
順位 会議日 会議名 省庁 資料名

1 20220607 政策情報 内閣官房 デジタル田園都市国家構想基本方針

2 20220607 政策情報 内閣府 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップ

3 20211228 デジタル田園都市国家構想実現会議 内閣官房 主な施策の概要

4 20221031 ナショナル・レジリエンス懇談会 内閣官房 デジタル田園都市国家構想基本方針

5 20220607 政策情報 内閣府 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップ工程表

6 20220801 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 総務省 事務局資料

7 20220906 データ戦略推進WG デジタル庁 データ戦略の推進状況

8 20220601 デジタル田園都市国家構想実現会議 内閣官房 デジタル田園都市国家構想基本方針案

9 20220804 新しい資本主義実現本部幹事会 内閣官房 次第・資料

10 20220607 政策情報 デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画

11 20220607 政策情報 内閣府 新しい資本主義実行計画工程表

12 20220729 報道発表 東京都 未来の東京戦略政策ダッシュボード

13 20220630 報道発表 総務省 2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方

14 20220408 政策情報 中小企業庁 中小企業施策利用ガイドブック

15 20220930 総務省デジタル田園都市国家構想推進本部 総務省 デジタル田園都市国家構想総務省関連施策集

16 20220120
デジタル田園都市国家構想及び地方創生に関する都道府県・指
定都市担当課長説明会 首相官邸 デジタル田園都市国家構想関連施策の全体像について

17 20221216 デジタル田園都市国家構想実現会議 内閣官房 デジタル田園都市国家構想総合戦略案

18 20220801 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 総務省 メタバースがもたらす社会インパクト

19 20220729 政策情報 経産省 未来の健康づくりに向けたアクションプラン2022

20 20220607 政策情報 内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2022

21 20221121 物価・賃金・生活総合対策本部・幹事会 内閣官房 次第・資料

22 20220804 産業構造審議会・総会 経産省 経済産業政策の新機軸の今後の進め方

23 20220614 産業構造審議会・地域経済産業分科会 経産省 地域経済産業政策の現状と課題

24 20221014 国土審議会・計画部会 国交省 目指す国土の姿

25 20220801 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 総務省 メタバースと着地問題
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26 20220616 参議院選挙 政党 公明党・日本を前に

27 20220218 グリーンイノベーション戦略推進会議WG 経産省 グリーン成長戦略・革新的環境イノベーション戦略のフォローアップについて

28 20221121 予算情報 財務省 令和4年度一般会計補正予算第2号

29 20221020 官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議・幹事会 内閣官房 官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告第14回案

30 20220607 政策情報 内閣官房 デジタル田園都市国家構想基本方針概要

31 20221031 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 総務省 スマートインフラマネジメントシステム実装の取り組みについて

32 20221014 政策情報 内閣官房 特定重要物資の指定等に向けた検討状況について

33 20221005 Web3.0研究会 デジタル庁 事務局説明資料

34 20221004 経済財政諮問会議・新しい資本主義実現会議 内閣官房
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画の実施についての総合経済対策の重点
事項案

35 20220801 デジタル社会推進会議・幹事会 デジタル庁 デジタルを活用した交通社会の未来2022案

36 20220715 報道発表 経産省 省内横断組織として大臣官房Web3.0政策推進室を設置

37 20220617 地方財政審議会 総務省 説明資料1

38 20220607 政策情報 デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画工程表

39 20220414
産業構造審議会・産業技術環境分科会・グリーントランス
フォーメーション推進小委員会合同会合 経産省 グリーン成長戦略・革新的環境イノベーション戦略のフォローアップについて

40 20221117 国土審議会・計画部会 国交省 デジタルとリアルが融合した地域生活圏の形成について

41 20221011 報道発表 財務省 財務総研・令和４年度予算特集

42 20221006 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 総務省 凸版印刷のメタバースへの取り組みについて

43 20220921
デジタル田園都市国家構想及び地方創生に関する都道府県・指
定都市担当課長説明会 首相官邸 デジタル田園都市国家構想基本方針について

44 20220831 予算情報 内閣府 令和5年度予算概算要求概要

45 20220711 ローカルベンチマーク活用戦略会議 経産省 中小企業庁説明資料

46 20220629 トラストを確保したDX推進SWG デジタル庁 報告書

47 20220613
中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省
庁連絡会議・中堅企業等の成長促進に関するWG 首相官邸 中堅企業等支援に関する新たな取組方針案

48 20220607 経済財政諮問会議・新しい資本主義実現会議 内閣官房 経済財政運営と改革の基本方針2022案

49 20220601 政策情報 内閣府 デジタル田園都市国家構想基本方針案

50 20220315 デジタル田園都市国家構想実現会議 内閣官房 デジタル田園都市国家構想と地方創生について
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51 20220916 政策情報 厚労省 令和4年版厚生労働白書

