発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/3 土地・建設産業局建設業課

中央建設審議会委員の任命について

2013/6/3 航空局航空ネットワーク部航空事業課

航空輸送サービスに係る情報公開（平成２４年度第４回）

2013/6/3 自動車局保障制度参事官室

自動車事故による在宅重度後遺障碍者の方々を積極的に受け入れる障害者支援施設等を
募集します～短期入所協力事業の公募について～

2013/6/3 大臣官房技術調査課

グリーン購入法の特定調達品目に関する提案募集について（公共工事）（お知らせ）

2013/6/3 大臣官房技術調査課

グリーン購入法に係る公共工事の継続検討品目群（ロングリスト）の公表について（お知らせ）

2013/6/4 大臣官房人事課

閣議口頭了解案件（独立行政法人港湾空港技術研究所理事長に任命する（再任））

2013/6/4 大臣官房人事課

閣議口頭了解案件（東京地下鉄株式会社、成田国際空港株式会社及び新関西国際空港株
式会社の代表権を有する会長・社長予定者）

2013/6/4 観光庁観光地域振興部観光資源課

観光庁で実施してきた「魅力ある日本のおみやげコンテスト」事業を継続実施する事業者を募
集します！

2013/6/4 観光庁国際交流推進課

日・ＡＳＥＡＮ観光協力政策対話の東北開催について

2013/6/4 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

霞ヶ浦浄化センターにおける「高速吸着脱リン法」の実証試験結果の評価について

2013/6/4

都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備
「武家の古都・鎌倉」の世界遺産一覧表への推薦取下げの決定について
室

2013/6/4 総合政策局官民連携政策課

平成２５年度 先導的官民連携支援事業の採択案件の決定について

2013/6/4 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５月分）

2013/6/4 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

2013/6/4 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２５年３月分）

2013/6/4 海事局海事人材政策課海事振興企画室

平成２６年『海フェスタ』の開催地決定！

2013/6/4 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３１６８に係わる三菱自動車工業（株）からのリコール届出の訂正について

2013/6/5 港湾局技術企画課技術監理室等

ベトナムの港湾基準策定に関する日越合同セミナーについて

2013/6/5 自動車局技術政策課

日ＡＳＥＡＮ統合基金（ＪＡＩＦ）によるフィリピン自動車基準認証プロジェクトの開始について

2013/6/5 道路局国道・防災課

社会資本整備審議会道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会の中間とりまとめについて

2013/6/5 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

「平成２５年度 集約型都市形成に向けた計画的な緑地環境形成実証調査」に関する提案の
選定結果について

2013/6/5 土地・建設産業局建設業課

「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」に係る適用状況について

2013/6/5 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

2013/6/5 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２５年１月分速報）

2013/6/5 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２５年５月号）」

2013/6/6 観光庁国際交流推進課

日仏両国機関が観光協力に関する声明に調印します

2013/6/6 自動車局環境政策課等

平成２５年度「省エネ型ロジスティクス等推進事業費補助金（省エネ型陸上輸送実証事業）」に
係る補助事業者（執行団体）の公募について

2013/6/6 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

第２回 下水道の事業運営のあり方に関する検討会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/6 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会第１０回国土幹線道路部会の開催について

2013/6/6 自動車局審査・リコール課リコール監理室

ジャパンオートプレス株式会社による自主改善の実施について

2013/6/6 大臣官房会計課

行政事業レビュー「公開プロセス」の実施について

2013/6/6 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

2013/6/6 航空局安全部安全企画課

嘉手納周辺に係るノータムの解除について

2013/6/7 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３月分）の正誤表

2013/6/7 水管理・国土保全局水政課

参議院議員大河原雅子君提出八ッ場ダム本体関連工事に関する質問に対する答弁書につい
て

2013/6/7 海上保安庁警備救難部環境防災課

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備及び経過措置に関する政令について

2013/6/7

国土技術政策総合研究所高度情報化研究セン
ター

「大縮尺道路地図の整備・更新に関する共同研究（平成２５～２６年度）」を開始します

2013/6/7 観光庁参事官室

第３回ＭＩＣＥ国際競争力強化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～

2013/6/7 航空局航空交渉室

日本・ベトナム航空当局間協議の開催について

2013/6/7 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（21.7.28～25.5.31まで）

