発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/2 大臣官房人事課

平成２６年秋の褒章について

2014/11/3 大臣官房人事課

平成２６年秋の叙勲について

2014/11/4 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８月分）

2014/11/4 総合政策局物流政策課

第１３回グリーン物流パートナーシップ会議の開催について

2014/11/4 自動車局保障制度参事官室

平成２６年度自動車事故対策費補助金（安全運転推進事業）を追加募集します！！

2014/11/4 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周年記念シンポジウム」の開催～「みなと
の博物館のこれから」～

2014/11/4 国土技術政策総合研究所

防災・減災、老朽化対策など『現場にすぐに役立つ』国交省の研究最前線！～「国総研講
演会」自治体、大学、民間研究者等７００人参加受付開始～

2014/11/4 国土技術政策総合研究所都市研究部

あなたの街の宅地の液状化 危険度マップづくりを支援します

2014/11/4 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

2014/11/4 大臣官房官庁営繕部管理課

警視庁からの要請による公共事業等からの排除措置の取消について

2014/11/5 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８月分）

2014/11/5 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２６年１０月号）」

2014/11/5 運輸審議会審理室

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公聴会の進行予定
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/5 運輸審議会審理室

運輸審議会公示第５号による発表

2014/11/5 国土交通政策研究所

国土交通政策研究 第１１８号「ＬＣＣの参入効果分析に関する調査研究」の公表について

2014/11/5 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

2014/11/5 土地・建設産業局国際課

建設・不動産企業に海外展開のアドバイスします！

2014/11/5 国土政策局総務課

国土審議会第４回計画部会の開催について

2014/11/6 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９月分）

2014/11/6 公共交通事故被害者支援室

平成２６年度「公共交通事故被害者等支援（Ⅱ期）研修」の実施について

2014/11/6 港湾局総務課

宇部港港湾区域の変更について

2014/11/6 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

2014/11/6 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効果検証に関する懇談会」の開催について

2014/11/6 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」の開催結果について

2014/11/6 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（結果概要）

2014/11/6 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１０月分）
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/6 運輸安全委員会事務局参事官付

富山地方鉄道株式会社上滝線における列車脱線事故に係る勧告に基づき講じた措置につ
いて（完了報告）

2014/11/6 国土交通政策研究所

国土交通政策研究 第１２０号「地方都市における地域公共交通の維持・活性化に関する
調査研究」の公表について

2014/11/6 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における空間情報インフラの整備・更新の仕組み
及びその利活用等に関する提案の募集結果について

2014/11/6 国土政策局国土情報課

「Ｇ空間ＥＸＰＯ２０１４－ニッポンの未来は、オモシロイ。－」を開催

2014/11/6 運輸審議会審理室

山口県からの宇部港に係る港湾区域の変更同意申請事案に関する国土交通省設置法第１
５条第３項の規定に該当する事案としての認定について

2014/11/7 道路局高速道路課等

社会資本整備審議会道路分科会 第１６回国土幹線道路部会の開催について

2014/11/7 道路局道路交通管理課車両通行対策室

「車両の通行の制限について」等の一部改正に係る意見募集について～重量が基準の２倍
以上の悪質な違反者は、即時告発の実施～

2014/11/7 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

2014/11/7 住宅局安心居住推進課

サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 第２回検討会の開催に
ついて

2014/11/7 港湾局海岸・防災課等

「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運用検討委員会」の中間とりまとめの公表について

2014/11/10 海事局外航課

パナマ運河の拡張計画とパナマ海事政策に関するセミナーの開催について（海洋政策研究
財団平成２６年度海外交流基金事業）

2014/11/10 観光庁日本ブランド発信・外客誘致担当参事官付

タイにおいて、ビジット・ジャパンとクールジャパンの連携イベント『ＪＡＰＡＮ ＷＥＥＫＥＮＤ』を
初開催。

2014/11/10 自動車局自動車情報課

第２回 ナンバープレート表示の視認性確保に関する検討会の開催について
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/10 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号３４５８に係わるヤンマー株式会社からのリコール届出の訂正について

