発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/1 海事局内航課

第２回「災害時の船舶活用の円滑化の具体的方策に関する調査検討会」を開催します

2014/10/1 鉄道局総務課

第２１回「鉄道の日」について

2014/10/1 鉄道局鉄道サービス政策室

「鉄道の日」実行委員会による第１３回「日本鉄道賞」の受賞者の決定について

2014/10/1 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（第２次）の決定について

2014/10/1 観光庁国際観光課

第６回日越観光協力委員会を開催します

2014/10/1 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１０回）の開催について

2014/10/1 土地・建設産業局不動産業課

「宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する
省令」及び「標準媒介契約約款及び不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件」の
公布について

2014/10/1 大臣官房官庁営繕部計画課

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

2014/10/1 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

2014/10/1 大臣官房地方課公共工事契約指導室

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イン
ターネット一元受付の実施について

2014/10/1 大臣官房地方課公共工事契約指導室等

平成２７・２８年度国土交通省地方整備局等に係る定期の資格審査について

2014/10/1 水管理・国土保全局砂防部保全課

御嶽山の噴火活動を踏まえ、緊急的に砂防堰堤を設置します

2014/10/2 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７月分）

2014/10/2 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７月分）

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/2 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９月分）

2014/10/2 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

2014/10/2 航空局安全部運航安全課

Ｘバンド・レーダーの運用に伴う飛行制限区域の設定について

2014/10/2 土地・建設産業局不動産市場整備課

平成２６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１回）の開
催について

2014/10/2 総合政策局国際政策課

太田国土交通大臣とアジア太平洋諸国駐剳日本大使との意見交換会を開催します

2014/10/3 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

2014/10/3 土地・建設産業局建設市場整備課

平成２６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

2014/10/3 国土政策局地方振興課

平成２６年度地域づくり表彰受賞団体を決定しました

2014/10/3 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

御嶽山における降灰後の土石流に関するシミュレーション計算結果について

2014/10/3 住宅局総務課

第２６回「住生活月間」における功労者表彰について

2014/10/6 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２６年９月号）」

2014/10/6 鉄道局技術企画課

「デュアル・モード・ビークル（ＤＭＶ）に関する技術評価委員会」の開催について

2014/10/6 海事局検査測度課

船舶関係技術職員の募集について

2014/10/6 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１４回社会資本メンテナ
ンス戦略小委員会（第２期第５回）」の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/6 住宅局市街地建築課

「第３回住宅団地の再生のあり方に関する検討会」の開催について

2014/10/6 国土技術政策総合研究所住宅研究部等

北海道南西沖地震 小中学生らが「失われた町並み」をアプリで体験

2014/10/6 観光庁参事官室（国際会議等担当）

第４回ユニークベニュー利用促進協議会を開催します

2014/10/7 総合政策局国際政策課（グローバル戦略）

MLIT-OECD政策フォーラム「都市開発とグリーン成長に関する日本・ＯＥＣＤ政策フォーラ
ム」の開催について－ＴＯＤ等の都市開発に関する日本の経験のアジア都市との共有－

2014/10/7 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８月分）

2014/10/7 海事局総務課国際企画調整室

デンマーク海事フォーラム２０１４への出席について

2014/10/7 水管理・国土保全局防災課等

「新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会」の開催について

2014/10/7 道路局高速道路課等

社会資本整備審議会道路分科会第１４回国土幹線道路部会の開催について

2014/10/7 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

太田大臣が１０／１０、都市緑化キャンペーンに参加します。

2014/10/7 土地・建設産業局建設市場整備課

『高校生の作文コンクール～「建設業の未来」を担う高校生の君たちへ～』表彰について受
賞者が決まりました

2014/10/7 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～』の表彰について受賞者が決まりました

2014/10/8 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１３回航行援助施設基金委員会、
第７回協力フォーラムの開催結果について