2013/6/7 海事局船舶産業課等

「津波救命艇ガイドラインに関する説明会」の開催について

2013/6/7 自動車局安全政策課

「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会報告書」（平成２４年度）の公表について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/7 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

平成２５年度 木造建築技術先導事業 提案の募集開始について

2013/6/7 道路局道路交通管理課

「ゆずり合い せまい道路も 広くなる」～平成２５年度「道路ふれあい月間」推進標語入選作
品決定のお知らせ～

2013/6/7 国土政策局地方振興課半島振興室

国土審議会第６回半島振興対策部会の開催について

2013/6/7 総合政策局海外プロジェクト推進課

日・トルコＩＴＳセミナーの開催について

2013/6/10 観光庁参事官室

ミャンマー等への日本人観光客増加に向けたイベントが初めて開催されます

2013/6/10 港湾局港湾経済課

横浜港における『コンテナ搬出入予約制』のプレ実証実験について

2013/6/10 海事局船舶産業課

日ノルウェー海事イノベーションセミナーの開催結果について（ノルシッピング２０１３関連イベ
ント）

2013/6/10 海事局船舶産業課等

オスロ海事サミットの開催結果について（ノルシッピング２０１３関連イベント）

2013/6/10 自動車局安全政策課

第２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

2013/6/10 自動車局貨物課

第２回「トラック産業に係る取組作業部会」の開催について

2013/6/10 住宅局建築指導課

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物に
関する対策について

2013/6/10

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７月分＞
室

2013/6/10 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４月分）

2013/6/10 観光庁総務課企画室等

観光立国推進閣僚会議（第２回）を開催します

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/11 政策統括官

第３１回 国土交通省政策評価会の開催について

2013/6/11 海事局海技課

水先制度のレビューを行いました

2013/6/11 海事局海技課

商船系大学・高等専門学校の学生の乗船実習を内航の長距離フェリー及び大型貨物船を活
用して実施～官民連携により平成２６年７月から内航海運業者による乗船実習を実施します
～

2013/6/11 自動車局整備課

第８回「自動車整備技術の高度化検討会」を開催します。

2013/6/11 住宅局市街地建築課マンション政策室

平成２５年度マンション管理適正化・再生推進に当たっての課題の解決に向けた成功事例の
収集・分析等を行う事業の募集の開始について

2013/6/11 住宅局市街地建築課マンション政策室

平成２５年度マンション管理適正化・再生推進事業の募集の開始について

2013/6/11 道路局高速道路課等

インターチェンジの追加設置について

2013/6/11 道路局高速道路課有料道路調整室等

トンネル内の附属物等の一斉点検結果について

2013/6/11 水管理・国土保全局河川環境課

平成２４年度全国水生生物調査の結果及び平成２５年度の調査の実施について（お知らせ）

2013/6/11

土地・建設産業局建設業課建設業適正取引推進
「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」を開設します。
指導室

2013/6/11 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

2013/6/11 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

2013/6/11 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３月分）

2013/6/12 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４月分）

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/12 総合政策局国際政策課

「第１１回日ASEAN次官級交通政策会合」の開催について（お知らせ）

2013/6/12 総合政策局安心生活政策課

「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂について

2013/6/12 大臣官房技術調査課等

「公共工事等における新技術活用システム」の平成２４年度新技術活用状況について～活用
件数ランキング２０の発表～

2013/6/13 観光庁国際交流推進課外客誘致室

第２８回日韓観光振興協議会（於：韓国・蔚山広域市）を開催しました！

2013/6/13 航空局航空交渉室

日本・ベトナム航空当局間協議の結果について

2013/6/13 自動車局保障制度参事官室

平成２５年度「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」の開催について

2013/6/13

水管理・国土保全局河川計画課河川情報企画室
XRAINシンポジウム～XバンドMPレーダに関する技術研究開発成果発表会～の開催について
等

2013/6/13 都市局総務課調整室

第５回 都市再構築戦略検討委員会の開催について

2013/6/13 国土政策局総合計画課

平成２５年度 集落地域における「小さな拠点」形成推進に関する調査「小さな拠点」づくりモニ
ター調査地域の募集について

2013/6/13 国土政策局地方振興課

地域づくり活動に対する中間支援活動のコンテンツ整備のための優良な取組事例調査の採
択のお知らせ

2013/6/13 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

2013/6/14 国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室

国総研が民間３社と砂丘を守るSP「浜崖後退防止工」を開発～７月２日につくば研究交流セン
ターで報告会開催～

2013/6/14 自動車局技術政策課等

超小型モビリティの運輸局長認定について～全国で初めて～

2013/6/14 住宅局住宅政策課

「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会（第３回）」の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/14 国土政策局広域地方政策課

