発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/3 観光庁観光地域振興課

東北観光応援します！！～東日本大震災から３年～シンポジウムを開催します

2014/3/3 政策統括官

第１２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

2014/3/3 水管理・国土保全局河川計画課

「防災・減災フォーラムin東京」の開催について

2014/3/3 国土政策局総合計画課

第５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

2014/3/3 総合政策局海洋政策課等

第２回 海洋情報ファーラム ～海洋調査産業の更なる発展可能性を探る～の開催に
ついて

2014/3/3 公共交通事故被害者支援室

北陸自動車道上り線小矢部川サービスエリアにおける高速乗合バス事故の被害者や
そのご家族等の方々からのご相談窓口の開設について

2014/3/3 自動車局安全政策課

「北陸自動車道における高速乗合バス事故対策本部」の開催について

2014/3/4 鉄道局旅客輸送業務監理室等

消費税率引き上げに伴う鉄道事業者及び乗合バス事業者の上限運賃・料金の変更認
可について

2014/3/4 北海道局参事官室

第２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

2014/3/4 航空局安全部空港安全・保安対策課

第５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

2014/3/4 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・維持管理検討会（第３回）」を開催します

2014/3/4 港湾局海岸・防災課等

『日ＡＳＥＡＮ港湾保安専門家会合』の結果報告について

2014/3/4 自動車局自動車情報課

自動車保有関係手続のワンストップサービスに関する感謝状の贈呈（第１１回）につい
て

2014/3/4 水管理・国土保全局水資源部水資源政策課

第３６回「全日本中学生水の作文コンクール」の募集案内について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/4 総合政策局官民連携政策課等

平成２６年度 ＰＰＰ／ＰＦＩ推進のための案件募集について

2014/3/4 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２６年２月分）

2014/3/4 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

2014/3/4 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１２月分）

2014/3/4 公共交通事故被害者支援室等

北陸自動車道上り線小矢部川サービスエリアにおける高速乗合バス事故の被害者や
そのご家族等の方々からのご相談窓口の開設について

2014/3/4 鉄道局鉄道事業課

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構職員起訴に関する国土交通大臣コメ
ント

2014/3/5 観光庁外客受入担当参事官室

「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」を策定しました

2014/3/5 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（第３回）を開催しま
す

2014/3/5 観光庁観光産業課

第８回旅行産業研究会を開催します

2014/3/5 政策統括官

第１７回国土交通省独立行政法人評価委員会の開催及び傍聴について

2014/3/5 道路局国道・防災課道路防災対策室

自治体管理道路への除雪費支援の検討に必要な調査の開始について

2014/3/5 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

第９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

2014/3/5 総合政策局技術政策課運輸技術等基準企画調整室

中原国土交通大臣政務官のベトナム出張について

2014/3/5 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２６年２月号）」

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/6 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

平成２６年度「観光プロモーションin羽田空港」実施団体を募集します！

2014/3/6 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

Facebookを利用した「WOW！Japan Campaign」の受賞作品発表と表彰式開催について
～世界８７ヶ国・地域より3,265名が参加、投稿写真数13,101枚～

2014/3/6 鉄道局技術企画課車両工業企画室

鉄道分野における「平成２５年度 標準化活動表彰」受賞者の決定について～標準化
活動表彰 表彰式を行います～

2014/3/6 海事局外航課

「第３回日ＡＳＥＡＮクルーズ振興戦略専門家会合」の結果報告（日ＡＳＥＡＮクルーズ振
興戦略案について）

2014/3/6 港湾局技術企画課

「港湾施設の維持管理に関する講習会」の開催について

2014/3/6 住宅局建築指導課建築安全調査室

社会資本整備審議会建築分科会 第１９回建築物等事故・災害対策部会の開催につい
て

2014/3/6 都市局総務課

社会資本整備審議会 第８回都市計画・歴史的風土分科会、第１５回都市計画部会及
び第１８回歴史的風土部会合同会議の開催について

2014/3/6 総合政策局情報政策課企画室

第３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

2014/3/6 自動車局審査・リコール課リコール監理室

ドゥカティジャパン株式会社による自主改善の実施について

2014/3/6 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

2014/3/6 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１２月分）

2014/3/6 自動車局安全政策課

事業用自動車の運転者の過労運転の防止、健康状態の確認等更なる安全確保の徹底
について

2014/3/7 住宅局建築指導課等

建築基準法の一部を改正する法律案について

2014/3/7 土地・建設産業局建設業課

建設業法等の一部を改正する法律案について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/7 水管理・国土保全局水政課等

