発表年月日

担当部局課

2013/10/1 自動車局環境政策課

件
名
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について～オフサイクル
状態における排出ガス成分を著しく悪化させる原動機制御を禁止します。～

2013/10/1 自動車局安全政策課

平成２５年度「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」（第１回）の開催について

2013/10/1 鉄道局総務課

第２０回「鉄道の日」について

2013/10/1 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２４年 全国屋上・壁面緑化施工実
績等調査結果について～

2013/10/1 土地・建設産業局不動産市場整備課

地域金融機関等及び一般社団法人環境不動産普及促進機構とのパートナー協定締結に
ついて～老朽・低未利用不動産の再生促進に向けた協力関係を構築～

2013/10/1 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について

2013/10/1 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

2013/10/1 大臣官房官庁営繕部計画課等

官庁営繕事業のエレベーター設備工事における新たな取り組みについて

2013/10/1 総合政策局政策課 大臣官房参事官（税制）付

平成２６年度国土交通省税制改正要望（制度・規制面での環境整備関係）の結果概要につ
いて

2013/10/1 鉄道局施設課

整備基準値の誤用に関する点検結果について

2013/10/2 航空局航空交渉室

日本・カナダ航空当局間協議の結果について

2013/10/2 自動車局旅客課

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」フォローアップ会議（第１回）の開催について

2013/10/2 水管理・国土保全局海岸室等

第１回「海岸管理のあり方検討委員会」の役割・開催について

2013/10/2 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

第２回 下水道分野におけるISO550001適用ガイドライン検討委員会

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/2 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

