発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/2 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４回）

2014/6/2 観光庁観光資源課

４５の地域が「タビの産直イチ」プロジェクトに取り組みます！～地域の”旬”の旅情報を産地
から直送～

2014/6/2 海事局船舶産業課

我が国海事関係事業者によるギリシャ海運市場等への展開に向けた取組支援～我が国造
船・舶用の省エネ技術を世界に発信～

2014/6/2 土地・建設産業局建設市場整備課

第５回 建設産業戦略的広報推進協議会の開催について

2014/6/2 総合政策局国際政策課

「第５回日インドネシア交通次官級会合」の開催結果について

2014/6/2 大臣官房官庁営繕部管理課

大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について

2014/6/2 大臣官房運輸安全監理官室

運輸安全マネジメント普及・啓発のための認定セミナーの実施状況（平成２５年度）について

2014/6/2 大臣官房技術調査課

（お知らせ）グリーン購入法に係る公共工事の継続検討品目群（ロングリスト）の公表について

2014/6/2 大臣官房技術調査課

（お知らせ）グリーン購入法の特定調達品目に関する提案募集について（公共事業）

2014/6/2 航空局航空戦略課国際企画室

第２回「航空インフラ国際展開協議会」開催結果概要

2014/6/3

国土技術政策総合研究所土砂災害研究部砂防研 土砂災害防止月間特別企画！「流木災害の発生メカニズムに迫る」土石流実験公開のお知
究室
らせ

2014/6/3 海事局船員政策課

「めざせ！海技者セミナーin さっぽろ」を開催します

2014/6/3 自動車局貨物課トラック事業適正化対策室

貨物自動車運送事業における適正取引推進のための関係省庁等課長級会議（社会保険等
未加入対策）の開催について

2014/6/3 鉄道局都市鉄道政策課

第１回交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会 東京圏における今後の都市鉄道のあり方
に関する小委員会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/3 水管理・国土保全局河川環境課

平成２５年度全国水生生物調査の結果及び平成２６年度の調査の実施について（お知らせ）

2014/6/3 都市局都市政策課

第１５回 日中都市交流会議の開催等について（報告）

2014/6/3 総合政策局海外プロジェクト推進課等

「日本防災プラットフォーム」設立総会の開催について

2014/6/3 総合政策局海外プロジェクト推進課

第１０回アジア太平洋地域インフラ担当大臣会合について（結果概要）

2014/6/3 総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

平成２５年度の航空輸送統計の概況について

2014/6/4 観光庁地域競争力強化支援室

「マラソン＆サイクリング・ジャパン」の開催について～日本の魅力的なマラソンやサイクリング
を台湾でＰＲします～

2014/6/4 政策統括官付

「歩行者移動支援サービスの導入に関するガイドライン」を公表します。

2014/6/4 航空局首都圏空港課等

第五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

2014/6/4 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（21.7.28～26.5.31まで）

2014/6/4 土地・建設産業局建設業課

建設業許可業者数調査の結果について－建設業許可業者の現況（平成２６年３月末現在）－

2014/6/4 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』の公募結果について～ １４３件・７０
者の応募がありました ～

2014/6/4 大臣官房会計課

行政事業レビュー「公開プロセス」の実施について

2014/6/4 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３月分）

2014/6/5 大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室

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（追加）について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/5 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２６年５月号）」

2014/6/6 海事局船舶産業課

国際海事展「ポシドニア２０１４」（ギリシャ） 官民挙げての船舶省エネ技術売り込み

2014/6/6 道路局路政課

改正道路法（H26.5成立）の関係省令の整備に関するパブリックコメントについて

2014/6/6 航空局航空戦略課

交通政策審議会航空分科会基本政策部会とりまとめについて

2014/6/9 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２６年３月末時点）

2014/6/9 道路局道路交通管理課

「子や孫につなげていきたい道がある」～平成２６年度「道路ふれあい月間」推進標語入選作
品決定のお知らせ～

2014/6/9 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（仮称）」の案に関する意見の募集について