2014/11/10 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

2014/11/10 都市局公園緑地・景観課

「第１回 新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」の開催に
ついて

2014/11/10 道路局企画課

第１回日印道路交流会議の開催について（報告）

2014/11/10 中国地方整備局企画部施工企画課等

老朽化対策に資する点検等技術の公募等について～新技術情報提供システム（NETIS）
テーマ設定型（技術公募）に基づく新技術の募集等について～

2014/11/10 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１２月分＞

2014/11/11 海事局船舶産業課

ＡＳＥＡＮにおける船舶の安全性向上を支援－「ＡＳＥＡＮ諸国の船舶安全基準の調和促進
のための実務者会合」を開催します－

2014/11/11 港湾局計画課

交通政策審議会 第５８回港湾分科会の開催について

2014/11/11 航空局安全部空港安全・保安対策課

「南海トラフ地震等広域的災害を想定した空港施設の災害対策のあり方検討委員会」の開
催について

2014/11/11 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

2014/11/11 住宅局住宅生産課等

ＣＬＴの普及に向けたロードマップについて

2014/11/11 住宅局住宅生産課

すまい給付金の実施状況について（平成２６年９月末時点）

2014/11/11 住宅局建築指導課

第３回昇降機等安全審査ＷＧの開催について
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/11 国土政策局離島振興課

全国の島々が集まる祭典「アイランダー２０１４」を開催します～Let's島活！島ライフ・島
ワーク・島ホーム～

2014/11/11 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９月分）

2014/11/12 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

2014/11/12 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

2014/11/12 運輸審議会審理室

本邦航空運送事業者１６事業者からの混雑空港運航許可申請事案に関する公示について

2014/11/12 国土技術政策総合研究所企画部企画課

高い表現技術！小学校５年生４３４人 想像力豊かな３８８の力作～「ボール紙でつくる橋コ
ンテスト」作品展inイーアスつくばを開催！～

2014/11/12 港湾局港湾経済課港湾物流戦略室

名古屋港埠頭株式会社及び四日市港埠頭株式会社を特例港湾運営会社に指定しました

2014/11/13 都市局公園緑地・景観課

第４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

2014/11/13 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１６回社会資本メンテナ
ンス戦略小委員会（第２期第７回）」の開催について

2014/11/13 水管理・国土保全局河川環境課

水辺の未来を考えます！第５回「水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会」の開催

2014/11/13 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１１回）の開催について

2014/11/13 港湾局海岸・防災課等

第２回「沿岸部（港湾）における気候変動の影響及び適応の方向性検討委員会」の開催に
ついて

2014/11/13 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
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/14 総合政策局海洋政策課

第１０回日韓海洋環境実務者会合（局長級）の開催結果について

2014/11/14 自動車局自動車情報課

第８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（テーマⅡ第２回）の開催に
ついて

2014/11/14 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

2014/11/14 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

2014/11/14 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～H26.10.31）

2014/11/14 港湾局海岸・防災課危機管理室

『日ASEAN港湾保安専門家会合』の結果報告について

2014/11/14 観光庁国際会議等担当参事官室等

奈良観光統計ウィークを開催します！

2014/11/14 観光庁国際観光課外客誘致室

太田国土交通大臣の中国出張について

2014/11/14 大臣官房運輸安全監理官

運輸事業の安全に関するシンポジウム２０１４～ヒューマンエラーの発生とヒヤリハット情報
の有効活用～

2014/11/14 住宅局市街地建築課

「第４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

2014/11/14 水管理・国土保全局河川計画課

平成２５年の水害被害額の暫定値（全国・都道府県別）について

2014/11/17 観光庁国際観光課外客誘致室

太田国土交通大臣の中国出張結果

2014/11/17 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３回）の開催について
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/17 航空局航空ネットワーク部空港施設課

ミャンマー・マンダレー国際空港運営事業への我が国企業の参画について

2014/11/17 総合政策局海外プロジェクト推進課

「海外水インフラPPP協議会」委員の追加公募について

2014/11/17 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９月分）について

2014/11/18 都市局公園緑地・景観課

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 明日香村小委員会
報告（案）に関するパブリックコメントの募集

