発表年月日

担当部局課

2012/10/1 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

件
名
平成２４年度観光地域づくりプラットフォーム支援事業（復興支援型）の補助
採択を行いました

2012/10/1 観光庁国際交流推進課

海外人気ガイドブックのブランドを活用した東北・北関東観光ガイドブックを制
作します！～韓国・中国・台湾・香港・米国にて配布～

2012/10/1 港湾局計画課

港湾懇談会（第４回）を開催します－国際海上物流・港湾を考えるにあたって
の今後の論点について－

2012/10/1 鉄道局都市鉄道政策課

平成２３年度の三大都市圏における鉄道混雑率について（公表）

2012/10/1 鉄道局安全・業務政策室

「鉄道の日」実行委員会による第１１回「日本鉄道賞」の受賞者の決定につい
て

2012/10/1 鉄道局総務課

第１９回「鉄道の日」について

2012/10/1 住宅局住宅生産課

平成２４年度 既存住宅流通・リフォーム推進事業の期限延長について

2012/10/1 住宅局安心居住推進課

平成２４年度民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の応募・交
付申請受付期間の延長について

2012/10/1 水管理・国土保全局防災課等

国土交通省防災業務計画を改正しました

2012/10/1 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

日印水環境ワークショップの開催について

2012/10/1 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

新たな屋上・壁面緑化空間が創出されています～平成２３年 全国屋上・壁
面緑化施工実績調査について～

2012/10/1 総合政策局海外プロジェクト推進課

「第６回 都市開発に関する日印交流会議」の開催について

2012/10/1 国土政策局地方振興課

”エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト”eco japan cup 2012 応募受
付終了と審査日程のお知らせ