2014/6/9 国土政策局離島振興課

第１２回国土審議会離島振興対策分科会の開催について

2014/6/9 総合政策局国際政策課

「第２回ミャンマー交通次官級会合」及び「第２回日ミャンマー陸上輸送分野高級実務者会合」
の開催について（お知らせ）

2014/6/9 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５月分）

2014/6/9 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

2014/6/10 総合政策局環境政策課等

平成２６年度第１回自然再生専門家会議の開催について

2014/6/10 港湾局海洋・環境課

みなとの博物館ネットワーク・フォーラム創立１０周年記念イベント

2014/6/10 自動車局技術政策課等

国連の「窓ガラスに係る協定規則」、「かじ取装置に係る協定規則」等を国内基準に導入し、
関係省令・告示等を改正します。

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/10 鉄道局都市鉄道政策課

平成２６年度第２回（第１１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

2014/6/10 国土政策局地方振興課

地域づくり活動支援体制整備事業における採択結果のお知らせ

2014/6/10 総合政策局国際政策課

太田国土交通大臣と中東・北アフリカ諸国駐剳日本大使との意見交換会を開催します

2014/6/10

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策
主要建設資材月別需要予測＜平成２６年７月分＞
室

2014/6/10 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４月分）

2014/6/11 運輸安全委員会事務局総務課

重大インシデント調査に関する安全情報の提供について

2014/6/11 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５回）を開催します

2014/6/11 観光庁観光戦略課

交通政策審議会観光分科会（第２６回）の開催について

2014/6/11 総合政策局公共交通政策部交通計画課

平成２６年度第１回（第１４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

2014/6/11 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

2014/6/11 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

FIFAワールドカップブラジル大会において、「JAPAN OMOTENASHI PAVILION」に参加して、
日本の魅力を発信します！

2014/6/12 航空局航空交渉室

日本・イタリア航空当局間協議の開催について

2014/6/12 自動車局技術政策課

平成２６年度 第１回車両安全対策検討会の開催について

2014/6/12 自動車局旅客課バス産業活性化対策室

「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３回）の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/12 水管理・国土保全局水政課

河川法第４条第１項の一級河川の指定等について

2014/6/12 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」に関する提案の選定結果について

2014/6/12 土地・建設産業局建設市場整備課

公共事業労務費調査（平成２５年１０月調査）における社会保険加入状況調査結果について

2014/6/12 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」の選定結果について

2014/6/12 総合政策局国際政策課

「第２回ミャンマー交通次官級会合」及び「第２回日ミャンマー陸上輸送分野高級実務者会合」
の開催結果について

2014/6/12 総合政策局官民連携政策課

平成２６年度 先導的官民連携支援事業の採択案件の決定について

2014/6/12 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４回）の開催について

2014/6/12 自動車局審査・リコール課リコール監理室

三菱自動車工業株式会社による自主改善の実施について

2014/6/12 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

2014/6/13 水管理・国土保全局河川計画課

矢部川水系に係る河川整備基本方針の変更について

2014/6/13 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

第７回 水資源分野における気候変動への適応策のあり方検討会の開催について

2014/6/13 土地・建設産業局建設業課等

第６回 建設産業活性化会議の開催について

2014/6/13 総合政策局環境政策課等

「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界会議」併催イベントの公募につ
いて

2014/6/13 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

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/13 総合政策局国際政策課

太田国土交通大臣と中東・北アフリカ諸国駐剳日本大使との意見交換会結果について

2014/6/13 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４月分）

2014/6/16 水管理・国土保全局河川環境課

水辺空間の賑わい創出のための「夏の水辺楽しみスポット」の情報募集について－ミズベリン
グ・プロジェクト－

2014/6/16 都市局公園緑地・景観課等

「平成２６年度 集約型都市形成に向けた計画的な緑地環境形成実証調査」に関する提案の
選定結果について

2014/6/16 土地・建設産業局地籍整備課

地籍整備推進調査費補助金の募集について

2014/6/16 総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）
2014/6/16 総合政策局公共事業企画調整課等

社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会 第３回交通政策基本計画
小委員会について
社会資本整備審議会・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「建設リサイクル推進に係る方策（とりまとめ案）」に関する意見の募集の開始
について

2014/6/16 観光庁観光戦略課

第４回観光立国推進閣僚会議の開催について

2014/6/17 観光庁観光戦略課

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４」について

2014/6/17 観光庁観光地域振興部観光地域振興課等

第６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～

2014/6/17 国土技術政策総合研究所

共同研究者の募集～家庭電力を安価にピークシフトする次世代蓄電システムの構築を目指
して～

2014/6/17 自動車局旅客課バス産業活性化対策室

バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会（第３回）の開催について

2014/6/17 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４月分）について

2014/6/17 総合政策局国際政策課

「第１２回日ＡＳＥＡＮ次官級交通政策会合」の開催について（お知らせ）

発表年月日

担当部局課

2014/6/17 総合政策局国際政策課国際戦略室

件
名
ASEAN-Japan-ITF都市交通セミナー 「発展するアジアを支える都市化と交通」の開催につい
て

2014/6/17 自動車局審査・リコール課リコール監理室

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社による自主改善の実施について

2014/6/17 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

2014/6/17 観光庁観光戦略課

第８回国土交通省観光立国推進本部ワーキンググループの開催について

2014/6/18 国土交通政策研究所

旅館ブランド研究会・シンポジウム－インバウンド観光の推進に向け、「RYOKAN」を世界へ発
信－の開催について（お知らせ）

2014/6/18 観光庁国際会議等担当参事官室

本年７月、国連世界観光機関（UNWTO）本部に日本人職員が初めて派遣されます。

2014/6/18 北海道局参事官付

台湾から自転車関係団体及びメディア関係者を招いてファムトリップを実施します！

2014/6/18 北海道局参事官室

平成２６年度第１回（第３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

2014/6/18 海事局総務課企画室

第２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

2014/6/18 自動車局自動車情報課

「自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会」中間とりまとめについて

2014/6/18 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（よみうり文化セン
ター（千里中央）再整備事業）