2014/10/8 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課等

成田空港のアクセス利便性向上等に関する連絡協議会を設置します

2014/10/8 自動車局技術政策課

自動車基準・認証制度に関する第５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～

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/8 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

2014/10/8 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会下水道小委員会（第２
回）、河川分科会 下水道小委員会（第２回）の開催について（お知らせ）

2014/10/8 鉄道局技術企画課

「デュアル・モード・ビークル（ＤＭＶ）に関する技術評価委員会」の結果について

2014/10/9 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

2014/10/9 大臣官房人事課

平成２６年（第２１回）「鉄道の日」鉄道関係功労者大臣表彰について

2014/10/9 自動車局審査・リコール課リコール監理室

スズキ株式会社による自主改善の実施について

2014/10/9 総合政策局物流政策課

平成２６年度「モーダルシフト等推進事業」（補助事業）の認定について

2014/10/9 自動車局環境政策課等

「装置型式指定規則」及び「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

2014/10/9 運輸審議会審理室等

東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上
限設定認可申請事案に関する諮問及び公聴会の開催決定について

2014/10/9 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開発・導入のための「現場検証」の実施計画が決まりました

2014/10/10

総合政策局安心生活政策課交通バリアフリー政策 バリアフリー法に基づくバリア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
室
交通移動等円滑化実績等報告書の集計結果概要（平成２５年度末））

2014/10/10 鉄道局技術企画課

平成２５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

2014/10/10 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

2014/10/10 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（H21.7.28～H26.9.30）

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/10 海事局総務課

平成２７年度 海技試験官の追加募集について

2014/10/10 港湾局技術企画課港湾保全政策室

第１回「港湾の施設の適切な維持管理計画策定のための検討会」の開催について

2014/10/10 航空局航空交渉室

第１回 日・ＡＳＥＡＮ航空協定検討作業グループ会合の開催について

2014/10/10 港湾局産業港湾課国際企画室

ミャンマー・ティラワ港に係る包括的な協力に関するＬＯＣ署名式について

2014/10/10 自動車局旅客課等

平成２５年度末 自動車交通関係移動等円滑化実績等について

2014/10/10 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２６年１１月分＞
2014/10/10 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８月分）

2014/10/10 国土技術政策総合研究所企画部企画課等

「土木」ってなんだろう？みて、さわって、親子で「土木」を体験！

2014/10/10 住宅局建築指導課等

平成２６年度 建築基準整備促進事業の事業主体の追加募集について

2014/10/10 道路局国道・防災課

「道の駅」の第４２回登録について～今回１０駅が登録され、１，０４０駅となります～

2014/10/10

土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市 第２回「病院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
場整備室
について

2014/10/10 土地・建設産業局建設業課

第３回 解体工事の適正な施工確保に関する検討会の開催について

2014/10/10 総合政策局環境政策課

平成２６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

2014/10/10 海事局海洋・環境政策課環境渉外室

「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」（船舶バラ
スト水規制管理条約）への加入について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/11 大臣官房人事課

