発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/2 観光庁観光地域振興部観光資源課

旅のきっかけづくり 究極のお土産を発掘します！！

2013/9/2 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２５年度第１回）

2013/9/2 港湾局技術企画課技術監理室

港湾の施設の技術上の基準に係る「登録確認機関」の登録の更新について

2013/9/2 住宅局住宅生産課

社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会（第１０回）の開催について

2013/9/2 道路局環境安全課

第１回 ラウンドアバウト検討委員会の開催について

2013/9/2 総合政策局国際政策課

「日露都市環境協議会」（仮称）設立及び参加者の公募について

2013/9/3 観光庁国際観光課外客誘致室

平成２５年９月８日（日）に兵庫県神戸市にて、第８回日中韓教育旅行シンポジウムを開催し
ます！

2013/9/3 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

インドネシア国マルク州アンボン島における天然ダム決壊に関する緊急現地調査結果につ
いて

2013/9/3 水管理・国土保全局河川計画課等

ＸＲＡＩＮ（ＸバンドＭＰレーダネットワーク）配信エリア拡大！

2013/9/3 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

平成２５年度（第６回）国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」受賞団体の決定及び表彰式
の開催について

2013/9/3 総合政策局国際政策課

第８回ＡＰＥＣ交通大臣会合の開催について

2013/9/3 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８月分）

2013/9/3 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

2013/9/3 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６月分）

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/3 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６月分）

2013/9/4 国土技術政策総合研究所等

全国初、低コスト技術のパッケージ採用により下水道建設費３割削減～国総研と愛知県美浜
町による、厳しい財政下でも経営可能な下水道計画～

2013/9/4 航空局航空ネットワーク部航空事業課

羽田発着枠政策コンテストへの提案募集の開始について

2013/9/4 自動車局整備課

平成２６年度自動車整備士技能検定試験実施計画について

2013/9/4 総合政策局海外プロジェクト推進課等

防災技術の海外展開に関する新組織設立準備会議について

2013/9/4 総合政策局公共交通政策部交通計画課

第９回 交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会の開催について

2013/9/4 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

2013/9/4 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４月分速報）

2013/9/5

国土技術政策総合研究所建築研究部基準認証 平成２５年９月２日に発生した竜巻による埼玉県越谷市、北葛飾郡松伏町及び千葉県野田
システム研究室等
市での建築物等被害（速報）について

2013/9/5 北海道局農林水産課

東武百貨店池袋店「秋の大北海道展」への参加について（「わが村は美しく－北海道」運動）

2013/9/5 総合政策局海外プロジェクト推進課

インドネシア国公共事業省との社会資本整備分野に係る覚書の調印及び第１回日・インドネ
シア建設次官級会合の開催について

2013/9/5 自動車局審査・リコール課リコール監理室

三菱ふそうトラック・バス株式会社が交換修理用として販売した、シートベルト（プリテンショ
ナー付）に関わる自主改善の実施について

2013/9/5 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

2013/9/5 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２５年８月号）」

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/5 総合政策局国際政策課

第８回ＡＰＥＣ交通大臣会合の結果概要

2013/9/6 総合政策局国際政策課

第８回ＡＰＥＣ交通大臣会合 テクニカルツアーの実施結果概要

2013/9/6 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会船員部会全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会の開催につ
いて

2013/9/6 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（21.7.28～25.8.31まで）

2013/9/6 自動車局保障制度参事官室

自動車安全運転や自動車事故現場等における救急法に関する講習を行う事業（自動車事故
対策費補助事業）を追加募集します！！

2013/9/6 鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室

第２９回「エコレールマーク」の認定について

2013/9/6 住宅局建築指導課等

違法貸しルーム対策に関する通知について

2013/9/6 住宅局住宅政策課等

平成２５年度「住生活月間」の実施について

2013/9/6 総合政策局海外プロジェクト推進課等

梶山国土交通副大臣のインド出張について（結果概要）

2013/9/6 大臣官房技術調査課等

平成２５年度 国土交通省国土技術研究会の開催について

2013/9/6 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

2013/9/6 観光庁国際会議等担当参事官室

本保芳明・首都大学東京教授（元観光庁長官）の世界観光倫理委員会委員就任について

2013/9/9 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会船員部会海上旅客運送業最低賃金専門部会の開催について

2013/9/9 海事局内航課

第２回大規模災害時の船舶の活用等に関する調査検討会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/9 土地・建設産業局建設業課

第７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

2013/9/9 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

2013/9/10 住宅局建築指導課

平成２５年一級建築士試験「学科の試験」の合格者の発表について

2013/9/10 観光庁国際会議等担当参事官室等

タレブ・リファイ国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）事務局長の訪日について

2013/9/10 航空局航空交渉室

日本・フィリピン航空当局間協議の開催について

2013/9/10

航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画
平成２３年度空港別収支（試算結果）の公表
課

2013/9/10 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会船員部会漁業（大型いか釣り）最低賃金専門部会の開催につい
て