2014/11/18 総合政策局技術政策課

第３回「遠隔離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

2014/11/18 国土政策局地方振興課

国土審議会第７回豪雪地帯対策分科会の開催について

2014/11/18 都市局都市計画課等

第５回東京都市圏物資流動調査結果【速報版】の公表について

2014/11/18 自動車局技術政策課

国連自動車基準調和世界フォーラム第１６４回会合等の結果について

2014/11/18 自動車局技術政策課等

平成２６年度自動車アセスメント評価結果（前期分）を公表します！

2014/11/18 自動車局審査・リコール課

燃料電池自動車、初めての型式認定

2014/11/18 港湾局海洋・環境課等

東京湾再生官民連携フォーラムからの政策提案について

2014/11/18 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

2014/11/19 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
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/19 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

2014/11/19 海事局船舶産業課等

渡河船（３隻）及び旅客ターミナル等のミャンマーへのODA支援について

2014/11/19 自動車局自動車情報課

第９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（テーマⅠ第２回）の開催に
ついて

2014/11/19 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のテーマ設定型（技術公募）を活用した新技術の
公募について～新素材繊維接着工（コンクリート剥落対策技術）～

2014/11/19 総合政策局安心生活政策課

１２月１２日に「子育てにやさしいまちを考えるイベント」～フォーラム＆ベビーカー体験～を
開催します

2014/11/19 水管理・国土保全局河川環境課

平成２６年度水防功労者国土交通大臣表彰について

2014/11/19 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委員の任命について

2014/11/19 都市局都市計画課都市計画調査室

メトロセブ都市交通セミナーの開催について（結果報告）

2014/11/20 総合政策局物流政策課

第２回 荷主と物流事業者が連携したBCP策定促進に関する検討会開催について

2014/11/20 鉄道局技術企画課

第４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

2014/11/20 自動車局安全政策課

「第２回事業用自動車事故調査委員会」の開催について

2014/11/20 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）」の特別募集について

2014/11/20 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
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/20 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

2014/11/20 海事局船舶産業課

ASEAN諸国の内航船の安全対策の強化について－第１回ASEAN諸国の船舶安全基準の
調和促進のための実務者会合を開催しました－

2014/11/20 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３
回）、河川分科会 下水道小委員会（第３回）の開催について（お知らせ）

2014/11/20 総合政策局海外プロジェクト推進課等

第２回日・インドネシア建設次官級会合及び第１回日・インドネシア防災協働対話ワーク
ショップの開催について

2014/11/20 土地・建設産業局不動産市場整備課

第２回「不動産証券化手法等による公的不動産（PRE）の活用のあり方に関する検討会」の
開催について

2014/11/21 大臣官房参事官(運輸安全防災）

「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３回）の開催について

2014/11/21 観光庁観光産業課等

「道の駅」における大学との連携・交流を本格実施します

2014/11/21 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９月分）

2014/11/21 住宅局安心居住推進課

第３回安心居住政策研究会の開催について

2014/11/21 鉄道局施設課

参議院議員山本太郎君提出ＪＲ北海道の安全問題、ローカル線問題及びリニア中央新幹
線に関する質問に対する答弁書について

2014/11/25 総合政策局物流政策課

第１回 物流事業者におけるKPI導入のあり方に関する検討会の開催について

2014/11/25 鉄道局総務課危機管理室

「浜通りの復興に向けたJR常磐線復旧促進協議会」の開催について

2014/11/25 総合政策局国際政策課

在京南東・南西アジア各国大使向け「シティ・ツアー」を開催します
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発表年月日

担当部局課

件

名

2014/11/25 総合政策局国際政策課

「第１２回日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合」の開催について

2014/11/25 土地・建設産業局不動産業課

第５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

2014/11/25 国土政策局総務課

国土審議会第５回計画部会の開催について

2014/11/25 総合政策局国際政策課等

国際緊急援助隊参加者の天皇皇后両陛下御接見について（結果概要）

2014/11/25 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

2014/11/25 東北地方整備局企画部施工企画課等

老朽化対策に資する点検等技術の公募について～新技術情報提供システム（NETIS）テー
マ設定型（技術公募）に基づく新技術の募集等について

2014/11/26 道路局高速道路課等

社会資本整備審議会道路分科会第１７回国土幹線道路部会の開催について

2014/11/26 水管理・国土保全局砂防部保全課

長野県北安曇郡小谷村で発生した地すべりに対する専門家派遣について

2014/11/26 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１７回）
の開催について（お知らせ）

