
回 日付 件名

第1回 4/2 国交省　建設業の人材確保・育成に向けた取組の概要を公表します

第2回 4/2
国交省　「世界に誇れる日本の美しい景観・まちづくり～全国４７都道府県の景観を活かしたまちづ
くりと効果～」を作成しました！

第3回 4/2
国交省　地方再生のモデル都市として３２都市を選定
～空き店舗対策、城下町の再生等、全国の地方都市の再生を強力に推進します～

第4回 4/2 国交省　全都道府県で高速道路ナンバリングによる道案内を開始します！

第5回 4/2
国交省 「住宅団地の再生のあり方に関する検討会（第２期）」の平成２９年度の検討内容をとりまと
めました！

第6回 4/2 国交省　i-Constructionの深化に向けた基準類の策定

第7回 4/2 国交省　平成３０年度国土交通省関係予算の配分について

第8回 4/3 国交省　「全国版空き家・空き地バンク」を高機能化し、4月から本格運用を開始！！

第9回 4/3 国交省　道路法等の一部を改正する法律が成立し、その施行に必要な関係政省令が公布されました。

第10回 4/3 国交省　平成３０年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第11回 4/4
国交省　洪水情報の緊急速報メール配信をすべての国管理河川に拡大します！
        ～洪水時における住民の主体的な避難の促進に向けて～

第12回 4/4 国交省　平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査　自動車起終点調査（ＯＤ調査）の概要について

第13回 4/9
国交省　津波防災地域づくり推進計画作成ガイドラインを改定しました～推進計画の作成プロセスを
明らかにした、実用的な内容に改定～

第14回 4/9 国交省　災害復旧事業の制度拡充を行います～九州北部豪雨での取組みを全国に展開～

第15回 4/9 国交省　「無電柱化推進計画」の策定について～無電柱化法に基づく初の計画を策定～

第16回 4/10 国総研　資料　地域づくりを支える道路空間再編の手引き（案）

第17回 4/11 国交省　平成３０年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の募集を開始します！

第18回 4/13 国交省　平成３０年度　下水道革新的技術実証事業として９技術を実証します

第19回 4/13
防災科研　世界初となる「ＡＩを活用した災害時のＳＮＳ情報分析のための訓練ガイドライン」の策
定・公表

第20回 4/17
国交省　共助による地域づくりを推進するために「今後の共助による地域づくりのあり方検討会」の
とりまとめについて

第21回 4/17
国交省　平成３０年度「住宅ストック維持・向上促進事業」の提案の募集を開始します！
 　～中古住宅・リフォーム市場の健全な発展に向けて～

第22回 4/17 国交省　発注者のあり方について今後の方向性をとりまとめ

第23回 4/18
国総研　リアルタイムに浸水予測し下水道施設の運転や住民の対策活動を支援
～ゲリラ豪雨に対する都市部での浸水対策支援のための技術をガイドライン化～

第24回 4/18
防災科研　電脳防災コンソーシアムによる政策提言の公表　～インターネット・メディア・AIを活用
して被災者に寄り添う防災・減災を実現する55の政策提言～

第25回 4/19 国交省　平成３０年度 Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト実証技術の概要等について

第26回 4/19
国総研　資料　B-DASHプロジェクト No.17　都市域における局所的集中豪雨に対する雨水管理技術導
入ガイドライン（案）

第27回 4/20
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30年度 第1回 官民連携基盤整備推進調査費の配分について～

第28回 4/20
国交省　入札契約改善推進事業の案件を募集します～地方公共団体の課題に対応した入札契約の改善
推進に向けて～
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第29回 4/23 社会資本メンテナンス戦略小委員会 第２０回 配付資料

第30回 4/25 国交省　水防月間（５月１日～５月３１日）のお知らせ

第31回 4/25 国交省　「気候風土適応型プロジェクト2018」の第1回提案募集を開始

第32回 4/25 「平成30年度既存建築物省エネ化推進事業（建築物の改修工事）」の第1回提案募集を開始

第33回 4/26 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）

第34回 4/26 国交省　「道の駅」の第４９回登録について　～今回１１駅が登録され、１，１４５駅となります～

第35回 5/1
国交省　公共工事の施工体制の改善が進んでいます！
～平成29年度公共工事の施工体制の全国一斉点検結果～

第36回 5/1 国交省　地盤情報を収集するデータベースの運営主体を決定しました

第37回 5/7 交通政策審議会 第25回気象分科会 配布資料

第38回 5/9 国土審議会計画推進部会 「第９回住み続けられる国土専門委員会」 配布資料

第39回 5/9 国交省 第１回気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会　配布資料

第40回 5/11
国交省 「下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ」の派遣を開始します
～下水処理場を活用したバイオマスのエネルギー利用を検討しませんか～

第41回 5/11
国交省 i-Constructionを推進する技術開発を公募します
       ～平成３０年度建設技術研究開発助成制度～

第42回 5/14 国交省　全国の約９割で土砂災害警戒区域等の基礎調査が完了

第43回 5/14 国交省　道路に設置する透光性遮音板の要求性能に対する意見募集について

第44回 5/14 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会 第2回配布資料

第45回 5/16 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　第3回配付資料

第46回 5/17
国交省　第２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47回 5/17 気象庁　地方公共団体防災担当者向け気象防災ワークショッププログラムの公開について

第48回 5/18 国交省　「建設技能トレーニングプログラム」を作成しました！

第49回 5/18 国交省　平成30年度(第11回)「国土交通大臣賞(循環のみち下水道賞)」の募集を開始

第50回 5/18 「日本風景街道」有識者懇談会　第3回　配付資料

第51回 5/21
国交省　平成30年度 PPP/PFI推進のための案件支援先決定（第１次）
～地方公共団体等における官民連携事業の支援先を決定しました！～

第52回 5/21
国交省　平成30年度 PPP/PFI推進のための案件募集開始（第２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53回 5/21
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」をとりまとめました
～ガイドライン及び参考指針集・事例集を作成し、地方公共団体や建築関係団体等に周知～

第54回 5/21 東北地方整備局　「道・絆プロジェクト」～ 復興道路等を活用した交流連携を支援します ～

第55回 5/22 国交省 「第7回まちづくり法人国土交通大臣表彰」受賞者の決定

第56回 5/24 国交省　つけて走って広げよう、地域の魅力！～地方版図柄入りナンバープレートのデザイン決定～
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第57回 5/25
国交省　「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の提案募集を開始！
～専門家等と連携した、人材育成や相談体制の整備等の取組を支援します～

第58回 5/25 防災科研　1600年分の自然災害を振り返る災害年表マップ

第59回 5/28 国交省　出水期に施工できる工種を追加します！～生産性向上と働き方改革を推進します～

第60回 5/28 国交省　土砂災害防止月間（6月1日～6月30日）を実施します

第61回 5/30
国交省　平成29年度PPP/PFI推進に係る調査結果について～25件の先導的な官民連携事業の調査結果を
公表～

第62回 5/30
国交省　「多能工化モデル事業」の支援対象案件を公募します
～多能工育成・活用による生産性向上に資するモデル性の高い取組への支援～

第63回 5/30
国交省　民間事業者による高規格堤防の敷地の活用が可能となります
～高規格堤防の敷地を活用した、まちと川が面的につながる良好な都市空間の提供に向けて～

