発表年月日

担当部局課

件

名

2012/1/4 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室

平成２３年度 建設コンサルタント業務等の発注の見通しの公表について

2012/1/4 大臣官房官庁営繕部計画課

平成２３年度 営繕工事の発注の見通しの公表について

2012/1/5 航空局交通管制部交通管制企画課

航空管制システム等の海外展開推進検討会（第１回）の開催について

2012/1/5 土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室等

マンションの新たな管理ルールに関する検討会の設置及び第１回検討会開催について

2012/1/5 大臣官房官庁営繕部管理課

大臣官房官庁営繕部有資格者に対する指名停止措置について

2012/1/5 道路局企画課道路経済調査室

年末年始における一般国道の交通状況（速報）【全国版】

2012/1/6 総合政策局海外プロジェクト推進課等

前田国土交通大臣のインド出張について

2012/1/6 国土地理院

「第１５回全国児童生徒地図優秀作品点」の開催及び大臣表彰式を実施

2012/1/6 観光庁参事官室

「第１１回ＡＳＥAN＋３観光大臣会合」の開催（お知らせ）

2012/1/6 観光庁観光産業課

次期「観光経営トップセミナー」説明会を開催します！

2012/1/6 住宅局建築指導課

熊本県内の遊園地における遊戯施設の事故について

2012/1/6 住宅局建築指導課

建築確認件数等及び構造計算適合性判定を要する物件に係る確認審査日数の状況につ
いて（平成２３年１１月分）

2012/1/6 水管理・国土保全局河川計画課等

津波防止地域づくりに係る技術検討会（第４回）の開催について

2012/1/6 水管理・国土保全局河川計画課河川情報企画室

河川砂防技術研究開発公募の開始について

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/1/10 土地・建設産業局建設業課等

建設企業への金融支援を延長・拡充します！

2012/1/10 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２３年１２月号）」

2012/1/10 土地・建設産業局建設市場整備課

主要建設資材月別需要予測＜平成２４年２月分＞

2012/1/10 土地・建設産業局建設市場整備課

東北地方及び周辺地域における主要建設資材の需給・価格動向について＜予備調査：平
成２３年１２月１６～２０日現在＞

2012/1/10 総合政策局海外プロジェクト推進課等

インド高速鉄道セミナーの開催について

2012/1/10 総合政策局海外プロジェクト推進課

前田国土交通大臣のインド出張の日程変更について

2012/1/11 道路局国道・防災課等

道路政策の質の向上に資する技術研究開発について～研究の募集～

2012/1/11 水管理・国土保全局防災課

第２回紀伊半島大水害の復旧・復興に関する国・三県合同対策会議の開催

2012/1/11 自動車局審査・リコール課リコール監理室

少数台数のリコール届出の公表について（平成２３年１２月分）

2012/1/11 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2012/1/11 大臣官房技術調査課等

平成２４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

2012/1/12 海事局海賊対策連絡調整室

海賊対処法に基づく護衛対象船舶について（21.7.28～23.12.31）

2012/1/12 総合政策局国際政策課等

カタールインフラプロジェクト及び下水管理技術に関するセミナーの開催について

2012/1/12 都市局都市計画課

社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会第１５回都市計画制度小
委員会の開催について

発表年月日

担当部局課

2012/1/12 総合政策局参事官室（総合交通体系）

件
名
「第３２回総合的交通基盤整備連絡会議」及び関連イベントの開催について～福島県郡山
市にて１月１７日（火）より開催します～

2012/1/12 総合政策局建設統計室

建設工事受注動態統計調査報告（平成２３年１１月分）

2012/1/12 自動車局審査・リコール課リコール監理室

キムラユニティー（株）による自主改善の実施について

2012/1/12 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2012/1/12 住宅局建築指導課

