発表年月日

担当部局課

件

名

2013/5/1 観光庁観光経済担当参事官室

第１３回観光統計グローバルフォーラムが２０１４年１１月に奈良で開催されます

2013/5/1 観光庁国際観光政策課

坂井国土交通大臣政務官の海外出張について

2013/5/1 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号３１４０に係わる対象車両の確定報告について

2013/5/1 住宅局建築指導課等

平成２５年度 建築基準整備促進事業の事業主体の募集について

2013/5/1 国土政策局特別地域振興官

第８５回 小笠原諸島振興開発審議会の開催について

2013/5/1

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策 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２５年４月１～５日現在
室
＞

2013/5/1 総合政策局物流政策課等

「新しい総合物流施策大綱の策定に向けた有識者検討委員会」提言の公表について

2013/5/2 観光庁参事官室

第３回ＭＩＣＥ国際競争力強化委員会企画小委員会を開催します～世界に後れを取る我が国
ＭＩＣＥビジネスの復活を図る～

2013/5/2 観光庁総務課

交通政策審議会観光分科会（第２１回）を開催します

2013/5/2 港湾局産業港湾課

梶山国土交通副大臣のシンガポール出張について

2013/5/2 自動車局安全政策課

第１回国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議の開催について

2013/5/2 住宅局建築指導課

コースター等の事故防止について

2013/5/2 道路局道路交通管理課ＩＴＳ推進室等

第４回「オートパイロットシステムに関する検討会」の開催について

2013/5/7 土地・建設産業局建設業課

都道府県における公共工事設計労務単価の引き上げ等について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/5/7 土地・建設産業局地価調査課

地価公示のあり方に関する検討会の報告書について

2013/5/7 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

2013/5/7 観光庁国際観光政策課

坂井国土交通大臣政務官の海外出張について（結果概要）

2013/5/8 海事局安全・環境政策課

天然ガス燃料船の普及促進に向けた総合対策検討委員会（第３回）を開催します～海事分野
における燃料革命を推進～

2013/5/8 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会第９回国土幹線道路部会の開催について

2013/5/8 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２５年４月分）

2013/5/8 自動車局審査・リコール課リコール監理室

極東開発工業株式会社によるベーンポンプの自主改善の実施について

2013/5/8 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

2013/5/8 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２５年２月分）

2013/5/8 土地・建設産業局参事官室（土地市場担当）

不動産価格指数（住宅）（平成２４年１２月分速報）

2013/5/9 港湾局産業港湾課

梶山国土交通副大臣のシンガポール出張結果概要について

2013/5/9 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（21.7.28～25.4.30まで）

2013/5/9 道路局国道・防災課等

社会資本整備審議会道路分科会第４回道路メンテナンス技術小委員会の開催について

2013/5/9 土地・建設産業局建設業課

平成２４年度「復旧・復興工事に係る法令遵守の徹底」の活動結果等について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/5/9 土地・建設産業局建設市場整備課

