発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/1 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

ジャパン・ラグジュアリー・トラベル・フォーラム２０１３セミナー開催について

2013/11/1 航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課

空港機能施設事業者の旅客取扱施設利用料の上限認可について

2013/11/1 港湾局技術企画課

第４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

2013/11/1 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」の議事概要について

2013/11/1 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

2013/11/1 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

2013/11/1 自動車局技術政策課

「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則」等の改正に伴う道路
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

2013/11/1 自動車局旅客課新輸送サービス対策室

一般貸切旅客自動車運送事業の参入時の安全性チェックの強化について

2013/11/1 自動車局旅客課

平成２４年度乗合バス事業の収支状況について

2013/11/1 都市局街路交通施設課

第１回「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」の開催について

2013/11/1 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」の研究募集について

2013/11/1 総合政策局国際物流課

「日タイ物流政策対話・ワークショップ」の開催結果について

2013/11/1 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2013/11/1 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１０月分）

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/1 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８月分）

2013/11/1 鉄道局鉄道事業課

衆議院議員鈴木貴子君提出ＪＲ北海道の度重なる不祥事に対する政府の認識に関する
質問に対する答弁書について

2013/11/1 総合政策局公共交通政策部交通計画課

交通政策基本法案について

2013/11/2 大臣官房人事課

平成２５年秋の褒章について

2013/11/3 大臣官房人事課

平成２５年秋の叙勲について

2013/11/5 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

『日本の観光、やります！』～観光地域づくりシンポジウムの開催について～

2013/11/5 航空局航空ネットワーク部航空事業課

「第２回羽田発着枠政策コンテストの評価等に関する懇談会」の開催について

2013/11/5 港湾局技術企画課

第１回「港湾施設の維持管理情報のあり方検討会」の開催について

2013/11/5 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』のプレ実証実験結果について

2013/11/5 海事局船舶産業課

平成２５年度海洋資源開発関連技術研究開発費補助金交付決定（第１回）について

2013/11/5 道路局道路交通管理課車両通行対策室等

分割可能な貨物を輸送する車両の長さに係る規定等の見直しについて

2013/11/5 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

2013/11/5 都市局街路交通施設課

第３回地下街安心避難対策検討委員会の開催について

2013/11/5 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室

衆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

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/5 航空局航空ネットワーク部航空事業課

日本航空からの申入れに対する回答について

2013/11/6 観光庁国際会議等担当参事官室

世界観光会議２０１３が開催されました

2013/11/6 国土政策局特別地域振興官

奄美群島日本復帰６０周年記念式典等への大臣出席について

2013/11/6 国土政策局地方振興課

「平成２５年度地域づくり表彰」表彰式について

2013/11/6 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

2013/11/6 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６月分速報）

2013/11/6 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２５年１０月号）」

2013/11/6 鉄道局国際課

タイ大国都市鉄道プロジェクト（パープルライン）の我が国企業による受注について

2013/11/7 海事局船員政策課

メールアドレス表示によるメール送信事案について

2013/11/7 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
したフォーラムの結果概要について

2013/11/7 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３回漁業（遠洋まぐろ）最低賃金専門部会の開
催について

2013/11/7 国土政策局国土情報課

「Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１３－未来の現在地、ココにあります。－」の開催について

2013/11/7 公共交通事故被害者支援室

「公共交通事故被害者支援（Ⅱ期）研修」の実施について

2013/11/7 大臣官房官庁営繕部整備課

公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/7 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

2013/11/7 自動車局審査・リコール課

自動車用緊急脱出ハンマーの性能確保と使用方法の周知について

2013/11/8 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」
７校目を実施します。

2013/11/8 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付等

史上初の年間訪日外国人旅行者１００万人達成、及び冬期の訪日旅行閑散期の需要創
出に向け、「ジャパン・ショッピング・フェスティバル」を開催します。

2013/11/8 観光庁観光産業課

第３回旅行産業研究会を開催します

2013/11/8 港湾局技術企画課

平成２５年度 第２回「港湾施設の点検整備及び補修等対策技術に関する総合検討会」
の開催について

2013/11/8 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

2013/11/8 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（21.7.28～25.10.31まで）

2013/11/8 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号装７に係わる（株）ブリジストンからのリコール届出の訂正について