昇降機等に係る事故調査報告書の公表について

2012/1/13 総合政策局海外プロジェクト推進課

前田国土交通大臣のインド出張について（報告）

2012/1/13 国土地理院基本図情報部等

災害復興計画基図の提供を開始

2012/1/13 観光庁観光地域振興部観光資源課

第３回「通訳案内士試験ガイドラインに関する検討会」を開催します！

2012/1/13 観光庁観光地域振興部観光資源課

第二期における「第二回若者旅行振興研究会」を開催します！

2012/1/13 観光庁観光産業課

主要旅行業者の旅行取扱状況速報（平成２３年１１月分）

2012/1/13 観光庁国際交流推進課外客誘致室

溝畑観光庁長官が韓国でトップセールスを行います！

2012/1/13 航空局航空交渉室

日本・英国航空当局間協議の開催について

2012/1/13 航空局安全部航空機安全課

航空機検査官の採用募集について

2012/1/13 住宅局住宅生産課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定状況
について（平成２３年１２月末時点・暫定）

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/1/13 土地・建設産業局建設業課紛争調整官室

中央建設工事紛争審査会紛争処理状況について（平成２３年第３四半期）

2012/1/13 国土政策局特別地域振興官付

第９９回 奄美群島振興開発審議会の開催及び傍聴について

2012/1/13 国土政策局国土情報課

Ｇ空間ＥＸＰＯ「地理空間情報に係る産学官連携強化シンポジウム in 沖縄」の開催について
～Ｇ空間を活用した安全・安心について～

2012/1/13 国土政策局総合計画課

第３回東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会の開催について

2012/1/13 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2012/1/13 総合政策局情報政策課交通統計室

トラック輸送情報（平成２３年１０月分）

2012/1/13 総合政策局情報政策課交通統計室

造船統計速報（平成２３年１１月分）

2012/1/13 港湾局港湾経済課港湾物流戦略室

室井国土交通大臣政務官の海外出張について～国際コンテナ戦略港湾について、船社等
へのトップセールスを実施します～

2012/1/13 観光庁観光地域振興部観光資源課

「魅力ある日本のおみやげコンテスト2012」審査結果発表！

2012/1/16 道路局道路交通管理課

平成２４年度「道路ふれあい月間」推進標語の募集について

2012/1/16 都市局公園緑地・景観課

「東日本大震災復興祈念公園検討会議」の開催について

2012/1/16 都市局まちづくり推進課

都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整備事業計画の認定について

2012/1/16 総合政策局海外プロジェクト推進課等

インド高速鉄道セミナーの開催結果について

2012/1/16 総合政策局海外プロジェクト推進課

「日インドネシア防災・統合水資源管理ワークショップ」の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/1/16 土地・建設産業局建設市場整備課

「社会保険未加入対策に関する説明会」の開催について

2012/1/16 観光庁ＭＩＣＥ推進担当参事官室

「第１１回ＡＳＥAN＋３観光大臣会合」が開催されました

2012/1/16 海事局安全環境政策課

旅客船の安全運航の徹底について

2012/1/17 港湾局計画課

交通政策審議会港湾分科会第４回事業評価部会の開催について

2012/1/17 国土政策局国土情報課

Ｇ空間ＥＸＰＯ「地理空間情報に係る産学官連携強化シンポジウム in 北海道」の開催につい
て～地図情報と測位情報の融合による新たなサービス創出に向けて～

2012/1/17 水管理・国土保全局河川計画課

社会資本整備審議会河川分科会事業評価小委員会（第２回）の開催について（お知らせ）

2012/1/18 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

平成２４年度火山砂防事業評価検討委員会の開催について

2012/1/18 土地・建設産業局建設業課

東日本大震災の被災地域における解体工事講習会の開催及び解体工事アドバイザー派遣
について（お知らせ）

2012/1/18 総合政策局環境政策課等

（お知らせ）国連生物多様性の１０年「グリーンウェイブ２０１２」の実施について

2012/1/19 総合政策局国際政策課等

カタールインフラプロジェクト及び下水管理技術に関するセミナーの結果概要について

2012/1/20 観光庁観光地域振興部観光資源課

「通訳案内士専門性研修支援事業」を実施します！

2012/1/20 港湾局国際・環境課

地球規模課題対応国際科学技術協力事業「津波に強い地域づくり技術の向上に関する研
究プロジェクト」キックオフシンポジウムの開催について

2012/1/20 住宅局住宅生産課

学校ゼロエネルギー化推進方策検討委員会（第１回）の開催について

2012/1/20 住宅局住宅生産課

（お知らせ）エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業（復興支援・住宅エコポイ
ント事業）における環境寄附対象団体の募集について

