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平成３０年度事業計画書 
 

 一人ひとりの生き生きとした暮らし、自立した活力ある地域づくり、安全で

安心な国土形成を目指す国土交通省の施策・事業が国民各層の関心を深め理解

と協力を得て円滑に推進されるよう、今年度も広報活動を積極的に展開する。 

Ⅰ 公益目的事業 

 国土交通行政の意義と重要性について国民一般の意識の高揚を図るため、

次の出版及び行事等を実施又は協賛するとともに、新たに発生する諸事業等

についても積極的に参加し、啓発宣伝活動を強力に推進することといたしま

す。 

１．国土交通行政に係る諸施策などに関する広報宣伝出版物の発行配布 

 下記出版物を発行し、報道機関、公立図書館、会員等に幅広く配布し国土

交通行政について啓発宣伝を図る。 

  (1) 国土交通広報通信 

(2) 国土交通省関係予算パンフレット（白パン集約冊子） 

(3) 平成30年度国土交通省関係予算のあらまし 

(4) 平成301度国土交通省関係予算概算要求のポイント 

(5) ポケット電話帳 

(6) 水防２０１８ 

(7) 下水道のはなし  

(8) おしえて!!国土交通省 Ｑ＆Ａ 

(9) その他国土交通省の施策、月間等についての啓発宣伝用パンフレット・

ポスター類 

２．第18回国土交通Ｄａｙ関係事業 

(1) 国土交通省が主催する「国土と交通に関する図画コンクール」に協賛し、

募集・審査・大臣表彰式等結果発表及び入賞作品集の配布に協力し啓発

宣伝を図る。 

 なお、募集及び結果を「建設広報協会ホームページ」、「毎日小学生

新聞」等に掲載する。 

 

(2) 第23回「豊かで住みよい国づくり」フォトコンテストの開催 

国民の生活に深いかかわりをもつ、国土交通行政の意義や重要性を一人
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でも多くの方々に理解していただくため、国土交通省後援、関係独立行政法

人・特殊法人等の協賛を得て、豊かで住みよい国づくりフォトコンテストを

開催するとともに「入賞作品集」を作成し、国土交通省記者クラブ、会員及

び関係者への配布により啓発宣伝を図る。 

 

(3)  展示会の開催 

 図画コンクール及びフォトコンテスト入賞作品展示会を開催する。 

 場所・期間 ① 平成30年９月～10月（予定） 

         国土交通省１階展示コーナー（千代田区霞が関） 

       ② 平成31年２月２日（土）～10日（日）（予定） 

         科学技術館（千代田区北丸の内公園） 

 

(4) インターネットによる高校生小論文コンテストへの参加 

 毎日新聞社が主催する第18回「インターネットによる高校生小論文コ

ンテスト」に協力し、当協会提出課題を通じ、国土交通行政について関

心を高めるとともに豊かな心の育成に寄与する。 

    なお、募集及び結果について「サンデー毎日」「毎日ｊｐ」に掲載し、

啓発宣伝を図る。 

３．広報講習会（９月１２日（水））の開催 

 国土交通省の後援により、国土交通省職員、協会会員等の役員、職員を対

象に、広報活動のあり方等について知識の向上、及び国土交通省の重点施策

について、平成31年度の概算要求の説明を通して、国土交通行政推進への理

解と関心を深めることを目的とした広報講習会を開催する。 

４．「国土交通セミナー」の開催 

 国土交通行政や事業に関する様々なテーマについて、会員、地方公共団体、

及び一般の皆様に最新の情報と話題を提供し、それらに対する理解と関心を

深めるため、国土交通省の後援により、「国土交通セミナー」を開催する。 

５．会員と国土交通省記者クラブとの情報交換会の開催 

 会員が、日々の事業執行過程において、国土交通記者クラブを通じて広報

活動等を行う場合、個々のメディアと交流を持ち、意思疎通を図っておくこ 

とは、スムーズで効果的な広報活動を推進するにあたり重要なことと考える。 

 平成３０年度も会員と国土交通記者クラブとの情報交換会を関係部署の
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ご支援、協力をいただき開催する。 