2012/10/1 大臣官房官庁営繕部計画課

平成２４年度 営繕工事の発注の見通しの公表について

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/10/1 大臣官房官庁営繕部整備課等

平成２４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

2012/10/1 大臣官房地方課等

平成２５・２６年度国土交通省地方整備局等に係る定期の資格審査について

2012/10/1 大臣官房地方課公共工事契約指導室

平成２５・２６年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付の実施につ
いて

2012/10/2 海事局運航労務課

海上輸送（海上運送法及び内航海運業法）の安全にかかわる情報（平成２３
年度）を公表します

2012/10/2 海事局運航労務課安全基準課

旅客船・フェリーの安全・安心な旅を提供します－国際海事機関（IMO）の回
章を受けた旅客船の安全対策の充実－

2012/10/2 自動車局整備課

「自動車整備技術の高度化検討会」（第５回）を開催します。

2012/10/2 住宅局建築指導課

違法設置エレベーター対策におけるエレベーター緊急点検の実施状況につ
いて

2012/10/2 住宅局建築指導課

ホテル・旅館等に係る緊急点検結果について

2012/10/2 道路局道路交通管理課

「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正に係る意見募集につ
いて

2012/10/2 土地・建設産業局建設業課

第１回 多様な契約方式活用協議会の開催について

2012/10/2 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２４年９月分）

2012/10/2 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

2012/10/3 水管理・国土保全局河川環境課流水管理室

国土交通省水管理・国土保全局渇水対策本部の解散について

2012/10/3 航空局航空事業課

外国人国際航空運送事業の経営許可について

発表年月日

担当部局課

2012/10/3 海事局外航課

件
名
「マラッカ・シンガポール海峡協力メカニズム」に係る第５回協力フォーラム及
び第５回プロジェクト調整委員会の開催結果について

2012/10/3 水管理・国土保全局防災課

今冬の低温による凍上災の災害復旧事業費を決定～北日本を中心とする１
１道県で約２，０００箇所を採択～

2012/10/3 総合政策局建設統計室

建築物ストック統計（平成２４年１月１日現在）の公表

2012/10/3 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

2012/10/3 土地・建設産業局土地市場課

不動産価格指数（住宅）（平成２４年５月分）

2012/10/3 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

2012/10/4 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２４年７月分）

2012/10/5 総合政策局国際政策課

羽田国土交通大臣のタイ・ベトナム出張について

2012/10/5 観光庁スポーツ観光推進室

１０月７日（日）のＦ１日本グランプリ決勝にて、国土交通大臣が表彰式プレゼ
ンタ―を務めます！！

2012/10/5 観光庁参事官室

ＩＭＦ・世銀総会における観光庁の主な取り組みについて

2012/10/5 観光庁国際交流推進課

全国からお祭りや郷土芸能を披露する２１団体約６００人が丸の内仲通りを
パレード！

2012/10/5 観光庁国際交流推進課
2012/10/5 観光庁国際交流推進課
2012/10/5 自動車局旅客課

海外の「和民」において、訪日プロモーションを実施します！～オールジャパ
ン訪日プロモーション（官民連携）～
日本の最新ファッションのグローバル通販サイト「ZOZOTOWN.COM」（ゾゾタ
ウンドットコム）との連携により、日本ファッションのファンの訪日を促進しま
す！～オールジャパン訪日プロモーション（官民連携）～
平成２３年度末 自動車交通関係移動等円滑化実績等について

発表年月日

担当部局課

2012/10/5 都市局まちづくり推進課

件
名
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律に基づく民間拠点施設
整備事業計画の認定について

2012/10/5 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事業計画の認定について

2012/10/5 住宅局総務課

第２４回「住生活月間」における功労者表彰について

2012/10/5 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

2012/10/5 大臣官房地方課等

「国土交通省直轄工事等契約関係資料」の公表について

2012/10/5 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２４年９月号）」

2012/10/9 道路局路政課等

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案について

2012/10/9 運輸審議会審理室

運輸審議会発表案件（仙台塩釜港に係る港湾区域の変更同意申請事案）

2012/10/9 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２４年８月分）

2012/10/9 航空局航空交渉室

日本・スカンジナビア三国航空当局間協議の開催について

2012/10/9 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（21.7.28～24.9.30まで）

2012/10/9 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 青函共用
走行区間技術検討ＷＧ（第３回）の開催について

2012/10/9 鉄道局鉄道事業課等

「地域鉄道の再生・活性化等研究会」（第３回）の開催について

2012/10/9 道路局国道・防災課道路防災対策室

冬期道路交通の確保のあり方に関する検討委員会（第２回）の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/10/9 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