公共事業労務費調査（平成２４年１０月調査）における社会保険加入状況調査結果について

2013/5/9 自動車局審査・リコール課リコール監理室

ヤマハ発動機（株）による補修用キャブレターの自主改善の実施について

2013/5/9 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

2013/5/10 観光庁国際交流推進課

「Japan-ASEAN Travel Mart 2013」を初めて開催します！～海外から１００を超えるバイヤー
が参加します～

2013/5/10 航空局航空交渉室

日本・トルコ航空当局間協議の開催について

2013/5/10 自動車局環境政策課

「超小型モビリティの導入促進」事業の公募について

2013/5/10 海事局人材政策課

「めざせ！海技者セミナー in TOKYO」を開催します

2013/5/10 自動車局環境政策課

「電気自動車による地域交通グリーン化事業」の公募について

2013/5/10 自動車局技術政策課

平成２４年度自動車アセスメント・チャイルドシートアセスメント結果を公表します！

2013/5/10 自動車局審査・リコール課

輸入自動車特別取扱制度（ＰＨＰ）の年間販売予定上限台数を引き上げました。

2013/5/10 住宅局住宅生産課

「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会（第２回）」の開催について

2013/5/10 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２５年３月分）

2013/5/10 都市局総務課調整室

第３回 都市再構築戦略検討委員会の開催について

2013/5/10 自動車局審査・リコール課リコール監理室

ビー・エム・ダブリュー（株）による自主改善の実施について

発表年月日

担当部局課

2013/5/10 自動車局審査・リコール課リコール監理室
2013/5/10

件

名

リコール届出一覧表

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策
主要建設資材月別需要予測＜平成２５年６月分＞
室

2013/5/10 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２５年３月分及び平成２４年度分）

2013/5/10 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２５年４月号）」

2013/5/13 航空局航空戦略課国際企画室等

モンゴルにおける新空港プロジェクトの我が国企業による受注について

2013/5/14 大臣官房技術調査課等

平成２５年度予算に向けた個別公共事業評価（その２）について

2013/5/14 土地・建設産業局企画課

第１７回国土審議会土地政策分科会の開催について

2013/5/14 住宅局安心居住推進課

平成２５年度高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業（先導的事業）の公募について

2013/5/14 土地・建設産業局建設業課

平成２４年度「建設業法令遵守推進本部」の活動結果等について

2013/5/14 自動車局審査・リコール課リコール監理室

プジョー・シトロエン・ジャポン（株）による自主改善の実施について

2013/5/14 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

2013/5/14 航空局安全部航空機安全課

ボーイング７８７型機への国土交通省政務の視察・搭乗について

2013/5/15 大臣官房会計課等

平成２５年度 国土交通省関係予算配分について

2013/5/15 観光庁国際交流推進課

「日韓文化観光交流の夕べ」が福島県福島市で開催されます！

発表年月日

担当部局課

2013/5/15 自動車局安全政策課
2013/5/15

件

名

高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準の策定について

水管理・国土保全局河川計画課河川計画調整室
「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画【大臣管理区間】」の策定について
等

2013/5/15 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 提言のとりまとめについて

2013/5/15 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

2013/5/15 総合政策局情報政策課交通統計室

造船統計速報（平成２５年３月分）

2013/5/15 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２５年１月分）

2013/5/15 大臣官房技術調査課等

平成２５年度予算に向けた個別公共事業評価（その３）について

2013/5/16 大臣官房総務課

国土交通省組織令の一部を改正する政令について

2013/5/16 国土技術政策総合研究所企画部等

平成２５年度から新たに８つの「プロジェクト研究」を始めます！

2013/5/16 国土技術政策総合研究所企画部企画課

国総研の災害対応・社会資本の維持管理等に関する機能強化について（お知らせ）

2013/5/16 北海道局総務課

国土審議会第１４回北海道開発分科会の開催について

2013/5/16 港湾局技術企画課技術監理室

第２回「港湾の津波避難施設の設計検討ＷＧ」の開催について

2013/5/16 住宅局建築指導課

非一級建築士による一級建築士詐称について

2013/5/16 住宅局建築指導課

社会資本整備審議会建築分科会第６回建築基準制度部会の開催について

発表年月日

担当部局課

2013/5/16 土地・建設産業局建設市場整備課

件
名
「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業」におけるステップアップ支援の公募につい
て

2013/5/16 国土政策局広域地方政策課

平成２５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１回募集分）の実
施について～第１回実施事業が決定しました～

