発表年月日

担当部局課

件

名

2014/4/1 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

平成２６年度観光地域ブランド確立支援事業の補助採択を行いました。

2014/4/1 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

「福島県における観光関連復興支援事業」における補助金交付の決定について

2014/4/1 水管理・国土保全局海岸室等

「海岸保全施設維持管理マニュアル～堤防・護岸・胸壁の点検・評価及び長寿命化計画
の立案～」をとりまとめました

2014/4/1 海事局安全政策課監理室

ケミカルタンカーの安全対策の徹底について～ケミカルタンカー全船への訪船指導を実
施します～

2014/4/1 海事局船員政策課

第１回ＩＬＯ海上労働条約特別三者委員会の開催について

2014/4/1 自動車局技術政策課

自動車基準・認証制度に関する第４回 アジア地域 官民共同フォーラムの開催につい
て～アジア諸国の成長と安全・安心な車社会の実現に向けて～

2014/4/1 道路局路政課等

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正について

2014/4/1 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

「第５回日本・ベトナム下水道分野における技術協力に関する定期会議」及び「推進工法
の普及に関するセミナー」の開催結果について

2014/4/1 都市局公園緑地・景観課

平成２６年度「先進緑化技術開発助成事業」先進緑化技術開発計画の募集について

2014/4/1 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第３回パートナー協
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～

2014/4/1 土地・建設産業局建設市場整備課

「建設企業等のための経営戦略アドバイザリー事業」の実施について

2014/4/1 土地・建設産業局建設業課

東日本大震災に伴う国発注工事の前金払の特例の継続について

2014/4/1 国土政策局広域地方政策課

平成２６年度 広域的地域間共助（地域資源を相互補完した広域連携）推進に向けた取
組の募集について

2014/4/1 大臣官房官庁営繕部整備課等

平成２６年度 建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表について

2014/4/1 大臣官房官庁営繕部計画課

平成２６年度 営繕工事の発注見通しの公表について
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2014/4/1 大臣官房上席監察官

平成２６年度監察基本計画について

2014/4/2 海事局船舶産業課

海洋資源開発関連技術研究開発支援事業の状況とシージャパン２０１４における展示に
ついて

2014/4/2 港湾局技術企画課技術監理室等

宮崎日向沖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

2014/4/2 道路局国道・防災課道路保全企画室等

道路の維持修繕に関する省令・告示の制定について（道路法施行規則の一部改正等）

2014/4/2 国土政策局地方振興課

平成２６年度 地域づくり活動支援体制整備事業実施団体募集のお知らせ

2014/4/2 総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）

社会資本整備審議会・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

2014/4/2 総合政策局物流政策課

第１回「物流問題調査検討会」の開催について

2014/4/2 総合政策局公共事業企画調整課等

「社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会 交通政策審議
会交通体系分科会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会 第８回合同会議」
の開催について

2014/4/3 海事局総務課海事振興企画室

２０１３年度「ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞入賞作品」を展示します

2014/4/3 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

2014/4/3 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２６年３月分）

2014/4/3 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

2014/4/3 総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

トラック輸送情報（平成２６年１月分）

2014/4/4 観光庁観光地域振興部観光地域振興課等

第４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～

2014/4/4 観光庁観光戦略課

交通政策審議会観光分科会（第２４回）の開催について

2014/4/4 運輸審議会審理室

長電バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請に関
する公示について
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2014/4/4 航空局航空交渉室

日本・ブラジル航空当局間協議の開催について

2014/4/4 住宅局建築指導課等

平成２５年度 建築基準整備促進事業報告会の開催について

2014/4/4 道路局国道・防災課

「道の駅」の第４１回登録について～今回１６駅が登録され、１，０３０駅となります～

2014/4/4 水管理・国土保全局防災課

「美しい山河を守る災害復旧基本方針」【ガイドライン】の改定について（お知らせ）

2014/4/4 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

2014/4/4 土地・建設産業局建設市場整備課

建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置について

2014/4/7 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

2014/4/7 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

2014/4/7 道路局国道・防災課等

道路の点検基準時（５年に１回の頻度、近接目視等）を定める省令案等に関するパブ
リックコメントの結果について

2014/4/7 総合政策局国際政策課

第３９回ＡＰＥＣ交通ワーキンググループの開催結果について

2014/4/7 総合政策局海洋政策課等

国際海事機関（ＩＭＯ）第６６回海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ６６）の開催結果

2014/4/7 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

2014/4/7 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号外－２０１７に係わるゼネラルモーターズ・ジャパン（株）からのリコール
届出の訂正について