発表年月日

担当部局課

2012/1/20 住宅局住宅生産課

件
名
（お知らせ）エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業（復興支援・住宅エコポイ
ント事業）におけるエコポイント交換商品等の募集（第２次）について

2012/1/20 道路局企画課道路事業分析評価室等

社会資本整備審議会道路分科会第８回事業評価部会の開催について

2012/1/20 都市局都市政策課等

「都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令」及び「地域整備方針」につい
て

2012/1/20 国土政策局地方振興課

地域づくり支援事業（被災地の復旧・復興に連携して取り組む地元企業、地縁組織、ＮＰＯ
等の多様な主体に対する地域づくり支援事業）の選定結果について

2012/1/20 国土政策局離島振興課

国土審議会第７回離島振興対策分科会の開催について

2012/1/20 総合政策局国際政策課

「日・インドネシア環境セミナー」の開催結果について

2012/1/20 総合政策局公共事業企画調整課事業総括調整官室平成２３年度「手づくり郷土賞」を選定しました
2012/1/20 観光庁地域振興部観光地域振興課等

「東北観光博」実行委員会準備会合を開催します

2012/1/20 観光庁観光産業課

経営トップ、観光を論ず！～経済界・観光界の成功者たちが経験・頭脳・情熱をぶつけ合う
「観光立国推進ラウンドテーブル」を開催～

2012/1/23 関東地方整備局東京港湾事務所等

東京港臨海道路（東京ゲートブリッジ）の開通日時及び開通式について

2012/1/23 港湾局国際・環境課

海に学ぶ体験活動協議会・全国フォーラムが開催されます

2012/1/23 総合政策局公共事業企画調整課等

国際緊急援助隊排水ポンプ車チーム 活動報告会～今後の災害時国際支援に向けて～

2012/1/23 国土政策局地方振興課

国土審議会第３回豪雪地帯対策分科会の開催について

2012/1/23 総合政策局国際政策課等

「ビエンチャンにおけるバス改善及びBRTに関する官民セミナー」の開催結果について

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/1/24 航空局航空交渉室

日本・英国航空当局間協議の結果について

2012/1/24 大臣官房総務課

第１８０回国会（常会）提出予定法案について

2012/1/24 観光庁国際観光政策課

平成２３年度第２回訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する検討会を開催します

2012/1/24 自動車局整備課

第３回「自動車整備技術の高度化検討会」を開催します。

2012/1/24 自動車局技術政策課

第５期 先進安全自動車（ＡＳＶ)推進検討会の開催（第１回）について～先進安全技術の飛
躍的高度化に向けて～

2012/1/24 土地・建設産業局建設市場整備課

『私たちの主張～未来を創造する建設業～』の表彰について

2012/1/24 総合政策局海外プロジェクト推進課

「日インドネシア防災・統合水資源管理ワークショップ」等の結果概要について

2012/1/24 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2012/1/25 運輸安全委員会事務局総務課広報室

事故調査の進捗状況及び安全勧告に対する措置について

2012/1/25 観光庁観光経済担当参事官付等

「ポジティブ・オフ」シンポジウムを開催します！テーマ：日本経済を活性化するライフスタイ
ル・イノベーション～企業と個人の有機的成長戦略～

2012/1/25 観光庁観光産業課

第３回「旅館街再生基盤づくり検討会」を開催します

2012/1/25 大臣官房技術調査課等

個別公共事業評価書の修正について

2012/1/25 北海道局総務課アイヌ施策室

新千歳空港国際線ターミナルにおけるアイヌ文化の紹介について

2012/1/25 海事局海事人材政策課

交通政策審議会海事分科会第２９回船員部会の開催について

発表年月日

担当部局課

2012/1/25 自動車局安全政策課

件
名
「第２回 トラックにおける運行記録計の装着義務付け対象の拡大のための検討会」の開催
について

2012/1/25 鉄道局都市鉄道課

沖縄都市モノレール株式会社に係る軌道運輸事業の特許について

2012/1/25 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

土砂災害防止法に関する政策レビュー委員会（第３回）の開催について

2012/1/25 土地・建設産業局建設業課

「中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会 第５回基本問題小委員
会」の開催について

2012/1/25 国土政策局総合計画課

「国土政策フォーラム in 青森」～発進！津軽海峡交流圏～の開催について

2012/1/25 総合政策局海外プロジェクト推進課

第１回海外インフラプロジェクト推進懇談会について（結果概要）

2012/1/25 大臣官房技術調査課

平成２３年度補正予算 建設技術研究開発助成制度「震災対応型技術開発公募」採択課題
決定について－新規課題１０件を採択－

2012/1/25 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2012/1/25 住宅局住宅生産課