2013/5/17 航空局安全部航空機安全課

ボーイング７８７型機への坂井国土交通大臣政務官の視察・搭乗について

2013/5/17 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

平成２５年度観光地域ブランド確立支援事業の補助採択を行いました。

2013/5/17 海事局運航労務課

日本海事協会を海事労働検査の登録検査機関第１号に！

2013/5/17 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課等

第２回アジア・太平洋水サミットの参加について

2013/5/17 土地・建設産業局不動産業課

マンション管理業者への全国一斉立入検査結果（平成２４年度）の概要について

2013/5/17 土地・建設産業局建設業課

第６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

2013/5/17 国土政策局特別地域振興官

第１０２回 奄美群島振興開発審議会の開催について

2013/5/17 総合政策局国際戦略室等

第６回 国際交通大臣会議（ＩＴＦ）の開催について

2013/5/17 大臣官房技術調査課等

「交通政策審議会 第６回技術分科会」及び「社会資本整備審議会・交通政策審議会 第１２
回技術部会」の開催について

2013/5/17 大臣官房会計課公共事業予算執行管理室

平成２５年度国土交通省所管事業の執行に関する通達について

2013/5/17 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６回社会資本メンテナンス
戦略小委員会」の開催について

2013/5/17 観光庁総務課企画室

第３回観光立国推進ワーキングチームを開催します

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/5/20 総合政策局海洋政策課

国際海事機関（ＩＭＯ)第６５回海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ６５）の開催結果

2013/5/20 観光庁観光地域振興部観光資源課

通訳案内士試験の願書受付が始まりました！「準会場制度」を今回の試験から導入します。

2013/5/20 航空局航空交渉室

日本・トルコ航空当局間協議の結果について

2013/5/20 自動車局技術政策課

平成２５年度自動車事故対策費補助金（事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車（ＡＳ
Ｖ）の導入に対する支援））の募集を開始します。

2013/5/20 自動車局貨物課等

「グローバルスタンダードに向けた天然ガス自動車普及戦略シンポジウム」～日本の基幹物流
を担う大型天然ガストラックの普及に向けて～の開催について

2013/5/20 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課等

下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）の実証事業の選定について

2013/5/20 土地・建設産業局地籍整備課

平成２５年度地籍整備推進調査費補助金の募集開始～民間事業者等への直接交付制度が
創設されました～

2013/5/20 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

2013/5/20 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

2013/5/21 大臣官房人事課

閣議口頭了解案件（北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の代表権を有す
る会長・社長予定者）

2013/5/21 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２５年３月分）

2013/5/21 観光庁観光産業課

平成２４年度主要旅行業者旅行取扱状況年度総計（速報）（平成２４年４月分～平成２５年３月
分）

2013/5/21 航空局航空ネットワーク部航空事業課

「公的支援に関する競争政策検討小委員会」（第４回）の開催について

2013/5/21 住宅局住宅生産課

「平成２５年度住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」の公募開始について

発表年月日

担当部局課

2013/5/22 港湾局海洋・環境課

件
名
『プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画』の
策定について

2013/5/22 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２５年３月分）」記者発表資料の一部訂正について