2014/4/7 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

2014/4/7 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２６年３月号）」

2014/4/7 港湾局産業港湾課等

第３９回アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）交通ワーキング・グループ 港湾・海事専門家
会合の開催結果について
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2014/4/8 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官

平成２６年度ビジット・ジャパン「官民連携事業」において事業化するアイディアの決定

2014/4/8 海事局安全政策課危機管理室

船舶津波避難マニュアル作成の手引きを策定しました。

2014/4/8 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（21.7.28～26.3.31まで）

2014/4/8 自動車局自動車情報課

第３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

2014/4/8 住宅局安心居住推進課

平成２６年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集開始について

2014/4/8 土地・建設産業局地籍整備課

平成２６年度地籍整備推進調査費補助金の第１回募集開始について

2014/4/8 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（ＮＥＴＩＳ）」の改正について～新技術の技術
特性を明確にすることで現場への導入を促進～

2014/4/8 総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

航空輸送統計速報（平成２６年１月分）

2014/4/8 都市局公園緑地・景観課

「平成２６年度全国都市緑化祭」の実施について

2014/4/9 観光庁観光戦略課

国土交通省観光立国推進本部ワーキンググループ（第７回）を開催します

2014/4/9 都市局市街地整備課等

「まちづくり推進のための大街区化活用にかかる執務参考資料」を策定しました

2014/4/9 土地・建設産業局不動産業課

「不動産に係る情報ストックシステム基本構想」の策定について

2014/4/9 土地・建設産業局国際課

「海外建設市場データベース」に不動産市場を追加しました！～アジアを中心とした各国
の不動産市場に関する情報を提供～

2014/4/9 総合政策局公共事業企画調整課

『次世代社会インフラ用ロボット技術・ロボットシステム』の公募を始めます。（平成２６年
４月９日～平成２６年５月２８日）

2014/4/9 総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）

社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会 第１回交通政策基
本計画小委員会について

2014/4/9 自動車局審査・リコール課リコール監理室

平成２５年度のリコール届出件数及び対象台数について（速報値）
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2014/4/9 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

2014/4/10 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

「観光地域づくり関連支援メニュー集」を地域づくりにぜひご活用ください！

2014/4/10 国土交通政策研究所

国土交通政策研究所報 PRI Review 第５２号（２０１４年春季）の公表について

2014/4/10 住宅局住宅生産課

平成２６年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の公募に関する情報提供について

2014/4/10 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

平成２６年度 地域型住宅ブランド化事業 グループ募集の開始について

2014/4/10 都市局公園緑地・景観課

「霞が関合同庁舎３号館屋上庭園」の公開について

2014/4/10 国土政策局国土情報課

「平成２６年度Ｇ空間社会実証プロジェクト事業」の募集について

2014/4/10 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

2014/4/10 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５月分＞

2014/4/10 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

建設工事受注動態統計調査報告（平成２６年２月分）

2014/4/11 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官

訪日外国人旅行者数２０００万人の高みを目指し、「マーケティング戦略本部」を新たに
設置～マーケティング専門家として恩藏直人早大教授、安藤和代千葉商科大准教授が
参画～

2014/4/11 運輸審議会審理室

春秋航空日本株式会社からの混雑空港（成田国際空港）運航許可申請に関する公示に
ついて

2014/4/11 海事局船舶産業課

国際海事セミナーの開催結果について（シージャパン２０１４関連イベント）

2014/4/11 住宅局住宅生産課

「平成２６年度住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」の公募内容に係る情報提供につい
て

2014/4/11 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会 第４６回基本政策部会の開催について
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2014/4/11 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