2014/6/18 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（地域資源を補完した広域連携）の推進事業」の選定結果
について

2014/6/18 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

2014/6/19 観光庁観光戦略課

交通政策審議会観光分科会（第２７回）の開催について

発表年月日

担当部局課

2014/6/19 運輸審議会審理室

件
名
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事案に関
する答申について

2014/6/19 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

平成２６年度（第７回）「国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞）」の募集について

2014/6/19 土地・建設産業局企画課

不動産鑑定士に対する懲戒処分について

2014/6/19 国土政策局総合計画課

平成２６年度「小さな拠点」づくりモニター調査地域の募集について

2014/6/19 総合政策局官民連携政策課

平成２６年度 震災復興官民連携支援事業の採択案件の決定について

2014/6/19 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

2014/6/20 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４月分）

2014/6/20 航空局航空交渉室

日本・イタリア航空当局間協議の結果について

2014/6/20 自動車局旅客課

一般乗合バスの上限運賃の変更認可について

2014/6/20 自動車局安全政策課

平成２６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（運行管理の高度化に
対する支援等）の募集を開始します。

2014/6/20 自動車局技術政策課

平成２６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））の募集を開始します。

2014/6/20 鉄道局旅客輸送業務監理室

消費税率引上げに伴う札幌市の上限運賃の変更認可について

2014/6/20 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

2014/6/20 都市局総務課調整室

社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 第１回新たな時代の
都市マネジメント小委員会の開催について

発表年月日

担当部局課

2014/6/20 国土政策局国土情報課等

件
名
「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３回）」の開催について

2014/6/20 土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 多様な入札契約方式モデル事業の案件募集について
2014/6/21 鉄道局施設課

降雨時の安全輸送の確保について

2014/6/23 政策統括官付

第１回「ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会」開催について

2014/6/23 航空局安全部安全企画課等

「第１５回航空安全情報分析委員会」の開催について

2014/6/23 海事局総務課国際企画調整室

野上国土交通副大臣のパナマ・米国出張について

2014/6/23 自動車局技術政策課

第２４回ＥＳＶ国際会議（自動車安全技術国際会議）における学生安全技術デザインコンペ
ティション参加チームを募集します！

2014/6/23 土地・建設産業局不動産業課

第３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

2014/6/23 総合政策局物流政策課

平成２６年度グリーン物流パートナーシップ優良事業の募集について～大臣表彰・局長級表
彰の募集を開始します～

2014/6/23 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）における平成２５年度新技術活用状況等
について～平成２６年度推奨技術等の選定結果について～

2014/6/23 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

2014/6/24 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号３３６３に係わる三菱自動車工業（株）からのリコール届出の訂正について

2014/6/24 国土技術政策総合研究所都市研究部

「公共交通」を中心にした「コンパクトな都市づくり」のための課題がよく分ります～アクセシビ
リティ指標活用の手引き～

2014/6/24 港湾局産業港湾課等

「全国クルーズ活性化会議」第３回総会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/24 港湾局産業港湾課

港湾に立地する物流施設の再編・高度化に対する補助事業の公募について

2014/6/24 自動車局安全政策課

平成２６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

2014/6/24 自動車局安全政策課

「事業用自動車事故調査委員会」の発足について

2014/6/24 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室

住宅瑕疵担保履行制度のあり方検討委員会の設置及び第１回委員会の開催について

2014/6/24 住宅局総務課民間事業支援調整室

第３５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

2014/6/24 住宅局総務課民間事業支援調整室

第２１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

2014/6/24 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の試行運用に向けた横浜市との連携について

2014/6/24 土地・建設産業局地籍整備課

全国の地籍調査実施状況について（平成２６年３月末時点）～地方公共団体ごとの地籍調査
の進捗率を公表します～

2014/6/24 国土政策局総合計画課

第９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

2014/6/24 総合政策局国際政策課国際戦略室

ASEAN-Japan-ITF都市交通セミナー 「発展するアジアを支える都市化と交通」の開催結果
について

2014/6/25 道路局路政課

改正道路法（H26.5成立）の関係省令の整備について

2014/6/25 北海道局参事官

平成２６年度北海道特定特別総合開発事業推進費（第１回配分）の実施計画について

2014/6/25 国土政策局広域地方政策課調整室

平成２６年度 第１回災害対策等緊急事業推進費の執行について

2014/6/25 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第５５回船員部会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/25 航空局安全部運航安全課乗員政策室