第２３回危険業務従事者叙勲受章者名簿（平成２６年１１月３日付）

2014/10/14 港湾局産業港湾課国際企画室

ミャンマー・ティラワ港運営に向けたＬＯＣ締結について

2014/10/14 航空局安全部航空機安全課

航空機検査官の採用募集について

2014/10/14 国土技術政策総合研究所建築研究部

「人命を守る」から「使い続けられる」構造へ 実大（高さ19m）ＲＣ造５階建て建築物 損傷実
験の公開（見学者の募集案内）

2014/10/14 国土技術政策総合研究所

環境研究を担う国等１３の研究機関が一堂に集結！第１２回環境研究シンポジウム 気候
変動と科学技術～考えよう地球の未来！～

2014/10/15 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

2014/10/15 都市局公園緑地・景観課緑地環境室

平成２６年度 都市緑化功労者が決定しました

2014/10/15 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２６年度第２四半期）

2014/10/15 国土政策局総務課

国土審議会第２回計画部会の開催について

2014/10/16 航空局空港施設課大都市圏空港調査室

東京国際空港（羽田空港）Ｃ滑走路延伸事業の供用開始予定日について

2014/10/16 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

2014/10/16 国土技術政策総合研究所道路研究室

今年もやります！”つくログ”≪参加者２００名募集≫～スマートフォンを用いたつくば市交通
行動調査～【つくばモビリティ・交通研究会】

2014/10/16 国土交通政策研究所

国土交通政策研究所 PRI Review 第５４号（２０１４年秋季）の公表について

2014/10/16

都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会 第３回明日香村小委
室
員会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/16 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

2014/10/16 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

2014/10/17 鉄道局幹線鉄道課

整備新幹線に係る政府・与党ワーキンググループ（第２回）の開催について

2014/10/17 自動車局総務課企画室

第２回交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会 豊かな未来社会に向けた自動車行
政の新たな展開に関する小委員会の開催について

2014/10/17 自動車局自動車情報課

自動車登録規則等の一部を改正する省令について＜ご当地ナンバー（第２弾）導入関係＞

2014/10/17 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８月分）について

2014/10/17 道路局高速道路課等

社会資本整備審議会道路分科会 第１５回国土幹線道路部会の開催について

2014/10/17 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９月末時点）

2014/10/17 鉄道局施設課

中央新幹線（東京都・名古屋市間）の工事実施計画（その１）の認可について

2014/10/20 大臣官房人事課

平成２６年自動車関係功労者大臣表彰について

2014/10/20 港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室

「東日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会（仮称）」設立会議を開催します

2014/10/20 海事局総務課海事振興企画室

第二回海洋観光・海を身近に懇談会の開催について～竹芝桟橋から船旅の魅力を紹介し
ます～

2014/10/20 港湾局海岸・防災課等

「海岸保全施設の適切な修繕等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

2014/10/20 道路局企画課道路経済調査室等

大型車誘導区間の指定について～大型車両の通行許可に要する期間が短縮されます～

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/20 水管理・国土保全局砂防部保全課等

「総合土砂管理研究フォーラム」の開催について（お知らせ）

2014/10/20 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について～５件の支援案件について支援者を決定しまし
た～

2014/10/20 土地・建設産業局国際課

ベトナム天然資源・環境省との「公共用地取得・補償セミナー」を開催します

2014/10/20 国土政策局国土情報課

「東京駅周辺高精度測位社会プロジェクト検討会」（第２回）開催について

2014/10/20 総合政策局海洋政策課等

国際海事機関（ＩＭＯ）第６７回海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ６７）の開催結果

2014/10/20 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（第２次）の決定について

2014/10/20 総合政策局環境政策課

国連生物多様性の１０年「グリーンウェイブ２０１４」の実施結果について

2014/10/20 総合政策局環境政策課

平成２６年度第１回自然再生推進会議の開催について

2014/10/20 観光庁観光資源課

「世界遺産サミット～世界遺産地域の連携と魅力発信～」が開催されます【初開催】

2014/10/20 国土交通政策研究所

国土交通政策研究 第119号 「旅館ブランドに関する調査研究」の公表について－旅館経
営者の外国人旅行者受入の実態と外国人宿泊客から見た「Ryokan」－

2014/10/20 総合政策局国際政策課等

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構（ＪＯＩＮ）の創立総会及び発足式が開催されま
した

2014/10/21 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出一覧表

2014/10/21 総合政策局国際政策課（グローバル戦略）

「都市開発とグリーン成長に関する日本・ＯＥＣＤ政策フォーラム」の開催結果について

2014/10/21 土地・建設産業局建設市場整備課

第６回 建設産業戦略的広報推進協議会の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/22 海事局総務課国際企画調整室

