発表年月日

担当部局課

件

名

2014/12/1 北海道局参事官室

平成２６年度第３回（第５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

2014/12/1 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２６年度第２回）

2014/12/1 港湾局海岸・防災課

出入管理情報システムの本格運用開始について

2014/12/1 自動車局安全政策課

貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について

2014/12/1 自動車局総務課企画室

第３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

2014/12/1 住宅局建築指導課

建築確認件数等及び構造計算適合性判定を要する物件に係る確認審査日数の状況につい
て（平成２６年７～９月分）

2014/12/1 総合政策局国際政策課

「第１２回日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合」の結果について

2014/12/1 水管理・国土保全局河川計画課河川情報企画室

河川砂防技術研究開発公募の開始について

2014/12/1 都市局まちづくり推進課官民連携推進室

頑張るまちづくり法人を募集します！～「第４回まちづくり法人国土交通大臣表彰」の募集に
ついて

2014/12/1 国際統括室（グローバル戦略）

在京南東・南西アジア各国大使向け「シティ・ツアー」の開催結果について

2014/12/1 道路局環境安全課等

三省庁（総務省・経済産業省・国土交通省）で行っている低コストで無電柱化するための検証
試験の現地見学会を実施します。

2014/12/1 総合政策局参事官（社会資本整備）

第３回インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議の開催について

2014/12/1 大臣官房人事課

第２７回「人事院総裁賞」受賞者の決定について

2014/12/1 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１１月分）

1 / 13 ページ

2014/12/1 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

2014/12/1 運輸安全委員会事務局総務課

運輸安全委員会と有識者会議の委員との懇談会の開催について

2014/12/2 総合政策局技術政策課

南鳥島における海洋関連技術開発の候補が決定

2014/12/2 鉄道局国際課

「第２回日EU鉄道産業間対話」の開催について（お知らせ）

2014/12/2 土地・建設産業局建設業課

第４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

2014/12/2 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

2014/12/2 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

2014/12/2 観光庁観光地域振興部観光地域振興課

第１回「観光カリスマと観光庁の懇談会」を開催します

2014/12/2 海事局内航課

第３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

2014/12/2 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（於：東京）を開催しました

2014/12/3 総合政策局参事官（社会資本整備）

社会資本整備審議会計画部会及び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

2014/12/3 住宅局建築指導課

平成２６年度第３回中央建築士審査会の開催について

2014/12/3 水管理・国土保全局防災課

「長野県北部の地震」による公共土木施設被害に対し、災害緊急調査を実施します

2014/12/3 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

2014/12/3 自動車局旅客課

平成２５年度乗合バス事業の収支状況について
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2014/12/3 総合政策局物流政策課企画室等

第１回「輸出入コンテナ貨物における鉄道輸送促進に関する調査会」の開催について

2014/12/3 自動車局環境政策課

小型貨物自動車の新燃費基準（トップランナー基準）案の公表～パブリックコメントを募集しま
す～

2014/12/3 港湾局産業港湾課

港湾に立地する物流施設の再編・高度化事業の開始について

2014/12/3 観光庁参事官室（国際会議等担当）

MICE見本市「第２４回 国際ミーティング・エキスポ（IME２０１４）」及び「MICEシンポジウム２０
１４」を開催します

2014/12/4 航空局安全部空港安全・保安対策課

第６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

2014/12/4 港湾局技術企画課技術監理室

第１回ガントリークレーンの標準化等検討会を開催します

2014/12/4 自動車局安全政策課

自動車局による年末年始の輸送等に関する安全総点検のお知らせ

2014/12/4 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（報告）

2014/12/4 総合政策局技術政策課等

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結果につい
て

2014/12/4 大臣官房技術調査課建設システム管理企画室

産学官によるCIMの構築について

2014/12/4 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

2014/12/5 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結果について

2014/12/5 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」の議事概要について

2014/12/5 国土政策局総務課

国土審議会第６回計画部会の開催について

2014/12/5 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９月分）
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2014/12/5 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成２６年１１月分）」