今後の水資源政策のあり方について～「幅を持った社会システム」の構築（次世代水政
策元年）～ －中間とりまとめを公表します－

2014/4/11 土地・建設産業局不動産市場整備課

第１回「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン検討
委員会」の開催について

2014/4/11 国土政策局広域地方政策課調整室

平成２６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１回募集分）
の実施について～第１回実施事業が決定しました～

2014/4/11 国土政策局総合計画課

第７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

2014/4/11 総合政策局情報政策課

「情報通信技術を活用した公共交通活性化に関する調査」報告書について

2014/4/11 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

2014/4/14 航空局航空交渉室

日本・ブラジル航空当局間協議の結果について

2014/4/14 海事局船員政策課

第１回ＩＬＯ海上労働条約特別三者委員会の結果について

2014/4/14 住宅局住宅生産課等

事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する検討会 第３回検討会
の開催について

2014/4/14 国土政策局国土情報課等

「国土審議会土地政策分科会企画部会国土調査のあり方に関する検討小委員会（平成
２６年第２回）」の開催について

2014/4/14 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１０回社会資本メンテ
ナンス戦略小委員会（第２期第１回）」の開催について

2014/4/15 大臣官房人事課

平成２６年観光関係功労者大臣表彰について

2014/4/15 観光庁観光戦略課

観光立国推進ワーキングチーム（第７回）を開催します

2014/4/15 航空局航空ネットワーク部航空事業課

外国人国際航空運送事業の経営許可について

2014/4/15 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４四半期）

2014/4/15 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
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2014/4/16 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（第４回）を開催しま
す

2014/4/16 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 気候変動に対応した治水対策検討小委員会（第１３
回）の開催について（お知らせ）

2014/4/16 国土政策局地方振興課

国土審議会第８回半島振興対策部会の開催について

2014/4/16 総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）

社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会 第２回交通政策基
本計画小委員会について

2014/4/16 総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

造船統計速報（平成２６年２月分）

2014/4/17 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２月分）

2014/4/17 総合政策局政策課

「国土交通省２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会準備本部」（第１回）の開催に
ついて

2014/4/17 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

建設総合統計（平成２６年２月分）について

2014/4/17 大臣官房官庁営繕部管理課

警察庁からの要請による公共事業等からの排除措置について

2014/4/18 自動車局審査・リコール課リコール監理室

オートマ車での誤った操作によるエンストに注意！！～ビデオによる解説も行っています
～

2014/4/18 自動車局技術政策課等

平成２５年度自動車アセスメント結果発表会を開催します

2014/4/18 自動車局安全政策課

北陸高速バス事故を受けた対策について

2014/4/18 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

平成２６年度 木造建築技術先導事業 提案の募集開始について

2014/4/18 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２６年３月末時点）

2014/4/18 水管理・国土保全局河川計画課

第３２回 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議の開催について

2014/4/18 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、特に大阪では現在のＤＩが大
幅に改善し７年ぶりのプラス値へ～土地取引動向調査（平成２６年２月調査）の結果～
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2014/4/18 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

2014/4/21 航空局航空戦略課

第１５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

2014/4/21 海事局総務課企画室

交通政策審議会海事分科会 第１回基本政策部会の開催について

2014/4/21 自動車局総務課企画室等

第２回「訪日外国人旅行者の増加等に関する自動車関係者との意見交換会」の開催に
ついて

2014/4/21 住宅局住宅生産課

「平成２６年度建築物省エネ改修等推進事業」の提案募集の開始について

2014/4/21 住宅局住宅生産課

「平成２６年度住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」の公募開始について

2014/4/21 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７回 下水道政策研究委員会の開催につい
て

2014/4/21 土地・建設産業局不動産業課

第１回「ＩＴを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」の開催について

2014/4/21 自動車局審査・リコール課リコール監理室

(株）カーメイトによる自主改善の実施について

2014/4/22 水管理・国土保全局水政課

「雨水の利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「雨水の利用の推進
に関する法律第二条第二項の法人を定める政令」について