第64回 6/1
国交省　身近な川のいまが分かる！「川の防災情報」で検索を～「川の防災情報」のアクセス数が年
間最多を記録しました～

第65回 6/1 国交省　平成３０年度推奨技術等を９技術選定～公共工事等における新技術活用システムの取組～

第66回 6/4
国交省　平成３０年度「手づくり郷土賞」の募集を開始します～磨いて 光った 郷土(ふるさと)自慢
を応募してみませんか！～

第67回 6/4
東北地方整備局　全国初！ドローンを用いた被災状況動画撮影のポイント集を策定！～迅速な被災箇
所の把握のために～

第68回 6/5
国交省　民間事業者と対話しながら地域づくりを進めよう！～地方公共団体の担当者向けに、サウン
ディング調査の実施手引きを作成しました～

第69回 6/5
国交省　水害を経験した市町村長が防災・減災のあり方を全国に発信します～第１４回水害サミット
の開催について～

第70回 6/5 「平成29年度観光の状況」及び「平成30年度観光施策」（観光白書）について

第71回 6/8
国交省　本年５月の豪雨で被害を受けた秋田県内の災害復旧が迅速に
　～本省災害査定官を現地に派遣し、技術的な支援をします～

第72回 6/8
国交省　「きらきらの この道ずっと 守ろうよ」　～平成３０年度「道路ふれあい月間」推進標語入
選作品が決定しました～

第73回 6/11
平成30年版土地白書
「平成29年度土地に関する動向」及び「平成30年度土地に関する基本的施策」（土地白書）について

第74回 6/11
国交省　スマホで簡単確認！ 身近な河川どれくらい浸水するの？～梅雨や台風に備え、想定最大規模
の洪水浸水想定区域が簡単に確認できるようになりました～

第75回 6/11
国交省　官民連携による「空き家所有者情報」のさらなる活用を促進～先進事例を踏まえて市町村向
けガイドラインを拡充～

第76回 6/11
国交省　盛岡駅周辺、尾瀬国立公園、沖縄全域で環境に優しい電気バス等の普及が促進！
～電気バス、超小型モビリティを活用する３事業を「地域交通グリーン化事業」による補助対象事業
として認定　～

第77回 6/12
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！
　～平成30年度 第３回 官民連携基盤整備推進調査費の募集のお知らせ～

第78回 6/13 国交省　地方公共団体の用地取得を支援！～「事業認定申請の手引き」をとりまとめました～

第79回 6/14
国交省　全市区町村の約半数で、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80回 6/19
国交省　民間事業者のアイデアで、官民連携による地域づくりが実現可能に
　～自治体等の皆様を対象に、民間事業者に相談したい案件を募集します～

第81回 6/19 国交省　先進的な空き地対策を募集！～専門家やNPO等による取組を支援します～

第82回 6/19 国土審議会北海道開発分科会第３回計画推進部会 配布資料

第83回 6/19
気象庁　雨量分布の予報を15時間先まで延長します
　～夕方の時点で翌朝の雨量分布が把握可能に～

第84回 6/19
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（３）
－ 道路橋狭隘部の外観性状調査機器の 性能評価試験法開発のための基礎研究 －
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第85回 6/20
国交省　堤防整備と併せて、避難体制を強化　頻度の高い津波への対策を進めます～津波防災地域づ
くりに関する中間とりまとめの公表～

第86回 6/21
国交省　「まちづくり×クラウドファンディング」
まちの魅力向上のためにクラウドファンディングを活用してみませんか？
～地方公共団体・民間まちづくり事業者向けの説明会・個別相談会を開催します！～

第87回 6/21
国総研 「国内最大規模の交通ビッグデータの活用方策に関する共同研究」の成果報告会
～産学官の連携により、携帯電話基地局の運用データを基にした「人の移動実態の統計処理」を可能
に！～

第88回 6/25
国交省　「平成３０年度グリーンスローモビリティの活用検討に向けた実証調査支援事業」を公募し
ます～グリーンスローモビリティの導入に向けた「ポイント集」を作成しました！！～

第89回 6/25 国交省　平成３０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90回 6/25 コンパクトシティ形成支援チーム会議　第10回　配付資料

第91回 6/25
気象庁　広域の気象状況を一目で分かりやすく解説します
～危険度分布やバーチャートを用いた図形式の全般気象情報及び地方気象情報の提供開始～

第92回 6/25 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93回 6/27 国交省　三大都市圏の若者は地方移住に強い関心　～平成29年度国土交通白書を公表～

第94回 6/27
国交省　安全と環境のバランスのとれた改良復旧へ
 ～「美しい山河を守る災害復旧基本方針」ガイドラインを改定～

第95回 6/27
国交省　夏休みの宿題もバッチリ！？知的エンターテイメントの２日間！！
 『国土交通省 こども霞が関見学デー』８月１日（水）・２日（木）

第96回 6/27 「国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定

第97回 6/27
国交省　水害の被害を定量的に示す指標等を算出しやすく～「第７回河川事業の評価手法に関する研
究会」の開催～

第98回 6/27
国総研　「防災系統緑地の計画手法に関する技術資料」を公表
 ～地方公共団体におけるグリーンインフラを活用した都市の防災・減災対策の取組を支援～

第99回 6/28
国交省　九州北部豪雨から１年、洪水時の逃げ遅れゼロ対策強化被災河川で水位計設置完了、全首長
とのホットライン構築～全109 水系での洪水危険度見える化に向け、対策が順調に進捗～

第100回 6/28
国総研　「防災系統緑地の計画手法に関する技術資料」を公表
～地方公共団体におけるグリーンインフラを活用した都市の防災・減災対策の取組を支援～

第101回 6/28
国総研　危機管理型水位計を減災行動に役立てるための技術を実装
　～急激に増水する中小河川における減災行動を支援～

第102回 6/28
気象庁ホームページ「最新の気象データ」の拡充について
　～大雨や台風時に降り始めからの総降水量などを掲載します～

第103回 6/29
国交省　山間部等でのドローン荷物配送の本格化に向けて
　～ドローン物流の検証実験地域について公募を開始～

第104回 6/29
国交省　労務や施工日数が大幅縮減！中小規模工事でも、ＩＣＴ施工の導入メリットが明らかに
～今年も、自治体工事でＩＣＴ施工の導入を支援～

第105回 6/29
国交省　民間活動に合わせた基盤整備調査を機動的に支援！
　～平成30年度 第２回 官民連携基盤整備推進調査費の配分～

第106回 6/29
国交省　英語で川の水位が把握できます！
～「川の防災情報　英語版【試行版】」（River Flood Information）の配信開始～

第107回 6/29 国交省　平成30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108回 6/29 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109回 7/2 国交省　平成30年度建設投資見通し

第110回 7/2
国交省　水の大切さについて再認識！
～全国238箇所で行われる「水の日」の関連イベントに参加してみよう。～

第111回 7/2
国交省　民間企業等の有用な新技術を公共事業に活用促進
～「テーマ設定型」第三者機関等とＮＥＴＩＳ登録申請支援団体を決定～
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第112回 7/2
国総研　下水道技術開発レポート 2017 を公表
～中小都市向けの技術開発ニーズ・技術導入上の課題を明らかに！～