国土審議会水資源開発分科会筑後川部会の開催について

2012/10/9 土地・建設産業局国際建設振興室

「海外展開経営塾」の開催について～地方・中小建設企業の海外展開を支
援～

2012/10/9 総合政策局海洋政策課

国際海事機関（ＩＭＯ)第６４回海洋環境保護委員会（ＭＥＰC６４）の開催結果

2012/10/9 大臣官房運輸安全監理官

ＪＲ西日本に対する運輸安全マネジメント評価（６回目）の実施について

2012/10/9 大臣官房人事課

平成２４年（第１９回）「鉄道の日」鉄道関係功労者大臣表彰式について

2012/10/10 観光庁国際交流推進課

風評被害対策の一環として、放射線や放射能の影響を心配される外国の方
を対象とした安全・安心小冊子を制作しました！

2012/10/10 自動車局環境政策課

「自動車エネルギー利用効率化推進事業」の公募について

2012/10/10 自動車局整備課

軽自動車ユーザーの方々に定期点検整備を促す案内ハガキを初めて送付
します。

2012/10/10 水管理・国土保全局下水道部流域管理官付

第２回 水環境マネジメント検討会の開催について

2012/10/10 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

第２回 気候変動による水資源への影響検討会の開催について

2012/10/10 国土政策局広域地方政策課

九州圏広域地方計画の平成２３年度進捗状況及び総点検結果を公表いたし
ます

2012/10/10 総合政策局海外プロジェクト推進課

「第６回 都市開発に関する日印交流会議」の結果概要について

2012/10/10 自動車局審査・リコール課リコール監理室

日野自動車（株）によるホイールベアリングの自主改善の実施について

2012/10/10 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

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/10/10 総合政策局情報政策課交通統計室

造船統計速報（平成２４年８月分）

2012/10/10 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（平成２４年８月分）

2012/10/10 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１１月分＞

2012/10/11 自動車局貨物課

第７回「最低車両台数・適正運賃収受ワーキンググループ」の開催について

2012/10/11 鉄道局技術企画課

平成２３年度末の鉄軌道駅における段差解消への対応状況について

2012/10/11 総合政策局安心生活政策課交通バリアフリー政策室

バリアフリー法に基づくバリアフリー化の進捗状況について

2012/10/11 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

日印水環境ワークショップの開催結果について

2012/10/11 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

2012/10/12 港湾局総務課等

仙台塩釜港、石巻港、松島港の統合について（仙台塩釜港港湾区域の変更
について）

2012/10/12 航空局航空交渉室

日本・スカンジナビア三国航空当局間協議の結果について

2012/10/12 港湾局産業港湾課

第１３回北東アジア港湾局長会議ならびに第１３回北東アジア港湾シンポジ
ウムの開催結果について

2012/10/12 都市局都市安全課等

「地震時等に著しく危険な密集市街地」について

2012/10/12 住宅局建築指導課

指定確認検査機関等の処分について

2012/10/12 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

都市緑化功労者が決定しました『ひろげよう 育てよう みどりの都市』全国
大会において表彰が行われます

発表年月日

担当部局課

2012/10/12 土地・建設産業局建設市場整備課

件
名
平成２４年度「優秀施工者国土交通大臣顕彰」の受賞者決定及び顕彰式典
の開催について

2012/10/12 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

2012/10/12 総合政策局国際政策課

羽田国土交通大臣のタイ・ベトナム出張について（報告）

2012/10/13 大臣官房人事課

第１９回危険業務従事者叙勲について

2012/10/15 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

2012/10/15 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２４年９月末時点）

2012/10/15 国土政策局広域地方政策課

平成２４年度 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進事業（第３
回募集分）の実施について～第３回実施事業が決定しました～

2012/10/15 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２４年度第２四半期）

2012/10/15 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

2012/10/15 大臣官房運輸安全監理官付

ＪＲ西日本に対する運輸安全マネジメント評価（６回目）の結果について

2012/10/16 国土政策局広域地方政策課

平成２４年度 第２回災害対策等緊急事業推進費の執行について

2012/10/16 自動車局安全政策課

「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の第三回会合
開催について

2012/10/16 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

平成２４年度 地域型住宅ブランド化事業 第２回グループ募集の開始につ
いて

2012/10/16 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２４年８月分）

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/10/16 自動車局審査・リコール課リコール監理室

改善対策届出一覧表

2012/10/16 航空局安全部航空事業安全室

スカイネットアジア航空株式会社に対する厳重注意について

2012/10/17 国土政策局地方振興課

国土審議会第５回豪雪地帯対策分科会の開催について

2012/10/17 総合政策局公共事業企画調整課

情報課施工推進会議（第１１回）の開催について

2012/10/17 自動車局安全政策課

「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」中間とりまとめ
（案）の概要について

2012/10/17 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

秋篠宮同妃両殿下お成りのお知らせについて

2012/10/17 大臣官房地方課等

高知県内の入札談合事案への対応について

2012/10/18 国土技術政策総合研究所企画部企画課

第１０回環境研究シンポジウム 災害と環境－守る！備える！！乗り越え
る！！！－の開催について（お知らせ）

2012/10/18 観光庁国際観光政策課

第２回空港における訪日外国人旅行者へのサービスのあり方に関するＷＧ
を開催します

2012/10/18 港湾局計画課等

平成２４年度 第１回「港湾施設の維持管理等に関する検討会」の開催につ
いて

2012/10/18 土地・建設産業局土地市場課

企業における土地取引状況の判断についてのＤＩは全国的に上昇～土地取
引動向調査（平成２４年８月調査）の結果について～

2012/10/18 土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室

第４回「復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」の開催について

2012/10/18 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

2012/10/19 自動車局安全政策課

平成２４年度事故防止対策支援推進事業（運行管理の高度化に対する支
援）の第２次募集を行います

発表年月日

担当部局課

2012/10/19 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（住宅エコ
ポイント事業）の実施状況について（平成２４年９月末時点）