「新下水道ビジョン２１００（仮称）」の策定について

2013/10/2 水管理・国土保全局河川計画課

平成２４年の水害被害額の暫定値（全国・都道府県別）等について

2013/10/2 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

太田大臣が１０／４、都市緑化キャンペーンに参加します。（但し、公務の状況によっては、
欠席となる場合もあります。）

2013/10/2 土地・建設産業局参事官（土地市場担当）

公開セミナー「不動産価格指数を取り巻く国際的な動向と我が国の検討状況」の開催につ
いて

2013/10/2 国土政策局地方振興課

平成２５年度地域づくり表彰受賞団体を決定しました

2013/10/2 総合政策局参事官（社会資本整備）付

社会資本整備審議会計画部会及び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

2013/10/2 土地・建設産業局参事官（土地市場担当）

不動産価格指数（住宅）の確報（平成２４年７月から９月分）の公表について

2013/10/2 土地・建設産業局参事官（土地市場担当）

不動産価格指数（住宅）（平成２５年５月分速報）

2013/10/2 都市局公園緑地・景観課

「平成２５年度全国都市緑化祭」の実施について

2013/10/2 航空局航空ネットワーク部航空事業課

羽田空港国際線発着枠の配分について

2013/10/3 航空局交通管制部交通管制企画課

平成２５年度航空保安大学校学生採用試験の答案用紙の紛失について

2013/10/3 総合政策局国際政策課グローバル戦略

第二回 日・トルコ建設会議の開催について

2013/10/3 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（第２次）の決定について

2013/10/3 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）事案に関する答
申について

発表年月日

担当部局課

2013/10/3 総合政策局公共交通政策部交通計画課

件
名
平成２５年度第２回（第１０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

2013/10/3 自動車局審査・リコール課リコール監理室

少数台数の改善対策届出の公表について（平成２５年９月分）

2013/10/3 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９月分）

2013/10/3 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

2013/10/3 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７月分）

2013/10/4 鉄道局技術企画課

保安監査の結果による当面の改善指示について

2013/10/4 海事局検査測度課

第２回危険物等海上運送基準検討会の開催結果について～ばら積み液体危険物運送要
件検討ＷＧを設置～

2013/10/4 航空局安全部空港安全・保安対策課

第４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

2013/10/4 海事局海洋・環境政策課

船舶と運航システムの省エネ化を目指した革新技術の導入・効果検証を行う事業者（補助
事業者）の二次公募を開始しました

2013/10/4 港湾局海岸・防災課

港湾における津波避難対策を推進します～「港湾の津波避難対策に関するガイドライン」
の策定～

2013/10/4 自動車局旅客課

平成２４年度末 自動車交通関係移動等円滑化実績等について

2013/10/4 鉄道局国際課

「スウェーデン高速鉄道セミナー」の開催結果について

2013/10/4 大臣官房技術調査課

太田国土交通大臣の「復興加速化会議（第２回）」への出席について

2013/10/4 総合政策局物流政策課

～災害に強い物流システムの構築に向けて～広域物資拠点開設・運営ハンドブック（第一
版）の発行について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/4 大臣官房技術調査課等

公共工事の施工体制に関する全国一斉点検の実施について

2013/10/4 大臣官房地方課

第８回公正入札調査会議の開催について

2013/10/4 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２５年７月分）

2013/10/4 鉄道局施設課

軌道の保守管理に係る緊急点検結果について

2013/10/4 鉄道局施設課

軌道の保守管理に係る緊急点検結果について（訂正）

2013/10/7 航空局航空ネットワーク部航空事業課

混雑空港を使用して運航を行うことの許可について

2013/10/7 航空局航空戦略課国際企画室

第３８回国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）総会の開催結果について

2013/10/7 海事局検査測度課

船舶関係技術職員の募集について

2013/10/7 自動車局旅客課

自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会
（第１回）の開催について

2013/10/7 水管理・国土保全局河川計画課河川計画調整室

米国ハリケーン・サンディに関する国土交通省・防災関連学会合同調査団による緊急メッ
セージの報告について

2013/10/7 総合政策局国際政策課

「第４回インドネシア交通次官級会合」の開催について（お知らせ）

2013/10/7 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８回社会資本メンテナン
ス戦略小委員会」の開催及び前回（第７回）の議事要旨の公表について

2013/10/7 大臣官房人事課

平成２５年（第２０回）「鉄道の日」鉄道関係功労者大臣表彰式について

2013/10/7 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２５年９月号）」

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/8 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」の議事概要について

2013/10/8 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（21.7.28～25.9.30まで）

2013/10/8 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

2013/10/8 道路局道路交通管理課ＩＴＳ推進室等

「オートパイロットシステムに関する検討会」の中間とりまとめについて

2013/10/8 土地・建設産業局建設市場整備課

第２回 建設産業戦略的広報推進協議会（仮称）の開催について

2013/10/8 総合政策局情報政策課企画室

第１回「情報通信技術を活用した公共交通活性化に関する調査」検討委員会の開催につ
いて

2013/10/8 自動車局審査・リコール課リコール監理室

「自動車の不具合・リコール情報」サイト機能の利用制限について

2013/10/8 鉄道局安全監理官室等

ＪＲ北海道に対する特別保安監査の実施について

2013/10/8 鉄道局施設課

建築限界の支援に係る緊急点検について

2013/10/9 観光庁外客受入担当参事官室

第１回災害時における訪日外国人旅行者への情報提供のあり方に関するＷＧを開催しま
す

2013/10/9 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

「新下水道ビジョン２１００（仮称）」策定に向けた下水道政策研究委員会の開催について

2013/10/9 航空局安全部航空事業安全室

ジェットスター・ジャパン（株）及びエアアジア・ジャパン（株）に対する厳重注意について

2013/10/10 土地・建設産業局建設業課等

１級造園施工管理技術検定試験「学科試験」の合格者の発表について

2013/10/10 土地・建設産業局建設業課等

１級管工事施工管理技術検定試験「学科試験」の合格者の発表について

発表年月日

担当部局課

2013/10/10 国土技術政策総合研究所

件
名
第１１回環境研究シンポジウム 水圏・海洋を巡る環境研究の最前線の開催について（お
知らせ）

2013/10/10 海事局総務課国際企画調整室

第８回日ＥＵ海事政策対話の開催について

2013/10/10 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

2013/10/10 総合政策局海外プロジェクト推進課

「第７回 都市開発に関する日印交流会議」の開催について

2013/10/10 土地・建設産業局建設市場整備課

平成２５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

2013/10/10 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１１月分＞
2013/10/10 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２５年８月分）