2014/11/26 土地・建設産業局不動産市場整備課

公開研究会「不動産市場とマクロ経済」の開催について

2014/11/26 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１０月調査）

2014/11/26 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１１月１～５日
現在＞

2014/11/26 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８月分速報）
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担当部局課
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2014/11/26 大臣官房技術調査課等

「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１回技術者資格制度小
委員会」の開催について

2014/11/26 鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室

「地域鉄道のあり方に関する検討会」（第１回）の開催について

2014/11/26 海事局安全政策課等

国際海事機関（ＩＭＯ）第９４回海上安全委員会の結果について

2014/11/26 港湾局海岸・防災課等

第２回「沿岸部（海岸）における気候変動の影響及び適応の方向性検討委員会」の開催に
ついて

2014/11/26 海事局船員政策課

交通政策審議会海事分科会第６０回船員部会について

2014/11/27 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２６年９月末時点）

2014/11/27 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

2014/11/27 土地・建設産業局国際課

第５回 日・ベトナム建設会議の開催等について

2014/11/27 国土技術政策総合研究所等

平成２６年１１月２２日に発生した長野県北部を震源とする地震による建築物の被害調査報
告（速報）について

2014/11/27 総合政策局物流政策課

第４回 物流問題調査検討会の開催について

2014/11/27 総合政策局総務課交通安全対策室等

平成２６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～

2014/11/27 自動車局安全政策課

事業用自動車総合安全プラン２００９の中間見直しについて

2014/11/27 鉄道局鉄道事業課

第３７回独立行政法人評価委員会鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会の開催及び傍
聴について
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2014/11/27 自動車局審査・リコール課リコール監理室

タカタ製エアバッグのリコール改修率

2014/11/27 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

2014/11/27 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（ＡＩ２０１４－５）

2014/11/27 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（ＡＡ２０１４－７）

2014/11/27 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（ＲＡ２０１４－１０）

2014/11/27 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（ＭＡ２０１４－１１）

2014/11/27 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）

2014/11/28 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９月分）

2014/11/28 鉄道局安全監理官室

「プラットホーム事故０（ゼロ）運動」について

2014/11/28 自動車局整備課等

離島における自動車の車検を受けられる期間の延長について

2014/11/28 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

2014/11/28 海事局外航課

第１回日本・パナマ海事政策対話の開催結果について

2014/11/28 海事局安全政策課

第６回「コンテナ運搬船安全対策検討委員会」開催について
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2014/11/28 港湾局産業港湾課国際企画室

第１５回北東アジア港湾局長会議ならびに第１５回北東アジア港湾シンポジウムの開催結
果について

2014/11/28 観光庁国際観光課外客誘致室

第２９回日韓観光振興協議会の開催について

2014/11/28 住宅局住宅生産課

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２６年７月、８月
及び９月分）

2014/11/28 大臣官房技術調査課

社会インフラへのモニタリング技術の活用推進に関する技術研究開発に係る公募の採択に
ついて

2014/11/28 住宅局住宅政策課

平成２５年度住宅市場動向調査について

2014/11/28 国土政策局広域地方政策課

平成２６年度 第３回災害対策等緊急事業推進費の執行について

2014/11/28 土地・建設産業局建設業課

適正な施工確保のための技術者制度検討会の開催について

2014/11/28 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

平成２６年度雪崩防災週間（１２月１日～１２月７日）を実施します

2014/11/28 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公表について

2014/11/28 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

2014/11/28 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１０月分）（建設関連業等動
態調査 平成２６年１０月分）

2014/11/28 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１０月分）

2014/11/28 港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室

阪神国際港湾株式会社を港湾運営会社に指定しました
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