
回 日付 件名

第1回 4/1
国交省　地方自治体に向けた維持管理への新技術導入の手引き（案）を作成しました　～インフラ維
持管理業務に新技術導入を検討している地方自治体職員の方々、ご一読ください～

第2回 4/1
国交省　建設コンサルタント・地質調査業者の報告書類が大幅簡素化！
　～財務関係書類（法人）を大幅に簡素化し、手続きコストを削減～

第3回 4/1
国交省　まちづくりに携わる全ての方を対象にした
　「データを活用したまちづくり～取組のヒントと事例～」を作成しました

第4回 4/1
国交省　「新しいまちづくりのモデル都市」として13都市を選定
～コロナ禍を踏まえた「新たな日常」に対応したまちづくりを支援します～

第5回 4/1
国交省　令和元年東日本台風の発生した令和元年の水害被害額が統計開始以来最大に
　令和元年の水害被害額（確報値）を公表

第6回 4/1
国交省　「建設機械の安全装置に関する技術」の技術比較表を公表します
　～新技術活用システムにおけるテーマ設定型（技術公募）の取り組み～

第7回 4/1 国交省　令和2年度 i-Construction 大賞のHPを開設しました！

第8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が成立し、その一部が4月1日から施行されます

第9回 4/1 国交省　令和3・4年度建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査受付状況

第10回 4/1
国総研資料　B-DASHプロジェクト No.33
　ICTを活用した総合的な段階型管路診断システムの技術導入ガイドライン（案）

第11回 4/1
国土地理院　測量の生産性を向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト（令和２
年度）

第12回 4/1 国土地理院　新たな解析手法による「電子基準点日々の座標値」の公開

第13回 4/2
国交省　PPP/PFIの推進に取り組む民間事業者とPPP協定を締結します！
～官民連携によるPPP/PFIの推進～

第14回 4/2
国交省　入札契約の改善を支援する事業を選定
～地方公共団体における入札契約方式等改善の取組を支援～

第15回 4/2
国交省　官民連携によるまちづくりを推進します！
　～令和3年度 官民連携まちなか再生推進事業の実施事業者を決定～

第16回 4/2
国交省　建設現場の更なる生産性向上に向けて
　～令和3年度i-Construction の主な取り組みについて～

第17回 4/2 国交省　令和3年度建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第18回 4/2 国交省　第１０回交通政策基本計画小委員会 配付資料

第19回 4/2 国土審議会計画推進部会 国土の長期展望専門委員会 第14回 配付資料

第20回 4/2
国交省　第47回社会資本整備審議会計画部会及び
第45回交通政策審議会交通体系分科会計画部会 配付資料

第21回 4/5
国交省　所有者不明土地を活用する先進的取組を支援！
　～NPOや民間事業者等による取組を募集します～

第22回 4/5
国交省　ランドバンクの活用等、先進的な土地等対策を支援！
　～地方公共団体やNPO等による取組を募集します～

第23回 4/6 国交省　第２回流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議 配布資料

第24回 4/7
国交省　ニューノーマルに対応した新たな都市政策はいかにあるべきか～「デジタル化の急速な進展
やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会」中間とりまとめ～

第25回 4/8
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）の公募開始
　～今年度より新たに民間アイデアを募集～

第26回 4/8 国交省　インフラDX 本格始動！　～インフラDX ルーム・建設DX 実験フィールド開所式の開催～

第27回 4/8 国交省　令和2年度 第5回 無電柱化推進のあり方検討委員会 配付資料
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第28回 4/12
国交省　「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」を改訂しました！
　～デジタル社会の変化に対応したMaaSを後押し～

第29回 4/12
国交省　誰もが移動しやすい社会の実現に向け、オープンデータ化を拡大！
～自治体・民間企業保有のバリアフリー情報をオープン化！データの活用促進～

第30回 4/12 防災科研　2021年度の気象災害版のbosaiXviewを公開しました

第31回 4/15
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との協定を締結
　～新たに全国2の地域プラットフォームと協定を締結～

第32回 4/15 国交省　第２回 下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会 資料

第33回 4/19 国土審議会土地政策分科会企画部会 第41回 配付資料

第34回 4/19 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会 第20回 配付資料

第35回 4/20 国交省　人流データを活用したモデル事業の公募を行います

第36回 4/20
国交省　「気候風土適応型プロジェクト2021」の提案募集を開始します！
～令和3年度サステナブル建築物等先導事業（気候風土適応型）の第1回提案募集～

第37回 4/21
国交省　令和3年度「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」の募集を開始します！
～空き家対策に関する課題の解決を図るモデル的な取組等を支援～

第38回 4/21 国交省　「次世代住宅プロジェクト2021」の提案募集を開始します！

第39回 4/21
国交省　「道路における雑草抑制技術」の技術比較表を公表します。
～新技術活用システムにおけるテーマ設定型（技術公募）の取り組み～

第40回 4/21
国交省　「コンクリート舗装工事の効率化に貢献する技術」の技術比較表を公表します。
～新技術活用システムにおけるテーマ設定型（技術公募）の取り組み～

第41回 4/22
国総研　音とAIを組合せた新しい調査技術で雨天時浸入水対策を推進
　～調査に要する費用・日数を平均50%以上削減～

第42回 4/22 社会資本整備審議会 道路分科会第２８回北海道地方小委員会 配付資料

第43回 4/23
国交省　官民連携による下水道熱利用を促進します
　～下水熱利用マニュアルを改訂しました～

第44回 4/26
国交省　インフラの維持管理をもっと効率化しませんか？
　～包括的民間委託の導入検討を行う自治体の公募開始～

第45回 4/26
国交省　入札契約の改善を支援する事業を選定
～地方公共団体における入札契約方式等改善の取組を支援～

第46回 4/26
国交省 【地方自治体向け】不動産分野の面的データ(メッシュデータ等)構築に係るガイドラインを策
定　～空き家・空き地・公的不動産分野の対策を促進～

第47回 4/26 国交省　「洪水及び土砂災害の予報のあり方」に関するアンケート調査へのご協力について

第48回 4/26
国交省　令和3年度「かわまちづくり計画」の募集開始！
　～河川空間を活用した地域の賑わい創出を支援します～

第49回 4/26
国交省　河川カメラ画像のデータ配信を始めます！
～「水防災オープンデータ提供サービス」に新たな項目を追加～

第50回 4/26 国交省　水防月間(5月1日～5月31日)のお知らせ　～洪水から守ろうみんなの地域～

第51回 4/26
国交省　「次期無電柱化推進計画（案）」に関するパブリックコメントを実施します
　～ 国民の皆さまからの御意見を募集します～

第52回 4/26
国交省　i-Construction推進やカーボンニュートラル実現に資する技術開発を公募します
　～令和3年度建設技術研究開発助成制度～

第53回 4/28 国交省　ICT施工に関する基準類の提案を募集します。

第54回 4/28 国交省　令和3年度 PPP/PFIに関する支援対象の決定について（第1次）

第55回 4/28
国交省　令和3年度 第1回 官民連携基盤整備推進調査費の配分を実施します
～民間と自治体が連携して取り組むインフラ施設の調査・検討を支援～
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第56回 4/28
国交省　あなたの一声で大切な人の避難を後押し！
～「逃げなきゃコール」がより多くのスマートフォン等で実施できるようになります～