2013/9/10 自動車局整備課

「自動車整備技術の高度化検討会」のとりまとめについて

2013/9/10 自動車局貨物課

受委託点呼（共同点呼）のモデル契約書等の公表について

2013/9/10 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採択課題の決定について

2013/9/10 土地・建設産業局建設市場整備課

「第３回 社会保険未加入対策推進協議会」の開催について

2013/9/10

土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導
室

入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について

2013/9/10

土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導
室

「建設業取引適正化推進月間」について

2013/9/10

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対
策室

主要建設資材月別需要予測＜平成２５年１０月分＞

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/10 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７月分）

2013/9/10 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７月分）

2013/9/10 総合政策局海外プロジェクト推進課

太田国土交通大臣のタイ・ベトナム出張について

2013/9/11 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会船員部会漁業（遠洋まぐろ）最低賃金専門部会の開催について

2013/9/11 道路局企画課等

道路案内標識における英語表記について～外国人旅行者にも分かりやすい道路の案内標
識へ～

2013/9/11 水管理・国土保全局河川環境課

「美しい水辺とまち」風景写真募集について－水辺とまちの未来創造プロジェクト－

2013/9/11 土地・建設産業局国際課

地方・中小建設企業の海外展開を支援

2013/9/11 土地・建設産業局総務課

平成２５年度「土地月間」について

2013/9/11 総合政策局情報政策課建設統計室

住宅着工統計による再建築状況の概要（平成２４年度分）

2013/9/11 大臣官房官庁営繕部計画課

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

2013/9/11 大臣官房人事課

平成２５年地域公共交通優良団体大臣表彰について

2013/9/11 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

2013/9/12 観光庁外客受入参事官室

医療観光プロモーション推進連絡会総会を開催します

2013/9/12 観光庁外客受入参事官室

第１１回インバウンド医療観光に関する研究会を開催します

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/12 港湾局産業港湾課国際企画室

PIANC MarCom Seminar in Japan 2013 の開催について

2013/9/12 自動車局安全政策課

第３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

2013/9/12 鉄道局鉄道サービス政策室

「鉄道の日」実行委員会による第１２回「日本鉄道賞」の受賞者の決定について

2013/9/12 住宅局住宅生産課

平成２５年度（第１回）住宅・建築物省CO2先導事業の採択プロジェクトの決定について

2013/9/12 水管理・国土保全局治水課等

～「100mm/h安心プラン」”全国初”の登録～

2013/9/12 総合政策局国際政策課

Results of 8th APEC Transportation Ministerial Meeting(TMM8) Technical Tours

2013/9/12 総合政策局海外プロジェクト推進課

赤澤国土交通大臣政務官のラオス・タイ出張について

2013/9/12 大臣官房技術調査課等

「東日本大震災の被災地で適用する積算基準」の策定について

2013/9/12 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

2013/9/13 国土技術政策総合研究所企画部企画課等

建物タイルの落下防止のための「外壁診断ロボット」実用化～実建築物を対象とした国総研
との共同研究者の募集～

2013/9/13 運輸審議会審理室

Peach・Aviation株式会社からの混雑空港運航許可申請（成田国際空港）に関する公示につ
いて

2013/9/13 観光庁観光産業課

第１回ユニバーサルツーリズムの普及・促進に関する検討会を開催します

2013/9/13 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２５年７月分）

2013/9/13 航空局航空交渉室

日本・フィリピン航空当局間協議の結果について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/13 自動車局安全政策課等

路線バスでの転倒事故にご注意ください！

2013/9/13 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

2013/9/13 土地・建設産業局参事官（土地市場担当）

「環境不動産普及促進検討委員会（平成２５年度 第１回）」の開催について

2013/9/13 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９回基本問題小委員
会」の開催について

2013/9/13 総合政策局海外プロジェクト推進課

松下国土交通大臣政務官のトルコ・南アフリカ出張について

2013/9/13 総合政策局海外プロジェクト推進課

インドネシア国公共事業省との社会資本整備分野に係る覚書の調印及び第１回日・インドネ
シア建設次官級会合の開催について（報告）

2013/9/13 大臣官房技術調査課等

第５回「ものづくり日本大賞」内閣総理大臣受賞者について

2013/9/13 大臣官房人事課

平成２５年（第６１回）「空の日」航空関係功労者大臣表彰について

2013/9/13 自動車局審査・リコール課リコール監理室

新明和工業（株）によるテールゲートリフタの自主改善の実施について

2013/9/13 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

2013/9/13 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

2013/9/17 観光庁観光戦略課調査室

宿泊統計調査（平成２５年４月～６月）

2013/9/17 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会船員部会第２回漁業（大型いかり釣り）最低賃金専門部会の開
催について