2014/12/8 住宅局住宅生産課

平成２６年度（第２回）住宅・建築物CO2先導事業の採択プロジェクトの決定について

2014/12/8 道路局企画課

第１８回日韓道路交流会議の開催について（報告）

2014/12/8 国土政策局特別地域振興官

奄美群島振興開発審議会委員の任命について

2014/12/8 大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室

平成２７年度建築保全業務労務単価について

2014/12/8 航空局航空ネットワーク部空港施設課等

空港整備事業の新規事業採択時評価手続きの着手及び交通政策審議会航空分科会事業評
価小委員会の開催について

2014/12/8 自動車局自動車情報課

第１０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

2014/12/8 観光庁観光地域振興部観光資源課

「家族の時間づくりプロジェクト」を拡大実施します～募集受付を開始しました～

2014/12/9 鉄道局鉄道サービス政策室

鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について

2014/12/9 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

2014/12/9 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

2014/12/9 航空局安全部安全企画課

「第１６回航空安全情報分析委員会」の開催について

2014/12/9 道路局路政課

改正道路法（H26.5成立）の関係政省令の整備に関するパブリックコメントについて（道路の占
用に係る入札制度の導入関係）

2014/12/9 水管理・国土保全局防災課災害対策室

「異例の降雪に対する国土交通省対策本部」について

2014/12/10 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４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
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2014/12/10 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者表彰の受賞者決定について

2014/12/10 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

2014/12/10 大臣官房技術調査課等

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～

2014/12/10 大臣官房人事課

平成２６年交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰について

2014/12/10

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２７年１月分＞

2014/12/10 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１０月分）

2014/12/11 住宅局建築指導課建築物防災対策室

社会資本整備審議会建築分科会 第７回アスベスト対策部会の開催について

2014/12/11 住宅局建築指導課

第４回昇降機等安全審査WGの開催について

2014/12/11 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１７回社会資本メンテナン
ス戦略小委員会（第２期第８回）」の開催について

2014/12/11 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

2014/12/11 航空局安全部空港安全・保安対策課

「第１３回鳥衝突防止対策検討会」の開催について

2014/12/11 海事局外航課

マラッカ・シンガポール海峡に関するハイレベル会合及び同海峡における航行安全対策ワー
クショップの開催について

2014/12/11 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において認定観光圏の選りすぐりの観光地を公開しました

2014/12/11 総合政策局物流政策課企画室

第１回「共同配送促進に向けたマッチングの仕組みに関する検討会」～１２月１５日（月）開催
～

2014/12/12 自動車局安全政策課

平成２６年度「自動車運送事業に係る交通事故対策委員会」（第１回）の開催について
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2014/12/12 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（平成２６年度事業第二弾）

2014/12/12 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～H26.11.30）

2014/12/12 土地・建設産業局国際課

第５回 日・ベトナム建設会議の結果概要について

2014/12/12 都市局公園緑地・景観課

平成２５年度末都市公園等整備及び緑地保全・緑化の取組の現況（速報値）について

2014/12/12 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

土砂災害危険箇所の行政の体制整備に係る緊急点検結果と対応方針について

2014/12/12 住宅局市街地建築課

「第５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

2014/12/15 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１０月分）

2014/12/15 海事局総務課海事振興企画室

第３回海洋観光・海を身近に懇談会の開催について～クルーズの魅力・楽しさをご紹介～

2014/12/15 港湾局技術企画課技術監理室等

第１回港湾技術基準のあり方検討委員会を設置・開催します

2014/12/15 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号３４６１に係わる三菱ふそうトラック・バス(株)からのリコール届出の修正に
ついて

2014/12/15 国土技術政策総合研究所

新たな協調ITSの開発に向けて～「次世代協調ITSのシステム開発に関する共同研究」参加
者の募集～

2014/12/15 国土技術政策総合研究所

維持管理しやすい新たな道路橋の構造細目や仕様案の策定～「道路橋の耐久性の信頼性
向上のための構造細目や仕様に関する共同研究」参加者の募集について～

2014/12/15 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会 第１回道路技術小委員会の開催について

2014/12/15 住宅局住宅生産課建築環境企画室

社会資本整備審議会 建築分科会 第１２回建築環境部会の開催について

2014/12/16 自動車局審査・リコール課リコール監理室

リコール届出番号３４６１に係わる本田技研工業株式会社からのリコール届出の修正につい
て
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2014/12/16 運輸審議会審理室

[運輸審議会発表案件]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答申について

2014/12/16 住宅局建築指導課等

大和ハウス工業(株)が施工した住宅における防火シャッター雨戸の国土交通大臣認定への
不適合施工について

2014/12/16 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性能評価・大臣認定における虚偽申請に
ついて