52 20220831 報道発表 金融庁 2022事務年度金融行政方針について

53 20220630 情報通信審議会・総会 総務省 2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方一次答申案

54 20220607 新しい資本主義実現本部 内閣官房 フォローアップ案

55 20220531 政策情報 内閣府 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画案

56 20220510 情報通信審議会・情報通信政策部会・総合政策委員会 総務省 2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方第一次中間報告案

57 20220225 政策情報 内閣官房 中堅企業等支援パッケージ

58 20221116 デジタル臨時行政調査会作業部会・テクノロジーベースの規制
改革推進委員会

デジタル庁 技術マップに関する提案～技術活用におけるセキュリティ等のリスク評価の進め方～

59 20221108 予算情報 内閣府 令和4年度補正予算第2号の概要

60 20221006 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 総務省 デジタルツイン実装モデルPLATEAUの取組みについて

61 20220921 デジタル田園都市国家構想及び地方創生に関する都道府県・指
定都市担当課長説明会

首相官邸 デジタル田園都市国家構想・地方創生予算令和5年度概算要求の概要

62 20220722 文化審議会・著作権分科会・法制度小委員会 文化庁 知的財産推進計画2022等の政府方針著作権関係抜粋

63 20220607 政策情報 内閣府 規制改革実施計画

64 20220607 政策情報 デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画施策集

65 20220511 地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検
討会

総務省 地域社会のデジタル化に係る参考事例集

66 20221223 政策情報 首相官邸 デジタル田園都市国家構想総合戦略

67 20221216 デジタル田園都市国家構想実現会議 内閣官房 デジタル田園都市国家構想総合戦略案概要

68 20221130 デジタル田園都市国家構想実現会議 内閣官房 デジタル基盤を活用した生活サービスの展開に向けて

69 20221107 交通政策審議会・観光分科会 国交省 観光政策の現状と今後の取組み考え方

70 20220930 政策情報 首相官邸 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針

71 20220831 予算情報 厚労省 令和5年度予算概算要求概要主要事項

72 20220720 半導体・デジタル産業戦略検討会議 経産省 次世代の情報処理基盤の構築に向けて

73 20220616 参議院選挙 政党 日本維新の会・維新八策2022

74 20220607 政策情報 デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画概要

75 20220414 デジタル社会構想会議 デジタル庁 次期重点計画の策定に向けて
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76 20220106 デジタル産業への変革に向けた研究会 経産省 討議資料

77 20221108 予算情報 デジタル庁 令和4年度補正予算第2号の概要

78 20220929 中央環境審議会・地球環境部会・総合政策部会・炭素中立型経
済社会変革小委員会

環境省 炭素中立型の経済社会変革に向けて中間整理

79 20220902 報道発表 総務省 自治体デジタルトランスフォーメーションDX推進計画第2.0版

80 20220831 予算情報 総務省 令和5年度総務省重点施策2023

81 20220825 予算情報 国交省 令和5年度予算概算要求概要

82 20220707 まちづくりのデジタル・トランスフォーメーション実現会議 国交省 まちづくりのデジタル・トランスフォーメーション実現ビジョンver1.0案について

83 20220622 中小企業政策審議会・総会 中小企業庁 激変する世界・日本における今後の中小企業政策の方向性

84 20220613 産業構造審議会・産業技術環境分科会 経産省 今後の産業技術環境政策について

85 20220531 新しい資本主義実現会議 内閣官房 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画案

86 20220513 産業構造審議会・産業技術環境分科会・グリーントランス
フォーメーション推進小委員会合同会合

経産省 クリーンエネルギー戦略中間整理

87 20221108 予算情報 経産省 令和4年度経済産業省関係補正予算第2号のポイント

88 20221031 ナショナル・レジリエンス懇談会 内閣官房 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画

89 20221006 経済安全保障法制に関する有識者会議 内閣官房 資料

90 20220831 予算情報 厚労省 令和5年度予算概算要求概要

91 20220705 政策情報 総務省 令和4年版情報通信白書

92 20220610 政策情報 内閣府 地理空間情報の活用推進に関する行動計画G空間行動プラン2022

93 20220606 デジタル社会推進会議 デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画案

94 20220117 演説 国会 第208回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説

95 20220106 産業構造審議会・経済産業政策新機軸部会 経産省 事務局説明資料

96 20211224 持続可能な開発目標推進本部会合 首相官邸 SDGsアクションプラン2022

97 20211130 規制改革推進会議・デジタルWG 内閣府 議事概要

98 20221114 社会保障審議会・介護保険部会 厚労省 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について参考資料

99 20221114 産業構造審議会・産業技術環境分科会・グリーントランス
フォーメーション推進小委員会・合同会合

経産省 今後10年を見据えた取組の方向性

100 20220929 デジタル田園都市国家構想実現会議 内閣官房 河野大臣提出資料
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