2013/9/17 自動車局安全政策課安全監理室

自動車運送事業の「安全管理体制の強化」及び「効率的・効果的な監査、実効性のある処分
の実施」について

発表年月日

担当部局課

2013/9/17 住宅局安心居住推進課

件
名
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）の選定結果に
ついて

2013/9/17 住宅局住宅生産課

「平成２５年度（第２回）住宅・建築物省CO2先導事業」の提案募集の開始について

2013/9/17 住宅局建築指導課

一級建築士の懲戒処分について

2013/9/17 水管理・国土保全局砂防部保全課

秋田県仙北市田沢湖田沢供養佛地区における土石流災害に対する緊急工事の実施につい
て

2013/9/17 土地・建設産業局建設市場整備課

「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業 ステップアップ支援」支援対象事業者を選
定しました

2013/9/17 総合政策局情報政策課建設統計室

建設総合統計（平成２５年７月分）について

2013/9/17 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

2013/9/17 総合政策局海外プロジェクト推進課

太田国土交通大臣のタイ・ベトナム要人との会談結果（報告）

2013/9/18 観光庁観光政策課

国土交通省観光立国推進本部ワーキンググループ（第６回）及び、観光立国推進ワーキング
チーム（第５回）を開催します

2013/9/18 港湾局技術企画課技術監理室

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 他の一部改正について

2013/9/18 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課

成田空港周辺の団結小屋等に対する使用禁止命令について

2013/9/18 港湾局海岸・防災課

第５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

2013/9/18 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））の申込受付を終了します。

2013/9/18 総合政策局物流政策課

平成２５年度「モーダルシフト等推進事業」（補助事業）の認定について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/18 自動車局審査・リコール課リコール監理室

ハーレーダビットソンジャパン株式会社による自主改善の実施について

2013/9/19 水管理・国土保全局防災課災害対策室等等

～台風第１８号及び前線による大雨に対する国土交通省の対応～TEC-FORCE（緊急災害
対策派遣隊）の広域派遣による被災自治体支援

2013/9/19 航空局首都圏空港課等

ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」が始まります！

2013/9/19

水管理・国土保全局水資源部水資源計画課総
合水資源管理戦略室等

国土交通省渇水対策本部の解散について

2013/9/19

土地・建設産業局建設業課建設業適正取引推
進指導室

「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」に寄せられた相談内容等を公表します。

2013/9/19 土地・建設産業局不動産業課

「不動産流通市場活性化のための講習会」の開催について

2013/9/19 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

2013/9/20

水管理・国土保全局砂防部砂防計画課地震・火 平成２５年９月２０日０２時２５分頃の福島県浜通りの地震に伴う土砂災害警戒情報発表基準
山砂防室等
の暫定的な運用について

2013/9/20 航空局航空戦略課国際企画室等

第３８回国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）総会の開催について

2013/9/20 海事局船舶産業課

常石造船（株）多度津工場の分社化に係る事業再構築計画の認定について

2013/9/20 海事局船舶産業課

バンコクにおける「内航タンカー近代化支援セミナー」の開催結果について

2013/9/20 自動車局旅客課新輸送サービス対策室等

「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に基づく貸切バス事業者の認定について

2013/9/20 住宅局住宅政策課

「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル（第一回）」の開催について

2013/9/20 住宅局建築指導課

防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査の結果等について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/20 水管理・国土保全局河川計画課等

水管理・国土保全局所管施設（河川・ダム・砂防）の集中点検の結果について

2013/9/20 総合政策局物流政策課等

総合物流施策推進プログラムについて

2013/9/20 総合政策局情報政策課

「情報化月間」における国土交通大臣表彰について

2013/9/20 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

2013/9/20

観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官
外国人留学生との座談会を開催します！
付

2013/9/20 土地・建設産業局地価調査課

平成２５年都道府県地価の実施状況及び地価の状況

2013/9/21 鉄道局施設課

軌道の保守管理に係る緊急点検について

2013/9/24 観光庁総務課調整室

「第５回観光庁長官表彰」を実施いたします！

2013/9/24 航空局航空戦略課

第９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

2013/9/24 海事局船員政策課

平成２５年度「開発途上国船員養成事業（教育者受入）」の開始について

2013/9/24 海事局総務課国際企画調整室

第２回日韓海運協議の開催について

2013/9/24 土地・建設産業局建設業課等

「浄化槽の日」関連行事等について

2013/9/24 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

平成２５年度「都市緑化月間」（１０月１日～１０月３１日）が始まります～ひろげよう 育てよう
みどりの都市～

2013/9/24 総合政策局海外プロジェクト推進課

松下国土交通大臣政務官のトルコ・南アフリカ出張について（結果概要）

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/24 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