2013/5/22 観光庁観光産業課

「主要旅行業者の旅行取扱状況年度総計（速報）」記者発表資料の一部訂正について

2013/5/22 海事局海事人材政策課

交通政策審議会海事分科会第４２回船員部会の開催について

2013/5/22 海事局海事人材政策課

「めざせ！海技者セミナーin FUKUOKA」を開催します

2013/5/22 国土政策局国土情報課

平成２５年度 国土政策関係研究支援事業の公募のお知らせ

2013/5/22 大臣官房官庁営繕部計画課

平成２５年度 営繕工事の発注の見通しの公表について

2013/5/22 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室等

平成２５年度 建設コンサルタント業務等の発注の見通しの公表（追加）について

2013/5/23 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

「観光プロモーションin 羽田空港」を実施する８団体が決定！

2013/5/23 公共交通事故被害者支援室

「公共交通事故被害者支援（Ⅰ期）研修」の実施について

2013/5/23 自動車局審査・リコール課リコール監理室

本田技研工業株式会社による後付け用品に関わる自主改善の実施について

2013/5/23 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

2013/5/23 航空局航空ネットワーク部航空事業課

「公的支援に関する競争政策検討小委員会」報告書について

2013/5/24 海事局内航課

第１回大規模災害時の船舶の活用等に関する調査検討会について

発表年月日

担当部局課

2013/5/24 自動車局貨物課等

件
名
日本経済団体連合会及び日本商工会議所に対する燃料油価格高騰下における適正取引推
進に関する緊急協力要請について

2013/5/24 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

2013/5/24 道路局高速道路課

第５回「トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会」の開催について

2013/5/24 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課等

第２回アジア・太平洋水サミットの参加について（結果）

2013/5/24 水管理・国土保全局砂防部砂防企画課

土砂災害防止月間（６月１日～６月３０日）を実施します～日頃の備え・早めの避難が重要で
す～

2013/5/24 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

2013/5/24 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

2013/5/24 都市局総務課調整室

第４回 都市再構築戦略検討委員会の開催について

2013/5/24 土地・建設産業局参事官付

平成２４年度に証券化された不動産の資産額は３．３兆円（前年度比約１．５倍）～平成２４年
度 不動産証券化の実態調査～

2013/5/24 大臣官房地方課公共工事契約指導室

国土交通省が発注したプレストレス・コンクリートによる橋梁の新設工事に係る損害賠償請求
について

2013/5/24 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

2013/5/24 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２５年２月分）

2013/5/24 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２５年４月調査）

2013/5/24

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策 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２５年５月１～５日現在
室
＞

発表年月日

担当部局課

2013/5/27 海事局海技課

件
名
船員教育機関への入学応募者が増加 海技教育機構への応募者は毎年増加し、４年間で約
７割増に

2013/5/27 海事局検査測度課

船舶トン数の適正化の実施～１０６７隻に立入検査を行い漁船の２５％を是正（平成２４年度）
～

2013/5/27 住宅局建築指導課

東日本大震災における非構造部材等の被害調査について

2013/5/27 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

平成２５年度 地域型住宅ブランド化事業、グループ募集の開始について

2013/5/27 都市局まちづくり推進課等

第３１回「まちづくり月間」について～主要行事の開催及び国土交通大臣表彰受賞者等の決
定～

2013/5/27 都市局まちづくり推進課官民連携推進室

第２回まちづくり法人国土交通大臣表彰受賞者の決定について

2013/5/27 都市局公園緑地・景観課等

平成２５年度 都市景観賞【都市空間部門】、【景観教育・普及啓発部門】受賞地区、団体につ
いて

2013/5/27 土地・建設産業局国際課

海外建設プロジェクトにおける紛争事例の判例集を公表します～建設企業の海外プロジェクト
における契約リスク低減を支援～

2013/5/27 大臣官房地方課等

地域の建設産業及び入札契約制度のあり方検討会議について

2013/5/27 総合政策局国際戦略室等

第６回 国際交通大臣会議（ＩＴＦ）の開催概要について

2013/5/27 総合政策局参事官（社会資本整備）付

社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会合同会議について

2013/5/28 観光庁国際観光政策課

平成２５年度第１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

2013/5/28 航空局安全部空港安全・保安対策課

第３回「空港内の施設の維持管理等に係る検討委員会」の開催について

2013/5/28 航空局航空戦略課

第７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

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/5/28 港湾局産業港湾課

「クルーズの振興のためのワンストップ窓口」の設置について～連絡調整会議を開催します～

2013/5/28 土地・建設産業局建設業課

建設業許可業者数調査の結果について－建設業許可業者の現況（平成２５年３月末現在）－

2013/5/28 総合政策局技術政策課等

国土交通省海洋の利用に関する技術開発推進本部会合（第１回）を開催します

2013/5/29 観光庁観光経済担当参事官室

平成２３年（２０１１年）分の旅行消費額（確定値）を取りまとめました！

2013/5/29 自動車局整備課等

「不正改造車を排除する運動」と「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の強化月間（６月１日～３
０日）が始まります～街頭検査などを実施し、不正改造車を市場から排除します～