2014/12/16 水管理・国土保全局防災課

平成２６年１１月長野県北部地震による災害復旧事業の査定の簡素化について（お知らせ）

2014/12/16 国土技術政策総合研究所

日本における建築物の省エネルギーのためのシミュレーションツール開発に係る論文が国際
的に高く評価されました～国際会議で最優秀論文賞を受賞～

2014/12/16 鉄道局施設課

北陸新幹線 長野～金沢間の開業に向けた手続きについて

2014/12/17 住宅局安心居住推進課

第４回安心居住政策研究会の開催について

2014/12/17 道路局環境安全課道路交通安全対策室

第１回 安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会の開催について

2014/12/17 水管理・国土保全局総務課等

社会資本整備審議会河川分科会（第５１回）の開催について（お知らせ）

2014/12/17 都市局公園緑地・景観課

第５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

2014/12/17

土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資
市場整備室

第３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」の開催に
ついて

2014/12/17 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１０月分）について

2014/12/17 観光庁観光資源課

第１回「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」の開催について

2014/12/17 航空局安全部安全企画課等

「第１回 空港安全情報分析委員会」の開催について

2014/12/17 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２回）を開催します
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2014/12/17 海事局船員政策課

「めざせ！海技者セミナーin静岡」を開催します

2014/12/18 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（ＡＡ２０１４－８）

2014/12/18 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（ＡＩ２０１４－６）

2014/12/18 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（ＭＡ２０１４－１２）

2014/12/18 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）

2014/12/18 総合政策局海外プロジェクト推進課等

ミャンマー国農業灌漑省幹部との官民ワークショップの開催について

2014/12/18 総合政策局公共事業企画調整課等

「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して（案）」及び「社会資本
のメンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方策（案）」に対する意見募集につい
て

2014/12/18 物流審議官部門物流政策課企画室

第２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～高
知県及び青森県内の具体的事例をベースに議論～ ～ＤＶＤによる紹介も行います～

2014/12/18 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２回）の開催について

2014/12/18 海事局船員政策課

北極海航路の航行安全に関する国際セミナーの開催について～極海域における船舶の運航
と船員の訓練～

2014/12/18 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

2014/12/18 運輸審議会審理室

[運輸審議会発表案件]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
関する答申について

2014/12/19 水管理・国土保全局河川環境課等

平成２６年度 地域と連携した川づくりに係る計画の登録等について

2014/12/19 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１８回）の
開催について（お知らせ）

2014/12/19

総合政策局公共事業企画調整課環境・リサイクル
排出ガス対策型建設機械の指定等について
企画室
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2014/12/19 物流審議官部門物流政策課企画室等

第１回 手ぶら観光促進協議会の開催について～訪日外国人旅行者の利便性向上に向け、
物流面でも取組強化～

2014/12/19 物流審議官部門国際物流課

日ベトナム物流政策対話開催結果について

2014/12/19 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

2014/12/19 港湾局技術企画課

『港湾工事における大規模仮説工等に関する技術検討委員会』の設置及び第１回委員会の
開催について

2014/12/19 港湾局計画課

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の告示につい
て

2014/12/19 航空局安全部航空事業安全室

株式会社ＡＩＲＤＯに対する事業改善命令について

2014/12/19 航空局安全部航空事業安全室

「第１６回航空安全情報分析委員会」の結果概要について

2014/12/19 航空局安全部航空機安全課

ボーイング式７８７型機バッテリー不具合による航空局の調査結果について

2014/12/19 観光庁観光戦略課

旅行・観光消費動向調査 平成２６年７－９月期（速報）～国内宿泊旅行による消費額は前年
同期比で２期連続減少～

2014/12/19 観光庁観光戦略課

宿泊旅行統計調査（平成２６年７月～９月・速報）～延べ宿泊者数は約１億３，５５５万人泊
で、前年同期比－０．３％～

2014/12/19 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

2014/12/19 都市局総務課等

社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会 第１９回歴史的風土部会及び第４回明
日香村小委員会合同会議の開催について

2014/12/19 水管理・国土保全局下水道部下水道企画課

「下水熱利用によるエコづくりワークショップ」の参加者募集について

2014/12/19 総合政策局公共交通政策部交通計画課

地域公共交通網形成計画の送付について～京都府等及び四日市市が全国で第１号～

2014/12/22 大臣官房人事課

独立行政法人役員の公募について（お知らせ）
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2014/12/22