第113回 7/2 内閣府　「防災基本計画」の修正について

第114回 7/3 国交省　夏の思い出はダムとともに　～"ダムを見に行こう　夏号2018"　リリース～

第115回 7/3 国交省　平成３０年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第116回 7/4
国交省　被災地を含めた全国の河川で洪水被害を防ぐ対策が進んでいます！
　～平成29年７月九州北部豪雨等を踏まえた取組の進捗状況～

第117回 7/5
国交省　施工時期等の平準化など地方の入札契約改善へ　５事業を選定
　～平成30年度　入札契約改善推進事業を選定しました～

第118回 7/5 社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期第３回） 第２１回 配付資料

第119回 7/5 東北地方整備局　鷹巣局レーダ雨量計の稼働により「ＸＲＡＩＮ」の観測精度が向上します！

第120回 7/9
国交省　空き地・空き家等の利用促進による、まちのにぎわい創出へ
都市のスポンジ化対策を総合的に推進する「改正都市再生特別措置法」が7月15日に施行

第121回 7/9
国交省　記録更新！川辺川が１２年連続で「水質が最も良好な河川」に
～全国の一級河川の水質現況をとりまとめ　９割以上で環境基準を達成～

第122回 7/10
国交省　静岡県伊豆の国市・秋田県横手市の歴史的風致維持向上計画を認定
　～牧野副大臣より各市長に認定証を直接交付します～

第123回 7/11
国交省　最先端の技術や手法を活用した先進的なまちづくりを海外に！
～第３回先進的まちづくりシティコンペの募集開始～

第124回 7/23 国交省　民間主体のまちづくり活動を支援します！

第125回 7/23 国交省　歩行空間のデータ整備にチャレンジしてみませんか？

第126回 7/23
国土交通政策研究所　宅地等における所有者等の所在の把握が難しい土地・建物に関する調査研究
（中間報告・事例編）

第127回 7/23 国総研　道路橋の設計状況設定法に関する研究

第128回 7/24 国交省　初めて60％を超えたものの、未だ680市町村で未公表

第129回 7/24
国交省　熊本地震の教訓を踏まえ、復旧時、通常時に取組むべき宅地耐震化ガイドラインを初めて提
示

第130回 7/24 観光庁　地域の観光圏整備実施計画を認定しました！

第131回 7/24 交通政策審議会 第26回気象分科会 配布資料

第132回 7/24 気候変動に関する懇談会 第1回 配布資料

第133回 7/25
国交省　ＩＣＴにより都市の課題を解決します
～都市におけるスマートシティ実証調査の実施プロジェクトを決定～

第134回 7/25
国交省　いざ被災した時に、復興に取りかかるための準備はできていますか
～復興事前準備の必要性に気づき、自ら取り組むためのガイドラインを策定～

第135回 7/26
国交省　平成30年度 PPP/PFI推進のための案件支援先決定（第２次）
　～地方公共団体等における官民連携事業の支援先を決定しました！～

第136回 7/26 国交省　平成29年お盆期間　渋滞ランキングのとりまとめ

第137回 7/26 国交省　道路に関する新たな取り組みの現地実証実験　平成30年度社会実験実施地域について

第138回 7/30
国交省　ＡＩ開発支援プラットフォームの開設準備ＷＧの設置
～ＡＩ技術とロボット技術を組み合わせ、インフラメンテナンスを更に効率化～

第139回 7/30 「日本風景街道」有識者懇談会　第4回　配付資料



回 日付 件名

2018年度（平成30年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第140回 7/30 社会資本整備審議会 道路分科会 第31回 国土幹線道路部会 配布資料

第141回 7/31
国交省　『かわまち大賞』を創設！ 川を活かした取組募集！
～河川空間を活用し、民間開発の促進と地域の賑わいを創出～

第142回 7/31
国土地理院　オープンイノベーションで測量の生産性を向上！
～UAVレーザ測量に関する技術開発を行う企業等を募集～

第143回 8/1
国交省　「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の採択事業５８件を決定！
～人材育成と相談体制の整備、共通課題の解決を図る取組を支援～

第144回 8/1
国交省　河川・道路管理用光ファイバの利用希望者を募集開始
～民間事業者等への開放（１回目）～

第145回 8/2 国交省　「空き地対策モデル調査」７団体を決定　～専門家やNPO等による取組を支援～

第146回 8/2
国交省　まちづくり活動財源の地産地消により、まちの魅力・活力の向上を！
～民間まちづくり活動の財源確保に向け、効果的な枠組み"再分配法人"を提案～

第147回 8/3
国総研　最新の国勢調査に基づく将来人口予測が可能に！
～地区レベルの将来人口予測ツールを改良～

第148回 8/3
東北地方整備局　平成３０年度 工事成績優秀企業を認定しました
～５３社を工事成績優秀企業として認定～

第149回 8/6 国交省　インフラメンテナンスの着実な実施に向け、緊急的に取り組む施策をとりまとめました！

第150回 8/6 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　第4回　配付資料

第151回 8/7
国交省　下水熱利用の事業家を支援！アドバイザーを派遣します
　～アドバイザー派遣を希望する地方公共団体の募集を開始～

第152回 8/9 社会資本整備審議会 道路分科会 第６６回基本政策部会 配布資料

第153回 8/9 国土審議会計画推進部会 「第１０回住み続けられる国土専門委員会」 配布資料

第154回 8/16
国交省　「広域化・共同化」が下水道経営を救う
～課題解決のヒントはこの事例集の中にある～

第155回 8/16 交通政策審議会 第27・28回気象分科会  配布資料

第156回 8/20 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会 第９回 配布資料

第157回 8/22
国交省　スマートシティのモデル都市の構築を進めます
 ～『スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】』の策定～

第158回 8/28
国交省　山間部等でのドローン荷物配送の本格化に向けて
　～ドローン物流の検証実験地域を決定～

第159回 8/28
国交省　「ドローン×インフラメンテナンス」連続セミナーを開催！
　～第２回 マッチングに向けた自治体の取組・課題共有、会員企業の製品・サービス紹介～

第160回 8/28
国交省　日本風景街道の発展に向けた取り組みの方向性を提言
　～「「日本風景街道」有識者懇談会」提言がとりまとめられました～

第161回 8/28
国交省　i-Constructionを推進する5技術を新規採択しました
　－平成30年度建設技術研究開発助成制度の採択課題決定－

第162回 8/28
東北地方整備局　復興の後押し 支援対象事業８件を決定
　～ 復興道路等を活用した交流連携を支援 ～

第163回 8/29
国交省　橋梁等の平成２９年度点検結果をとりまとめ
 ～道路メンテナンス年報（第４弾）公表～

第164回 9/3 国交省　平成31年度道路関係予算概算要求概要

第165回 9/7
国交省　民間活動に合わせた基盤整備調査を機動的に支援！
　～平成30年度 第３回 官民連携基盤整備推進調査費の配分～

第166回 9/14 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　第5回　配付資料

第167回 9/19
「無人航空機による荷物配送を行う際の自主ガイドライン」を作成しました
　～山間部等でのドローン荷物配送の本格化に向けて～
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2018年度（平成30年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第168回 9/25 国交省　施工体制の点検を実施します！～公共工事の施工体制に関する全国一斉点検～