第57回 4/30 国総研　下水道技術開発レポート 2020

第58回 4/30 東北地方整備局　『東北の自然災害2020』をとりまとめました

第59回 4/30
国交省各地方整備局　防災・減災、国土強靭化に向けた道路の５か年対策プログラムを策定
　～今後５か年の目標を示し、取り組みを重点的かつ集中的に実施～

第60回 4/30
気象庁　防災気象情報の伝え方の改善策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61回 5/6
国交省　「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言を改訂
　～気候変動の影響を踏まえた治水計画への見直し～

第62回 5/6
国交省　DXによる下水道の革新的技術開発に着手！
　～処理場広域管理システムなど、新たに９技術採択～

第63回 5/12
国交省　令和3年度 PPP/PFI推進のための案件募集（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64回 5/12 国交省　屋内位置情報サービスを提供いただける団体を募集します

第65回 5/12 国総研資料　第970号　木造３階建て学校の火災安全～研究概要～　～実大火災実験～

第66回 5/14 国交省 「多様なニーズに応える道路空間」のあり方に関する検討会 第4回 配付資料

第67回 5/14
国交省　第４８回社会資本整備審議会計画部会及び
第４６回交通政策審議会交通体系分科会計画部会 配付資料

第68回 5/17 国交省　第5回インフラメンテナンス大賞の応募期間を延長します

第69回 5/17
国交省　随意契約や指名競争等の適用条件を明確化しました
～『災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン』の改正～

第70回 5/19
国交省　令和3年度（第14回）「国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞）」の募集を開始
～創意工夫のある優れた取組を表彰し、全国へ発信します。～

第71回 5/19
国交省　デジタルツインの実現に向けて連携を拡充　～国土交通データプラットフォーム上でBIM/CIM
と3次元点群データの表示・検索・ダウンロードが新たに可能に～

第72回 5/19 国交省　洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会 第3回 配付資料

第73回 5/21
国交省　住民や水防活動従事者等の安全確保に向け、都道府県の取組を支援
　～「高潮特別警戒水位の設定の手引き」をとりまとめました。～

第74回 5/24
国交省　地方公共団体が官民連携により取り組むグリーンインフラを支援します！
　～「先導的グリーンインフラモデル形成支援」対象団体の募集～

第75回 5/24
国交省　地方公共団体における施工時期の平準化の進捗・取組状況を「見える化」しました！
～地方公共団体における施工時期の平準化についてR２入契調査をとりまとめ～

第76回 5/24
国交省　入札契約適正化法に基づく実施状況調査結果の公表
～地方公共団体において施工時期の平準化や週休2日の確保などの取組が一定程度進展した一方、市区
町村における取組の改善が課題～

第77回 5/24
国交省　住民の的確な判断と行動につながる防災情報へ見直し
～水害・土砂災害に関する防災用語の改善についてとりまとめ～

第78回 5/24
国交省　建設現場の生産性を向上する革新的技術を募集します～建設現場の生産性を飛躍的に向上す
るための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト～

第79回 5/25 国交省　「自らの命は自らが守る」社会の構築に向けて　～防災気象情報の伝え方を改善～

第80回 5/26 国交省　補助対象となるグリーンスローモビリティを募集します！

第81回 5/26
国交省　地域交通の課題解決や脱炭素化のヒントがここにあります
～「グリーンスローモビリティの導入と活用のための手引き」を公表しました～

第82回 5/26
国交省　新たな「無電柱化推進計画」を策定
 ～全ての電柱の削減に向けた取組を初めて計画に位置づけ～
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第83回 5/26
国総研　都市の緑視率をAI で瞬時に計測
～AI を利用した緑視率調査プログラムの開発・公開について～

第84回 5/26
国総研資料　第1161号　一般道路における自動運転サービスの社会実装に向けた研究
　～手動介入発生要因の特定と対策及び社会受容性の把握～

第85回 5/26 国土審議会 計画推進部会 国土の長期展望専門委員会 第15回 配付資料

第86回 5/27 国総研資料　第1159号　災害時における合成開口レーダ（SAR）の散乱変化事例解説集

第87回 5/27 国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会 第21回 配付資料

第88回 5/31
国交省　令和７年度までの社会資本整備の道しるべとなる計画策定
　～第５次「社会資本整備重点計画」を本日閣議決定～

第89回 5/31
国交省　令和７年度までの交通政策の道しるべとなる計画策定
　～第２次「交通政策基本計画」を本日閣議決定～

第90回 5/31
国交省　新たな「土地基本方針」の閣議決定及び土地に関する広報の実施
～土地政策の推進のための新たな方針の決定と、土地に関する広報活動の強化～

第91回 5/31
国交省　「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を作成しました
～気候変動により増大する水災害リスクを踏まえた防災まちづくりを推進します～

第92回 5/31 国交省　６月１日から土砂災害防止月間が始まります！

第93回 6/1 国交省　令和2年度　業務に関する運用指針調査の結果について

第94回 6/1 国交省　毎年6月は「まちづくり月間」です！

第95回 6/1 国土地理院　一目瞭然！こんな地形は要注意！　～ウェブで学ぶ水害と地形の関係～

第96回 6/2
国交省　日本版MaaSの普及に向けた基盤づくりを支援します！
～新モビリティサービス推進事業を公募します～

第97回 6/3 国総研資料　第1160号　大規模崩壊時の気候特性

第98回 6/4 北陸地方整備局　令和３年度 北陸の明日を考える懇談会 配布資料

第99回 6/7 国交省　令和3年度「手づくり郷土賞」募集開始！！　～郷土自慢してみませんか～

第100回 6/7
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16回水害サミットをWEB会議で開催～

第101回 6/8
国交省　所有者不明土地等対策に関する最新の工程表を発表
～第8回所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議の開催結果～

第102回 6/8 国交省　令和3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、追加）

第103回 6/9 国交省　「安心R住宅」制度の実施状況についてお知らせします！

第104回 6/9 国交省　第5回 「道の駅」第3ステージ推進委員会 配付資料

第105回 6/10
国交省　分散型の新しい国の形や地球温暖化対策の強化等、今後の国土交通技術行政の方向性を提示
～国土交通技術行政の基本政策懇談会　サードステージとりまとめを公表～

第106回 6/11
国交省　令和３年度「都市景観大賞」各賞の選定
～良好な景観に資する地区・活動について、特に優れたものを表彰～

第107回 6/11
中国地方整備局　災害の応急対策等で支援していただいた４５団体に感謝状を贈呈します
　（令和２年１１月から令和３年３月までの災害）

第108回 6/11 国交省　第３回下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会　資料

第109回 6/14
国交省　令和３年度 第３回 官民連携基盤整備推進調査費の案件を募集します
　～民間活動と連携した自治体のインフラ整備の事業化検討を支援～

第110回 6/14
国交省　「防災道の駅」として39 駅を初めて選定しました！
～広域的な防災拠点として役割を果たすための重点的な支援を実施します～
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第111回 6/14
国交省　「道の駅」の第５５回登録について　～今回６駅が登録され、全国で１,１９３駅となります
～

第112回 6/14
北海道開発局　インフラDX・i-Constructionセミナーを開催します
～インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーションの推進に向けて～

