

第299回 12/26 国交省　一定規模の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮し積雪荷重を強化します

第300回 12/27 国交省　今後の都市施設の整備等における基本的な考え方をとりまとめました

第301回 12/27 国交省　「かわまちづくり」計画の募集！

第302回 12/27 国交省　豪雨・融雪による土砂災害発生件数が過去10年で最大を記録

第303回 12/27 国交省　全市区町村の約３割で、空家等対策計画を策定

第304回 1/9 国交省  平成２９年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第305回 1/9 観光庁  がんばるＤＭＯを応援します！～観光庁に「ＤＭＯ支援室」を設置～

第306回 1/9
防災科学技術研究所  地域防災シンポジウム2018～全国各地の防災対策の知恵を地域に活かす～の開
催

第307回 1/10 国交省　平成30年度予算決定概要

第308回 1/10
国交省　良質な住宅・建築物の取得・改修に関する最近の支援制度を国土交通省担当官が説明しま
す！
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第309回 1/10 社会資本メンテナンス戦略小委員会 第１９回 配布資料

第310回 1/11
国交省　第11回 国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰受賞者の決定及び同記念講演会・表彰
状授与式の開催について

第311回 1/11 国交省　中長期的な地籍整備の推進に関する検討会 第５回資料

第312回 1/12 国交省　全国の主要都市で、建築物省エネ法説明会を開催します！

第313回 1/12 国土交通政策研究所　エイジング・イン・プレイスに関する日米共同研究報告会の開催概要

第314回 1/12
国総研　資料　プレストレストコンクリート橋における初期変状の影響評価と対策に関する共同研究
報告書（その1)

第315回 1/15 国交省　「小さな拠点」からはじまる持続可能な地域構造フォーラムの開催

第316回 1/15 国交省　平成３０年度「道路ふれあい月間」推進標語を募集します！

第317回 1/15 防災科研　気象災害軽減イノベーションセンター活動報告シンポジウム2018

第318回 1/16 国交省　下水汚泥からの水素製造・供給を推進します

第319回 1/18 国交省　平成30年度　民間まちづくり活動促進・普及啓発事業の募集を開始

第320回 1/22 国土交通大臣が改良すべき踏切道２３７箇所を追加指定！

第321回 1/22
土木研究所 防災科研 Ｅ－ディフェンスを用いた道路橋の耐震補強技術の大規模実証実験（世界最大
規模）

第322回 1/23 国交省　民間活動に合わせた自治体の基盤整備の調査案件を募集します！

第323回 1/23 国交省　「かわまちづくり全国会議」を開催！

第324回 1/24 国交省　平成３０年度 下水道革新的技術実証事業 の公募開始！

第325回 1/24 国交省　交通マネジメントに活用する新たな技術の公募を開始

第326回 1/25 国交省　平成30年度道路関係予算概要

第327回 1/25 国交省　危機管理型水位計の観測基準を初めて策定しました

第328回 2/2 平成２９年度国土交通省関係補正予算の配分について

第329回 2/5 国交省　「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

第330回 2/6 国土交通大学校　平成３０年度研修計画を策定

第331回 2/7 社会資本整備審議会 道路分科会 第６５回基本政策部会 配布資料

第332回 2/7 国総研　「河川構造物管理研究セミナー」の開催

第333回 2/7 国総研　最終沈殿池にろ過部を設置した実証施設稼動

第334回 2/13 国交省　「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335回 2/19 国交省　中長期的な地籍整備の推進に関する検討会中間とりまとめを公表します

第336回 2/19 国交省　気候変動の観測・予測・影響評価に関する統合レポート2018
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第337回 2/20 国交省　「無電柱化推進計画（案）」に関するパブリックコメントを実施します

第338回 2/20 国交省　「住宅団地再生」連絡会議　第２回資料

第339回 2/22 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会　第７回資料

第340回 2/22 「日本風景街道」有識者懇談会　第２回資料

第341回 2/23 国交省　地域づくり情報局 メルマガ配信『歴史的文化財から拡がる、人と人との『繋がり』』

第342回 2/27 国交省　民間活動に合わせた自治体の基盤整備の調査案件を募集します！

第343回 2/27 国交省　防災カードゲーム「このつぎなにがおきるかな？」Newリリース！

第344回 2/27 国土交通大学校　水災害予報・水防企画研修の研修員を募集します！

第345回 2/27
土木研究所 防災科研  Ｅ－ディフェンスを用いた道路橋の耐震補強技術の大規模実証実験を実施しま
した

第346回 2/28
国交省　４０の民間資格を新たに登録します！
～「平成29年度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」の登録～