「海岸法の一部を改正する法律案」について

2014/3/7 観光庁観光戦略課

宿泊旅行統計調査（平成２５年１０月～１２月、平成２５年年間値（暫定値））～年間値
（暫定値）としては、調査開始（平成１９年）以来、最高値～

2014/3/7 海事局船員政策課

「めざせ！海技者セミナーin KOBE」を開催します

2014/3/7 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（21.7.26～26.2.28まで）

2014/3/7 海事局内航課

第３回大規模災害時の船舶の活用等に関する調査検討会（最終報告案審議）を開催し
ます

2014/3/7 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

2014/3/7 鉄道局鉄道事業課等

「地域鉄道の再生・活性化等研究会」（第５回）の開催について

2014/3/7 大臣官房技術調査課

総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会の開催について

2014/3/10 土地・建設産業局建設業課

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪・消雪基
地機械設備工事の入札談合事件について起訴された建設業者に対する建設業法第４
１条第１項に基づく勧告の内容について

2014/3/10 都市局総務課等

社会資本整備審議会 第８回都市計画・歴史的風土分科会、第１５回都市計画部会及
び第１８回歴史的風土部会合同会議における諮問について

2014/3/10 国土技術政策総合研究所企画部等

道路分野等の日尼研究協力協定に基づきヘルマント副大臣が来所します～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～

2014/3/10 観光庁観光地域振興部観光地域振興課等

第３回「観光おもてなし研究会」の開催について～「おもてなし」による地域の魅力向上
に向けて～

2014/3/10 航空局安全部安全企画課

第２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

2014/3/10 航空局安全部空港安全・保安対策課航空保安対策室

航空機内における電子機器使用に関する意見交換会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/10 港湾局計画課

交通政策審議会港湾分科会第７回事業評価部会の開催について

2014/3/10 海事局総務課企画室

交通政策審議会第２９回海事分科会の開催について

2014/3/10 自動車局貨物課

第１回「トラック産業の健全化・活性化に向けた有識者懇談会」の開催について

2014/3/10 住宅局建築指導課

社会資本整備審議会建築分科会 建築物等事故・災害対策部会 第１回建築物雪害
対策ワーキンググループの開催について

2014/3/10 道路局企画課道路事業分析評価室等

社会資本整備審議会 道路分科会第１０回事業評価部会の開催について

2014/3/10 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

第６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

2014/3/10 水管理・国土保全局河川計画課

社會資本整備審議会河川分科会事業評価小委員会（第４回）の開催について（お知ら
せ）

2014/3/10 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

2014/3/10 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

2014/3/10 総合政策局国際政策課

「第９回日韓運輸ハイレベル協議」の開催について

2014/3/10 総合政策局国際政策課

第２回日ＡＳＥＡＮ交通分野における防災専門委員会の開催について

2014/3/10 総合政策局国際政策課（グローバル戦略）

第３回 日・カタールインフラセミナーの開催について

2014/3/10 総合政策局技術政策課等

中原国土交通大臣政務官のベトナム出張（報告）

2014/3/10 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

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/10 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２６年４月分＞