第６回 乗員政策等検討合同小委員会の開催について

2014/6/25 自動車局旅客課

乗合バス事業者（三重交通株式会社）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

2014/6/25 鉄道局都市鉄道政策課

第２回交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会 東京圏における今後の都市鉄道のあり方
に関する小委員会の開催について

2014/6/25 道路局国道・防災課

「定期点検要領」の策定について

2014/6/25 土地・建設産業局建設業課等

第７回 建設産業活性化会議の開催について

2014/6/25 土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 平成２６年度新たな入札契約方式に係る発注者支援業務の募集について
2014/6/25 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２回募集分）の実
施について～第２回実施事業が決定しました～

2014/6/25 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２６年度の募集につい
て

2014/6/25 大臣官房人事課

平成２６年地域公共交通優良団体大臣表彰について

2014/6/25 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

2014/6/25 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３月分速報）

2014/6/25 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４月から６月分）の公表について

2014/6/25 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５月調査）

2014/6/25

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策 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６月１～５日現
室
在＞

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/25 運輸安全委員会

事故調査等の進捗状況について

2014/6/25 総合政策局国際政策課

「第１２回日ＡＳＥＡＮ次官級交通政策会合」の結果について

2014/6/26 海事局総務課企画室

交通政策審議会海事分科会第２回基本政策部会の開催について

2014/6/26 水管理・国土保全局海岸室等

海岸愛護月間の実施について

2014/6/26 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 気候変動に適応した治水対策検討小委員会（第１４回）の
開催について

2014/6/26 水管理・国土保全局治水課

河川愛護月間（７月１日～７月３１日）を実施します～せせらぎに ぼくも魚も すきとおる～

2014/6/26 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

2014/6/26 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

2014/6/26 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

2014/6/26 海事局産業港湾課

「ジャパン・クルーズ・キャンペーン」の実施について

2014/6/27 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（ＡＡ２０１４－３）

2014/6/27 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（ＡＩ２０１４－３）

2014/6/27 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（ＲＡ２０１４－６）

2014/6/27 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（ＭＡ２０１４－６）

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/6/27 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（ＭＩ２０１４－６）

2014/6/27 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）

2014/6/27

航空局航空ネットワーク企画課空港経営改革推進
「仙台空港特定運営事業等募集要項」の公表について
室

2014/6/27 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

2014/6/27 海事局船員政策課

第１０３回国際労働総会における海上労働条約のコード改正について

2014/6/27 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

2014/6/27 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

2014/6/27 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 グループ募集の採択結果について

2014/6/27 住宅局建築指導課

違法建築の疑いのある昇降機に係るフォローアップ調査の状況について

2014/6/27 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

2014/6/27 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」策定に向けた第９回 下水道政策研究委員会の開催について

2014/6/27

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策
平成２６年度建設資材需要連絡会合同会議を開催します
室

2014/6/27 総合政策局公共事業企画調整課等

平成２６年度「手づくり郷土賞」の募集開始について

2014/6/27 大臣官房官庁営繕部管理課

大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について

発表年月日

担当部局課

2014/6/27 大臣官房技術調査課
2014/6/27

件
名
平成２６年度建設技術研究開発助成制度の採択課題決定について－新規課題６件、継続課
題１１件の合計１７件を採択－

土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資
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の公表について
市場整備室

2014/6/30 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

Googleマップのストリートビューを活用して観光地域の魅力を世界に発信します！

2014/6/30 港湾局産業港湾課

中原国土交通大臣政務官のミャンマー出張について

2014/6/30 港湾局計画課企画室

全国輸出入コンテナ貨物流動調査結果について

2014/6/30 港湾局計画課企画室

２０１３年のコンテナ取扱貨物量（速報値）について

2014/6/30 港湾局計画課

交通政策審議会第５６回港湾分科会の開催について

2014/6/30 海事局総務課海事振興企画室

平成２６年「海の月刊」について～今年の海フェスタは京都府舞鶴市・福知山市・綾部市・宮津
市・京丹後市・与謝野町・伊根町で開催します！～

2014/6/30 土地・建設産業局建設業課

社会保険等未加入業者への加入等指導状況について（平成２４年１１月～平成２６年３月まで
の状況）

2014/6/30 総合政策局海外プロジェクト推進課等

土井国土交通大臣政務官のトルコ出張について

2014/6/30 大臣官房地方課等

平成２７・２８年度 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査につ
いて

2014/6/30 自動車局審査・リコール課リコール監理室

株式会社カロッツェリアジャパンによる自主改善の実施について

2014/6/30 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５月分）（建設関連業等動態調
査 平成２６年５月分）

2014/6/30 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５月分）