2013/5/29 自動車局安全政策課

平成２５年度事故防止対策支援推進事業（社内安全教育の実施に対する支援）コンサルティ
ングの認定申請を開始します。

2013/5/29 港湾局産業港湾課

「クルーズの振興のためのワンストップ窓口」の設置について～連絡調整会議結果報告～

2013/5/29 住宅局住宅生産課

「平成２５年度 住宅・建築物省エネ改修等推進事業」の提案募集の開始について

2013/5/29 住宅局住宅生産課

「平成２５年度住宅・建築関連先導技術開発助成事業」の提案募集の開始について

2013/5/29 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

第８回「土砂災害・全国統一防災訓練」を実施します。

2013/5/29 都市局公園緑地・景観課

平成２５年度先導的都市環境形成促進事業「先導的都市環境形成促進モデル事業（みどり分
野）」「先進緑化技術開発助成事業」に関する提案の募集について

2013/5/29 土地・建設産業局建設業課

建設業法に基づく技術検定の合格基準の公表について

2013/5/29 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「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方につい
て」中間答申の手交について

2013/5/29 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

2013/5/29 土地・建設産業局地価調査課

件
名
平成２５年第１四半期 主要都市の高度利用地地価動向報告～地価ＬＯＯＫレポート～につい
て

2013/5/30 観光庁観光地域振興部観光資源課

旅で日本の若者に無限の可能性を！学生に旅の意義・素晴らしさを伝える「若旅★授業」 二
校目を実施します。

2013/5/30 観光庁国際観光政策課等

訪日外国人旅行者のためのお役立ちサイト「Safety tips for travelers」がオープンします！

2013/5/30 水管理・国土保全局治水課

第９回水害サミットの開催について（お知らせ）

2013/5/30 水管理・国土保全局治水課

近年の堤防盛土施工箇所における堤防のり面の臨時点検結果及び対策について

2013/5/30

水管理・国土保全局砂防部砂防計画課地震・火 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的
山砂防室等
な運用の見直しについて

2013/5/30 都市局公園緑地・景観課

「平成２５年度 歴史的風致維持向上推進等調査」に関する提案の選定結果について

2013/5/30 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２５年３月末時点）

2013/5/30 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

2013/5/31 運輸安全委員会事務局総務課広報室

船舶事故等調査報告書一覧のみ（地方事務所取り扱い案件）

2013/5/31 運輸安全委員会事務局総務課広報室

船舶事故調査報告一覧（ＭＡ２０１３－５）

2013/5/31 運輸安全委員会事務局総務課広報室

鉄道事故調査報告一覧（ＲＡ２０１３－４）

2013/5/31 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 １４県が平成２４年年間値を公表しました！！

2013/5/31 観光庁観光経済担当参事官室

最近の訪日外国人の動向を分析しました～韓国・タイからの観光客の消費動向とＬＣＣ利用者
の特徴について～『訪日観光消費動向調査（トピックス分析）』

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/5/31 観光庁総務課

第１回沖縄観光振興会議の開催について

2013/5/31 政策統括官付

平成２５年度 ユニバーサル社会に対応した歩行者移動支援に関する現地事業実施箇所の
選定結果について

2013/5/31 鉄道局技術企画課

北海道旅客鉄道（株）石勝線列車脱線事故に係る対応について

2013/5/31 住宅局建築指導課

違法設置の疑いのある昇降機の緊急点検等の実施状況について

2013/5/31 住宅局住宅生産課

「平成２５年度（第１回）住宅・建築物省CO2先導事業」の提案募集の開始について

2013/5/31 道路局環境安全課道路交通安全対策室

通学路における緊急合同点検結果に基づく対策の実施状況について

2013/5/31 水管理・国土保全局河川計画課

「水と災害ハイレベル・パネル」第１回会合の開催について

2013/5/31 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２５年３月分及び平
成２４年度分）

2013/5/31 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２５年４月分）（建設関連業等動態調
査 平成２５年４月分）

2013/5/31 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２５年４月分）

2013/5/31 海上保安庁海洋情報部環境調査課等

「東京湾再生のための行動計画（第二期）を策定しました