第113回 6/14 防災科研　顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術を開発

第114回 6/15
国交省　「所有者不明土地対策の先進的取組」を決定
　～地方公共団体やNPO 等による取組を支援～

第115回 6/15
近畿地方整備局　産・学・官で連携し業務・研究等の成果を発表します
　～6月24、25日 近畿地方整備局研究発表会をオンライン開催～

第116回 6/16 国交省　「令和2年度交通の動向」及び「令和3年度交通施策」（交通政策白書）について

第117回 6/16 国交省　令和3年版「土地白書」の公表について

第118回 6/16
国交省　デジタルを前提とした国土の再構築
 ～「国土の長期展望」最終とりまとめを公表します～

第119回 6/16
国交省　都道府県による市町村管理道路の災害復旧等の代行制度が6月20日から施行されます
～踏切道改良促進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120回 6/16
国交省　「ゆずりあい 道路で示す 日本の美」
～令和3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121回 6/16 観光庁　「令和２年度観光の状況」及び「令和３年度観光施策」（観光白書）について

第122回 6/17
国総研　下水道管きょ健全率予測式・劣化データベースを更新！
　～自治体における中長期の点検調査・改築計画策定を支援～

第123回 6/18
国交省　人口減少下における適切な国土管理の在り方を示す「国土の管理構想」を公表します
　～「国土管理専門委員会」最終とりまとめ～

第124回 6/21
国交省　インフラの維持管理をもっと効率化しませんか？
～包括的民間委託の導入検討を支援するモデル自治体の第二次公募開始～

第125回 6/21
国交省　インフラの維持管理の効率化に向けて包括的民間委託の導入検討を支援するモデル自治体
（秋田県大館市）を決定しました

第126回 6/21
国交省　「持続可能なインフラメンテナンス」の実現に向けてインフラメンテナンスの取組を充実・
深化していきます！
～国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）の第2次計画を策定～

第127回 6/21
国交省　日本版MaaSの普及に向けた基盤づくりを支援します！
　～新モビリティサービス推進事業の公募を開始します～

第128回 6/21
国交省　MaaSの社会実装に向けた意欲的な取組を支援します！
　～日本版MaaS推進・支援事業の公募を開始します～

第129回 6/21 国交省　令和3年度のスマートシティ関連事業に係る提案の公募

第130回 6/21 国交省　内閣府未来技術社会実装事業と連携した自動運転サービス導入支援事業について（募集）

第131回 6/22
国交省　「CM方式活用事例集」の作成・公表
　～知りたい内容が きっと見つかる CM活用事例28選～

第132回 6/22 国土審議会第６回計画推進部会 配付資料

第133回 6/23 国交省　「2027年国際園芸博覧会」の開催に向けた準備を進めます！

第134回 6/23
国交省　広げよう！官民連携による魅力的なグランドレベル！
～居心地が良く歩きたくなるグランドレベルデザインを公表～

第135回 6/23
国交省　土日・祝日に高速道路を利用するETC搭載の二輪車を対象として定率割引を実施する方針を取
りまとめました

第136回 6/23 土木研究所　「舗装たわみ測定装置(FWD)検定検定のご案内（2021.6.21更新）」

第137回 6/24 国交省　人流データを活用したモデル事業の実施対象を決定しました



回 日付 件名

2021年度（令和３年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第138回 6/24 国交省　令和3年度 新たな都市空間創造スクールを開講します！

第139回 6/24 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会第２５回技術部会 配付資料

第140回 6/25
国交省　都道府県を越えた広域連携に係る意識調査結果の公表～自然災害の激甚化、人口構造の変
化、新型コロナ等へ対応するための広域連携のニーズを確認！～

第141回 6/28
国交省　新しい交通の形を考えてみませんか？
～「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」の公募を開始します～

第142回 6/28 令和3年版国土交通白書　危機を乗り越え豊かな未来へ

第143回 6/28 国交省　令和3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144回 6/28 北海道開発局　岩盤崩壊を踏まえた岩盤斜面点検調査検討会(第1回)の開催結果

第145回 6/28 社会資本整備審議会 道路分科会第３５回東北地方小委員会 配付資料

第146回 6/29
国交省　「露出した鉄筋等に対する除錆・防錆技術」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147回 6/29
国土交通政策研究所　論文　道路空間活用を日常の景色に
～道路空間活用勉強会における議論から～

第148回 6/29
国総研　建設DX実験フィールド始動！
～インフラDXの推進に向けて建設DX実験フィールドの運用を開始～

第149回 6/29
北海道開発局　北海道内で初めて流域治水に関するシンポジウムを開催
 ～流域治水の本格的な推進に向け、関係機関が一堂に会し意見交換を実施～

第150回 6/29 社会資本整備審議会道路分科会第５０回国土幹線道路部会 配付資料

第151回 6/30
国交省　ランドバンクの活用等の先進的な低未利用土地等対策の二次募集を開始！
～地方公共団体やNPO等による取組を募集します～

第152回 6/30
国交省　所有者不明土地を活用する先進的取組の二次募集を開始！
～NPOや民間事業者等による取組を募集します～

第153回 6/30
国交省　防災情報を報道・伝達する際のポイントや留意点をまとめました
～「防災用語ウェブサイト」をオープン～

第154回 6/30
国交省　強大な台風発生のおそれ段階から、リスクコミュニケーションを展開
～国土交通省の防災行動計画【第1版】作成～

第155回 6/30
国交省　木造官庁施設の施工管理・工事監理に関する留意事項集を作成
～木造建築物の施工の計画、品質管理等のポイントをまとめました～

第156回 7/1
国交省　令和3年度 第1回 防災・減災対策等強化事業推進費の配分を実施します
～崖崩れ・地すべり等対策や防災・減災対策の推進に緊急予算を支援～

第157回 7/1 国交省　災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を初めて指定しました。

第158回 7/1
国交省　空家法基本指針及び特定空家等ガイドラインを改正
～空家等の発生の抑制、利活用、除却等の取組を強力に推進します！～

第159回 7/1
国交省　機動的な予算措置で北海道総合開発計画を推進！
　～令和3年度　第1回　北海道特定特別総合開発事業推進費の配分～

第160回 7/1
国交省　令和3年度推奨技術等を4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161回 7/1 国交省　第１６回 コンパクトシティ形成支援チーム会議 配付資料

第162回 7/2
国交省　下水道管路情報の共通プラットフォーム構築に向けたモデル実証事業を公募
　～下水道台帳情報等の電子化促進を支援します～

第163回 7/2
国交省　全国18河川が「水質が最も良好な河川」に
～ 令和2年は全国一級河川の98％で環境基準を満足 ～

第164回 7/2 国交省　新たな道路照明に関する技術公募結果の公表について

第165回 7/2 国交省　令和3年度建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表



回 日付 件名

2021年度（令和３年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第166回 7/2 東北地方整備局　令和３年度 東北地方新広域道路交通ビジョン等の検討に係る有識者会議 配付資料

第167回 7/5 国土審議会 第23回 配付資料

第168回 7/5 北海道開発局事業審議委員会 令和３年度 第１回 配布資料

第169回 7/6 国交省　利水ダム治水機能施設整備費補助事業の募集を開始します

第170回 7/6
国交省　空き家対策の課題解決を図る先進的な取組を決定！
～令和3年度「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」の提案を採択しました～

第171回 7/6 東北地方整備局　あらぶる雨・めぐみの雨「雨展」　-東北の４会場で開催します！-

第172回 7/7
国交省　「国土交通グリーンチャレンジ」をとりまとめました！～2050年カーボンニュートラル、グ
リーン社会の実現に向けた国土交通省の重点プロジェクト～