国土技術政策総合研究所防災・メンテナンス基盤
研究センター

公共事業を地域の魅力向上につなげる手引き を発行しました～「まちづくり効果」を高める
公共事業の進め方（案）～

2014/12/22 運輸安全委員会事務局参事官付

北海道旅客鉄道株式会社石勝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（中間報告）

2014/12/22 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１０月分）

2014/12/22 鉄道局技術企画課

第３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

2014/12/22 都市局公園緑地・景観課

「第２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

2014/12/22 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）新日比谷プロ
ジェクト）

2014/12/22 土地・建設産業局不動産業課

第６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

2014/12/22 大臣官房技術調査課

調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会の開催について

2014/12/22 観光庁観光産業課

記者発表資料の一部訂正について

2014/12/24 港湾局産業港湾課国際企画室

「海外港湾物流プロジェクト協議会 インドネシアＷＧ」開催について

2014/12/24 住宅局住宅総合整備課

平成２６年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について（東日本大震災の被災３
県における見直し）

2014/12/24 住宅局市街地建築課マンション政策室

「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」等の策定について

2014/12/24 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

2014/12/24 住宅局建築指導課

違法設置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

2014/12/24 住宅局建築指導課

建築基準法違反（防火・避難関係規定）に係るフォローアップ調査の状況について

10 / 13 ページ

2014/12/24 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課

国土審議会第１３回水資源開発分科会の開催について

2014/12/24 水管理・国土保全局水政課

資源としての河川利用の高度化に関する検討会（第１回）の開催について

2014/12/24 土地・建設産業局建設業課

建設業法に基づく技術検定試験の制度見直しについて

2014/12/24 土地・建設産業局国際課

海外建設・不動産情報の発信を強化します！

2014/12/24 総合政策局物流政策課

総合物流施策推進会議の開催について

2014/12/25 観光庁外客受入参事官室

全国の外国人観光案内所のネットワークをさらに充実させるべく、外国人観光案内所認定制
度に基づく平成２６年度認定を行いました

2014/12/25 北海道局参事官室

「北海道開発の将来展望に関するとりまとめ」の公表について

2014/12/25 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に関する検討委員会 第４回委員会の開催について

2014/12/25 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）オーケーみな
とみらい本社ビル事業計画）

2014/12/25 土地・建設産業局建設業課

平成２６年度下請取引等実態調査の結果について

2014/12/25 土地・建設産業局建設業課

建設工事の内容及び例示等の改正について

2014/12/25 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in島根の開催について

2014/12/25 国土政策局総務課

国土審議会委員の任命について

2014/12/25 総合政策局安心生活政策課

第８回 国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰受賞者の決定及び同表彰式の開催
について

2014/12/25 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一般競争参加資格認定取消について
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2014/12/25 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

2014/12/25 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１１月調査）

2014/12/25

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１２月１～５日現
在＞

2014/12/25 土地・建設産業局不動産市場整備課

不動産価格指数（住宅）の確報（平成２５年１０月から１２月分）の公表について

2014/12/25 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９月分速報）

2014/12/25 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１１月分）（建設関連業等動態
調査 平成２６年１１月分）

2014/12/25 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１１月分）

2014/12/25 鉄道局技術企画課

第３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

2014/12/26 総合政策局海外プロジェクト推進課

太田国土交通大臣のベトナム出張について

2014/12/26 港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室

１２月２６日、阪神国際港湾株式会社に対して国が出資しました

2014/12/26 海事局総務課海事振興企画室

第３回海洋観光・海を身近に懇談会の開催報告

2014/12/26 総合政策局海外プロジェクト推進課等

ミャンマー国農業灌漑省幹部との官民ワークショップの開催について（結果概要）

2014/12/26 港湾局産業港湾課

「海外港湾物流プロジェクト協議会 第７回インドネシアＷＧ」開催結果概要について

2014/12/26 運輸安全委員会事務局総務課

漁船第一源福丸沈没事故（平成２６年１２月２４日発生）の調査状況等について

2014/12/26 航空局航空ネットワーク部航空事業課

混雑空港を使用して運航を行うことの許可について
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2014/12/30 総合政策局政策課 大臣官房参事官（税制）付

平成２７年度国土交通省税制改正要望の結果概要について
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