第169回 9/25 国交省　平成３０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170回 9/25 国土審議会土地政策分科会特別部会（第４回）配付資料

第171回 9/26 国交省　道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定

第172回 10/1 国交省　サービスエリアや「道の駅」における子育て応援の今後の取組方針をとりまとめました

第173回 10/1 社会情勢の変化等を踏まえた下水道事業の持続性向上に関する検討会　第1回配布資料

第174回 10/1 異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会　第1回配布資料

第175回 10/1 コンパクトシティ形成支援チーム会議 第１１回配布資料

第176回 10/1 国総研　生活道路対策エリアにおける凸部等技術基準の運用状況調査結果

第177回 10/1 観光庁　本日より、「元気です 北海道／Welcome! HOKKAIDO, Japan.」キャンペーンを開始します

第178回 10/1
観光庁　「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」が決定されました
～非常時でも外国人旅行者が正確な情報を迅速に入手でき、安心して旅行できるように～

第179回 10/2
国交省　住民自らの行動に結びつく災害情報へ
～国土交通省とメディア関係者が協働プロジェクトを発足～

第180回 10/2 国交省　平成３０年度　建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第181回 10/2 都市浸水対策に関する検討会　第１回資料

第182回 10/3
国交省　地方公共団体における耐震改修促進計画の策定状況及び耐震改修等に対する補助制度の整備
状況について ～耐震改修促進計画は、全市区町村のうち97.7%が策定済～

第183回 10/3 社会資本整備審議会 第15回建築環境部会 配布資料

第184回 10/3 国土審議会 計画推進部会 「第11回住み続けられる国土専門委員会」 配布資料

第185回 10/5 国交省　河川の画像情報のさらなる充実に向けて

第186回 10/5 気象庁 「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」について

第187回 10/9
国交省　防災に役立つ情報150 サイトを見やすくカテゴライズ！
～「Disaster Prevention Portal / 防災ポータル」のコンテンツを充実！～

第188回 10/9
国交省 平成３０年度重点「道の駅」の企画提案の募集について
　～地域創生の核となる「道の駅」の優れた取組を応援します。～

第189回 10/9
国交省　頑張ろう！北海道！北海道の復旧・復興及び国土強靱化を推進します
～「北海道局復興・強靱化推進本部」を設置～

第190回 10/10
国交省　　民間まちづくり活動促進・普及啓発事業（第２次募集）の実施事業者を決定
　～民間主体によるまちづくりを推進します～

第191回 10/11
国交省　平成30年度　入札契約改善推進事業の支援事業者決定
　～施工時期等の平準化など地方の入札契約改善へ～

第192回 10/15 国土審議会土地政策分科会企画部会国土調査のあり方に関する検討小委員会 第８回 配布資料

第193回 10/16 平成30年度国土交通省関係補正予算の概要について

第194回 10/16
国交省　第３回インフラメンテナンス大賞の公募を開始
～優れた取組や技術開発を行った皆様からの応募をお待ちしております～

第195回 10/18
国交省　公共建築工事の発注者が適切に役割を果たすために
　～「公共建築工事における発注者の役割」解説書を改定～
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第196回 10/18
国交省　地下水の課題に取り組む地方公共団体の一助に！
　～全国の地下水条例を詳細に分類・整理し、初めてとりまとめました～

第197回 10/18
国交省　山間部等でのドローン荷物配送の本格化に向けて
　～ドローン物流の検証実験を長野県白馬村で実施～

第198回 10/18 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 懇談会　配布資料

第199回 10/18 社会資本整備審議会　第１回 大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策検討小委員会　配布資料

第200回 10/24
国交省　石綿含有建材を調査する者のための講習制度が新しくなります！
 ～３省が連携し、石綿含有建材調査に係る総合的な知識を有する専門家の育成を図ります～

第201回 10/24
国交省　官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）の推進に向けて、全国縦断で「市町村長の意見交換会」を開催
します ～全国５ヶ所で、５７の市町村長がＰＰＰ／ＰＦＩのノウハウを共有～

第202回 10/25
国交省　１１月１０日「無電柱化の日」にイベントを開催します
～みんなで考えよう なるほど納得！無電柱化ｉｎお台場～

第203回 10/30 国土審議会計画推進部会 第10回国土管理専門委員会　配付資料

第204回 10/30 ICTを活用した新道路交通調査体系検討会　第1回　配付資料

第205回 10/30
東北地方整備局　まちの課題に悩む自治体を応援する新しい取り組み！
　　　　　　　　　公共空間活用を学び実践する公務員向けスクール開催

第206回 11/1 地域道路経済戦略研究会　第８回　配付資料

第207回 11/2 社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期第４回） 第２２回 配付資料

第208回 11/5
国土交通省シンポジウム「インフラの波及効果を考える」を開催します
～データ分析からみるこれからのインフラ～

第209回 11/5 国交省　平成３０年度「地域づくり表彰」の表彰式の開催～活力と魅力ある地域づくりを応援～

第210回 11/6 社会資本整備審議会 道路分科会 第9回道路技術小委員会 配付資料

第211回 11/6 異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会 第2回配付資料

第212回 11/6 北海道開発局　「防災セミナーｉｎ留萌」の開催　～災害に強いしなやかな社会づくり～

第213回 11/6
国土地理院　分かる！使える！地理院地図の防災への活用方法や先進的な話題のご紹介！
　～第１０回地理院地図パートナーネットワーク会議を開催～

第214回 11/7
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」の一部が11月15日に施行
          ～ 土地の所有者の探索が合理化されます ～

第215回 11/12
国交省　静岡県下田市・岩手県盛岡市の歴史的風致維持向上計画を認定
　～田中政務官より各市長に認定証を直接交付します～

第216回 11/12 「国土交通省直轄工事等契約関係資料」の公表

第217回 11/16
国交省　長野の中心市街地・善光寺周辺エリアにおける民間主体のリノベーションまちづくりを支援
します！
～「NAGANOまちづくり応援ファンド」を設立、都市のスポンジ化対策にも寄与 ～

第218回 11/16
国交省　チェーン規制等に関する改正案のパブリックコメントを開始します
～「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案」について～

第219回 11/16
国交省　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案に関するパブリックコ
メントの募集について

第220回 11/16 国総研　資料　まちなかにおける道路空間再編のデザインガイド

第221回 11/16
北陸地方整備局　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「やまこし復興交流館
おらたる」を拠点とした自動運転サービス第１回地域実験協議会を開催します

第222回 11/16 防災気象情報の伝え方に関する検討会 第1回 配付資料

第223回 11/19
国交省　データ駆動型の行政の推進など、今後の国土交通省の技術政策の方向性を提示
  ～「国土交通技術行政の基本政策懇談会」中間とりまとめを公表～
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第224回 11/21
国交省　空き地等を集約し賑わい空間創出へ！区画整理活用ガイドラインを作成
 ～都市のスポンジ化対策に、小規模で柔軟な区画整理の活用が有効です～