デンマーク海事フォーラム２０１４について（結果）

2014/10/22 総合政策局海外プロジェクト推進課

「第８回 都市開発に関する日印交流会議」の開催について

2014/10/22 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第５９回船員部会の開催について

2014/10/22 総合政策局技術政策課等

平成２６年度 国土交通省国土技術研究会の開催について

2014/10/22 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

食と観光との連携による地域食材魅力発信事業における記者発表会の開催について

2014/10/23 海事局総務課海事振興企画室

第２回海洋観光・海を身近に懇談会の開催報告

2014/10/23 港湾局海洋・環境課等

１０月２５日、２６日に横浜赤レンガで東京湾大感謝祭を開催します

2014/10/23 鉄道局技術企画課

第２回「鉄道貨物輸送における偏積対策に関する検討会」の開催について

2014/10/23 自動車局技術政策課等

初公表！予防安全性能アセスメント評価結果を公表します

2014/10/23 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

2014/10/23 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８月分）

2014/10/23 住宅局住宅生産課

社会資本整備審議会 建築分科会 第１１回建築環境部会の開催について

2014/10/23 住宅局住宅生産課

社会資本整備審議会 第３５回建築分科会の開催について

2014/10/23 都市局都市政策課

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３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

件

名

2014/10/23 都市局公園緑地・景観課

第３回 日本らしく美しい景観づくりに関する懇談会の開催について

2014/10/24 観光庁外客受入参事官室

災害時における訪日外国人旅行者への情報提供について

2014/10/24 総合政策局公共事業企画調整課

「平成２６年度 リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」における受賞者の決定
及び表彰式の開催について

2014/10/24 国土政策局総合計画課

平成２６年度「小さな拠点」づくりフォーラムの開催について

2014/10/24 土地・建設産業局不動産市場整備課

土地取引状況に関する企業の判断・予想は低下傾向 ＤＩは、東京、大阪以外の地域で、再
びマイナスに～土地取引動向調査（平成２６年８月調査）の結果～

2014/10/24 水管理・国土保全局防災課

南海トラフ巨大地震を想定した大規模津波防災総合訓練の実施について

2014/10/24 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（第２回）

2014/10/24 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」の追加公募に関する情報提供につい
て

2014/10/24 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９月末時点）

2014/10/24 北海道局参事官付

公開シンポジウム「北海道における水素社会の実現に向けて」の開催について

2014/10/24 総合政策局公共事業企画調整課

「次世代インフラ点検システム開発」に係る公募の選択について～２提案を採択～

2014/10/24 自動車局貨物課

トラック運送業における「適正取引推進（サーチャージ導入・価格転嫁）強化月間」を１１月に
設定！！

2014/10/24 港湾局技術企画課技術監理室

平成２６年度 港湾・空港等リサイクル推進検討会（第１回）を開催します～リサイクルガイド
ライン、技術指針の改訂・統合に向けた検討を開始～

2014/10/24 港湾局海岸・防災課等

第３回「水門・陸閘等の効果的な管理運用検討委員会」の開催について

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/24 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

2014/10/24 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

2014/10/27 海事局海技課

第６回「横浜川崎区の強制水先に関する検討会」の開催について

2014/10/27 総合政策局物流政策課

第１回 地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討会の開催について

2014/10/27 海事局総務課企画室

交通政策審議会海事分科会第４回基本政策部会の開催について

2014/10/27 総合政策局安心生活政策課

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「バリアフリーワーキング
グループ」（第１回）の開催について

2014/10/27 自動車局貨物課

省エネルギー型トラック運送に係る「エコドライブ総合プログラム実施の実証事業」の２次公
募について

2014/10/27 住宅局建築指導課

平成２６年度第２回中央建築士審査会の開催について

2014/10/27 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１５回社会資本メンテナ
ンス戦略小委員会（第２期第６回）」の開催について