平成２５年度広域的地域間共助推進事業の選定結果について

2013/6/14 鉄道局都市鉄道政策課

「東京の地下鉄の運営改革会議」の設置について

2013/6/17 航空局安全部安全企画課航空事業安全室

「第１３回航空安全情報分析委員会」の開催について

2013/6/17 海事局海事人材政策課

「めざせ！海技者セミナーin さっぽろ」を開催します

2013/6/17 住宅局住宅生産課

「既存住宅インスペクション・ガイドライン」の策定について

2013/6/17 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設置について

2013/6/17 都市局街路交通施設課

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（交通分
野）」に関する提案の募集について

2013/6/17 国土政策局特別地域振興官

第１０３回 奄美群島振興開発審議会の開催について

2013/6/17 総合政策局国際政策課等

ミャンマーとの陸上輸送分野における協力覚書の調印について

2013/6/18 都市局公園緑地・景観課

参議院議員山下芳生君提出平城宮跡の保全と継承に関する質問に対する答弁書について

2013/6/18 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

2013/6/18 自動車局審査・リコール課リコール監理室

三菱自動車工業（株）からの立入検査（特別監査）の結果を踏まえた改善施策の報告につい
て

2013/6/18 道路局高速道路課等

トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会報告書について

2013/6/18 総合政策局海外プロジェクト推進課

日・トルコＩＴＳ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

2013/6/18 自動車局審査・リコール課リコール監理室

株式会社ワイズギアによる後付け部品に係る自主改善の実施について

2013/6/18 自動車局審査・リコール課リコール監理室

三菱重工業株式会社による大型自動車用冷凍機に係る自主改善の実施について

2013/6/18 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

2013/6/19 航空局安全部安全企画課

第１回交通政策審議会航空分科会技術・安全部会の開催について

2013/6/19 住宅局総務課民間事業支援調整室

第１８回国土交通省独立行政法人評価委員会 住宅金融支援機構分科会の開催について

2013/6/19 水管理・国土保全局下水道部流域管理官付

「水の再利用」に関するISO専門委員会の設置と水分野で初となる幹事国の獲得についてお
知らせします

2013/6/19 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（第２回）について

2013/6/19 観光庁観光地域振興部観光資源課

若者旅行 観光庁長官賞が決定！～第一回「今しかできない旅がある」若者旅行を応援する
取組表彰～

2013/6/19 観光庁スポーツ観光推進室

「マラソン・ジャパン」の初開催について～日本の魅力的なマラソン大会を韓国でPRします～

2013/6/19 総合政策局国際政策課等

ミャンマーとの陸上輸送分野における協力覚書の調印について（報告）

2013/6/20 観光庁観光経済担当参事官室

旅行・観光消費動向調査～平成25年1-3月期（速報）、平成24年10-12月期（確報）、初めて平
成24年の国内観光旅行の満足度・再来訪意向結果の年間値がまとまりました！～

2013/6/20 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

第３回 下水道の事業運営のあり方に関する検討会の開催について

2013/6/20 都市局街路交通施設課等

津波防災まちづくりの計画策定に係る指針の策定について

2013/6/20 土地・建設産業局企画課等

第３１回国土審議会土地政策分科会不動産鑑定評価部会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/20 土地・建設産業局建設市場整備課

社会保険未加入対策の推進等に関する説明会の開催について

2013/6/20 総合政策局官民連携政策課

平成２５年度 震災復興官民連携支援事業の採択案件の決定について

2013/6/20 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

2013/6/20 観光庁国際交流推進課等

訪日外国人増加に向けた共同行動計画を策定しました～観光庁、経済産業省、日本政府観
光局、日本貿易振興機構の４者により策定～

2013/6/21 総合政策局安心生活政策課

第１回「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会」の開催について

2013/6/21 国土技術政策総合研究所河川研究部河川研究室 国土技術政策総合研究所ホームページで河川堤防の土質試験結果を初公表
2013/6/21 航空局航空交渉室

