
順位 会議日 会議名 省庁 資料名

1 20210729 報道発表 国土交通省 世界に誇る日本の中堅中小建設企業の技術建設技術集

2 20210118 政策情報 内閣官房 デジタル改革関連法案

3 20210730 政策情報 総務省 令和3年版情報通信白書

4 20210208 中小企業政策審議会・金融WG 中小企業庁 ローカルベンチマークの概要と取組について

5 20211115 政策情報 内閣府 新たな経済対策仮称案

6 20210118 知的財産戦略本部・構想委員会・価値デザイン経営WG 首相官邸 ローカルベンチマークの概要と今年度の取組～経産省提出資料

7 20210122 報道発表 総務省 令和3年度の地方財政の見通し予算編成上の留意事項等

8 20210406
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 国土交通省 参考資料

9 20210827 政策情報 経済産業省 中小企業白書・小規模企業白書2021版上

10 20210217 政策情報 経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

11 20210331 報道発表 大阪府 データでみる大阪の成長戦略具体的取組状況

12 20210622 健康・医療戦略推進本部 首相官邸 健康・医療戦略の実行状況と今後の取組方針2021案

13 20210630 コンパクトシティ形成支援チーム会議 国土交通省 コンパクトシティに関する最近の話題

14 20210609 経済財政諮問会議 内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2021仮称原案

15 20210615 住宅団地再生連絡会議 国土交通省 住宅団地再生の取組みに関する事例集

16 20210622 健康・医療戦略推進本部 首相官邸 健康・医療戦略の実行状況と今後の取組方針2021案概要

17 20211126 予算情報 国土交通省 令和3年度補正予算案の概要

18 20210618 政策情報 首相官邸 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

19 20210315 中小企業政策審議会 中小企業庁 令和3年度において講じようとする中小企業・小規模企業施策案

20 20210423 政策情報 内閣官房 地域におけるSociety5.0の推進関連施策集

21 20210609 健康・医療新産業協議会 経済産業省 健康・医療新産業創出に向けたアクションプラン2021案各省庁施策

22 20201224 大阪スマートシティ戦略会議 大阪府 これまでの実績と今後の取組み

23 20210618 政策情報 内閣府 成長戦略フォローアップ工程表

24 20210811 報道発表 総務省 ポストコロナ時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース提言書

25 20210402 政策情報 中小企業庁 中小企業施策利用ガイドブック
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26 20210423 政策情報 中小企業庁 2021年版中小企業白書・小規模企業白書

27 20210709 政策情報 首相官邸 知的財産推進計画２０２１

28 20201225 政策情報 首相官邸 デジタルガバメント実行計画

29 20210209 中央教育審議会・大学分科会 文部科学省 地方創生に資する魅力ある地方大学の実現に向けた検討会議取りまとめ

30 20210618 政策情報 首相官邸 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画概要

31 20210624 スマートかつ強靱な地域経済社会の実現に向けた研究会 経済産業省 スマートかつ強靭な地域経済社会の実現に向けた研究会取りまとめ

32 20210830 大阪スマートシティ戦略会議 大阪府 スマートシティ戦略に基づく取り組み状況大阪府

33 20201112 報道発表 中小企業庁 はばたく中小企業小規模事業者300社

34 20210105 報道発表 大阪府 大阪の再生成長に向けた新戦略具体的な取組み集

35 20210331 報道発表 国土交通省 データを活用したまちづくり取組のヒントと事例

36 20210602 成長戦略会議 内閣官房 成長戦略フォローアップ案

37 20210602 成長戦略会議 内閣官房 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略案

38 20210608 デジタル活用支援アドバイザリーボード 総務省 次第・資料

39 20200819 大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部会議 大阪府 大阪広域ベイエリアまちづくりビジョン中間とりまとめ案

40 20210407 財政制度等審議会・財政制度分科会 財務省 財政総論

41 20210528 政策情報 経済産業省 令和2年度ものづくり基盤技術の振興施策ものづくり白書

42 20210602 成長戦略会議 内閣官房 成長戦略実行計画案

43 20210609 健康・医療新産業協議会 経済産業省 これまでの検討を踏まえた健康・医療新産業協議会の検討の方向性

44 20210812 政策情報 東京都 未来の東京の実現に向けた重点政策方針2021

45 20210315 中小企業の経営資源集約化等に関する検討会 中小企業庁 取りまとめ骨子案

46 20210609 健康・医療戦略推進本部・健康・医療戦略参与会合 首相官邸 健康・医療戦略の実行状況と今後の取組方針2021案

47 20210618 政策情報 内閣府 成長戦略フォローアップ

48 20210706 AI原則の実践の在り方に関する検討会 経済産業省 第1回議事概要

49 20201214 政策情報 金融庁 金融庁の1年

50 20210129
ニッポン一億総活躍プランフォローアップ会合・働き方改革
フォローアップ会合 内閣府 ニッポン一億総活躍プランフォローアップ資料
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51 20210318 財政制度等審議会・財政制度分科会 財務省 令和3年度予算の概要等について