2014/4/22 国土交通政策研究所

「運輸企業の組織的安全マネジメント手法に関する調査研究」－運輸企業の組織風土に
関する分析－～階層間の意識ギャップに課題～

2014/4/22 航空局航空戦略課等

ラオス国「ワッタイ国際空港国際線ターミナル運営事業」の我が国企業体による契約延
伸について

2014/4/22 航空局安全部空港安全・保安対策課航空保安対策室

空港平面図が一般閲覧できる状態にあった新千歳空港及び中部国際空港への特別監
査の実施について

2014/4/22 政策統括官

第３３回 国土交通省政策評価会の開催について

2014/4/22 海事局検査測度課

全国で小型船舶に対する安全キャンペーンを実施！

2014/4/22 自動車局自動車情報課

第４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
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2014/4/22 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１０６回）の開催
について（お知らせ）

2014/4/22 水管理・国土保全局防災課等

水災害に関する防災・減災対策本部会議（第２回）の開催について

2014/4/22 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

2014/4/22 土地・建設産業局建設業課

中央建設業審議会委員の任命について

2014/4/22 土地・建設産業局建設業課

もっと女性が活躍できる建設業へ向けた国土交通省と建設業５団体の会談について

2014/4/23 航空局航空ネットワーク企画課

釧路空港制限表面を突出する樹木に伴う計器進入方式等の一時変更

2014/4/23 海事局船員政策課

「外航日本人船員（海技者）確保・育成スキーム」合同面談会を開催します

2014/4/23 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第５３回船員部会の開催について

2014/4/23 自動車局技術政策課

第１５回自動車安全シンポジウムの参加者募集について

2014/4/23 自動車局旅客課

バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会（第２回）の開催について

2014/4/23 住宅局市街地建築課マンション政策室

「平成２５年度マンション総合調査結果について」

2014/4/23 道路局路政課等

大型車両の通行の適正化に関する政令案等のパブリックコメントについて

2014/4/23 総合政策局物流政策課

第２回 物流政策アドバイザリー会議の開催について

2014/4/23 総合政策局技術政策課

遠隔諸島における産学官連携型の海洋関連技術開発の公募について

2014/4/23 運輸安全委員会

事故調査等の進捗状況について

2014/4/23 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

海外現地オールジャパンでの訪日プロモーション事業の実施～在外公館等と連携して
日本の魅力を強力に発信～
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2014/4/24 港湾局海洋・環境課

平成２６年度モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業の公募につ
いて

2014/4/24 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１２回航行援助施設基金委員会
の開催結果について