2013/11/8 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７～９月分）

2013/11/8 水管理・国土保全局防災課

平成２５年１０月１５日から１０月１６日までの間の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）

2013/11/8 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

平成２５年度先導的都市環境形成促進事業「先導的緑化技術開発助成事業」に関する応
募計画の認定結果について（第二次）

2013/11/8 国土政策局総務課

国土審議会会長の選任について～奥野信宏氏が会長に選任～

2013/11/8 大臣官房参事官（グローバル戦略）等

ボスポラス海峡横断鉄道開通式典出席及び第２回日・トルコ建設会議の開催について
（結果概要）

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/8 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結果概要

2013/11/8 総合政策局海洋政策課

第９回日韓海洋環境実務者会合（局長級）の開催結果について

2013/11/8 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

2013/11/11 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会船員部会第２回海上旅客運送業最低賃金専門部会の開催
について

2013/11/11 自動車局技術政策課

第１４回自動車安全シンポジウムの参加者募集について

2013/11/11 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

第７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

2013/11/11 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
りの分野）」「先進緑化技術開発助成事業」に関する計画の募集（第三次）について

2013/11/11 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１２月分＞

2013/11/11 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９月分）

2013/11/11 水管理・国土保全局河川計画課国際室

日ＥＵ防災協力に関する閣僚級会合（結果概要）

2013/11/12 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２次公募結果について

2013/11/12 自動車局技術政策課等

自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安
基準等の一部改正について

2013/11/12 水管理・国土保全局河川環境課

平成２５年度 地域と連携した川づくりに係る計画の登録等について

2013/11/12 土地・建設産業局建設業課

経営事項審査システムの不具合による経営規模等評価結果および総合評定値の一部誤
評価について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/12 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

2013/11/12 自動車局審査・リコール課リコール監理室

エネクスオート株式会社による自主回収（買い取り）の実施について

2013/11/13 観光庁参事官室（国際会議等担当）

第２回ユニークベニュー利用促進協議会を「東京国立博物館」で開催します～文化施設
や公的空間等の利用開放等によるイベントの活性化を図ります～

2013/11/13 観光庁参事官室（国際会議等担当）

ユニークベニューの開発・利用開放を促進するため、初めて開放される「三菱一号館美術
館」を舞台にイベントを開催します

2013/11/13 港湾局産業港湾課

第１４回北東アジア港湾局長会議ならびに第１４回北東アジア港湾シンポジウムの開催
結果について

2013/11/13 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

2013/11/13 大臣官房技術調査課

発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会の
開催について

2013/11/14 鉄道局安全監理室

ＪＲ北海道に対する特別保安監査の実施について

2013/11/14 観光庁国際会議等担当参事官室

国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）文化・自然遺産の観光開発に関する地域会合がカンボジ
アで開催されました

2013/11/14 航空局航空戦略課

第１１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

2013/11/14 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

第４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

2013/11/14 総合政策局国際政策課

「日・ベトナム環境セミナー」の開催結果について

2013/11/14 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

2013/11/15 道路局路政課道路利用調整室

「道路運送法施行令の一部を改正する政令」について

発表年月日

担当部局課

2013/11/15 鉄道局鉄道事業課

件
名
参議院議員山本太郎君提出ＪＲ北海道で発生した連続事故及び日本国有鉄道改革の見
直しに関する質問に対する答弁書について

2013/11/15 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９月分）

2013/11/15 政策統括官

第１１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

2013/11/15 自動車局安全政策課

平成２５年度「事業用自動車総合安全プラン２００９フォローアップ会議」の開催について

2013/11/15 土地・建設産業局国際課

第８回日・インドネシア建設会議の開催について

2013/11/15 土地・建設産業局建設業課

平成２５年度下請取引等実態調査の結果について

2013/11/15 総合政策局物流政策課

第１２回グリーン物流パートナーシップ会議の開催について

2013/11/15 土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室

第２回 富士教育訓練センターの充実強化の具体化に向けた検討委員会を開催します

2013/11/15 総合政策局公共事業企画調整課

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（第２回）
の募集について

2013/11/15 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９月分）

2013/11/15 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８月分）

2013/11/17 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

2013/11/18 観光庁観光産業課

第２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

2013/11/18 航空局航空交渉室

日本・モンゴル航空当局間協議の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/18 水管理・国土保全局河川・環境課

平成２５年度水防功労者国土交通大臣表彰について

2013/11/18 土地・建設産業局不動産業課等

第３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

2013/11/18 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９月分）について

2013/11/19 自動車局技術政策課等

平成２５年度自動車アセスメント評価結果（前期分）を公表します！

2013/11/19 観光庁総務課等

文化庁及び観光庁の包括的連携協定について

2013/11/20 観光庁総務課等

文化庁及び観光庁の包括的連携協定について

2013/11/20 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第４８回船員部会の開催について

2013/11/20 水管理・国土保全局海岸室等

第３回「海岸管理のあり方検討委員会」開催について

2013/11/20 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（仮称）」策定に向けた第２回 下水道政策研究委員会の開催について