第173回 7/7
国交省　令和2年度 PPP/PFI推進に係る調査結果とりまとめ
～24件の先導的な官民連携事業の調査結果を公表～

第174回 7/7 国交省　第24回日本水大賞の募集を開始 ～水に関わる優れた活動を表彰～

第175回 7/7
国交省　道路土工構造物点検及び防災点検の効率化技術に関する公募について
～効率的・合理的な点検に資する新技術の開発・活用の促進を図ります～

第176回 7/7 国交省　令和3年地域公共交通優良団体大臣表彰について

第177回 7/8 国土交通省  防災・減災対策本部（第４回）会議資料

第178回 7/9
国交省　官民連携の第一歩は「サウンディング（官民対話）」から
　～地方公共団体職員向け『サウンディング セミナー』を開催します～

第179回 7/9
国交省　「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測」に関する現場試行
　～現場試行要領（案）の策定と現場における試行の取組～

第180回 7/9
国総研資料　第1152号　３次元地盤構造モデル作成ガイドライン（案）
　インフラ施設の液状化ハザードマップ整備を目的として

第181回 7/9
国交省  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６回
全体会議　配布資料

第182回 7/12
国交省　事業者及び地方自治体への専門家派遣等により改修事例の形成を促進
　～不動産証券化手法により改修事業の実施を検討する事業者・地方自治体を募集～

第183回 7/12
国交省　盛土の可能性のある箇所の概略的な抽出について
～デジタルマップの2時期比較で抽出します～

第184回 7/12 北陸地方整備局　第４回北陸における新たな広域道路交通のあり方検討会 資料

第185回 7/12 社会資本整備審議会道路分科会近畿地方小委員会 第31回 配布資料

第186回 7/13 北陸地方整備局　令和３年度 第１回北陸地方幹線道路協議会  資料

第187回 7/14 国交省　限度超過車両の新制度の運用の詳細を決定しました

第188回 7/15 中国地方整備局　令和３年度 第１回 中国地方幹線道路協議会 資料

第189回 7/15 国交省　第３回  道路技術懇談会  配布資料

第190回 7/15 国交省　第４回 コンパクトシティ形成支援チーム防災タスクフォース会議 資料

第191回 7/16 関東地方整備局　令和２年度 優良工事等局長表彰について

第192回 7/16 社会資本整備審議会道路分科会令和3年度 第1回中国地方小委員会 資料

第193回 7/16 国交省　ＩＣＴ導入協議会　第１３回  資料



回 日付 件名

2021年度（令和３年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第194回 7/19
国総研　建設コンサルタント業務２０件と技術者２５名を表彰
　～令和２年度国総研「優良業務及び優秀技術者表彰」～

第195回 7/19 北陸地方整備局　北陸ブロック 新広域道路交通ビジョン・新広域道路交通計画

第196回 7/19
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（令和３
年度第１回）資料

第197回 7/20
国交省　グリーンスローモビリティの車両導入を支援します！
　～グリーンスローモビリティ導入促進事業の公募開始について～

第198回 7/20 国交省　「先導的グリーンインフラモデル形成支援」の重点支援団体が決定しました！

第199回 7/20
国交省　第5回下水道スタートアップチャレンジへの参加者を募集します
　～脱炭素社会実現に向けた下水道資源の活用～

第200回 7/20 国交省　道デザインの改善の取組み事例集

第201回 7/20
北陸地方整備局　優良工事及び優良委託業務表彰の受賞者決定
　～良質な社会資本整備と土木建設技術者の育成を目指して～

第202回 7/20
北陸地方整備局　令和３年度工事成績優秀企業の認定について
～８１者を工事成績優秀企業として認定～

第203回 7/20
北陸地方整備局　令和３年度ＩＣＴ活用工事成績優秀企業の認定について
　～６２者をＩＣＴ活用工事成績優秀企業として認定～

第204回 7/21 国交省　「月面等での建設活動に資する無人建設革新技術開発推進プロジェクト」を開始します

第205回 7/21
国交省　官民連携推進のための「サウンディング（官民対話）」を開催します
～地方公共団体等が民間事業者と対話したい案件を募集します～

第206回 7/21
国交省　地域の課題解決に役立つ不動産証券化手法をとりまとめ！
～不動産特定共同事業（FTK）の多様な活用手法検討会、中間とりまとめ策定～

第207回 7/21 国土審議会北海道開発分科会第9回計画推進部会 配付資料

第208回 7/21
中国地方整備局　令和３年度 「工事成績優秀企業」及び「工事成績ランキング」について公表しま
す。

第209回 7/26
国交省　インフラの維持管理をもっと効率化しませんか？
～包括的民間委託の導入検討を支援するモデル自治体の第三次公募開始～

第210回 7/26 関東地方整備局 「関東ブロック 新広域道路交通ビジョン・計画」の策定

第211回 7/26 近畿地方整備局　国土交通行政関係功労者表彰の受賞者が決定しました

第212回 7/27 国交省　スマートシティ官民連携プラットフォームオンラインセミナーで先駆的事例を横展開

第213回 7/27 社会資本整備審議会 道路分科会 第51回国土幹線道路部会 配布資料

第214回 7/29
国交省　超重交通に対応する長寿命舗装技術に関する公募について
　～新技術のさらなる活用の促進を図ることを目的としています～

第215回 7/29
国交省　広域安定供給可能なアスファルト舗装技術に関する公募について
　～新技術のさらなる活用の促進を図ることを目的としています～

第216回 7/30
東北地方整備局　令和３年度 工事成績優秀企業を認定しました
　～１４１社を工事成績優秀企業として認定～

第217回 8/2
国交省　バスに関する情報提供をより一層促進します！
　～静的バス情報フォーマット（GTFS-JP）を改訂しました～

第218回 8/2
国交省　測量業は17年連続減少、建設コンサル・地質調査業は横ばい
　～昨年度末の建設関連業登録業者の登録状況をとりまとめ～

第219回 8/2
国交省　令和3年7月1日からの大雨により被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援
　～災害査定を効率化します～

第220回 8/2 国交省　令和3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221回 8/3 国交省　８月６日開催の『サウンディングセミナー』の概要が決定しました！
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第222回 8/3 寒地土木研究所　新技術説明会（金沢）のご案内

第223回 8/3 国土審議会土地政策分科会企画部会 第４２回 配布資料

第224回 8/4
国交省　『国土交通省 こども霞が関見学デー』
～今年はオンラインで実施（8月18日（水）・19日（木））～

第225回 8/5 社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会 中間答申の公表について

第226回 8/5 国交省　令和3年度社会実験実施地域について

第227回 8/5 社会資本整備審議会 道路分科会 第２１回事業評価部会  配布資料

第228回 8/16
国交省　第2回グリーンインフラ大賞の募集を開始！
　～グリーンインフラに関する優れた取組事例を表彰します～

第229回 8/17
国交省　被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援します
　～令和3年7月1日からの大雨による被害の災害査定を開始～

第230回 8/19
中部地方整備局　【橋の老朽化】地方公共団体のお困りごとに技術面でサポートします
　～第１弾 メールマガジン（橋梁メンテナンス） ～

第231回 8/20
国交省　「官民連携推進講演会」の開催
～様々な事例を通して、官民連携を進めるためのヒントをご紹介します～

第232回 8/23
国交省　新たな『水辺を活かしたまちづくり』が始動
　～全国6箇所の「かわまちづくり」計画を新規登録！～

第233回 8/23
国交省　建設現場の生産性を向上する革新的技術を選定しました～建設現場の生産性を飛躍的に向上
するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト～