2014/3/10 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２６年１月分）

2014/3/10 道路局高速道路課等

原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置 ４月以降の取扱いにつ
いて

2014/3/11 鉄道局安全監理官室等

ＪＲ北海道に対する監査の実施について

2014/3/11 港湾局産業港湾課等

国内外のクルーズ船社に寄港地の観光情報を提供するウェブサイトを日本語版と英語
版で公開します～CRUISE PORT GUIDE OF JAPAN～

2014/3/11 航空局交通管制部交通管制企画課

「第４回 将来の航空交通システムに関する推進協議会」の開催について

2014/3/11 水管理・国土保全局海岸室等

第４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

2014/3/11 港湾局技術企画課

国土交通省港湾請負工事積算基準等の改定について

2014/3/11 海事局外航課

第３回マラッカ・シンガポール海峡の航行援助施設維持管理に関わる人材育成セミナー
の結果概要について

2014/3/11 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～研究募集の審査結果～」について

2014/3/11 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６回 下水道政策研究委員会の開催につい
て

2014/3/11 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

第４回 下水道分野におけるISO550001適用ガイドライン検討委員会の開催について

2014/3/11 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

下水道分野におけるISO550001適用ユーザーズガイド説明会の案内について

2014/3/11 水管理・国土保全局防災課

平成２５年等における激甚災害指定に伴う特別の財政援助について

発表年月日

担当部局課

2014/3/11 水管理・国土保全局防災課

件
名
平成２５年９月の台風１８号により被災した鴨川（滋賀県）において災害復旧助成事業を
実施します

2014/3/11 都市局街路交通施設課

第４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

2014/3/11 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（（仮称）大船渡
温泉新築工事）

2014/3/11 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３回）」の開催について

2014/3/11 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

2014/3/11 総合政策局海外プロジェクト推進課等

第５回海外道路ＰＰＰ協議会の開催について

2014/3/11 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

2014/3/10 道路局高速道路課

原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道路の無料措置 ４月以降の
取扱い

2014/3/11 海事局内航課

大規模災害時における船舶の具体的活用方策について最終報告をとりまとめました～
ご存知ですか？民間船舶は災害時の支援活動に貢献しています～

2014/3/12 航空局首都圏空港課等

第四回首都圏空港機能強化技術検討小委員会の開催について

2014/3/12 自動車局貨物課

エコタイヤの導入に対する補助（「トラック輸送の省エネ対策の推進（燃料費高騰対策）」
の申請受付等について

2014/3/12 鉄道局技術企画課

安全統括管理者会議の開催について

2014/3/12 都市局公園緑地・景観課

「平成２６年度 歴史的風致維持向上推進等調査」に関する提案の募集について

2014/3/12 総合政策局物流政策課

第３回 農林水産物・食品の輸出に係る物流検討会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/12 総合政策局情報政策課交通統計室

造船統計速報（平成２６年１月分）

2014/3/12 総合政策局情報政策課交通統計室

平成２５年航空輸送統計（暦年）の概況について

2014/3/13 観光庁外客受入担当参事官室

第３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

2014/3/13 航空局航空戦略課

第１４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

2014/3/13 住宅局総務課民間事業支援調整室

第３４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

2014/3/13 住宅局総務課民間事業支援調整室

第２０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

2014/3/13 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８回）の開催について

2014/3/13 都市局都市政策課

ＭＩＰＩＭ ＪＡＰＡＮの開催決定について

2014/3/13 都市局公園緑地・景観課

平成２６年（第８回）「みどりの学術賞」受賞者の決定について

2014/3/13 土地・建設産業局国際課

第１７回日韓建設経済交流会議の結果概要について

2014/3/13 土地・建設産業局国際課

ベトナム天然資源・環境省との土地・不動産分野法制度セミナーの開催結果について

2014/3/13 土地・建設産業局参事官付

平成２５年度不動産価格指数（住宅・商業用不動産）の整備に関する研究会（第２回）の
開催について

2014/3/13 総合政策局海外プロジェクト推進課

チェンナイ道路整備・ＩＴＳセミナーの開催について

2014/3/13 総合政策局海外プロジェクト推進課

日・ラオス道路技術セミナー及び技術交流会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/13 総合政策局安心生活政策課

平成２５年度公共交通事故被害者等支援懇談会の開催について

2014/3/13 大臣官房会計課等

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪・消雪基
地機械設備工事の入札談合に係る刑事告発に伴う指名停止について