第225回 11/26
国交省　地方自治体と民間事業者による対話型イベント『公共空間活用作戦会議』を開催します！～
公共空間を活用したい地方自治体とアイデアを提案したい民間事業者を募集～

第226回 11/26
国交省　平成30年度手づくり郷土(ふるさと)賞　魅力ある地域づくり　23件を選定しました！
　～地域づくりの一層の推進を目指し、12月16日に受賞記念発表会を開催～

第227回 11/26 道路の耐災害性強化に向けた有識者会議　第1回　配付資料

第228回 11/26 国土審議会土地政策分科会特別部会（第５回）配付資料

第229回 11/27
国交省 「UAV 等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術」の要求性能に対する意見募集を行いま
す～新技術の活用に向けて～

第230回 11/27
国交省 「河川堤防の変状箇所（モグラ穴等）を計測できる技術」の要求性能に対する意見募集を行い
ます～新技術の活用に向けて～

第231回 11/28
国交省　「国土交通省気候変動適応計画」の一部改正
～政府の「気候変動適応計画」の閣議決定に合わせ、最新の施策等を反映～

第232回 11/28 国交省　12月1日～7日は「雪崩防災週間」です

第233回 11/28
国交省　避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等を耐震診断の義務付け対象に追加
 ～ブロック塀等の耐震化促進に関する政令を閣議決定～

第234回 11/28 国交省　平成３０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235回 11/29
国交省 都市の課題解決に取り組む、先進的なまちづくり法人を表彰します！
　～「第８回まちづくり法人国土交通大臣表彰」の対象法人の募集開始～

第236回 12/3 防災気象情報の伝え方に関する検討会 第２回 配付資料

第237回 12/3
土木研究所　AI を活用した道路橋メンテナンスの効率化 に関する共同研究を開始します
　～25 者の共同研究者を決定しました～

第238回 12/4 国土審議会土地政策分科会企画部会国土調査のあり方に関する検討小委員会（第９回）配布資料

第239回 12/5 国交省　第1回「道路の耐災害性強化に向けた有識者会議」配布資料

第240回 12/5 社会資本整備審議会　第2回 大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策検討小委員会　配布資料

第241回 12/5 異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会 第3回 配付資料

第242回 12/5 住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト 第2回 配付資料

第243回 12/7
国交省 「"水のめぐみ"とふれあう水の里の旅コンテスト2018」受賞企画決定！
　～最優秀賞受賞作品が絶景賞をダブル受賞～

第244回 12/7 地域道路経済戦略研究会 第9回 配付資料

第245回 12/10
国交省 「道路附属物の基礎を簡易に設置する工法」の要求性能に対する意見募集を行います
　　　　～新技術の活用に向けて～

第246回 12/10
国交省 「道路附属物(標識、照明施設等)の支柱路面境界部以下の変状を非破壊で検出できる技術」の
要求性能に対する意見募集を行います～新技術の活用に向けて～

第247回 12/10
国交省 「自動識別が可能なカメラ撮影・解析技術（夏冬タイヤ判別等）」の要求性能に対する意見募
集を行います　～新技術の活用に向けて～

第248回 12/11
国交省　無電柱化に伴う路上変圧器を活用した「防災・観光デジタルサイネージ」の実証実験地域を
公募します

第249回 12/12
国交省　住民自らの行動に結びつく災害情報の提供へ
 ～危機感が伝わる、メディアとの連携策をとりまとめ～

第250回 12/12
国交省　初の『かわまち大賞』に ２箇所を認定しました
～認定証は１２月２０日開催の授与式にて、石井大臣より授与されます～

第251回 12/12
国交省　建築物防災週間において行った調査結果を公表
～民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査～



回 日付 件名

2018年度（平成30年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第252回 12/12 ナショナルサイクルルート制度検討小委員会  第1回 配付資料

第253回 12/12 社会資本整備審議会　第3回 大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策検討小委員会　配布資料

第254回 12/13
国交省　異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実に向けて
～検討会の提言とりまとめ～

第255回 12/13
国交省　流量観測機器の開発に参画する企業等を募集します
～　革新的河川技術プロジェクト（第四弾）の始動　～

第256回 12/13
防災科研　第３回 官民合同会議　「 阪神・淡路から災害情報の共有・利活用はどう変わったか？」
開催　～西日本豪雨、北海道胆振東部地震の対応を踏まえて～

第257回 12/17
国交省　「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を閣議決定～ソフト・ハードの両面か
らインフラの機能を強化し、災害時に命を守り、暮らしと経済を支えます～

第258回 12/17
国交省　「Society5.0」の実現へ、スマートシティを加速！
～企業、自治体から、スマートシティのシーズ・ニーズを募集します～

第259回 12/18 国交省　「手づくり郷土(ふるさと)賞受賞記念発表会」を開催！グランプリ2018を決定

第260回 12/18 ＣＭ方式（ピュア型）の制度的枠組みに関する検討会 第2回 配付資料

第261回 12/18 地域交通フォローアップ・イノベーション検討会　第４回　配付資料

第262回 12/18 社会資本整備審議会 道路分科会 第10回道路技術小委員会 配付資料

第263回 12/19
国交省　土地の成り立ちから、身のまわりの自然災害リスクを確認！
～土地の成り立ち（地形分類図）が、簡単に確認できるようになりました～

第264回 12/19
国交省　高速道路における逆走対策技術１８件を選定
　～効果的な逆走対策技術の現地展開を推進～

第265回 12/21 国土審議会計画推進部会 第11回国土管理専門委員会 配付資料

第266回 12/25
国交省　変えよう！マインド　集まれ！まちの担い手「官民ボーダーレスまちづくりミーティング」
を初開催！～ｗｅｂ中継により、各地のまちづくりの現場がリアルタイムでつながります～

第267回 12/25 平成30年度国土交通省関係第２次補正予算の概要について

第268回 12/25
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２）

第269回 12/26
国交省　建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます
～国土交通省・厚生労働省の平成3１年度予算案の概要～

第270回 12/26
国交省　津波防災に頑張る地域を支援す
～「支援チーム」を立ち上げ、津波防災地域づくりを部局横断的に支援～

第271回 12/26
国交省　全市区町村の約半数で、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272回 12/26
国交省　建設現場の革新的な取組を行った25団体を発表！
～平成30年度　i-Construction大賞の受賞者を発表します～

第273回 12/26 国交省　平成30年政策評価レポート（政策評価年次報告書）を公表します

第274回 12/26 国交省　建設コンサルタント登録規程の一部を改正する告示案に関する意見募集について

第275回 12/26 国交省　地質調査業者登録規程の一部を改正する告示案に関する意見募集について

第276回 12/27
国交省　魅力溢れる都市を紹介します
～第3回先進的まちづくりシティコンペ 国土交通大臣賞決定～

第277回 12/27
国交省　今年は土砂災害発生件数が過去最多件数を記録
～平成30年の土砂災害発生件数の速報値を公表～

第278回 12/27
気象庁　防災気象情報の伝え方の改善の方向性と推進すべき取組について
　～「防災気象情報の伝え方に関する検討会」における検討結果～

第279回 12/27
国交省　平成３０年度　下請取引等実態調査の結果
　～指導対象調査項目の半数で適正回答率が増加～
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第280回 1/7
国交省　『路面性状を簡易に把握可能な技術』の試験結果等を公表します
　～新技術の活用に向けて～