2013/10/11 観光庁スポーツ観光推進室

１０月１３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ーを務
めます！！

2013/10/11 観光庁観光戦略課

旅行・観光消費動向調査～観光による旅行消費額、延べ旅行者数共に前年同期比で１
０％以上のプラス！～（平成２５年４－６月期（速報））

2013/10/11 観光庁観光戦略課

「２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会に関する観光関連連絡会」を開催します

2013/10/11 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２回配分）の実施計画について

2013/10/11

航空局航空ネットワーク企画課空港経営改革推進
室

「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針」について

2013/10/11 住宅局総務課

第２５回「住生活月間」における功労者表彰について

2013/10/11 道路局道路交通管理課ＩＴＳ推進室

『ＩＴＳ世界会議 東京２０１３』における道路局展示コーナーのオープニングセレモニー等に
ついて

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/11 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

2013/10/11 国土政策局広域地方政策課調整室

平成２５年度 第２回災害対策等緊急事業推進費の執行について

2013/10/11 総合政策局参事官（社会資本整備）

第１回インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議の開催について

2013/10/11 総合政策局国際政策課

「第４回インドネシア交通次官級会合」の開催結果について

2013/10/15 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」タビカレ・特別カリキュラム 東京駅前
「KITTE」に「タビカレ・カフェ」オープン！

2013/10/15 水管理・国土保全局防災課

平成２５年８月２２日から８月２６日まで、８月２９日から９月１７日までの間の豪雨及び暴風
雨による災害復旧事業の査定の簡素化について（お知らせ）

2013/10/15 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（第二次）について

2013/10/15 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２５年度第２四半期）

2013/10/15 国土政策局広域地方政策課

首都圏広域地方計画の平成２４年度推進状況の公表について

2013/10/15 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８月分）

2013/10/15 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～

2013/10/15 住宅局建築指導課建築物防災対策室

病院及び診療所の防火設備に係る緊急点検について

2013/10/16 国土技術政策総合研究所等

「土木の日」見て、さわって、「親子」で土木を体験、身近に感じよう！～国総研・土研の施
設一般公開と市内小学５年生４３３人の橋コンテスト～

2013/10/16 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！学生に旅の意識・素晴らしさを伝える「若旅★授業」
を実施します。

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/16 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