2014/3/14 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

2014/3/14 道路局高速道路課

新たな高速道路料金について

2014/3/14 観光庁国際会議等担当参事官室

第４回 ＭＩＣＥ国際競争力強化委員会／企画小委員会を開催します！

2014/3/14 航空局安全部運航安全課等

自衛隊操縦士の民間における活用（割愛）の再開について

2014/3/14 港湾局計画課

交通政策審議会第５５回港湾分科会の開催について

2014/3/14 海事局総務課海事振興企画室

「海と船フェアinアクアマリンふくしま」の開催について

2014/3/14 自動車局旅客課等

観光タクシーでの「外国人モニターツアー」の実施について～東京都内 モデルコース
による調査～

2014/3/14 住宅局総務課民間事業支援調整室

平成２５年度民間住宅ローンの実態に関する調査の結果について

2014/3/14 水管理・国土保全局河川計画課河川計画調整室

社會資本整備審議会河川分科会 気候変動に適応した治水対策検討小委員会（第１２
回）の開催について（お知らせ）

平成２６年３月１４日２時７分頃の伊予灘の地震に伴う土砂災害警戒情報発表基準の
2014/3/14 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課地震・火山砂防室等
暫定的な運用について
2014/3/14 国土政策局総合計画課

第６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

2014/3/14 総合政策局国際政策課

「第９回日韓運輸ハイレベル協議」の結果について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/14 総合政策局物流政策課

平成２５年度における災害に強い物流システムの構築に向けた取組概要について

2014/3/14 総合政策局参事官（社会資本整備）

津波防災地域づくりに関する法律に基づき全国初の推進計画が作成されました

2014/3/14 総合政策局公共事業企画調整課等

社会資本の維持管理に係る研修の充実・強化について

2014/3/14 大臣官房技術調査課等

国土交通省土木工事積算基準等の改定について

2014/3/17 観光庁外客受入担当参事官室

第１２回インバウンド医療観光に関する研究会を開催します

2014/3/17 北海道局参事官

道内自治体を対象とする「オリンピック開催に伴うスポーツ合宿誘致等に関する講演
会」の開催について

2014/3/17 海事局外航課

「諸外国の外航海運政策に関するセミナー」（プログラムの変更と開始時間の繰り上げ
のお知らせ）

2014/3/17 海事局船員政策課

平成２６年度船員災害防止実施計画を作成しました。

2014/3/17 総合政策局国際政策課

第２回日ＡＳＥＡＮ交通分野における防災専門委員会の結果について

2014/3/17 総合政策局技術政策課

第２回「遠隔諸島における産学官連携型の海洋関連技術開発推進委員会」の開催につ
いて

2014/3/17 総合政策局海洋政策課

海洋観光の振興に関する検討会（第３回）の開催について

2014/3/17 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

2014/3/17 総合政策局公共事業企画調整課環境・リサイクル企画室 低騒音型・低振動型建設機械の指定について
2014/3/17 総合政策局情報政策課建設統計室

建設総合統計（平成２６年１月分）について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/18 観光庁観光地域振興部観光資源課

「今しかできない旅がある」若者に旅の良さを知ってもらう動画を公開！！

2014/3/18 海事局外航課

「クルーズ国際シンポジウム」の開催について

2014/3/18 自動車局旅客課

「第４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

2014/3/18 自動車局技術政策課

小型コミュニティバスの車両構造要件等の見直しについて

2014/3/18 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１６２回会合等の結果について

2014/3/18 自動車局自動車情報課

第２回 自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会の開催について

2014/3/18 自動車局旅客課等

第２回「外国人目線による旅客自動車運送事業等における利用環境改善方策検討会」
を開催します

2014/3/18 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

太田国土交通大臣の２０１４年世界水の日記念式典「水とエネルギーのつながり」への
出席について

2014/3/18 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」の開催について

2014/3/18 大臣官房運輸安全監理官

「運輸安全マネジメント制度の現況について」（平成２４年１０月～平成２５年９月）の公
表

2014/3/19 航空局安全部空港安全・保安対策課

「平成２５年度 空港制限区域内事故防止対策検討会」の開催について

2014/3/19 住宅局住宅生産課

建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の開始について～ビル等の建築物の省エ
ネルギー性能を評価する新たなラベリング制度～