第281回 1/7
東北地方整備局　平成29年度 新技術活用状況について
～東北地整における新技術活用の工事件数・活用技術数が向上～

第282回 1/10
寒地土研　シンポジウム：ここまで進んだドローンの活用　そしてこれから・・
　平成31年1月22日(火)「技術者交流フォーラム事業（第34回）in 旭川」を開催

第283回 1/11 国総研資料　河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する砂防施設配置検討の手引き（案）

第284回 1/11
国総研資料　B-DASHプロジェクト No.21
　DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術導入ガイドライン（案）

第285回 1/11
国総研　効率的なダウンサイジングでコスト・エネルギーを大幅に削減
　～人口減少社会に適応する下水処理技術をガイドライン化～

第286回 1/15 国総研資料　道路平面部における液状化被害の影響要因に関する検討

第287回 1/16
国交省 「アプリを活用したバリアフリー情報収集」に関する実証実験を実施
～ イベントに参加し、実証実験にご協力いただける方を募集しています ～

第288回 1/16
国交省　東京駅周辺において、高精度屋内地図を活用した災害時の情報共有サービスの実証実験を行
います！

第289回 1/17
国交省　建設現場の革新的な取組を行った25団体を表彰します！
～平成30年度「i-Construction大賞」授与式を開催～

第290回 1/17
国土地理院　測位と地図のズレを補正
―地殻変動補正計算サイト（テスト版）の公開と登録ユーザの募集について―

第291回 1/18
国交省　官民連携による地域づくりについて、全国３箇所で、民間事業者の皆様との「対話」を実施
します！～本日から、サウンディングに参画する民間事業者の募集を開始～

第292回 1/21
国交省　都市のスポンジ化対策を支援！まちなかの空き地、低利用の青空駐車場を有効活用しよう！
～『都市のスポンジ化対策×賑わい創出』セミナー＆相談会を初開催～

第293回 1/21
国交省　民間主体のまちづくり活動を支援！補助対象事業の募集を開始
　～平成３１年度　民間まちづくり活動促進・普及啓発事業～

第294回 1/21 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295回 1/21 国交省 平成３１年度「道路ふれあい月間」推進標語を募集します！

第296回 1/21
国交省 「わが村は美しくー北海道」第９回コンクール表彰団体決定！！
　～優秀賞１３団体、奨励賞２１団体～

第297回 1/21
国交省  「UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術」の要求性能に対する意見募集結果と技
術公募について　～新技術の活用に向けて～

第298回 1/23
国交省　入札契約適正化法等に基づく実施状況調査結果の公表
　～ダンピング対策、施工時期の平準化等の取組が進展～

第299回 1/23
中国地方整備局  平成30年度の災害応急対策等で顕著な功績があった団体に対して感謝状を贈呈しま
す

第300回 1/24
国交省　所有者不明土地対策に取り組む自治体を支援します！
　～全国１０地区で所有者不明土地連携協議会を設立～

第301回 1/24
国交省  「遠隔操縦における作業効率向上に資する技術（無線通信技術、映像処理技術）」の要求性
能に対する意見募集を行います  ～新技術の活用に向けて～

第302回 1/24 国交省　地域交通フォローアップ・イノベーション検討会　第5回配付資料

第303回 1/24
気象庁　気象観測・予測へのAI技術の活用に向けた共同研究を始めます
　～より高精度・高解像度な気象観測・予測を目指して～

第304回 1/25
国交省　下水道コンセッションの実施に関するガイドラインの改正案のパブリックコメントを開始し
ます　～下水道コンセッションにおける課題の対応策を提示～

第305回 1/25
国交省　無電柱化に伴う路上変圧器を活用した「防災・観光デジタルサイネージ」実証実験地域を選
定しました　～さいたま市と岐阜市を選定、年度内をメドに実験を開始～

第306回 1/25
国交省　住宅内の室温の変化が居住者の健康に与える影響とは？調査結果から得られつつある「新た
な知見」について報告します
　～断熱改修等による居住者の健康への影響調査　中間報告（第３回）～

第307回 1/28
国交省　地域の産官学金が結集した、ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームの取組を支援します！
～協定制度の創設と協定先の募集を開始(第1次)～
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第308回 1/29
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！
　～平成31年度 第１回 官民連携基盤整備推進調査費の募集～

第309回 1/29
国交省　ＩＣＴ活用技術の実用化を加速し、下水道事業の効率化を目指します！
　～平成３１年度 下水道革新的技術実証事業 等を公募～

第310回 1/29 国土審議会土地政策分科会企画部会　国土調査のあり方に関する検討小委員会 第10回 配布資料

第311回 1/29
北陸地方整備局　進む老朽化 求められるメンテナンス
　～「道路メンテナンス年報 北陸版」を初めて公表します～

第312回 1/29 内閣府　「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

第313回 1/30
国交省　交通やインフラについてあなたの声を聴かせてください！！
　～平成３１年度「国土交通行政インターネットモニター」を募集します～

第314回 1/30 社会資本整備審議会  第43回建築分科会  配布資料

第315回 1/30 社会資本整備審議会　第18回建築環境部会　配布資料

第316回 1/31
国交省　重点「道の駅」 新たに１５箇所を選定しました！
　～地方創生の核となる「道の駅」の優れた取組を応援します～

第317回 1/31
国土交通大学校　平成３１年度研修計画について
　～ 「住宅宿泊事業法事務担当者研修」等４研修を新設しました ～

第318回 1/31 近畿地方整備局　「平成31年度新規プロジェクト」の募集開始

第319回 1/31 国土審議会土地政策分科会特別部会 第６回 配付資料

第320回 1/31 道路の耐災害性強化に向けた有識者会議 第2回 配付資料

第321回 2/1
国交省　地方公共団体と民間事業者による対話型イベント『公共空間活用作戦会議』のイベント内容
が決定しました

第322回 2/1
国交省　３７の民間資格を新たに登録します！
～「平成30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323回 2/1 国交省　「オンライン電子納品」の試行を実施します

第324回 2/4
国交省　「陸上・水中レーザードローン」現場実装へ 迅速かつ効率的に、川の中の地形が見えるよう
に　～災害時の対応など河川管理の高度化を図ります～

第325回 2/5
国交省　「道路附属物の基礎を簡易に設置する工法」の要求性能に対する意見募集結果と技術公募に
ついて　～新技術の活用に向けて～

第326回 2/5
 国交省　「道路附属物(標識、照明施設等)の支柱路面境界部以下の変状を非破壊で検出できる技術」
の要求性能に対する意見募集結果と技術公募について　～新技術の活用に向けて～

第327回 2/5
国交省　「自動識別が可能なカメラ撮影・解析技術（夏冬タイヤ判別等）」の要求性能に対する意見
募集結果と技術公募について　～新技術の活用に向けて～

第328回 2/5
社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会第23回社会資本メンテナンス戦略小委員会
配付資料

第329回 2/7
国交省　下水道技術開発　第４形態へ！マッチングイベント「下水道に新たな風を」を開催します
～多分野技術により、下水道に更なるイノベーションを～