52 20210330 報道発表 東京都 未来の東京戦略

53 20210427 スマートかつ強靱な地域経済社会の実現に向けた研究会 経済産業省 ウィズ・ポストコロナ時代における地域経済産業政策の検討地域の持続可能な発展に向
けて

54 20210511 大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部会議 大阪府 大阪広域ベイエリアまちづくりビジョン素案

55 20210618 政策情報 内閣府 成長戦略実行計画

56 20210730 政策情報 総務省 令和3年版情報通信白書ポイント

57 20210312 知的財産戦略本部・構想委員会・価値デザイン経営WG 首相官邸 事務局説明資料

58 20210615 政策情報 国土交通省 令和3年版交通政策白書要旨

59 20210622 健康・医療戦略推進本部 首相官邸 令和4年度医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針案

60 20210830 大阪スマートシティ戦略会議 大阪府 スマートシティ戦略に基づく取り組み状況大阪市

61 20211126 予算情報 経済産業省 令和3年度補正予算案の事業概要PR資料

62 20210219 約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会 中小企業庁 報告書骨子案

63 20210420 国・地方脱炭素実現会議 内閣官房 地域脱炭素ロードマップ

64 20210426 知的財産戦略本部・構想委員会 首相官邸 価値デザイン経営の普及に向けた基本指針

65 20210427 政策情報 外務省 令和3年版外交青書

66 20210624 産業構造審議会・地域経済産業分科会 経済産業省 スマートかつ強靱な地域経済社会の実現に向けた研究会報告書

67 20210706 AI原則の実践の在り方に関する検討会 経済産業省 次第

68 20211108 新しい資本主義実現会議 内閣官房 緊急提言案～未来を切り拓く新しい資本主義とその起動に向けて～

69 20210427 外国人雇用対策の在り方に関する検討会 厚生労働省 外国人労働者の職場・地域における定着

70 20210629 長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会 国土交通省 認定基準の見直しに係る検討の参考資料

71 20210714 中央社会保険医療協議会・総会 厚生労働省 次第・資料

72 20210730 政策情報 厚生労働省 令和3年版厚生労働白書

73 20210817 産業構造審議会・グリーンイノベーションプロジェクト部会 経済産業省 グリーンイノベーション基金事業の成果最大化に向けた取組について

74 20210827 報道発表 総務省 マイナンバーカードの普及に係る広報事業の開始

75 20210827 予算情報 国土交通省 令和4年度予算概算要求概要
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76 20210928 デジタル社会構想会議 デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画概要

77 20210226 労働政策審議会・職業安定分科会・雇用対策基本問題部会 厚生労働省 介護雇用管理改善等計画関係資料

78 20210316 スマートかつ強靱な地域経済社会の実現に向けた研究会 経済産業省 ウィズ・ポストコロナ時代における地域経済産業政策の検討

79 20210421 ポストコロナ時代におけるデジタル活用に関する懇談会WG 総務省 これまでの検討と論点整理

80 20210430 ポストコロナ時代におけるテレワークの在り方検討タスク
フォース

総務省 事務局説明資料

81 20210430 政策情報 大阪府 令和3年度大阪府施策集

82 20210602 健康・医療戦略推進本部・健康・医療データ利活用基盤協議会 首相官邸 データヘルス改革における取組状況について

83 20210604 AIネットワーク社会推進会議・AI経済検討会・データ専門分科
会合同会議

総務省 新型コロナウイルス感染症によるデジタル化への影響

84 20210604 政策情報 経済産業省 半導体デジタル産業戦略

85 20210609 健康・医療戦略推進本部・健康・医療戦略参与会合 首相官邸 健康・医療戦略第2期

86 20210618 経済財政諮問会議・成長戦略会議合同会議 内閣官房 成長戦略フォローアップ案別添資料

87 20210728 政策情報 経済産業省 健康医療新産業創出に向けたアクションプラン2021

88 20210804 報道発表 総務省 AIネットワーク社会推進会議報告書2021

89 20210831 予算情報 内閣官房 令和4年度予算概算要求概要

90 20210906 デジタル社会推進会議 首相官邸 今後のデジタル改革の進め方について

91 20210929 移動等円滑化評価会議 国土交通省 国土交通省等における最近の主な取組

92 20211001 産業構造審議会・グリーンイノベーションプロジェクト部会・
産業構造転換分野WG

経済産業省 次世代デジタルインフラの構築プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画案の概要

93 20211126 予算情報 総務省 令和3年度補正予算案の概要

94 20201225 予算情報 総務省 総務省重点施策2021

95 20210118 演説 国会 菅内閣総理大臣施政方針演説

96 20210205 スマートかつ強靱な地域経済社会の実現に向けた研究会 経済産業省 ウィズ・ポストコロナ時代における地域経済産業政策の検討

97 20210326 大阪府まち・ひと・しごと創生推進審議会 大阪府 第２期大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略～まち・ひと・しごとの好循環の確立を
めざして

98 20210428 科学技術・学術審議会・人材委員会 文部科学省 科学技術・イノベーション基本計画

99 20210618 経済財政諮問会議・成長戦略会議合同会議 内閣官房 経済財政運営と改革の基本方針2021案

100 20210831 予算情報 総務省 総務省重点施策2022
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