2013/11/20 総合政策局総務課交通安全対策室等

平成２５年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検～事故防止等に関する安全点検
及びテロ対策等の点検～

2013/11/20 大臣官房技術調査課

「シールドトンネル施工技術安全向上協議会」の開催について

2013/11/20 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

2013/11/20 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

国内最大の訪日旅行商談会「VISIT JAPAN トラベルマート2013」まもなく開催！

2013/11/21 海事局船舶産業課

フィリッピン・スービック湾地区への投資に関するラウンドテーブル（造船・舶用工業関連）
の開催結果について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/21 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号装７に係わる（株）ブリジストンからのリコール届出の再訂正について

2013/11/21 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（第２回）の開催について

2013/11/21 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１０回基本問題小委
員会」の開催について

2013/11/21 総合政策局公共交通政策部交通計画課

平成２５年度第４回（第１２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

2013/11/21 海事局海洋・環境政策課

平成２５年度次世代海洋環境関連技術研究開発費補助金の交付決定について～船舶か
ら排出されるCO2削減のための革新的な技術開発を支援します～

2013/11/22 海事局総務課国際企画調整室等

第２８回国際海事機関（ＩＭＯ）総会の開催について

2013/11/22 海事局船舶産業課舟艇室

「日中韓マリンセミナー」の開催結果について

2013/11/22 海事局外航課等

クルーズ客船の活性化による観光振興を進めています

2013/11/22 自動車局技術政策課等

国連自動車基準調和世界フォーラム第１６１回会合等の結果について

2013/11/22 自動車局安全政策課

「未来の輸送ビジネスが始まる。”安全・安心×ヘルスケア×ＩＣＴ連携の新たなビジネスス
トリーム”」シンポジウムの開催について

2013/11/22 自動車局旅客課

「省エネ型タクシー産業構造転換可能性調査事業」の公募について

2013/11/22 土地・建設産業局建設業課

技術検定試験の受検資格の見直しについて

2013/11/22 航空局航空交渉室

日本・モンゴル航空当局間協議の結果について

2013/11/25 観光庁参事官室（国際会議等担当）

ユニークベニューの開発・利用開放を促進するため、「文化学園服飾博物館」で展示解説
と講演会を開催します

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/25 観光庁国際会議等担当参事官室

第５回Ｔ２０観光大臣会合がロンドンで開催されました

2013/11/25 観光庁観光産業課

第４回旅行産業研究会を開催します

2013/11/25 政策統括官付政策評価官室

第３２回 国土交通省政策評価会の開催について

2013/11/25 北海道局参事官室

第１回北海道開発の将来展望に関する有識者懇談会の開催について

2013/11/25 港湾局港湾経済課港湾物流戦略室

第６回フィーダー機能強化事業評価委員会の開催について

2013/11/25 自動車局技術政策課

平成２５年度 第２回車両安全対策検討会の開催について

2013/11/25 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３回検討会の開催について

2013/11/25 国土政策局総合計画課

第２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

2013/11/25 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１０月調査）

2013/11/25 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１１月１～５
日現在＞

2013/11/25 総合政策局海外プロジェクト推進課

フィリピンへの専門家の派遣について

2013/11/26 港湾局総務課等

「港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の
一部を改正する政令」について

2013/11/26 総合政策局海洋政策課

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令について

2013/11/26 海事局外航課

「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の施行期日を定める政令」
及び「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令」について