第234回 8/23 国総研資料　第1167号　密集市街地におけるきめ細かな整備事例集

第235回 8/24
国交省　2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅・建築物の対策をとりまとめ
～「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」の公表 ～

第236回 8/25
国交省　日本版MaaS 次なるステージへ！
～MaaSの社会実装に向けた意欲的な取組である12事業を選定 ～

第237回 8/25 国交省　スマートシティの実装化の推進～モデルプロジェクトを追加選定 ～

第238回 8/25
国交省　Project PLATEAU スマートシティの社会実装に向け、新たなユースケース開発の実証実験を
開始

第239回 8/25
国交省　令和3年度『かわまち大賞』の募集を開始！
～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240回 8/25 国交省　内閣府未来技術社会実装事業と連携した自動運転サービス導入支援事業について （選定）

第241回 8/25
国交省　集まれ！！i-Construction のベストプラクティス
～「令和3年度 i-Construction大賞」の募集～

第242回 8/25 国交省　洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会 第4回 配付資料

第243回 8/26
国交省　橋梁等の2020年度（令和2年度）点検結果をとりまとめ
　～道路メンテナンス年報（2巡目の2年目）の公表～

第244回 8/26
国交省　空家法施行から6年、全国で空き家対策が進む
～空き家対策に取り組む市区町村の状況について（令和3年3月31日時点調査）～

第245回 8/30 北海道開発局　無電柱化施工の新たな低コスト手法を試行　～北海道の公道で初めて試行～

第246回 9/1
国交省　「地方ブロックにおける社会資本整備重点計画」を策定しました
～ストック効果の最大化を目指します～

第247回 9/1
国交省　山形県・熊本県・大分県で統計開始以来最大の被害
～令和2年の水害被害額（暫定値）を公表～

第248回 9/1 国交省　令和2年度末の汚水処理人口普及状況について

第249回 9/2
国土地理院　明治時代の地図から、土地の液状化リスクがわかります
　～「明治期の低湿地データ」の整備範囲を拡大しました～
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第250回 9/6
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・厚生労働省の令和４年度予算概算要求の概要～

第251回 9/6 国交省　第１回  ＩＣＴ普及促進ワーキンググループ 資料

第252回 9/8
国交省 令和3年8月の大雨により被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援
　～災害査定を効率化します～

第253回 9/9
国交省　「道の駅等の防災拠点の耐災害性を高める技術」の要求性能等に関する意見募集について
～防災拠点への耐災害性を高める新技術の導入に向けて～

第254回 9/9
国交省　「道路橋の耐震性向上に資する制震ダンパー技術」、「UAV等を用いた砂防堰堤の自動巡回・
画像取得技術」の試験結果等を公表します　～新技術の活用に向けて～

第255回 9/9 国交省　第６回 BIM/CIM推進委員会 資料

第256回 9/10
国交省　バスに関する情報提供をより一層促進します！
～「標準的なバス情報フォーマット」に関する講習会を開催します～

第257回 9/13
国交省　河川内の観測(水位等)に加え、流域の観測(浸水状況)に取組を拡大
　～ワンコイン浸水センサ実証実験準備会合への参加者を公募します～

第258回 9/13
北陸地方整備局　令和３年度 事業研究発表会を開催します
　～調査・研究の成果等６８題と広報事例３例を発表～

第259回 9/14 国交省　第５回 ICTを活用した新道路交通調査体系検討会 配布資料

第260回 9/14
気象庁　令和３年８月の記録的な大雨の特徴とその要因について
～異常気象分析検討会の分析結果の概要～

第261回 9/15
国交省　第4回道路技術懇談会の審議結果
　～データベースの整備及び管理運営機関の公募結果の公表～

第262回 9/15 観光庁　令和2年度 重点支援DMO取組事例集

第263回 9/16 北陸地方整備局　令和３年度 事業研究発表会を開催しました

第264回 9/17 国交省　令和３年度「サウンディング（官民対話）」に参加する民間事業者等を募集します！

第265回 9/17 国土審議会土地政策分科会企画部会 第４３回 配布資料

第266回 9/21
国交省　「緊急復旧堤防の法面補強技術に関する新技術」の要求性能に対する意見募集を行います
～新技術活用システムにおけるテーマ設定型（技術公募）の取り組み～

第267回 9/24 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会 第２６回 技術部会 配布資料

第268回 9/29 国土審議会計画部会 第１回配布資料 ～ 新たな国土形成計画の策定に向け議論を開始します～

第269回 9/29
国交省　「第１回 シールドトンネル施工技術検討会」 配布資料
～シールド工法の更なる安全性向上を目指します～

第270回 9/30 国土地理院 令和3年全国都道府県市区町村別面積調（7月1日時点）を公表

第271回 10/4
国交省　建設マスター・建設ジュニアマスターを顕彰！
～優秀な技能・技術を持つ建設技能の承継に向け～

第272回 10/4
国交省　令和4年度　河川砂防技術研究開発　研究課題の公募開始！
　～産学官の連携で技術研究開発を促進～

第273回 10/4 国交省　令和３年度建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第274回 10/6 国交省　「洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会（報告書）」の公表について

第275回 10/6
新潟国道事務所　今冬に向けみちナビ にいがた始動!!
～新潟に住む人、来る人のあらゆるシーンに役立つTwitter～(令和3年10月8日より)

第276回 10/11
国交省　道路をよりよくするための技術研究課題を募集します
～「道路政策の質の向上に資する技術研究開発」募集について～

第277回 10/11 国交省　第33回「住生活月間」における功労者表彰受賞者等の決定
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第278回 10/13 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～令和3年11月12日（金）まで～

第279回 10/13 気象庁　緊急速報メール配信の見直しについて

第280回 10/14
国土交通省のインフラ長寿命化に関する取組状況を取りまとめました
～インフラ長寿命化計画（行動計画）のフォローアップ結果（令和2年度末時点）～

第281回 10/15 国土審議会第２５回北海道開発分科会 配布資料

第282回 10/18 国交省　ビッグデータを活用した実証実験事業の公募を行います

第283回 10/18 国交省　第２回　ICT普及促進ワーキンググループ  資料

第284回 10/19
国交省　令和3年度 第2回 防災・減災対策等強化事業推進費の配分を実施します
　～豪雨などによる災害の対策や防災・減災対策の推進に緊急予算を支援～

第285回 10/20
近畿地方整備局　建設現場のニーズにマッチする新たな技術を公募します
～公募期間10月19日～11月8日～

第286回 10/21
国交省　松山市と嬉野市の地域づくり団体が「国土交通大臣賞」を受賞 ～創意・工夫を活かし個性あ
る地域づくり活動に励んだ10団体を令和3年度「地域づくり表彰」受賞団体に決定～

第287回 10/21
北海道開発局　「防災・減災シンポジウム」の開催
　～今、災害に強いしなやかな社会づくりを考える～

第288回 10/25 国総研資料　第1162号　道路橋の設計における諸課題に関わる調査（2018-2019）

第289回 10/26 社会資本整備審議会・ 道路分科会  第15回道路技術小委員会配布資料

第290回 10/26 国総研資料　第1146号　令和元年度下水道関係調査研究年次報告書集

第291回 10/27
国交省　「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「特定
都市河川浸水被害対策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」及び
「都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