日本・インドネシア航空当局間協議の開催について

2013/6/21 港湾局計画課

交通政策審議会第５２回港湾分科会の開催について

2013/6/21 自動車局貨物課トラック事業適正化対策室

貨物自動車運送事業における適正取引推進のための関係省庁等課長級会議（社会保険等未
加入対策）の開催について

2013/6/21 都市局総務課調整室

第６回 都市再構築戦略検討委員会の開催について

2013/6/21 道路局国道・防災課等

道路トンネルの覆工コンクリートのうき・はく離を検知する新技術の公募について

2013/6/21 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会第４３回基本政策部会の開催について

2013/6/21 土地・建設産業局建設市場整備課

建設業の人材不足を改善するため、国土交通省・厚生労働省が連携～「当面の建設人材不
足対策」のとりまとめ～

2013/6/21 国土政策局離島振興課

国土審議会離島振興対策分科会 第５回離島指定検討部会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/21 総合政策局公共交通政策部交通計画課

第１１回大都市交通センサス 分析結果の公表について

2013/6/21 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４月分）

2013/6/24 港湾局海岸・防災課

第３回「港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会」の開催について

2013/6/24 海事局安全基準課等

国際海事機関（IMO）第９２回海上安全委員会の結果について

2013/6/24 国土政策局特別地域振興官

第８６回 小笠原諸島振興開発審議会の開催について

2013/6/24 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

2013/6/24 大臣官房広報課

子ども霞が関見学デーを開催します ８月７日（水）・８日（木）

2013/6/25 国土政策局広域地方政策課

平成２５年度 第１回災害対策等緊急事業推進費の執行について

2013/6/25 総合政策局物流政策課等

「総合物流施策大綱（2013-2017）」について

2013/6/25 観光庁総務課

インバウンド政策を強力に推進するための体制を整備します

2013/6/25 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

2013/6/25 北海道局参事官

平成２５年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第１回配分）の実施計画について

2013/6/25 観光庁観光経済担当参事官室

宿泊統計調査 平成２４年年間値（確定値）及び平成２５年１－３月期（暫定値）を公表します

2013/6/25 海事局安全・環境政策課

第４回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（最終回）を開催します～海
事分野における燃料革命を推進～

発表年月日

担当部局課

件

2013/6/25 都市局街路交通施設課

第１回地下街安心避難対策検討委員会の開催について

2013/6/25 国土政策局離島振興課

国土審議会第１１回離島振興対策分科会の開催について

2013/6/25 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２５年５月調査）

2013/6/25

名

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６月１～５日現在
室
＞

2013/6/25 総合政策局国際政策課

「第１１回日ASEAN次官級交通政策会合」の結果について～交通の未来を開く「新潟プロセ
ス」の合意～

2013/6/26 観光庁観光地域振興部観光資源課

「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」７８の地域とともに「タビカレ」プロジェクト本
格始動！

2013/6/26 観光庁観光産業課

「観光教育に関する学長・学部長等会議」を開催します！～観光産業界が求める人材と今後
の観光教育～

2013/6/26 航空局航空戦略課

第８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

2013/6/26 海事局海事人材政策課

交通政策審議会海事分科会第４３回船員部会の開催について

2013/6/26 海事局海技課等

プレジャーボートの発航前点検の推進について

2013/6/26 水管理・国土保全局海岸室等

海岸愛護月間の実施について～美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して～ ７月１日～７
月３１日