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について
（平成２３年１１月末時点）

2012/1/25 土地・建設産業局建設市場整備課

建設労働需給調査結果（平成２３年１２月調査）

2012/1/25 土地・建設産業局建設市場整備課

主要建設資材需給・価格動向調査結果＜建設資材モニター調査：平成２４年１月１～５日現
在＞

2012/1/25 鉄道局施設課

交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会 整備新幹線小委員会（第１回、第２回）の開催
について

2012/1/26 国土技術政策総合研究所木造火災実験準備室

木造３階建て学校の実大火災実験（予備実験）の実施について

2012/1/26 水管理・国土保全局治水課事業監理室等

個別公共事業の評価書の作成について

発表年月日

担当部局課

2012/1/26 水管理・国土保全局防災課

件
名
平成２３年７月新潟・福島豪雨により被災した一級河川信濃川水系牧川、田川、羽根川の災
害復旧助成事業について

2012/1/26 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2012/1/27 住宅局住宅生産課

（お知らせ）エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業（住宅エコポイント事業）
の実施状況について（平成２３年１２月末時点）

2012/1/27 土地・建設産業局不動産業課

第３回「不動産流通市場活性化フォーラム」の開催について

2012/1/30 観光庁観光地域振興部観光地域振興課等

本日から東北観光博をプレオープンします

2012/1/30 観光庁観光産業課

「標準旅行業約款の見直しに関する検討会（第５回）」を開催します

2012/1/30 自動車局環境政策課等

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に関する意見募集について

2012/1/30 土地・建設産業局土地市場課

「第３回 環境不動産懇談会」の開催について

2012/1/30 総合政策局物流政策課

平成２３年度モーダルシフト等推進事業（補助事業）における採択事業（２次募集）の決定に
ついて

2012/1/30 総合政策局海洋政策課

第２回 国土交通省海洋政策懇談会の開催について

2012/1/30 土地・建設産業局建設業課

「中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会 中間と
りまとめ」について

2012/1/30 大臣官房技術調査課等

平成２４年度予算に向けた個別公共事業評価について

2012/1/31 国土地理院基本図情報部地名情報課

平成２３年全国都道府県市区町村別の面積を公表－国土の面積は１年間で4.74km2増加
し、377,954.84KM2に－

2012/1/31 国土交通政策研究所

「国土交通政策研究所 研究発表会」の開催について（お知らせ）

発表年月日

担当部局課

2012/1/31 観光庁参事官（観光経済担当）付

件
名
共通基準による観光入込客統計～平成２３年４－６月期について、１４県の結果がまとまり
ました～

2012/1/31 観光庁観光経済担当参事官付

訪日外国人消費動向調査（１０－１２月期）の調査結果の発表

2012/1/31 航空局航空戦略課等

第２回安全に関する技術規制のあり方検討会の開催について

2012/1/31 海事局外航課

２０１１年の日本関係船舶における海賊等事案の状況及び世界における海賊等事案の状況
について

平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震等に伴う土砂災害警戒情報発表基準の暫定
2012/1/31 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課地震・火山砂
的な運用の見直しについて
2012/1/31 土地・建設産業局土地市場課

平成２３年７月～９月分の不動産の取引価格情報の公表について

2012/1/31 総合政策局公共事業企画調整課

情報化施工推進会議（第９回）の開催について

2012/1/31 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2012/1/31 住宅局住宅生産課

木造３階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について（平成２３年１１月分）

2012/1/31 総合政策局情報政策課建設統計室

建設工事受注動態統計調査報告（大手５０社調査 平成２３年１２月分、平成２３年計）（建
設関連業等動態調査 平成２３年１２月分）

2012/1/31 総合政策局情報政策課建設統計室

建築着工統計調査報告（平成２３年１２月分、平成２３年計）