第292回 10/28
国交省 「緊急復旧堤防の法面補強技術に関する新技術」について技術公募を行います
　～新技術活用システムにおけるテーマ設定型（技術公募）の取り組み～

第293回 10/29
国交省　むつ市（青森県）の中心市街地における「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを支
援！　～ まちなか公共空間等活用支援事業による初の支援を実施 ～

第294回 10/29
国交省　日本版MaaSの普及に向けた基盤づくりを支援します！　～新モビリティサービス推進事業の
追加公募を開始します～　～新モビリティサービス推進事業に関する支援事業を選定～

第295回 10/29 国交省　行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会 第１回 資料

第296回 10/29 国交省 第２回  脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 資料

第297回 11/1 国交省　点検支援技術性能カタログを１３１技術に拡充！

第298回 11/1
社会の「これから」をつくる研究所『国総研』講演会開催
　～DXなどの最前線の研究を一挙にご紹介～

第299回 11/4
国交省　アフターコロナ時代の地域交通の方向性を研究します
　～「ひと」の「くらし」の充実の観点から、政策をリ・デザインする～

第300回 11/4
防災科研　高感度地震計で河川流量を推定する手法を開発
　～局地的な大雨で突発的に発生する河川洪水の予測が可能に～

第301回 11/5 国土審議会土地政策分科会企画部会　第44回配布資料

第302回 11/9 国交省　第４回 下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会 資料

第303回 11/9 国土交通省インフラ分野のDX推進本部 第４回 配布資料

第304回 11/10
国交省　本年度の主要建設資材需要見通しはセメント、生コンクリート、木材、普通鋼鋼材にて増加
～令和3年度主要建設資材需要見通しを算出～

第305回 11/10
国土審議会 第９回特殊土壌地帯対策分科会 配布資料
～今後の特殊土壌地帯対策等について議論します～
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第306回 11/11 国交省　デジタル改革、G空間DX!!　～G空間EXPO 2021開催～

第307回 11/11 防災科研　2021年度　土砂災害予測に関する研究集会

第308回 11/16 国交省　令和3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309回 11/17
国交省　2級水系も含めた全国94ダムで事前放流を実施！
～令和3年度出水期における事前放流の実施状況～

第310回 11/17
国交省　建設事業者の生産性向上の取組を工事に活かします
～生産性向上に関する取組を入札時の総合評価において評価～

第311回 11/17 国土審議会　第２回計画部会 配布資料

第312回 11/17 国総研資料　第1174号　道路橋における基礎の施工法と設計法の変遷

第313回 11/19 令和３年度 北陸地方整備局  若手技術者賞の受賞者決定

第314回 11/19 気候変動に関する懇談会 第５回 配布資料

第315回 11/22 国交省　未知なるみちを目撃せよ！！　～HOKOMICHI INSPIRE FORUM 2021を開催～

第316回 11/26
国交省 「道の駅等の防災拠点の耐災害性を高める技術」に関する公募について
　～防災拠点への耐災害性を高める新技術の導入に向けて～

第317回 11/26 国総研資料　第 1163 号　急傾斜地崩壊対策における有限要素法を用いた待ち受け擁壁安定解析手法

第318回 11/29 令和3年度国土交通省関係補正予算の概要について

第319回 12/1
国交省　建設現場で活躍する外国人就労者・受入企業からの募集開始！
  ～外国人就労者及び受入企業の日々の研鑽・取組みを応援～

第320回 12/1 国交省　グリーン住宅ポイント制度の予算上限に対するポイント申請額の割合が90％を超えました！

第321回 12/1 国交省　「安心R住宅」制度の実施状況についてお知らせします！（令和3年9月末時点）

第322回 12/1 国土地理院　令和４年測量士・測量士補国家試験の日程を公表

第323回 12/2 国土審議会土地政策分科会企画部会　第45回配布資料

第324回 12/2
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27回社会資本メンテナンス戦略小委員会（第3期第9回） 配布資料

第325回 12/2 社会資本整備審議会 道路分科会 第２９回北海道地方小委員会  配布資料

第326回 12/2 社会資本整備審議会 道路分科会 第３６回東北地方小委員会 配布資料

第327回 12/2 社会資本整備審議会 道路分科会 令和３年度 第２回中部地方小委員会 配布資料

第328回 12/3
北海道開発局　脱炭素地域づくりの地域相談窓口を開発建設部に設置
　～国の７つの地方支分部局が水平連携して、市町村を支援します～

第329回 12/6
国交省　インフラメンテナンスの優れた取組や技術開発を表彰！
～第5回「インフラメンテナンス大賞」受賞者（大臣賞等）を決定～

第330回 12/9
国交省　「橋梁、トンネルの点検支援技術」を公募します
　～点検支援技術性能カタログの充実を図り、新技術の活用を促進～

第331回 12/9
近畿地整　ドローンの全自動飛行による施設点検を実施します
　～DXを推進して、砂防堰堤等の施設点検を効率化・省力化～

第332回 12/10 北陸技術事務所　令和３年度建設技術報告会の聴講者を募集しています！

第333回 12/13 国交省　令和3年度における年末年始の休日割引適用除外について
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第334回 12/13
国交省　「シールドトンネル施工技術検討会」 配布資料
～シールド工法の更なる安全性向上を目指します～

第335回 12/17
国交省　「令和3年度 コンセッション事業推進セミナー」を開催します！
　～空港や上下水道、道路等の先進的な取組を紹介します～

第336回 12/20 国交省　シールドトンネル施工技術検討会 第5回 配布資料

第337回 12/21 令和3年度国土交通省関係補正予算の配分について

第338回 12/21 令和３年度 国総研講演会

第339回 12/21 国土審議会第３回計画部会 配布資料

第340回 12/22 国交省　令和３年度補正予算 発注見通しについて

第341回 12/23
国交省　「官民連携まちづくりDAY 2022」を開催します！
　～ニューノーマル時代のまちづくりとビジョニングについて～

第342回 12/23
国交省　「公共工事等における新技術活用システム」を効率化！～「新技術登録の申請手続き」「活
用効果調査表の作成・提出方法」がオンラインに変わります！～

第343回 12/23
中国地整　令和３年度補正予算及び令和４年度早期（令和３年１２月２１日以降）発注見通しの公表
について

第344回 12/23 国土地理院　令和3年全国都道府県市区町村別面積調（10月1日時点）を公表しました。

第345回 12/23 国土審議会土地政策分科会企画部会　第４６回配布資料

第346回 12/24 土木研究所　令和2年度 研究開発プログラム報告書

第347回 1/6
国交省　所有者不明土地の利用の円滑化を促進し、管理を適正化するための制度見直しに向けて　～
所有者不明土地法の見直しに向けた方向性をとりまとめ～

第348回 1/6
国交省　８月には平年を上回る土砂災害が発生
 ～令和３年の土砂災害発生件数の速報値を公表～

第349回 1/6
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・厚生労働省の令和４年度予算案の概要～

第350回 1/6
国交省　「復興まちづくりのための事前準備」の着手率、約62％
　～平時の備えが、いざという時の復興まちづくりを支えます～

第351回 1/6 国交省　令和３年度建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

第352回 1/6
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
　　　　　維持管理部会 令和３年度 第１回 配布資料

第353回 1/6 社会資本整備審議会 道路分科会 第76回基本政策部会配布資料

第354回 1/6 国交省　第３回　ICT普及促進ワーキンググループ  資料

第355回 1/7 国交省　第１回 市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン検討会 配布資料