2013/9/25 自動車局整備課

平成２５年度自動車整備士技能検定合格者の発表等について

2013/9/25 大臣官房公共事業調査室等

「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 社会資本メンテナンス戦略
小委員会 現地視察会」の開催について

2013/9/25 国土技術政策総合研究所

木造３階建て学校の実大火災実験（本実験）の実施

2013/9/25 観光庁国際観光課外客誘致室

第１回「日韓地方観光交流サミット」を開催します！

2013/9/25 観光庁観光産業課

第１回旅行産業研究会を開催します

2013/9/25 海事局安全政策課

第２回「コンテナ運搬船安全対策検討委員会」開催について

2013/9/25 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第４６回船員部会の開催について

2013/9/25 海事局内航課

大震災災害時の船舶の活用等に関する調査検討会 中間とりまとめについて

2013/9/25 住宅局建築指導課

違法貸しルームの是正指導等の状況について

2013/9/25 総合政策局技術政策課

「運輸分野における基礎的研究推進制度」により実施された研究開発課題（平成２４年度終
了案件）に係る評価結果について

2013/9/25 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

2013/9/26 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会船員部会第２回漁業（遠洋まぐろ）最低賃金専門部会の開催に
ついて

2013/9/26 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

第５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

2013/9/26 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

件
名
「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）」につい
て

2013/9/26 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

2013/9/26 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

2013/9/26 総合政策局海外プロジェクト推進課

赤澤国土交通大臣政務官のラオス・タイ出張について（結果概要）

2013/9/26 自動車局審査・リコール課リコール監理室

マツダ株式会社による自主改善の実施について

2013/9/26 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

2013/9/26 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８月調査）

2013/9/26

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２５年９月１～５日現
在＞

2013/9/25 鉄道局施設課

軌道の整備基準値の緊急点検について

2013/9/27 運輸安全委員会事務局総務課広報室

航空事故調査報告一覧（ＡＡ２０１３－７）

2013/9/27 運輸安全委員会事務局総務課広報室

航空重大インシデント調査報告一覧（ＡＩ２０１３－３）

2013/9/27 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（ＲＡ２０１３－８）

2013/9/27 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（ＭＡ２０１３－９）

2013/9/27 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）

発表年月日

担当部局課

2013/9/27 大臣官房人事課

件
名
閣議口頭了解案件：独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構理事長に任命する（再
任）

2013/9/27 航空局航空交渉室

日本・カナダ航空当局間協議の開催について

2013/9/27 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

2013/9/27 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

2013/9/27 港湾局計画課

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の変更案につ
いて意見募集を開始しました

2013/9/27 住宅局建築指導課

建築物防災週間において行った各種調査結果の公表について

2013/9/27 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の採択プロジェクトの決定について

2013/9/27 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

平成２４年度末の下水道整備状況について

2013/9/27 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課

平成２４年度末の汚水処理人口普及状況について

2013/9/27 総合政策局安心生活政策課

第２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

2013/9/27 鉄道局安全監理官室等

ＪＲ北海道に対する特別保安監査期間の延長について

2013/9/30 運輸安全員会事務局総務課

米国国家運輸安全委員会デボラ・ハースマン委員長の運輸安全委員会表敬訪問キャンセル
について（お知らせ）

2013/9/30 港湾局海洋・環境課等

東京湾の環境改善に民間企業の力を活用 東京湾ＵＭＩプロジェクト－横浜港においてアマ
モ場の再生に取り組み企業が決まりました－

2013/9/30 海事局船舶産業課

漁船建造・修繕を担う造船業の復興に向けての取り組み－気仙沼市役所への海事局職員の
派遣－

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/9/30 海事局総務課国際企画調整室

第２回日韓海運協議の結果概要について

2013/9/30 住宅局住宅生産課

平成２５年住生活総合調査の実施について

2013/9/30 住宅局建築指導課

社会資本整備審議会建築分科会 第８回建築基準制度部会の開催について

2013/9/30 国土政策局広域地方政策課

近畿圏、中国圏、四国圏及び九州圏の広域地方計画の平成２４年度推進状況の公表につい
て

2013/9/30 国土政策局特別地域振興官

小笠原諸島日本復帰４５周年返還記念式典等への大臣出席について

2013/9/30 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８月分）（建設関連業等動態調
査 平成２５年８月分）

2013/9/30 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８月分）

2013/9/30 観光庁国際観光課

ビジット・ジャパン大使と観光庁との意見交換会の開催について

2013/9/30 観光庁総務課調整室

１０月１日に実施する「第５回観光庁長官表彰」の時間の変更について