2014/3/19 道路局企画課

日－東ティモール道路セミナーの開催について（報告）

2014/3/19 水管理・国土保全局防災課等

国土交通省ハザードマップポータルサイトの改良に関する意見募集について

発表年月日

担当部局課

2014/3/19 水管理・国土保全局河川環境課

件
名
水辺とまちの未来創造に向けた「水辺とまちの未来創造メッセージ」が取りまとまりまし
た。～ここから水辺の未来が動き出す～

2014/3/19 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９回）の開催について

2014/3/19 総合政策局海外プロジェクト推進課等

第５回海外道路ＰＰＰ協議会の結果概要について

2014/3/19 大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室

「国家機関の建築物等の保全の現況」の公表について

2014/3/19 大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室

「ＢＩＭガイドライン」の策定とその運用について

2014/3/19 鉄道局鉄道事業課等

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構発注の北陸新幹線の融雪・消雪設備
工事に係る談合事案に関する国土交通大臣の同機構理事長及び鉄道局長に対する措
置について

2014/3/19 鉄道局鉄道事業課等

報道発表資料訂正のお知らせ「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構発注
の北陸新幹線の融雪・消雪設備工事に係る談合事案に関する国土交通大臣の同機構
理事長及び鉄道局長に対する措置について」

2014/3/20 海事局安全政策課危機管理室

特定タンカー特措法施行令改正の閣議決定について

2014/3/20 大臣官房技術調査課等

平成２６年度予算に向けた個別公共事業評価（その２）について

2014/3/20 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２６年１月分）

2014/3/20 港湾局海洋・環境課

港湾への洋上風力発電の導入をスムーズに 第２回 港湾における洋上風力発電の導
入円滑化に向けた技術ガイドライン等検討委員会の開催について

2014/3/20 港湾局産業港湾課国際企画室

第５回「海外港湾物流プロジェクト協議会」開催

2014/3/20 海事局船舶産業課

シップリサイクル条約の批准に向けた検討会（第２回）の開催結果について

2014/3/20 自動車局貨物課

先進環境対応型ディーゼルトラックの導入に対する補助（「トラック輸送の省エネ対策の
推進（燃料費高騰対策）」の申請受付日の延長について

発表年月日

担当部局課

2014/3/20 自動車局安全政策課

件
名
第４回「トラックにおける運行記録計の装着義務付け対象の拡大のための検討会」の開
催について

2014/3/20 自動車局環境政策課

平成２５年の燃費の良い乗用車ベスト１０について～平成２５年版「自動車燃費一覧」の
公表～

2014/3/20 自動車局技術政策課

平成２５年度 第３回車両安全対策検討会の開催について

2014/3/20 自動車局技術政策課

「基準緩和自動車の認定要綱について（依命通達）」の一部改正について

2014/3/20 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（第二回）」の開催について

2014/3/20 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」の最終報告について～「借主負担ＤＩＹ
の賃貸借」と「適切な空き家管理」の指針～

2014/3/20 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会 第４５回基本政策部会の開催について

2014/3/20 水管理・国土保全局海岸室等

第７回「日本海における大規模地震に関する調査検討会」について

2014/3/20 都市局都市安全課

東日本大震災の宅地滑動崩落被害を踏まえた現行の宅地造成基準の検証結果につい
て

2014/3/20 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整備事業計画の認定について（りんご並木
商業施設（りんご並木横丁）等整備事業）