第356回 1/11
国交省　"ダムを見に行こう　特別号令和3年度"
～現地見学？バーチャル見学？あなたはどっち！？～

第357回 1/11
防災科研の大型実験施設の利活用の促進と成果の社会実装を考える共創シンポジウム
～レジリエントな社会づくりを支える先端的研究施設の利活用を考える～

第358回 1/13
国交省　「令和3年度　PPP/PFI推進施策説明会」を開催します！
～官民連携を検討されている皆様に活用していただきたい支援メニューを紹介します～

第359回 1/13
防災科学技術研究所 令和3年度 成果発表会 来るべき国難級災害に備えて 2022
　～国難にしないために～　モノで守り、行動を変える

第360回 1/14
国交省　「建設機械の安全装置に関する技術」の技術比較表を公表します
　～新技術活用システムにおけるテーマ設定型（技術公募）の取り組み～

第361回 1/17
国交省　令和4年度下水道革新的技術実証事業等の公募を開始！
～創エネ・省エネ技術の開発を進めます～
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第362回 1/17
国総研　町村でも住宅確保要配慮者世帯数の推計が可能に！
　～住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム【町村版】の公開～

第363回 1/17 国交省　気候変動を踏まえた砂防技術検討会 第４回 資料

第364回 1/17 国交省　道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会 令和3年度第1回  配布資料

第365回 1/18
国交省　カーボンニュートラル実現に向けた先進的取組について講演
　～北海道水素地域づくりプラットフォーム令和3年度会合をWEB開催～

第366回 1/18
国土交通政策研究所　論文　人口集中地区(DID)を有する市町村における人口指標と都市・住宅の要素
との関係性の把握　～都市の持続可能性向上の観点からの分析～

第367回 1/19 国交省　新たな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368回 1/20 気象庁　「気象防災アドバイザー推進ネットワーク」を設立しました

第369回 1/20
気象研究所 【筑波大学ほかとの共同プレスリリース】
　地球温暖化により「大気の川」由来の「経験したことのない大雨」が増える

第370回 1/20 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会 第27回技術部会 配布資料

第371回 1/21
国交省　全国各地のPPP/PFI地域プラットフォームの活動を応援します
～PPP/PFI地域プラットフォームの協定制度にかかる協定先の第4次募集を開始します～

第372回 1/24 国交省　改良すべき踏切道 63箇所を新たに指定し、踏切道対策を進めます

第373回 1/24 国交省　行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会 第2回 資料

第374回 1/25 国交省　令和4年度「道路ふれあい月間」推進標語を募集します！

第375回 1/25 気象庁　防災気象情報に関する検討会 第１回 配布資料

第376回 1/26 北陸地整　『北陸ウォーカブルシンポジウム2022』を開催します！

第377回 1/27
国交省　令和4年度 PPP/PFI推進のための案件募集
～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378回 1/27
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379回 1/27
国土交通大学校　第３回国土交通大学校小平校ウェブフォーラム
  ～今後の日本のインフラ・まつづくりの将来像を描く～

第380回 1/28 国土審議会第４回計画部会 配布資料

第381回 1/31
国交省　「まちづくりアワード」創設！　第1回の募集を開始します
　～優れたまちづくりの取組、構想・計画の応募をお待ちしています～

第382回 1/31
国交省　エネルギー面的ネットワークの整備を支援し、国際競争力を強化します
～補助事業の公募を開始～

第383回 1/31
北海道開発局 第65回(令和3年度)北海道開発技術研究発表会をWeb開催！
～195件の論文発表を行います～

第384回 2/2
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制度の改善推進に向けて～

第385回 2/2 国交省　第3回 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン改訂検討委員会 配布資料

第386回 2/4
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
　　　　　建設生産・管理システム部会 令和３年度 第１回 配布資料

第387回 2/7
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を改正する法律案」を閣議決
定　～所有者が分からない土地を地域のためにもっと使いやすく、管理を適切に！～

第388回 2/8 令和４年度国土交通大学校研修計画について

第389回 2/8
国総研資料　第1181号　技術基準の性能規定化の動向を踏まえた道路構造物分野の新技術導入に関す
る政策研究
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第390回 2/10 国交省　「道の駅」の第56回登録について ～今回3駅が登録され、全国で1,194駅となります～

第391回 2/10 国交省　令和3年度第2回 流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議 配布資料

第392回 2/16
観光庁　アドベンチャーツーリズムにおける課題と解決策をレポート
　～地域の魅力再発見事業オンライン報告会開催～

第393回 2/17
国土交通政策研究所　洪水リスク地域人口に関する調査
～将来人口予測データからみた人口変動と浸水被害前後のケーススタディ～

第394回 2/17
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
　　　　　業務・マネジメント部会 令和３年度 第１回 資料

第395回 2/18 国交省　市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン検討会 第２回 資料

第396回 2/21
国土交通省の現場等を活用したドローン実証等を実施します
　～安全かつ迅速な災害対応、平時における生産性の向上等を目指して～

第397回 2/21 国交省　令和４年３月から適用する機械設備工事積算に係わる標準賃金について

第398回 2/21 国交省　PPP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399回 2/21
国交省　各広域ブロックの地域づくりの取組が進んでいます
　～国土形成計画（広域地方計画）中間評価の公表～

第400回 2/21 国交省　令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価について

第401回 2/21 国交省　令和4年度 設計業務委託等技術者単価について

第402回 2/22 社会資本整備審議会 道路分科会 第77回基本政策部会 配布資料

第403回 2/22 国土審議会第５回計画部会 配布資料

第404回 2/22 国交省　第７回 BIM/CIM 推進委員会 配布資料

第405回 2/24 国交省　人流データを活用したモデル事業の成果報告会を開催します

第406回 2/24
国交省　新たに25の民間資格を登録します！
～「令和3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407回 2/24
国交省　建設現場の革新的な取組を行った22 団体を発表！
　～令和3年度 i-Construction 大賞の受賞者を発表します～

第408回 2/24 中国地整　令和３年度「中国 i-Construction 表彰」について

第409回 2/25
令和4年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定
～公共事業の働き方改革や生産性向上を推進するための環境整備に取り組みます～

第410回 2/25
国交省　入札契約改善推進事業の報告会を開催します
～地方公共団体の課題に対応した入札契約制度の改善推進に向けて～

第411回 2/25 国交省　低入札価格調査基準の計算式の改定について

第412回 2/28
国交省　日本ガーデンツーリズム
　～新たに北海道・宮城県・和歌山県の3 計画の登録を決定～

第413回 2/28 国交省　令和4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414回 2/28
中国地整　災害の応急対策等で支援していただいた１１８団体に感謝状を贈呈します
　（令和３年４月から令和３年１０月までの災害）

第415回 3/1
北陸地整　道路メンテナンス年報 北陸版（新潟県・富山県・石川県）の公表
　～橋梁等の２０２０年度（令和２年度）点検結果をとりまとめ～

第416回 3/2
近畿地整　産学官の連携・協力による令和４年度新規プロジェクトを募集します
　～募集期間：3月1日～3月31日～

第417回 3/3
国交省　位置情報で読み解く交通・観光DX 成果発表会
　～ビッグデータを活用した実証実験事業の成果報告会を開催します～



回 日付 件名

2021年度（令和３年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第418回 3/3
国交省　「原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道路の無料措置」の期間の延長及び
適正化措置について