ＧＰＳを利用した観光行動の調査分析に関するワーキンググループを開催します

2013/10/16 観光庁参事官室

ＡＰＥＣ旅行円滑化に関するハイレベル政策対話が開催されました

2013/10/16 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８月分）

2013/10/16 水管理・国土保全局河川計画課国際室等

土井国土交通大臣政務官のハンガリー出張について（結果概要）

2013/10/16 道路局環境安全課

「自転車ネットワーク計画の策定が着実に進んでいます」～平成２５年度 自転車ネット
ワーク計画の策定状況に関する調査結果について～

2013/10/16 大臣官房技術調査課等

「社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会」の設置・開催について

2013/10/16 水管理・国土保全局砂防部保全課

東京都（伊豆大島）で発生した土砂災害に対する専門家派遣について

2013/10/17 港湾局海洋・環境課等

力をあわせて再生させよう！世界に誇れる東京湾へ！～東京湾大感謝祭を開催します～

2013/10/17 水管理・国土保全局海岸室等

第２回「海岸管理のあり方検討委員会」開催について

2013/10/17 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８月分）について

2013/10/17 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

2013/10/17 水管理・国土保全局防災課等

～台風２６号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
域派遣による東京都大島町支援

2013/10/18 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合格者の発表について

2013/10/18 観光庁観光産業課

平成２５年度総合旅行業務取扱管理者における出題ミスについて

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/18 航空局航空交渉室

日本・ミャンマー航空当局間協議の開催について

2013/10/18 港湾局港湾経済課等

ミャンマーにおける港湾の情報化に向けた取組み－ミャンマーへの調査団の派遣－

2013/10/18 海事局総務課国際企画調整室

第８回日ＥＵ海事政策対話の結果概要について

2013/10/18 鉄道局技術企画課

平成２４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

2013/10/18 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（第２回）

2013/10/18 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２５年９月末時点）

2013/10/18 土地・建設産業局参事官（土地市場担当）

土地取引状況に関する企業の判断が全ての地域で改善、特に東京では現在のＤＩが大幅
に改善し５年ぶりのプラス値へ～土地取引動向調査（平成２５年８月調査）の結果～

2013/10/18 総合政策局安心生活政策課

バリアフリー法に基づくバリフリー化の進捗状況について（公共交通事業者等からの公共
交通移動等円滑化実績等報告書の集計結果概要（平成２４年度末））

2013/10/18 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（第２次）の決定について

2013/10/18 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

2013/10/18 水管理・国土保全局防災課等

～台風２６号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（第２報）

2013/10/21 国土交通政策研究所

国土交通政策研究 第１１１号 「支援物資のロジスティクスに関する調査研究」と「支援物
資供給の手引き」の公表について－地方公共団体における支援物資供給を円滑化するた
めの手法を提案－

2013/10/21 港湾局計画課企画室

「全国輸出入コンテナ貨物流動調査」を実施します

2013/10/21 海事局外航課

「マラッカ・シンガポール海峡協力メカニズム」に基づく第１１回航行援助施設基金委員会、
第６回協力フォーラム及び第６回プロジェクト調整委員会の開催結果について

発表年月日

担当部局課

2013/10/21 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

件
名
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

2013/10/21 土地・建設産業局建設市場整備課

「太田大臣から建設業団体トップへの直接の要請」フォローアップ会合について～技能労
働者への適切な賃金水準の確保等～

2013/10/21 総合政策局公共交通政策部交通計画課

平成２５年度第３回（第１１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

2013/10/21 総合政策局海外プロジェクト推進課

「第７回 都市開発に関する日印交流会議」の開催結果について

2013/10/21 大臣官房人事課

平成２５年自動車関係功労者大臣表彰について

2013/10/22 航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課

那覇空港の施設変更等に関する公聴会開催について

2013/10/22 海事局船舶産業課

ミャンマー国運輸省副大臣等の野上国土交通副大臣への表敬訪問等について

2013/10/22 鉄道局国際課

「日英鉄道協力セミナー」の開催結果について

2013/10/22 水管理・国土保全局防災課

平成２５年度 大規模津波・地震防災総合訓練の実施について

2013/10/22 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

2013/10/23 海事局総務課外国船舶監督業務調整室

アジア太平洋地域における外国船検査（ポートステートコントロール）協力２０周年を記念し
たフォーラムの開催について－日本人初のＩＭＯ事務局長関水氏招聘－

2013/10/23 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第４７回船員部会の開催について

2013/10/23 海事局外航課等

「クルーズ・シンポジウムin沖縄」の開催について

2013/10/23 自動車局総務課企画室

「ＢＲＴの導入促進等に関する検討会」（第１回）の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/23 住宅局住宅総合整備課