2014/3/20 都市局都市計画課都市計画調査室等

日越公共交通指向型都市開発セミナーの開催およびエコシティプロジェクト実施促進に
係る政府関係者との意見交換について（結果報告）

2014/3/20 土地・建設産業局建設市場整備課

平成２６年４月から適用する公共工事設計労務単価について

2014/3/20 大臣官房上席監察官

平成２５年度定期監査の結果について

2014/3/20 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

発表年月日

担当部局課

2014/3/24 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

件
名
「歴史・文化遺産を活かしたまちづくり」をテーマに愛知県犬山市において、車座ふるさと
トークを開催致します。

2014/3/24 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」を継続してまいります！

2014/3/24 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３回）

2014/3/24 港湾局技術企画課技術監理室

繋離船作業に係る安全問題検討会を設置・開催します

2014/3/24 海事局海技課

第２回「横浜川崎区の強制水先に関する検討会」について

2014/3/24 海事局外航課

海運先進国当局間海技（ＣＳＧノルウェー会議）の開催結果について

2014/3/24 自動車局総務課企画室

「第２回ＢＲＴの導入促進等に関する検討会」の開催について

2014/3/24 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

「土砂災害対策の強化に向けた検討会」のハード対策分科会（第２回）およびソフト対策
分科会（第２回）の開催について

2014/3/24 水管理・国土保全局河川計画課河川計画調整室

社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会（第１０５回）の開催
について（お知らせ）

2014/3/24 土地・建設産業局企画課等

第３２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

2014/3/24 総合政策局国際物流課

アセアンにおける海陸一貫輸送システム実証事業の実施

2014/3/24 総合政策局安心生活政策課

第４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」の開催及び大臣報
告について

2014/3/25 道路局国道・防災課

今冬の大雪に係る地方自治体に対する道路除雪費の支援について

2014/3/25 道路局路政課道路利用調整室

「道路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

件

名

2014/3/25 航空局航空ネットワーク部航空事業課

日本航空 羽田＝ホーチミン線の認可について

2014/3/25 航空局安全部空港安全・保安対策課

「第２回 航空機内における電子機器使用に関する意見交換会」の開催について

2014/3/25 港湾局港湾経済課

第７回フィーダー機能強化事業評価委員会の開催について

2014/3/25 鉄道局技術企画課

第３回「鉄道構造物の維持管理に関する基準の検証会議」の開催について

2014/3/25 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

2014/3/25 水管理・国土保全局河川計画課

平成２４年の水害被害額について

2014/3/25 大臣官房参事官（グローバル戦略）

第３回 日・カタールインフラセミナーの結果概要について

2014/3/25 大臣官房技術調査課等

「交通政策審議会 第８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１４回技術部会」の開催について

2014/3/25 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

2014/3/25 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２６年２月調査）

2014/3/25 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２６年３月１～５
日現在＞

2014/3/26 観光庁参事官室（国際会議等担当）

～地域が誇る「知」や「美」の拠点をおもてなしの場所へ～「ユニークベニュー
HANDBOOK 博物館・美術館編」を作成しました

2014/3/26 観光庁観光産業課

旅館向け経営管理支援ツールを策定しました

2014/3/26 観光庁観光産業課

「ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくり（バリアフリー観光地づくり）のための
地域の受入体制強化マニュアル」を作成しました

発表年月日

担当部局課

2014/3/26 観光庁観光戦略課

件
名
１００万人達成のＡＳＥＡＮ６ヵ国分析＆平成２５年の年間値（確報）を発表しました！～
訪日外国人消費動向調査～

2014/3/26 港湾局産業港湾課

第５回「海外港湾物流プロジェクト協議会」の開催結果概要

2014/3/26 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第５２回船員部会の開催について

2014/3/26 海事局総務課海事振興企画室

「海と船フェアinアクアマリンふくしま」の開催について（報告）

2014/3/26 自動車局旅客課新輸送サービス対策室

貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループのとりまとめ～合理的で実効性のある運
賃・料金制度の構築について～