第330回 2/12
国交省　新たな官民連携手法をまちづくりに！「まちづくり×SIB」シンポジウムを初開催
　～新たな手法を活用したまちづくりについて一緒に考えてみませんか？～

第331回 2/12
国交省　スマートシティの実現に206団体からの提案を公表各地域におけるスマートシティの取組に活
用　～今春以降のモデル事業の実施に向け、公募・選定へ～

第332回 2/12
国交省　平成３０年災害箇所の災害査定が全て完了しました
　～平成30年の地震・豪雨・台風等による災害査定が全て完了～

第333回 2/12
国交省　改良すべき踏切道の指定（第４弾）新たに１７６箇所を追加、合計１０００箇所になりまし
た　～地域の実情に応じた幅広い踏切道対策を推進～

第334回 2/12 国交省　平成30年度 道路関係補正予算（第2次）配分について

第335回 2/15
国交省　新技術導入の現場試行に取り組んでいただける地方自治体と企業等を募集！
  ～地方自治体におけるインフラ維持管理への新技術の導入に向けて～
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第336回 2/15 ＣＭ方式（ピュア型）の制度的枠組みに関する検討会 第3回資料

第337回 2/19 社会資本整備審議会第10回総会及び交通政策審議会第8回総会合同会議 配布資料

第338回 2/19 国土審議会計画推進部会稼げる国土専門委員会 第12回 配付資料

第339回 2/19 国土審議会土地政策分科会企画部会国土調査のあり方に関する検討小委員会 第11回 配布資料

第340回 2/21
国交省　PPP（Public-Private-Partnership）協定パートナーの公募を開始します！
　～官民連携によるPPP/PFIの推進～

第341回 2/21
国交省　バリアフリー化が必要な特定道路を追加します
　～道路のユニバーサルデザイン化を促進～

第342回 2/21
中部地方整備局　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
　【岐阜県初】道の駅[明宝]（岐阜県郡上市）において実証実験を開始

第343回 2/21 国交省　第8回都市計画基本問題小委員会　配布資料

第344回 2/21 気象庁　第3回 防災気象情報の伝え方に関する検討会 配布資料

第345回 2/21 国交省　第6回 地域交通フォローアップ・イノベーション検討会　配布資料

第346回 2/25
国交省　「耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術」の要求性能案に対する意見募集を行
います　～新技術の活用に向けて～

第347回 2/25
国総研　下水汚泥含水率を幅広く調整し資源利用を促進
　～脱水・乾燥一体型の肥料化・燃料化技術をガイドライン化～

第348回 2/25
国総研資料　B-DASHプロジェクト No.23
　脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料化技術導入ガイドライン（案）

第349回 2/25 国交省　第9回都市計画基本問題小委員会　配布資料

第350回 2/25
第４２回社会資本整備審議会計画部会及び第４０回交通政策審議会交通体系分科会計画部会　配布資
料

第351回 2/27 国交省　国連生物多様性の10年「グリーンウェイブ2019」を実施します

第352回 2/27
国交省　外国人建設就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示（案）に関する意見募集につ
いて

第353回 2/27
国交省　建設関係職種に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準
等（仮称）（案）に関する意見募集について

第354回 2/27
国交省　外国人建設就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示（案）に関する意見募集につ
いて

第355回 2/27 国交省　道路法の改正に伴う電柱による道路の占用の禁止に関する運用指針について

第356回 2/27 国交省　道路法施行規則の一部を改正する省令（案）について

第357回 2/28
国交省　平成元年制定時以来の土地基本法改正の方向性を公表します
　―国土審議会土地政策分科会特別部会とりまとめの公表―

第358回 2/28
国交省　地籍調査を円滑・迅速に進めるための方向性をとりまとめました
　～国土調査のあり方に関する検討小委員会「中間とりまとめ」の公表～

第359回 2/28
国交省「UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・画像取得技術」の技術選定結果について　～新技術の活
用に向けて～

第360回 2/28
北海道開発局　「防災・減災シンポジウムｉｎ札幌」の開催
　～今、災害に強いしなやかな社会づくりを考える～

第361回 2/28
国総研　省エネ低コストな乾燥技術で下水汚泥の資源利用を促進
　～ヒートポンプサイクルを活用した高効率乾燥技術のガイドライン化～

第362回 2/28
国総研資料　B-DASHプロジェクト No.24
　自己熱再生型ヒートポンプ式高効率下水汚泥乾燥技術導入ガイドライン（案）

第363回 2/28 気象庁　第3回 防災気象情報の伝え方に関する検討会　配布資料
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第364回 3/1
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！
　～平成31年度 第２回 官民連携基盤整備推進調査費の募集～

第365回 3/4 国交省　平成３１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

第366回 3/4
北陸地方整備局　中山間地における道の駅等を拠点とした自動運転サービス「やまこし復興交流館お
らたる」において実証実験を開始
～高齢者が作る地元食材の貨客混在輸送や見守り活動により高齢者の生活を支援～

第367回 3/4 国総研　ソーシャルメディア分析によるリアルタイム災害発生情報検知手法の確立に関する研究

第368回 3/4 国土審議会計画推進部会 第３回企画・モニタリング専門委員会 配布資料

第369回 3/5
国交省　平成31年度 PPP/PFI推進のための案件募集開始（第１次）　～地方公共団体等のPPP/PFIの形
成を支援します！～

第370回 3/5
北海道開発局　i-Snow× 知床観光 コラボイベント開催～準天頂衛星「みちびき」を活用した除雪自
動化実験 × 知床地域の観光～（札幌駅でイベント開催）

第371回 3/6 社会資本整備審議会技術部会 第5回国土交通技術行政の基本政策懇談会 配布資料

第372回 3/6 国土審議会 土地政策分科会 特別部会とりまとめ

第373回 3/7
国交省　国土交通省PPPサポーター候補者の推薦を公募します！
　～地方公共団体における主体的なPPP/PFIの推進に向けて～

第374回 3/7
気象庁　観測開始からの気温データセットが完成しました
　～より高い精度の気温長期変化傾向の解析が可能となります～

第375回 3/7 内閣府　官民人材交流センター 求人・求職者情報提供事業を開始します！

第376回 3/11 国交省　平成３１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377回 3/11
国交省　新たな『水辺を活かしたまちづくり』が始動
　～全国22箇所の「かわまちづくり」計画を新規登録！～

第378回 3/11 国交省　高速道路の暫定２車線区間の４車線化等について

第379回 3/11 国交省　平成３１年度　建築基準整備促進事業の事業主体の募集開始

第380回 3/11
国交省　「自動識別が可能なカメラ撮影・解析技術（夏冬タイヤ判別等）」の技術選定結果について
～新技術の活用に向けて～

第381回 3/11
国交省　研究開発の推進に向けた共同研究組織の公募
　～研究機関と連携する研究パートナーを募集します～

第382回 3/11
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施行規則の一部を改正する省令（仮
称）案」に関する意見の募集（パブリックコメント）について