2012/10/19 土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室

第１回「不動産投資指標に関する検討委員会」の開催について

2012/10/19 国土政策局広域地方政策課

中国圏広域地方計画の平成２３年度推進状況及び総点検結果を公表いたし
ます

2012/10/19 道路局道路交通管理課ＩＴＳ推進室

若井国土交通大臣政務官のオーストリア出張について

2012/10/19 大臣官房人事課

平成２４年自動車関係功労者大臣表彰について

2012/10/22 国土技術政策総合研究所等

「土木の日」における研究所の一般公開について（お知らせ）

2012/10/22 総合政策局国際政策課国際戦略室

第１２回 日ＥＵ運輸ハイレベル協議の開催について

2012/10/22 道路局国道・防災課道路保全企画室

国道（国管理）の維持管理等に関する検討会（第３回）の開催について

2012/10/23 自動車局旅客課

バス事業のあり方検討会（第１回）の開催について

2012/10/23 住宅局建築指導課

社会資本整備審議会建築分科会 第１回建築基準制度部会の開催につい
て

2012/10/23 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～

2012/10/23 総合政策局国際政策課

第２回 日・インド建設会議の開催について

2012/10/23 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

2012/10/23 観光庁観光地域振興部観光資源課

「今しかできない旅がある」～若者旅行を応援する表彰制度（賞）のキャッチ
フレーズが決定！

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/10/23 観光庁国際観光政策課

新たな外国人観光案内所の認定制度を開始します

2012/10/23 観光庁国際交流推進課等

第２７回日韓観光振興協議会（於：函館市）を開催します

2012/10/24 大臣官房技術調査課等

国土交通省技術基本計画の素案に対する意見募集について

2012/10/24 航空局航空戦略課

第１回交通政策審議会航空分科会基本政策部会の開催について

2012/10/24 海事局海事人材政策課

交通政策審議会海事分科会第３７回船員部会の開催について

2012/10/24 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

木造建築技術先導事業の提案の募集開始について（平成２４年度第２回）

2012/10/24 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課等

土砂災害への警戒の呼びかけに関する検討会（第２回）の開催について

2012/10/24 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

第２回 下水道マネジメントのためのベンチマーキング手法に関する検討会
の開催について

2012/10/24 土地・建設産業局建設業課建設業適正取引推進指導室

１１月１日より建設業の健康保険等の加入状況に関する確認・指導が始まり
ます！

2012/10/24 総合政策局公共事業企画調整課

建設ロボット技術に関する懇談会（第１回）の開催について

2012/10/24 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

2012/10/24 総合政策局情報政策課交通統計室

航空輸送統計速報（平成２４年７月分）

2012/10/24 運輸安全委員会事務局総務課広報室

事故調査等の進捗状況について

2012/10/25 航空局航空ネットワーク部航空事業課

「羽田発着枠配分基準検討小委員会」（第４回）の開催について

発表年月日

担当部局課

2012/10/25 港湾局海洋・環境課
2012/10/25 自動車局貨物課

件
名
港湾における先進的技術を用いた低炭素化設備の導入に対する支援の選
定事業の決定について（災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進
事業）
「最低車両台数・適正運賃収受ワーキンググループ」の報告書のとりまとめ
について

2012/10/25 水管理・国土保全局河川環境課

社会資本整備審議会河川分科会「安全を持続的に確保するための今後の
河川管理のあり方検討小委員会（第３回）」の開催について

2012/10/25 水管理・国土保全局河川計画課

第２６回 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議の開催について

2012/10/25 土地・建設産業局土地市場課

平成２４年４月～６月分の不動産の取引価格情報の公表について

2012/10/25 国土政策局離島振興課

国土審議会第８回離島振興対策分科会の開催について

2012/10/25 国土政策局離島振興課

「アイランダー２０１２」を開催します～全国の島々が集まる祭典～

2012/10/25 総合政策局プロジェクト推進課交通プロジェクト室

第１回日インド港湾・物流政策対話の開催結果について

2012/10/25 総合政策局プロジェクト推進課

第６回ベトナム高速道路セミナーの開催について

2012/10/25 総合政策局環境政策課

社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会
第２２回合同会議の開催について

2012/10/25 総合政策局公共事業企画調整課等

「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２回社会資
本メンテナンス戦略小委員会」の開催について