第347回 3/1 国交省　電子納品チェックシステム機能要件定義書の公開

第348回 3/1
国総研　バイオガスから CO2を分離・回収・活用する技術のガイドライン化～CO2 を使った微細藻類
の培養～

第349回 3/2
国交省　平成30年度 PPP/PFI推進のための案件募集開始（第１次）
～地方公共団体等における官民連携事業の導入に関する取組を支援します！～

第350回 3/2
国総研　資料　道路橋等の点検効率化等への計測・非破壊検査技術の適用性に関する共同研究（１）
　非破壊検査・計測技術の道路橋等の点検要領への導入に関する共同研究
－ コンクリート構造物の内部損傷の詳細に関する非破壊検査の適用性に関する研究 －

第351回 3/5 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352回 3/6 国交省　平成３０年度　建築基準整備促進事業の事業主体の募集開始

第353回 3/6 気象庁　大雨による土砂災害発生の危険度の高まりをより早く提供

第354回 3/7 国交省　「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定

第355回 3/12 国交省　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定

第356回 3/12 国交省　平成30年度予算に向けた新規事業採択時評価手続き等の着手について（その2）

第357回 3/12 社会資本整備審議会 道路分科会 第20回東北地方小委員会 配布資料

第358回 3/12 国総研　下水道圧送管路における硫酸腐食箇所の効率的な調査技術をガイドライン化

第359回 3/12 気象庁　緊急地震速報の技術的改善について

第360回 3/14 国交省　地盤情報を収集するデータベースを運営する実施主体を募集します

第361回 3/16 国交省　危機管理型水位計観測データ、国、地方自治体で統合運用へ

第362回 3/16 交通政策審議会 第24回気象分科会 配布資料

第363回 3/16 気象庁　ＪＥＴＴ（気象庁防災対応支援チーム）の創設

第364回 3/19 国交省 「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」を策定しました！
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第365回 3/19 社会資本整備審議会道路分科会　第16回事業評価部会 配布資料

第366回 3/19 国総研　下水処理水中のウイルスを低コストで除去する技術をガイドライン化

第367回 3/22 国交省　「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定

第368回 3/22 平成３０年度　国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定

第369回 3/22 総務省　平成29年度特別交付税交付額の決

第370回 3/23 国交省　平成29年の土砂災害発生件数が確定しました～平成29年は過去10年で最大を記録～

第371回 3/23 国交省　働き方改革を踏まえ法定福利費の種別ごとに見積書に明示へ

第372回 3/26 国交省　「農地付き空き家」の手引きを作成しました

第373回 3/26 国交省　平成28年の水害被害額（確報値）を公表

第374回 3/27 国交省　地域のモビリティ確保の知恵袋2017を策定しました

第375回 3/27 国交省　新たに２２箇所の「かわまちづくり」計画を登録しました！

第376回 3/28 国交省　「国土交通フォーカス２０１８」を公表しました！

第377回 3/28
国交省　歩行空間の段差等の情報をデータ化する際のフォーマットを屋内外シームレスな内容に改訂
しました！

第378回 3/28 国交省　災害時における衛星画像等の活用を促進

第379回 3/28 国交省　建築設備設計基準など、設備設計の主要技術基準を定期改定

第380回 3/29 国交省　河川防災ステーションを新たな賑わいの場に ～市町村等と連携して平常時の利活用を推進～

第381回 3/29 国総研　プロジェクト研究報告　下水道管路の耐震化優先度評価に関する研究

第382回 3/30 国交省　道路トンネル点検記録作成支援ロボット技術(変状写真の撮影)の評価結果を公表します

第383回 3/30 国交省　「地方公共団体における復旧・復興事業の取組事例集」を作成しました

第384回 3/30
国交省　歩行空間の段差等のデータをバリアフリーマップ化するツールを提供します！～バリアフ
リー・ナビプロジェクトの推進に向けて～