第383回 3/11 防災科研　超スマート社会における災害対応の成果発表会

第384回 3/12
国交省　「コンクリート舗装工事の効率化に貢献する技術」の要求性能に対する意見募集を行います
～新技術の活用に向けて～

第385回 3/12 国交省　ＩＣＴ導入協議会　第８回　配布資料

第386回 3/12 国土審議会計画推進部会第13回住み続けられる国土専門委員会　配布資料

第387回 3/13
平成３１年度　国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定
 ～i-Constructionの「貫徹」に向け、継続して環境整備に取り組みます～

第388回 3/13
国交省　i-Constructionの取組をリードする事務所を決定！
　～i-Constructionの「貫徹」に向け、3次元データやICT等の導入を加速化～

第389回 3/13
国交省　セメント、生コンクリート使用量の減少傾向に歯止め、長期的な減少傾向は継続
　～建設資材・労働力需要実態調査【土木・その他部門】の結果～

第390回 3/13 社会資本整備審議会 道路分科会 第32回 国土幹線道路部会 配布資料

第391回 3/15 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会 第12回 配布資料
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第392回 3/15 社会資本整備審議会道路分科会　第１８回事業評価部会　配布資料

第393回 3/18
国交省　「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
案」を閣議決定～建設業の将来の担い手を確保するため、建設業者及び発注者に係る制度を改正～

第394回 3/18
国交省　平成３０年における激甚災害の指定に伴う特別の財政援助を行います　～国土交通省関係で
は、５災害９８市町村を対象に約１１３億円の国庫負担の嵩上げを措置～

第395回 3/18
国交省　重要物流道路の供用中区間の指定について
　～平常時・災害時を問わない安定的な輸送の確保～

第396回 3/18
国土地理院　地図で確認　先人が伝える災害の教訓
～新たに地図記号 「自然災害伝承碑」を制定し災害教訓の周知・普及に取り組みます ～

第397回 3/18 観光庁　第5回ジャパン・ツーリズム・アワード　3月15日より募集開始！

第398回 3/18
内閣府 「平成三十年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す
る政令」について

第399回 3/19
国総研　特殊繊維担体により余剰汚泥発生量を大幅減
　～小規模処理場向けの余剰汚泥削減型下水処理技術をガイドライン化～

第400回 3/21
国交省　「道の駅」の第５０回登録について
　～今回９駅が登録され、全国で１,１５４駅となります～

第401回 3/21
国総研　高濃度消化・バイオガス利活用実証施設の稼動
 ～施設のコンパクト化により低コストで多面的なバイオガス利活用が可能～

第402回 3/22
国交省　持続可能な下水道事業に向け、コンセッションガイドラインを改正
　～災害時対応の留意事項やモニタリングのあり方などの具体策を提示～

第403回 3/22
国交省　「道路附属物(標識、照明施設等)の支柱路面境界部以下の変状を非破壊で検出できる技術」
の技術選定結果について　～新技術の活用に向けて～

第404回 3/22 国交省　第10回都市計画基本問題小委員会 配布資料

第405回 3/22 国土審議会計画推進部会 稼げる国土専門委員会 第13回 配布資料

第406回 3/22 国交省　～国道８号 石川・福井県境部～有識者による検討会の結果（概要）

第407回 3/25
国交省　新庄市における空き家や古民家等を活用した民間主体のリノベーションまちづくり事業を支
援します！　～ 東北地方初！「新庄まちづくりファンド」を設立 ～

第408回 3/25 国交省 「国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定

第409回 3/25
国交省 「道路附属物の基礎を簡易に設置する工法」の技術選定結果について　～新技術の活用に向け
て～

第410回 3/25 北陸地方整備局  『北陸圏広域地方計画』の平成２９年度の取り組み状況をまとめました

第411回 3/25 国交省　CM方式（ピュア型）の制度的枠組みに関する検討会 第4回配布資料

第412回 3/25 国交省　第7回地域交通フォローアップ・イノベーション検討会　配付資料

第413回 3/25 国交省　第3回　新「道の駅」のあり方検討会　配付資料

第414回 3/25 国交省　インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会　第2回配付資料

第415回 3/26
国交省　「河川堤防において、除草後の徒歩点検に変えて変状箇所（モグラ穴等）を計測できる技
術」の要求性能に対する意見募集結果と技術公募について　～新技術の活用に向けて～

第416回 3/26 国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイドラインを作成しました

第417回 3/26
東北地方整備局　「災害等の相互応援に関する協定」 締結による発災時等の対応の迅速化と連携深化
～東北地方整備局の通信ネットワークを最大限活用し、災害情報等の共有化を加速～

第418回 3/26
北海道開発局　「防災・減災シンポジウム in 札幌」を開催しました
　～今、災害に強いしなやかな社会づくりを考える～

第419回 3/26
国総研　小規模下水処理場向け高濃度メタン発酵技術実証施設の稼働
　～嫌気性消化の導入によりガス化・汚泥減容化を実現～
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第420回 3/27
国交省　インフラツーリズムのさらなる拡大に向けて！
　～インフラツーリズム拡大の手引き -試行版- を作成しました～

第421回 3/27
国交省　土地や建物に関して地方公共団体が保有するビッグデータ（都市計画基礎調査）のオープン
化を進めます！
～官民連携したスマートシティの取組のオープンデータとしても活用～

第422回 3/27
国交省　第21回日本水大賞の各賞を決定
～水循環の健全化に貢献する様々な活動から特に優れたものを表彰～

第423回 3/27
国交省　低入札価格調査基準の範囲を１０年ぶりに改定
　～公共工事・業務の更なる品質確保に向けて～

第424回 3/28
国交省　飛騨地域の中心市街地における民間主体のリノベーションまちづくり事業を支援します！
～ 「たかしんまちづくりファンド飛騨のＭＩＲＡＩ」を設立 ～

第425回 3/28
国交省　身近な河川の画像情報で、洪水時の切迫感を伝えます
～「簡易型河川監視カメラ」現場実装へ～

第426回 3/28
国交省　「多様な主体が管理する道活用の手引き」を作成しました！
　～これまでの取組事例を紹介し、更なる取組の促進を図ります～

第427回 3/28 国交省　『土木鋼構造用塗膜剥離剤技術』の試験結果等を公表します　～新技術の活用に向けて～

第428回 3/28 国総研　社会資本等の維持管理効率化・高度化のための情報蓄積・利活用技術の開発

第429回 3/28
国土地理院　お手持ちの住所リストを瞬時に地図表示
　～防災に役立つウェブ地図の機能を強化～

第430回 3/28
関東地方整備局　i-Construction"貫徹の年"を目指した新技術の導入を加速
～ "×Tech."(クロステクノロジー)を実現する新技術マッチング結果を公表～

第431回 3/28
北陸地方整備局　第３回 北陸橋梁保全会議を開催
～セカンドステージに向けた橋梁保全と i-Construction～

第432回 3/28
中部地方整備局　中部の地域づくりの進捗状況を公表します
～中部圏広域地方計画「平成30年度の取組み」～

第433回 3/29 国交省　平成30年の土砂災害発生件数が確定しました　～平成30年は過去最多件数を記録～

第434回 3/29 国交省　第9回　無電柱化推進のあり方検討委員会　配付資料

第435回 3/29 国土審議会計画推進部会 第４回企画・モニタリング専門委員会 配布資料