2013/6/26 水管理・国土保全局治水課等

河川愛護月間（７月１日～７月３１日）を実施します～せせらぎに ぼくも魚も すきとおる～

2013/6/26 土地・建設産業局建設市場整備課

平成２５年度建設資材需要連絡会合同会議の開催について

2013/6/26 土地・建設産業局不動産業課

第１回「観光立国推進のための不動産関係事業者協議会」の開催について

発表年月日

担当部局課

2013/6/26 総合政策局公共事業企画調整課

件
名
河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用に係る平成２５年度の募集につい
て

2013/6/26 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

2013/6/26 観光庁観光経済担当参事官室

宿泊旅行統計調査（平成２５年６月２５日公表） 数値の訂正

2013/6/27 観光庁総務課企画室等

観光立国推進有識者会議について

2013/6/27 自動車局技術政策課

平成２５年度 第１回車両安全対策検討会の開催について

2013/6/27 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

第５回 下水道施設の運営におけるPPP/PFIの活用に関する検討会の開催について

2013/6/27 総合政策局技術政策課

国土交通省独立行政法人評価委員会 第２１回交通関係研究所分科会の開催について

2013/6/27 総合政策局公共事業企画調整課

排出ガス対策型建設機械の指定等について

2013/6/27 総合政策局公共事業企画調整課

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

2013/6/27 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

2013/6/28 土地・建設産業局企画課鑑定評価指導室

平成２５年不動産鑑定士試験短答式試験合格者の発表について

2013/6/28 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」 三
校目を実施します。

2013/6/28 観光庁参事官室

グローバルＭＩＣＥ戦略都市を選定しました！

2013/6/28 観光庁国際交流推進課

オールジャパン訪日プロモーション事業の実施について～外務本省及び在外公館等との連携
を強化・拡大～

発表年月日

担当部局課

2013/6/28 観光庁国際交流推進課

件
名
国内最大の訪日旅行商談会「VISIT JAPAN トラベルマート2013」を開催します！～７月１日よ
り国内参加団体を募集～

2013/6/28 航空局航空交渉室

日本・インドネシア航空当局間協議の結果について

2013/6/28 航空局安全部安全企画課航空事業安全室

「第１３回航空安全情報分析委員会」の結果概要について

2013/6/28 港湾局技術企画課技術監理室

「コンテナクレーンの逸走対策等検討会」の設置について

2013/6/28 港湾局計画課

交通政策審議会第５２回港湾分科会の議事概要

2013/6/28 港湾局計画課企画室

２０１２年のコンテナ取扱貨物量（速報値）について

2013/6/28 海事局安全・環境政策課

天然ガス燃料船の普及に向けた環境が整いました～総合対策のとりまとめを完了～

2013/6/28 海事局海事人材政策課海事振興企画室

平成２５年「海の月間」について～今年の海フェスタは秋田県男鹿市・秋田市・潟上市・三種
町・大潟村で開催します！～

2013/6/28 自動車局環境政策課

「超小型モビリティの導入促進」事業の対象案件の決定について

2013/6/28 自動車局環境政策課

「地域交通グリーン化事業」の対象案件の決定について

2013/6/28 自動車局技術政策課

国連自動車基準調和世界フォーラム第１６０回会合の結果について

2013/6/28 自動車局審査・リコール課

荷台を架装する前の貨物自動車（キャブ付きシャシ）の認定制度をつくります。「製造過程自動
車の型式認定に関する規程（仮称）（国土交通省告示）」等に係る意見募集について

2013/6/28 自動車局審査・リコール課リコール監理室

エアブレーキを装備したトラックでは、ブレーキのバタ踏みは危険です！

2013/6/28 自動車局安全政策課

国際海上コンテナ陸上運送 新安全輸送ガイドラインの策定について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/6/28 鉄道局都市鉄道政策課駅機能高度化推進室等

ホームドアの整備状況について

2013/6/28 鉄道局鉄道事業課

第３２回独立行政法人評価委員会鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会の開催及び傍聴
について

2013/6/28 住宅局住宅政策課

「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会報告書」とりまとめについて

2013/6/28 住宅局総務課民間事業支援調整室

第３１回国土交通省独立行政法人評価委員会都市再生機構分科会の開催及び傍聴について

2013/6/28 水管理・国土保全局防災課等

「国土交通省 南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部」（第１回）及び「対策計画策定
ワーキンググループ」（第１回）合同会議の開催について

2013/6/28 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２回募集分）の実
施について～第２回実施事業が決定しました～

2013/6/28 総合政策局安心生活政策課

「公共交通事業者による被害者等支援計画」の策定・公表について

2013/6/28 総合政策局公共事業企画調整課等

平成２５年度 「手づくり郷土賞」の募集開始について

2013/6/28 総合政策局情報政策課建設統計室

平成２５年度建設投資見通し

2013/6/28 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５月分）（建設関連業等動態調
査 平成２５年５月分）

2013/6/28 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５月分）

2013/6/28

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策
平成２５年度 主要建設資材需要見通し
室