2012/10/25 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

2012/10/25 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２４年９月調査）

2012/10/25 土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室

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
１０月１～５日現在＞

発表年月日

担当部局課

2012/10/26 観光庁観光地域振興部観光資源課

件
名
１０月２７日（土）の「ふるさとの祭り２０１２」の開催記念式典及び表彰式に羽
田国土交通大臣が出席します。

2012/10/26 政策統括官付

第８回「ＩＣＴを活用した歩行者の移動支援に関する勉強会」開催について

2012/10/26 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２４年８月末時点）

2012/10/26 水管理・国土保全局砂防部保全課

平成２４年７月の九州地方における豪雨により発生した土砂災害に対する緊
急工事の実施について

2012/10/26 水管理・国土保全局総務課等

社会資本整備審議会河川分科会（第４８回）の開催について（お知らせ）

2012/10/26 土地・建設産業局建設市場整備課

「第２回社会保険未加入対策推進協議会」の開催について

2012/10/26 大臣官房官庁営繕部管理課

大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について

2012/10/26 大臣官房地方課等

国土交通省及び高知県が発注する一般土木工事等に係る指名停止につい
て

2012/10/26 大臣官房会計課

平成２４年度経済危機対応・地域活性化予備費の使用等について

2012/10/29 土地・建設産業局企画課

農住組合功績者大臣表彰について

2012/10/29 観光庁国際交流推進課

日本商品を海外へ届ける「転送コム」との連携により、日本製品ファンの訪日
意欲を喚起します！～オールジャパン訪日プロモーション（官民連携）～

2012/10/29 観光庁観光産業課等

いま、日本の観光産業を考える！～第２回「観光産業政策検討会」を開催し
ます！～

2012/10/29 国土政策局国土情報課

「地理空間情報に係る産学官連携強化情報交換会（北陸及び中部圏）in 岐
阜」を開催します

2012/10/29 総合政策局国際政策課国際戦略室

第１２回 日ＥＵ運輸ハイレベル協議の結果概要について

発表年月日

担当部局課

件

名

2012/10/29 総合政策局国際政策課

「第３回日ベトナム交通次官級会合」の開催について（お知らせ）

2012/10/30 港湾局港湾経済課

第４回フィーダー機能強化事業評価委員会の開催について

2012/10/30 自動車局技術政策課

平成２４年度 第２回車両安全対策検討会の開催について

2012/10/30 自動車局旅客課新輸送サービス対策室

貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ（第３回）の開催について

2012/10/30 土地・建設産業局建設業課

中央建設業審議会専門委員の任命について

2012/10/30 土地・建設産業局建設業課

社会資本整備審議会専門委員の任命について

2012/10/30 大臣官房官庁営繕部管理課

大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について

2012/10/31 観光庁観光経済担当参事官付

訪日外国人消費動向調査（7-9月期）の調査結果の発表

2012/10/31 観光庁観光経済担当参事官室

共通基準による都道府県の観光入込客統計 １０月末現在の取りまとめ状
況

2012/10/31 自動車局安全政策課

「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」中間とりまとめ
について

2012/10/31 総合政策局国際政策課等

日・ノルウェー ビジネス＆テクノロジー フォーラムの開催について（我が国
海事関係事業者による海洋資源開発分野に向けた取組支援）

2012/10/31 総合政策局環境政策課

１１月はエコドライブ推進月間です！！～地球と財布にやさしいエコドライブ
を始めよう～

2012/10/31 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

2012/10/31 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２
４年８月分）

発表年月日

担当部局課

2012/10/31 総合政策局情報政策課建設統計室

件
名
建設工事受注動態統計調査報告（大手５０社調査 平成２４年９月分）（建設
関連業等動態調査 平成２４年９月分）

2012/10/31 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２４年９月分）

2012/10/31 住宅局建築指導課

アパホテル（金沢駅前）エレベーターにおける戸開走行事故について