６．当協会会員間の情報及び意見交換会の開催 

 適切で効果的広報活動を推進するため、関係部署の協力を得て、会員独立

行政法人等が日常的に抱える各種の課題について、具体的事案を含め各団体

の検討対応をタイムリーに意見交換等を行う情報及び意見交換会を開催す

る。 

７．国土交通行政関係広報法人連絡会の開催 

 国土交通行政に係る情報等を広く国民に広報することを主な事業とする

法人が事業の円滑な実施を行なうため、関係広報法人及び国土交通省大臣官

房広報課との間で、情報交換を行なうことを目的とする。 

８．広報研究会の開催 

 本協会の事業の円滑な運営を図るため、マスコミ関係者及び学識経験者等

による広報研究会を開催する。 

９．ホームページの活用  

 一般サイトにおいては、当協会及び国土交通省、会員の主要行事や広報出

版物等を紹介するとともに、各種コンクール等の募集案内を行い、国民各層

の関心を深め理解と協力を得るため積極的に啓発宣伝を図る。 

 また、会員サイトにおいては、会員へのアンケート調査を踏まえ、会員の

ニーズにあったホームページとなるよう積極的な運用に努める。 

10．国土交通省等主催事業等の後援・協賛 

 国土交通省及び関係団体等が主催する各種行事（別表）または出版等につ

いて、積極的に後援又は協賛・協力し幅広い広報活動を展開する。 

11．「河川愛護月間」推進特別事業に協賛 

 河川愛護月間(７月１日～７月31日）推進特別事業として実施されている

「絵手紙」募集事業に協賛する。 

 なお、「入賞作品」については「豊かで住みよい国づくりフォトコンテス

ト」入賞作品展示会において展示する。 
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後援・協賛主要行事（別表） 

時   期 行  事  名 概         要 

4/1～6/30 春季における都市

緑化推進運動 

 国民が豊かさを実感できる緑豊かな生活

環境を実現するため、緑の存在が新緑や色

とりどりの花々によって鮮やかに意識され

る春季に、広く国民の参加と協力を得て、

緑豊かな潤いのあるまちづくりを進めるた

めの都市緑化推進運動に協賛する。 

5月26日 全国「みどりの愛

護」のつどい  

 春季における都市緑化推進運動期間の中

心的行事として、全国のみどりの愛護団体

が集い緑豊かな潤いのある住み良い環境づ

くりを目指して行われる記念式典、「みど

りの愛護」功労者表彰式に協力する。  

5月下旬 緑の環境デザイン

賞の募集 

 緑化による地域社会の環境の質的向上を

目指し、全国から寄せられた地域の緑化プ

ランに対する国土交通大臣賞の表彰に協力

する。 

5/1～5/31 

＊北海道地区は 

6/1～6/30 

水防月間   水防の意義、重要性について国民の理解

と関心を高め、水防に対する国民の協力を

求めるため水防に関する基本的考え方の普

及・啓発活動に協力する。 

６月下旬 日本水大賞  水循環系の健全化に貢献する研究や活動

に対する表彰等に協力する。 

6/1～6/30 まちづくり月間  まちづくりについて広く国民の理解と協

力を得ることを目的として普及・啓発活動

に協力する。 

6/1～6/30 土砂災害防止月間  土砂災害に対する国民の理解と関心を深

めるとともに、土砂災害防止に関する防災

知識の普及・警戒避難体制整備の促進等の

運動に後援する。 

6/1～6/7 がけ崩れ防災週間  がけ崩れ災害の防止に関する知識の普

及、がけ崩れ防災対策の推進に協力する。 
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時   期 行  事  名 概         要 