2014/10/27 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９月調査）

2014/10/27 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１０月１～５日
現在＞

2014/10/27 鉄道局技術企画課

第２回「鉄道貨物輸送における偏積対策に関する検討会」の結果について

2014/10/28 航空局安全部空港安全・保安対策課

「第１５回 空港技術報告会」の開催について

2014/10/28 水管理・国土保全局防災課等

「新たなステージに対応した防災・減災のあり方に関する懇談会」（第２回）の開催について

発表年月日

担当部局課

2014/10/28 国土技術政策総合研究所下水道研究部

件
名
下水道管損傷による道路陥没等事故防止のための管内調査を大幅効率化～下水道管渠
マネジメントシステム技術導入のためのガイドラインの策定～

2014/10/28 総合政策局国際政策課等

世界貿易機関（ＷＴＯ）政府調達協定の対象からのＪＲ本州３社の除外について

2014/10/29 総合政策局安心生活政策課

第５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」の開催について

2014/10/29 海事局海技課

「横浜川崎区の強制水先に関する検討会」による最終とりまとめ（横浜港）について

2014/10/29 自動車局安全政策課

第１回「次世代運行管理・支援システムについての検討会」の開催について

2014/10/29 住宅局安心居住推進課

第２回安心居住政策研究会の開催について

2014/10/29 土地・建設産業局国際課

ベトナム天然資源・環境省との「公共用地取得・補償セミナー」の開催結果について

2014/10/29 国土政策局総務課

国土審議会第３回計画部会の開催について

2014/10/29 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

2014/10/29 土地・建設産業局不動産市場整備課

不動産価格指数（住宅）（平成２６年７月分速報）

2014/10/30 海事局総務課国際企画調整室

第３回日韓海運協議の開催について

2014/10/30 国土技術政策総合研究所

日本のヒートアイランド対策の継続的な取り組みが国際的に高く評価されました～日本代表
団が国際会議で受賞～

2014/10/30 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９月末時点）

2014/10/30 土地・建設産業局建設業課

「建設業法遵守ガイドライン－元請負人と下請負人の関係に係る留意点－」の一部改正に
ついて

発表年月日

担当部局課

2014/10/30 大臣官房技術調査課電気通信室

件
名
今後５年間の電気通信設備の技術開発・導入方針を策定しました！～「新電気通信技術ビ
ジョン」の策定について～

2014/10/30 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

2014/10/30 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（ＡＡ２０１４－６）

2014/10/30 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（ＲＡ２０１４－９）

2014/10/30 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（ＭＡ２０１４－１０）

2014/10/30 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（ＭＩ２０１４－１０）

2014/10/30 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）

2014/10/31 海事局安全政策課

国際油濁補償基金（ＩＯＰＣＦ）総会等の結果について

2014/10/31 自動車局安全政策課

「平成２６年度第２回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

2014/10/31 自動車局技術政策課

平成２６年度 第２回車両安全対策検討会の開催について

2014/10/31 鉄道局国際課

西村国土交通副大臣のマレーシア出張について

2014/10/31 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～

2014/10/31 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

2014/10/31 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９月分）（建設関連業等動態
調査 平成２６年９月分）

発表年月日

担当部局課

件

名

2014/10/31 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９月分）

2014/10/31 土地・建設産業局参事官

平成２５年法人土地・建物基本調査（速報集計）の公表について

2014/10/31 大臣官房人事課

「国土交通省女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部」（第１回）を開催しました

2014/10/31 大臣官房上席監察官

平成２５年度特別監査の結果について

2014/10/31 土地・建設産業局建設業課

「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について

2014/10/31 土地・建設産業局建設業課

経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について

2014/10/31 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年度下半期受注分）（概要）

2014/10/31 北海道局参事官室

北海道開発の将来展望に関する意見交換会の開催について

2014/10/31 国土技術政策総合研究所

国総研で学んで、社会資本分野の技術向上に役立ちませんか～平成２７年度 部外研究
員５５名の募集～

2014/10/31 国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災研究部

海外に漂着した海洋プラスチックの滞留時間の計測と効果的な海岸清掃手法の提言

2014/10/31 総合政策局公共交通政策部交通計画課

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令」及び「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法
施行令の一部を改正する政令」について