2014/3/26 自動車局旅客課

乗合バス事業者（長電バス株式会社）の上限運賃変更認可申請事案に係る「説明及び
意見を聴く会」の開催について

2014/3/26 自動車局技術政策課等

連節バス導入に関するガイドラインを作成しました！！

2014/3/26 水管理・国土保全局河川環境課等

平成２５年度[第２回]地域と連携した川づくりに係る計画の登録等について

2014/3/26 総合政策局公共事業企画調整課

「第１回 次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会」の開催について～次世代社
会インフラ用ロボットの公募の開始に向けて～

2014/3/26 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

2014/3/26 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）の確報（平成２５年１月から３月分）の公表について

2014/3/26 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

2014/3/26 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１２月分速報）

2014/3/26 観光庁観光戦略課

交通政策審議会観光分科会（第２３回）の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/26 総合政策局安心生活政策課

「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」決定事項の公表について

2014/3/27 道路局道路交通管理課車両通行対策室

特殊車両通行許可審査システム障害による停止のお知らせ

2014/3/27 国土技術政策総合研究所都市研究部

中心市街地の賑わいを取り戻す、我が国初の実務向け調査体系による歩行者空間づく
り～「商店街等の戦略的ストリート形成のためのマニュアル」～

2014/3/27 自動車局自動車情報課等

いわゆるワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングの実施に係る取り扱いについ
て

2014/3/27 鉄道局鉄道事業課

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく鉄道事業再構築実施計画の変
更認定について〔三陸鉄道（株）北リアス線・南リアス線〕

2014/3/27 鉄道局技術企画課

第３回「鉄道構造物の維持管理に関する基準の検証会議」の結果について

2014/3/27 住宅局建築指導課等

一級建築士の懲戒処分について

2014/3/27 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

水・環境ソリューションハブ（ＷＥＳ Hub）運営委員会の開催及びＷＥＳ Hubへの新規登
録地方公共団体の登録証授与式の開催について

2014/3/27 土地・建設産業局建設業課等

第４回 建設産業活性化会議の開催について

2014/3/27 国土政策局総務課

国土審議会委員の任命について

2014/3/27 総合政策局環境政策課

まち・住まい・交通の創畜省エネルギー化モデル構築支援事業～５地域でモデル構想
が策定されました～

2014/3/27 総合政策局公共事業企画調整課環境・リサイクル企画室 平成２４年度建設副産物実態調査結果について
2014/3/27 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

2014/3/28 国土政策局特別地域振興官

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令について

発表年月日

担当部局課

2014/3/28 国土政策局総合計画課

件
名
２０５０年を視野に入れた国土づくりに向けて～新たな「国土のグランドデザイン」（骨子）
をとりまとめました～

2014/3/28 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（ＲＡ２０１４－３）

2014/3/28 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（ＲＩ２０１４－２）

2014/3/28 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（ＭＡ２０１４－３）

2014/3/28 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）

2014/3/28 国土技術政策総合研究所企画部等

社会資本の維持管理、防災・減災等に関する国総研の研究体制の強化について（お知
らせ）

2014/3/28 国土技術政策総合研究所企画部等

平成２６年度から新たに７つの「プロジェクト研究」を始めます！

2014/3/28 海事局船舶産業課

シップリサイクル条約の批准に向けた検討会（第２回）の開催結果について

2014/3/28 海事局船舶産業課

国際海事展「シージャパン２０１４」～我が国海事クラスターの技術を世界に発信～

2014/3/28 政策統括官

政策レビュー等の評価書の作成並びに国土交通省政策評価基本計画の改定及び平成
２６年度国土交通省事後評価実施計画の変更について

2014/3/28 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課成田国際空港企画
成田国際空港について指定した空港の範囲の変更に関する公聴会の開催について
2014/3/28 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課