6/3 測量の日  測量の意義・重要性に対する国民の理解

と関心を高めるため「測量の日」の啓発普

及活動に協力する。 

6月下旬 まちづくり月間中

央行事 

 魅力あるまちづくりの推進につとめた個

人、団体等に対する国土交通大臣表彰等に

協力する。 

7/1～7/31 河川愛護月間  河川愛護思想の普及を図り、河川愛護と

正しい河川の利用について広く国民の認識

を深めるための運動に協賛する。 

7/1～7/31 海岸愛護月間  海岸愛護の思想を広く国民に広報し、豊

かで潤いのある海岸の保全を推進する運動

に協賛する。 

7/7 川の日  河川と国民との関わり、その歴史、河川

の持つ魅力等について、広く国民の理解と

関心を深めるために、「川の日」の行事に協

賛する。 

7/16 国土交通Ｄａｙ  国土交通Ｄａｙに関する諸事業に協賛

し、国土交通行政の啓発宣伝を図る。 

7/21～31 森と湖に親しむ旬

間 

 国民に森と湖に親しむ機会を設けること

によって人間性をリフレッシュし、明日へ

の活力を養うとともに、森林やダム・河川

等の重要性について理解を深める運動に協

賛する。 

8/1～4 下水道展  下水道展及び研究発表会等に協力する。 

8/1～8/7 水の週間 

(8/1水の日） 

 水の日、水の週間における諸行事に協賛

する。 

8/1～8/31 道路ふれあい月間  道路の役割及び重要性を再認識してもら

い、道路の正しい利用と道路愛護思想の普

及を図り、道路を常に美しく安全に使用す

る気運を高めるための運動に協賛する。 
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時   期 行  事  名 概         要 

9/10 下水道の日  下水道に対する一般国民の理解と関心を

深め、もつて、下水道の普及とその十分な

活用を促進するための啓発活動に協賛す

る。 

10/1～31 都市緑化月間  都市の緑化推進及び都市公園、街路樹等

の整備保全を推進するとともに、住民によ

る緑豊かなまちづくりを促進するため、

「都市に緑と公園を」をテーマに、都市緑

化に関する大会、緑化祭、功労者の表彰等

に協賛する。  

10/1～31 住生活月間  豊かでゆとりある住生活の実現のため地

方公共団体等の協力の下、国民に広く住

宅・住環境・住まい方といつた住生活全般

について考える機会を積極的に提供してい

くこの月間行事に協賛する。  

10月上旬 都市緑化キャンペ

ーン 

 都市緑化に対する国民の理解を得るため

実施する広報活動に協力する。 

10/1～31 土地月間  公共福祉の優先等土地についての基本理

念について国民の理解と関心を深め、土地

関係施策のより実効ある推進を図るこの月

間に協賛する。 

10/1 土地の日  土地月間行事の一環として土地の日フェ

ア講演会事業に協賛する。 

10/4 都市景観の日  良好な都市景観の形成に対する国民意識

の啓発に資するため展開される行事に協賛

する。 

10月下旬 緑の都市賞表彰式  都市緑化の推進、都市景観の向上等にす

ぐれた実積をあげた団体に対する表彰に協

力する。 
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時   期 行  事  名 概         要 

11月上旬 地図展  地図への理解と親しみを深め、地図利用

の普及と向上を図るため、地図展に協賛す

る。 

12/1～7 雪崩防災週間  雪崩災害に対する国民の理解と関心を深

め、雪崩災害による人命・財産の被害防止

を図るため防災知識等の普及を促進するこ

の週間に協賛する。 

12月上旬 雪崩災害防止セミ

ナー 

 雪崩災害に対する国民の理解と関心を深

め、雪崩防災の普及を図るセミナーに協賛

する。 

 

Ⅱ 出版等事業 

１．国土交通行政に関する広報宣伝活動を活発に展開するため図書・パンフッ

トを刊行する。 

(1) 図 書 

① 国土交通省職員録 

② 国土交通関係公益法人等要覧 

③ 水防２０１８ 

④ ポケット電話帳  

⑤ その他  

 

(2) パンフレット 

① 国土交通省関係予算のあらまし 

② 国土交通省概算要求のポイント 

③ 下水道のはなし 

④ 国土交通省の新規施策等に関する啓発宣伝用のパンフレット・ 

ポスタ－等 

⑤ その他 

 

(3) 国土交通省シンボルマ－ク 

① バッヂ 