個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会 第２回検討会の開催について

2013/10/23 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

2013/10/24 海事局安全政策課

第３回「コンテナ運搬船安全対策検討委員会」開催について

2013/10/24 住宅局住宅生産課

社会資本整備審議会第３３回建築分科会の開催について

2013/10/24 住宅局建築指導課

社会資本整備審議会建築分科会 第９回建築基準制度部会の開催について

2013/10/24 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調査企画部会の開催について

2013/10/24 国土政策局総合計画課

第１回新たな「国土のグランドデザイン」構築に関する有識者懇談会の開催について

2013/10/24 総合政策局環境政策課地球環境政策室

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２４回合同
会議の開催について

2013/10/24 総合政策局環境政策課

平成２５年度まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業の採択結果の
公表について

2013/10/24 大臣官房運輸安全監理官室

運輸事業の安全に関するシンポジウム２０１３～失敗を活用した継続的改善に向けて～

2013/10/24 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

2013/10/24 水管理・国土保全局防災課

～台風２６号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（第３報）

2013/10/25 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）

2013/10/25 運輸安全委員会事務局総務課広報室

船舶事故調査経過報告一覧

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/25 運輸安全委員会事務局総務課広報室

鉄道重大インシデント調査報告一覧（ＲＩ２０１３－１）

2013/10/25 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（ＡＩ２０１３－４）

2013/10/25 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（ＡＡ２０１３－８）

2013/10/25 運輸安全委員会事務局参事官

航空重大インシデント調査報告書（ＡＩ２０１３－４）について

2013/10/25 運輸安全委員会事務局参事官

船舶事故調査の経過報告について

2013/10/25 観光庁観光産業課

第２回旅行産業研究会を開催します

2013/10/25 航空局安全部空港安全・保安対策課

「第１４回空港技術報告会」の開催について

2013/10/25 航空局航空交渉室

日本・ミャンマー航空当局間協議の結果について

2013/10/25 海事局船舶産業課舟艇室

日中韓マリンセミナーの開催について

2013/10/25 自動車局自動車情報課

自動車登録情報が更に利用しやすくなります！

2013/10/25 住宅局住宅生産課

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定状況につ
いて（平成２５年９月末時点）

2013/10/25 道路局路政課等

高速道路のＳＡ／ＰＡ事業への民間事業者等の参入を促進します！！～ＳＡ／ＰＡに関す
る情報提供を進めるための通知の発出～

2013/10/25 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

2013/10/25 都市局都市政策課

ベトナムとのエコシティ開発推進に関する協力覚書の締結について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/25 土地・建設産業局企画課

不動産鑑定士に対する懲戒処分等について

2013/10/25 国土政策局離島振興課

全国の島々が集まる祭典「アイランダー２０１３」を開催します～Let's島活！見つけよう私
の島～

2013/10/25 大臣官房技術調査課等

老朽化対策に資する点検・診断技術の公募の技術選定結果について～コンクリートのひ
び割れについて遠方からの検出が可能な技術～

2013/10/25 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号外１９７６に係わるハーレーダビットソンジャパン（株）からのリコール届出
の訂正について

2013/10/25 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

2013/10/25 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２５年９月調査）

2013/10/25 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２５年１０月１～５日
現在＞

2013/10/25 総合政策局国際政策課グローバル戦略等

第二回 日・トルコ建設会議の開催について（出席者確定）

2013/10/28 航空局安全部航空機安全課

ＡＴＲ式７２－２１２Ａ型航空機に対する型式証明書の交付について

2013/10/28 国土技術政策総合研究所

「防災・減災、老朽化対策」「表層崩壊」「水素エネルギー」など国交省の研究最前線！～
自治体、大学、民間研究者等８００人、「国総研講演会」の開催～

2013/10/28 観光庁外客受入担当参事官室

第１回観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のための検討会を開催します

2013/10/28 航空局航空戦略課

第１０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

2013/10/28 港湾局港湾経済課

「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会」第４回委員会を開催します。

2013/10/28 水管理・国土保全局海岸室等

第２回「海岸保全施設維持管理マニュアル改訂調査委員会」の開催について

発表年月日

担当部局課

2013/10/28 総合政策局公共事業企画調整課等

件
名
「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９回社会資本メンテナン
ス戦略小委員会」の開催について

2013/10/28 大臣官房参事官（グローバル戦略）

日露都市環境協議会設立総会の開催について

2013/10/28 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について～プログラムの詳細が決まりました～