2014/4/24 海事局総務課企画室

第１回「エネルギー輸送ルートの多様化への対応に関する検討会」の開催について

2014/4/25 道路局国道・防災課

復興の加速化について～東日本大震災後着手の復興道路・復興支援道路で初となる開
通見通し公表～

2014/4/25 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（ＲＡ２０１４－４）

2014/4/25 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（ＡＩ２０１４－２）

2014/4/25 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（ＭＡ２０１４－４）

2014/4/25 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）

2014/4/25 航空局航空ネットワーク企画課空港経営改革推進室

「仙台空港特定運営事業等実施方針」の公表について

2014/4/25 総合政策局国際政策課

太田国土交通大臣のモンゴル・韓国出張について

2014/4/25 国土交通政策研究所

「国土交通政策研究所・研究発表会」の開催について（お知らせ）

2014/4/25 港湾局海洋・環境課

『海とみなとの相談窓口』の機能拡充について～みなとを利用した地域振興のご相談、
何でも受け付けます～

2014/4/25 海事局外航課等

２０１３年の我が国のクルーズ等の動向について

2014/4/25 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課等

成田国際空港の施設変更の許可について

2014/4/25 航空局航空ネットワーク部航空事業課等

地方航空路線活性化プログラム及び着陸料の提案割引制度の評価等に関する懇談会
の開催について

2014/4/25 自動車局整備課

ホイール・ボルト折損による大型車の車輪脱落事故が増加しています！
10 / 13 ページ

2014/4/25 自動車局貨物課

エコタイヤ及び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（燃料高騰対策）」の２次募集について

2014/4/25 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 最終とりまとめについて

2014/4/25 住宅局住宅生産課

「平成２６年度住宅・建築物技術高度化事業」の提案募集の開始について

2014/4/25 住宅局住宅生産課

平成２６年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の提案募集の開始について

2014/4/25 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２６年３月末時点）

2014/4/25 住宅局住宅生産課

「平成２６年度（第１回）住宅・建築物CO2先導事業」の提案募集の開始について

2014/4/25 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

2014/4/25 大臣官房技術調査課等

個別公共事業の評価書の作成について

2014/4/25 水管理・国土保全局治水課

設楽ダムに関する国土交通省の対応方針について

2014/4/25 都市局街路交通施設課

地下街の安心避難対策ガイドラインの策定について

2014/4/25 都市局都市計画課

「平成２６年度 都市再興のための公的不動産活用検討委託調査」に関する提案の選定
結果について

2014/4/25 土地・建設産業局建設業課建設業適正取引推進指導室 平成２５年度「建設業法令遵守推進本部」の活動結果等について
2014/4/25 国土政策局特別地域振興官

第１０４回 奄美群島振興開発審議会の開催について

2014/4/25 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」キャンペーンの実施につい
て

2014/4/25 総合政策局海外プロジェクト推進課

第１回日トルコ防災協働対話ワークショップの開催について（結果概要）

2014/4/25 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
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2014/4/25 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４月１～５
日現在＞

2014/4/25 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３月調査）

2014/4/25 自動車局安全政策課

ＧＷ期間中におけるバス輸送の安全確保の徹底について

2014/4/28 大臣官房人事課

平成２６年春の褒章について

2014/4/28 水管理・国土保全局河川環境課水防企画室

水防月間（５月１日～５月３１日）～洪水から守ろうみんなの地域～

2014/4/28 総合政策局海外プロジェクト推進課

土井国土交通大臣政務官のブルガリア・ギリシャ出張について

2014/4/28 総合政策局国際政策課

太田国土交通大臣のモンゴル出張結果

2014/4/29 大臣官房人事課

平成２６年春の叙勲について

2014/4/30 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

世界の閣僚・有識者に日本の魅力をＰＲ～ＯＥＣＤウィーク（日本のＯＥＣＤ加盟５０周年）
の機会を活かした訪日プロモーション～

2014/4/30 観光庁国際観光課

高木国土交通副大臣の海外出張について

2014/4/30 海事局船員政策課

船員労働災害防止優良事業者（１級及び２級）の平成２６年度募集を開始します。

2014/4/30 海事局船員政策課安全衛生室

船員安全取組大賞のロゴが決定しました。

2014/4/30 鉄道局都市鉄道政策課

平成２６年度第１回（第１０回）交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会の開催につい
て

2014/4/30 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２６年３月末時点）

2014/4/30 住宅局安心居住推進課

平成２６年度民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業の募集開始について

2014/4/30 総合政策局官民連携政策課

平成２５年度 ＰＰＰ／ＰＦＩ推進に係る調査結果について
12 / 13 ページ

2014/4/30 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

建築物リフォーム・リニューアル調査報告（平成２５年度上半期受注分）（概要）

2014/4/30 大臣官房技術調査課等

平成２５年 建設業活動実態調査の結果

2014/4/30 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

2014/4/30 土地・建設産業局参事官（土地市場担当）

東京都の不動産価格指数（住宅）の長期時系列の公表について

2014/4/30 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２６年１月分速報）

2014/4/30 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

建設工事受注動態統計調査報告（大手５０社調査 平成２６年３月分、平成２５年度計）
（建設関連業等動態調査 平成２６年３月分）

2014/4/30 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

建築着工統計調査報告（平成２６年３月分、平成２５年度分）

2014/4/30 総合政策局国際政策課

太田国土交通大臣の韓国要人との会談結果
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