発表年月日

担当部局課

2013/11/26 土地・建設産業局地価調査課

件
名
平成２５年第３四半期 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

2013/11/26 自動車局旅客課

「第２回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」の開催について

2013/11/26 自動車局旅客課

ジェイ・ディ共済協同組合及び全国運転代行共済協同組合に対する事務改善命令を発出

2013/11/26 住宅局建築指導課

（株）ウッドフレンズが施工した木造住宅（準耐火建築物）における国土交通大臣認定等
の不適合施工と対応について

2013/11/26 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の評価結果について

2013/11/26 航空局安全部安全企画課

「東シナ海防空識別区」への対応に係る政府方針を踏まえた要請について

2013/11/27 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

「ＷＯＷ！Ｊａｐａｎ Ｃａｍｐａｉｇｎ」の実施について～外国人目線で日本の魅力を伝えるフォ
トコンテスト等を開催～

2013/11/27 観光庁参事官室（国際会議等担当）

”日本で唯一のＭＩＣＥ見本市”「第２３回国際ミーティング・エキスポ（ＩＭＥ２０１３）」を開催
します！

2013/11/27 観光庁参事官室（国際会議等担当）

「ＭＩＣＥシンポジウム２０１３」を開催します！～ＭＩＣＥの今、未来を語る。～

2013/11/27 観光庁参事官室（国際会議等担当）

ＭＩＣＥアンバサダープログラム始動！～ＭＩＣＥにおける「日本の顔」となるアンバサダー８
名就任～

2013/11/27 航空局航空戦略課国際企画室

第７回日韓航空政策対話の開催について

2013/11/27 港湾局計画課

交通政策審議会第５４回港湾分科会の開催について

2013/11/27 自動車局旅客課

熊本県内乗合バス事業者の運賃改定申請事案に係る「説明及び意見を聴く会」の開催に
ついて

2013/11/27 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９月末時点）

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/27 総合政策局参事官（社会資本整備）付

第２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

2013/11/27 大臣官房技術調査課等

「交通政策審議会 第７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
１３回技術部会」の開催について

2013/11/28 観光庁参事官室（国際会議等担当）

ユニークベニューの開発・利用開放を促進するため、「国立新美術館」のエントランスロ
ビーでファッションショーを開催します

2013/11/28 航空局航空交渉室

日本・エチオピア航空当局間協議の開催について

2013/11/28 土地・建設産業局国際課

「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～

2013/11/28 大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室

平成２６年度建築保全業務労務単価について

2013/11/28 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

2013/11/28 自動車局審査・リコール課リコール監理室

日産自動車株式会社による自主改善の実施について

2013/11/28 自動車局審査・リコール課リコール監理室

ＵＤトラックス株式会社による自主改善の実施について

2013/11/29 総合政策局公共交通政策部

交通政策審議会令の一部を改正する政令について

2013/11/29 国土政策局広域地方政策課

平成２５年度 第３回災害対策等緊急事業推進費の執行について

2013/11/29 観光庁外客受入担当参事官室

第２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

2013/11/29 北海道局参事官付

平成２５年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第３回配分）の実施計画について

2013/11/29 港湾局技術企画課技術監理室

「港湾における防潮堤（胸壁）の耐津波設計ガイドライン」の策定

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/29 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

2013/11/29 自動車局整備課

Ｊ－ＯＢＤⅡを活用した点検整備に係る情報の取扱指針の一部改正について

2013/11/29 鉄道局鉄道サービス政策室

「鉄道における交通系ＩＣカードの普及・促進キャンペーン【第２弾】」の実施について

2013/11/29 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

2013/11/29 住宅局建築指導課

一級建築士の懲戒処分について

2013/11/29 住宅局建築指導課等

ミサワホーム（株）が建設したプレハブ住宅における施工不備について

2013/11/29 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

平成２５年度雪崩防災週間（１２月１日～１２月７日）を実施します

2013/11/29 道路局企画課

第２８回日中道路交流会議の開催について（報告）

2013/11/29 都市局市街地整備課等

平成２５年度国際競争流通業務拠点整備事業の公募について

2013/11/29 土地・建設産業局国際課

第８回日・インドネシア建設会議の結果概要について

2013/11/29 総合政策局安心生活政策課

基本構想に基づくバリアフリー化の進捗状況について－基本構想作成予定等調査の集
計結果概要（平成２５年３月末）－

2013/11/29 総合政策局国際政策課等

フィリッピンへの専門家の追加派遣について

2013/11/29 総合政策局海外プロジェクト推進課

第７回ベトナム高速道路セミナーの開催について

2013/11/29 大臣官房官庁営繕部計画課

平成２５年度 営繕工事の発注見通しの公表（追加）について

発表年月日

担当部局課

件

名

2013/11/29 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

2013/11/29 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

2013/11/29 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

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７月、８
月及び９月分）

2013/11/29 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１０月分）（建設関連業等
動態調査 平成２５年１０月分）

2013/11/29 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１０月分）

2013/11/29 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

2013/11/29 観光庁観光地域振興部観光資源課

旅のきっかけにつながる「究極のお土産」９品が選ばれました！！

2013/11/29 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（ＲＩ２０１３－２）

2013/11/29 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（ＭＡ２０１３－１１）

2013/11/29 運輸安全委員会事務局総務課広報室

船舶インシデント調査報告一覧（ＭＩ２０１３－１１）

2013/11/29 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）