羽田空港の深夜早朝アクセス等の改善に取り組みます！～東京国際空港の望ましい
アクセスのあり方に関する検討状況～

2014/3/28 自動車局環境政策課

「タイヤ騒音規制検討会」中間とりまとめについて

2014/3/28 自動車局環境政策課

「排出ガス後処理装置検討会」最終報告のとりまとめについて

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/28 鉄道局技術企画課

平成２５年度末における新幹線脱線対策の進捗状況について

2014/3/28 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

2014/3/28 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）の実施技術の選定について

2014/3/28 都市局都市安全課

既存の大規模盛土造成地の滑動崩落対策の進捗状況について

2014/3/28 都市局都市政策課

「平成２５年度テレワーク人口実態調査」の調査結果の概要

2014/3/28 都市局街路交通施設課等

機械式立体駐車場での事故に御注意ください！（周知）－特に自分で操作するマンショ
ン等の駐車場では気を付けて－

2014/3/28 都市局街路交通施設課

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について

2014/3/28 都市局都市政策課大都市戦略企画室

東京外かく環状道路（関越～東名）の大深度地下の使用の許可について

2014/3/28 総合政策局海外プロジェクト推進課

チェンナイ道路整備・ＩＴＳセミナーの開催結果について

2014/3/28 総合政策局海外プロジェクト推進課

日・ラオス道路技術セミナー及び技術交流会の開催結果について

2014/3/28 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

2014/3/28 大臣官房会計課公共事業予算執行管理室

平成２６年度国土交通省所管事業の執行に関する通達について

2014/3/31 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及び対策計画策定ワーキン
ググループ合同会議（第３回）の開催について

2014/3/31 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

「全国自治体・観光協会等リンク集」の掲載を開始致します。

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/31 観光庁国際観光課等

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について、詳細が決まりました。

2014/3/31 国土交通政策研究所

国土交通政策研究 第１１２号 「中国の物流制度に関する調査研究」の公表について
－日系物流事業者による中国での事業展開に関する制度的問題点の整理と解決策の
検討－

2014/3/31 国土交通政策研究所

国土交通政策研究 第１１３号 「運輸分野におけるCO2排出量削減施策とその総合的
評価手法に関する調査研究」の公表について－排出量取引制度等の活用可能性と、
排出量削減施策の評価手法を検討－

2014/3/31 海事局船員政策課

第１回船員安全取組大賞の募集を開始します。

2014/3/31 海事局内航課

「内航海運暫定措置事業の収支実績と今後の資金管理計画」について

2014/3/31 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」サイトの再開とリニューアルについて

2014/3/31 住宅局住宅政策課等

中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のための特例措置の創設・拡充につい
て（平成２６年度税制改正関係）

2014/3/31 住宅局建築指導課

ユニチカ設備技術（株）が製造した防火スクリーンの不具合について

2014/3/31 住宅局市街地建築課

建築基準法第５２条第１４項第１号の規定の運用等について

2014/3/31 住宅局市街地建築課

「規制改革実施計画」（平成２５年６月１４日閣議決定）における「容積率の緩和（特例制
度活用事例の調査）」への対応について

2014/3/31 住宅局市街地建築課

「規制改革実施計画」（平成２５年６月１４日閣議決定）における「市街地に設置される水
素スタンドにおける水素保有量の増加」への対応について

2014/3/31 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 平成２５年度報告書」とりまとめについて

2014/3/31 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

「下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン（案）」につい
て

2014/3/31 土地・建設産業局不動産業課等

「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」の策定について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/3/31 総合政策局環境政策課等

自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について（お知らせ）

2014/3/31 総合政策局情報政策課建設統計室

建築物ストック統計（平成２６年１月１日現在）の公表

2014/3/31 総合政策局環境政策課

環境行動計画（２０１４年度～２０２０年度）の策定について

2014/3/31 大臣官房官庁営繕部管理課

大臣官房官庁営繕部有資格者に対する指名停止措置について

2014/3/31 自動車局審査・リコール課リコール監理室

平成２４年度自動車のリコール届出内容の分析結果について

2014/3/31 総合政策局情報政策課建設統計室

建設工事施工統計調査報告（平成２４年度実績）

2014/3/31 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２６年２月分）（建設関連業等
動態調査 平成２６年２月分）

2014/3/31 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２６年２月分）

2014/3/31 自動車局審査・リコール課リコール監理室

「平成２４年度自動車のリコール届出内容の分析結果について」の記載内容の訂正に
ついて