第419回 3/3
国交省　「緊急復旧堤防の法面補強技術に関する新技術」の技術選定結果について
  ～新技術活用システムにおけるテーマ設定型（技術公募）の取り組み～

第420回 3/3 国交省　ＩＣＴ導入協議会　第１４回  資料

第421回 3/4 国交省　令和4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（その2）

第422回 3/4
国交省　建設現場の革新的な取組を行った22団体を表彰します！
　～令和3年度「i-Construction 大賞」授与式を開催～

第423回 3/4 国交省　第５回 脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 資料

第424回 3/4 国土審議会第６回計画部会　配布資料

第425回 3/7 国交省　高速道路の暫定2車線区間の4車線化について

第426回 3/7 交通政策審議会 第34回気象分科会　配布資料

第427回 3/8
国交省　国土政策局の若手職員が条件不利地域の課題解決を支援します！
　～令和4年度「国土政策局地方応援隊」取組対象市町村の募集～

第428回 3/8
国交省　災害に強く、新たなまちを支える復興道路・復興支援道路　東日本大震災から10年が経過
し、節目の年に全線開通

第429回 3/8
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　令和３
年度 第２回 資料

第430回 3/8 社会資本整備審議会 道路分科会 第３０回北海道地方小委員会　配布資料

第431回 3/11 国交省　第6回 「道の駅」第3ステージ推進委員会 配付資料

第432回 3/11 国交省　第5回 道路技術懇談会 配付資料

第433回 3/11 社会資本整備審議会 道路分科会第52回国土幹線道路部会 配付資料

第434回 3/11 社会資本整備審議会 道路分科会 地方小委員会  配布資料

第435回 3/14 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436回 3/15 社会資本整備審議会 道路分科会 第78回基本政策部会 配付資料

第437回 3/15 気象庁　防災気象情報に関する検討会　第2回  配布資料

第438回 3/16 国交省 「良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度」についてのWEB動画を配信します！

第439回 3/17
国交省　入札契約の改善を支援する事業を選定
～地方公共団体における入札契約方式等改善の取組を支援～

第440回 3/17
国交省　激甚災害に指定された地方公共団体に特別の財政援助を行います
～国土交通省関係では、12市町村を対象に約14億円の国庫負担の嵩上げを措置～

第441回 3/17
国総研資料　第1190号　B-DASHプロジェクト No.38
　単槽型硝化脱窒プロセスのICT・AI制御による高度処理技術導入ガイドライン（案）

第442回 3/17 社会資本整備審議会道路分科会 令和3年度第3回中国地方小委員会 資料

第443回 3/22 国交省　令和3年の土砂災害発生件数は972件

第444回 3/22 社会資本整備審議会道路分科会第22回事業評価部会 配付資料

第445回 3/23
国交省　インフラメンテナンスの優れた取組や技術開発を募集します！
 ～第6回「インフラメンテナンス大賞」募集開始～
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第446回 3/23
国交省　地域の歴史文化を活かしたまちづくりの進展
 ～広島県尾道市、愛媛県大洲市、佐賀県佐賀市の『歴史まちづくり計画（第2期）』の認定～

第447回 3/23
国交省　「軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で
　　　　　都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令」を閣議決定

第448回 3/23
国総研資料　第1188号　B-DASHプロジェクト No.36　水位計と光ファイバー温度分布計測システムに
AI を組合せた雨天時浸入水調査技術導入ガイドライン（案）

第449回 3/24 国土地理院　令和4年全国都道府県市区町村別面積調（1月1日時点）を公表しました。

第450回 3/24
高田河川国道事務所　災害対応の功労者へ感謝状贈呈
～令和３年度 高田河川国道事務所災害対応功労者感謝状贈呈式について～

第451回 3/24 国土審議会第７回計画部会　配布資料

第452回 3/25 国交省　i-Construction推進のための基準要領等の制定・改定について

第453回 3/25
気象庁　都道府県版気候変動リーフレットを作成しました
  ～「日本の気候変動2020」に基づく地域の観測・予測情報～

第454回 3/28 国交省　河川防災ステーションの3計画を新たに決定！　令和4年度より着手します

第455回 3/28 国交省　江の川水系多治比川など3地域において浸水対策重点地域緊急事業に新たに着手します。

第456回 3/28 国交省　「防災拠点自動車駐車場」を指定しました

第457回 3/28 国交省　重要物流道路を追加指定します　～新たに計画中・事業中の道路を指定～

第458回 3/28 令和4年度国土交通省関係予算の配分について

第459回 3/29
国交省　下水道のグリーンイノベーションに向けて技術実証・応用研究に取り組みます
～B-DASH プロジェクトに2技術、下水道応用研究に4技術を新たに採択～

第460回 3/29 国交省　「道路橋の集約・撤去事例集」の公表　～地方公共団体における集約・撤去の取組を促進～

第461回 3/29
国土地理院　全国の主要な地形がワンクリックでわかります
　～災害リスク把握に役立つ「地形分類」を更に充実させました～

第462回 3/29 社会資本整備審議会 道路分科会 第16回道路技術小委員会 配布資料

第463回 3/29 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会　第２８回　技術部会　配布資料

第464回 3/29 国土審議会北海道開発分科会第１回計画部会　配布資料

第465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466回 3/30
国交省　日本の「みらい」を地図にしました！
～インフラの個別事業の完成時期等を地図上に可視化～

第467回 3/30
国交省　専門工事企業の施工能力等の見える化 評価基準を追加認定
 ～評価対象の職種を順次拡大～

第468回 3/30
国交省　「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を改訂しました
 ～都市公園のバリアフリー化の推進に向けて～

第469回 3/30
国交省　日本全国の3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進する
　　　　　　PLATEAU　2022年度のプロジェクトを発表

第470回 3/30
国交省　限度超過車両の新たな通行確認制度の運用が始まります！
～4月1日から、「特殊車両通行確認制度」が運用開始～

第471回 3/30
国交省　道路の移動等円滑化に関するガイドラインを作成しました
～ユニバーサルデザインによる道路空間の実現に向けて～

第472回 3/30 国交省　住宅団地再生の取組を後押し！～「住宅団地再生の手引き」を公表しました～

第473回 3/30
国交省　建設現場における「遠隔臨場」を本格的に実施します
～実施要領（案）の策定と事例集を発刊～



回 日付 件名

2021年度（令和３年度）　配信情報一覧表　（総合行政情報）

第474回 3/30 国総研資料　第1191号　下水道管路を対象とした総合マネジメントに関する研究

第475回 3/31
国交省　アフターコロナ時代の地域交通の方向性の中間整理を公表
　～地域のくらしのニーズに基づく「共創型交通」への転換～

第476回 3/31 国交省　多様なニーズに応える道路のガイドラインを策定しました！

第477回 3/31 国交省　高速道路会社への事業許可について

第478回 3/31
国交省　インフラ分野のDXアクションプランの策定
～令和4年を「挑戦の年」としてDXによる変革に果敢に取り組みます～

第479回 3/31
国交省　直轄工事の工事基本情報を国土交通データプラットフォーム上において表示開始
　～検索・表示機能の拡充、海しる、国土数値情報等との連携拡充も～

第480回 3/31 国総研資料　第1175号　道路トンネルの定期点検結果データ集（平成26年度～30年度）

第481回 3/31 国総研資料　第1185号　令和２年度　道路調査費等年度報告