2013/10/28 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室

参議院議員会館植栽帯におけるアスベスト含有廃材調査について

2013/10/29 総合政策局安心生活政策課等

消費税率引き上げに伴う公共交通運賃（鉄道、バス）への１円単位運賃（ＩＣカード利用）の
導入について

2013/10/29 運輸安全委員会事務局総務課広報室

航空事故調査に関する情報の提供について

2013/10/29 観光庁国際観光課

第５回日越観光協力委員会を開催します

2013/10/29 航空局首都圏空港課等

首都圏空港機能強化技術検討小委員会の開催について

2013/10/29 港湾局技術企画課技術監理室

伊勢湾口沖ＧＰＳ波浪計の観測データは気象庁で津波情報に活用されることになりました

2013/10/29 自動車局整備課

「スキャンツールを活用した整備の高度化等推進事業」の公募について

2013/10/29 港湾局産業港湾課

インドネシアセミナーの開催について～海外港湾物流プロジェクト協議会の取組み～

2013/10/29 自動車局貨物課

省エネ型トラック運送に係る「エコドライブ総合プログラムの実施の実証事業」及び「革新的
省エネ機器の実証事業」の公募について

2013/10/29 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

2013/10/30 観光庁観光地域振興部観光資源課

「究極のお土産」ノミネート商品１１５品を選定しました！！～「世界にも通用する究極のお
土産フォーラム」を開催します～

発表年月日

担当部局課
国土技術政策総合研究所企画部国際研究推進室
2013/10/30
等

件
名
「日本・インドネシア」および「日本・ベトナム」の道路・交通分野等の研究協力に関する合意
～国総研・土研による日本の優れた技術の海外展開、国際貢献～

2013/10/30 運輸安全委員会事務局総務課

運輸安全委員会業務改善有識者会議（第５回）の開催について

2013/10/30 水管理・国土保全局河川環境課

美しい水辺とまちの風景写真をとりまとめた「全国の水辺自慢写真集」を公表します－水辺
とまちの未来創造プロジェクト－

2013/10/30 都市局都市政策課

ベトナムとのエコシティ開発推進に関する協力覚書の締結について（報告）

2013/10/30 大臣官房運輸安全監理官室

民間機関等が実施する運輸安全マネジメントセミナーを認定しました！

2013/10/30 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

2013/10/30 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

2013/10/31

国土技術政策総合研究所道路研究部道路空間高
度化研究室

つくば市二の宮小学校の「通学路」で交通安全対策の社会実験を実施します

2013/10/31 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！学生に旅の意識・素晴らしさを伝える「若旅★授業」
６校目を実施します。

2013/10/31 観光庁観光戦略課

訪日外国人による旅行消費額は３，２５３億円で過去最高の数値を記録！～訪日外国人
消費動向調査（平成２５年７－９月期）の調査結果～

2013/10/31 港湾局技術企画課技術監理室

「港湾の津波避難施設の設計ガイドライン」の策定

2013/10/31 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２５年９月末時点）

2013/10/31 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

第５回 下水道におけるＩＣＴ活用に関する検討会の開催について

2013/10/31 国土政策局広域地方政策課

北陸圏及び中部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

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/10/31 国土政策局地方振興課

国土審議会第６回豪雪地帯対策分科会の開催について

2013/10/31 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～

2013/10/31 総合政策局情報政策課建設統計室

建築物リフォーム・リニューアル調査報告（平成２４年度下半期受注分）（概要）

2013/10/31 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出荷した、チェンジレバーに関わる
自主改善の実施について

2013/10/31 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

2013/10/31 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９月分）（建設関連業等動態
調査 平成２５年９月分）

2013/10/31 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２５年９月分）

2013/10/31 航空局空港施設課大都市圏空港調査室

首都圏空港機能強化技術検討小委員会の開催に関する報道発表の訂正について

