発表年月日

担当部局課

2016/8/1 総合政策局国際物流課
2016/8/1

件

名

「第6回日中韓物流大臣会合」の開催結果について

水管理・国土保全局河川計
第36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
画課

2016/8/1 海事局総務課等

日韓航路におけるバラスト水処理装置の設置を免除しないことを決定しました～第19回日韓船舶検査
課長会議の開催結果～

2016/8/1 海事局船員政策課

海上旅客運送業の最低賃金の改正について審議します～交通政策審議会海事分科会船員部会海
上旅客運送業最低賃金専門部会の開催～

2016/8/1 海事局船員政策課

全国内航鋼船運航業の最低賃金の改正について審議します～交通政策審議会海事分科会船員部
会全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会の開催～

2016/8/1 港湾局産業港湾課

ロシア極東における港湾の高度化に向けた港湾当局間の協力体制を構築～日露港湾当局における
局長級協議結果～

2016/8/2

総合政策局公共事業企画
調整課

維持管理に精通した技術者のお試し派遣の派遣先市町村が決定しました―インフラの維持管理に
困っている５市へ技術者派遣の試行を実施します―

2016/8/2 住宅局住宅生産課

平成28年度サステナブル建築物等先導事業（気候風土適応型）提案の募集開始～気候風土に応じた
木造建築技術・工夫等に係るリーディングプロジェクトを支援～

2016/8/2 自動車局審査・リコール課

「第5回自動車の型式指定審査におけるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース」の開催
について

2016/8/3

総合政策局情報政策課交
通経済統計調査室

2016/8/3 都市局総務課国際室

トラック輸送情報平成28年5月分
日本と中国でスマートシティ等に関する協力推進に合意

水管理・国土保全局下水道
改正下水道法に基づく法定協議会の設置第一号～下水道事務の広域化による管理の効率化に向け
2016/8/3 部下水道事業課事業マネジ
て～
メント推進室

2016/8/3 自動車局環境政策課
2016/8/3

航空局交通管制部交通管
制企画課

2016/8/3 観光庁観光産業課
2016/8/3

「地域交通グリーン化事業」の公募について～バス・タクシー・トラックにおける電気自動車の導入を支
援します～
交通管制部の所有するデータの提供について～航空交通分野の研究開発に有用なデータの提供を
昨年に引き続き行います～
主要旅行業者の旅行取扱状況速報（平成28年5月分）

土地・建設産業局建設業課
1級・2級建築機械施工技術検定試験「学科試験」の合格者の公表について
等

2016/8/4 総合政策局国際政策課等

石国土交通大臣が、鉄道分野をはじめとしたインフラ整備や技術協力に係るトップセールスのため、タ
イ、ベトナムを訪問します

2016/8/4

自動車局審査・リコール課リ
リコール届出一覧表
コール監理室

2016/8/4

自動車局審査・リコール課リ
少数台数のリコール届出の公表について（平成28年7月分）
コール監理室

2016/8/4 大臣官房技術調査課

建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様決定～建設現場におけるワーク・ライフ・バランスの推
進～

2016/8/4

大臣官房官庁営繕部管理
課

2016/8/4

総合政策局参事官（社会資 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回専門小委員会の開催につい
本整備）
て～ストック効果の最大化・見える化について議論します～

2016/8/4

土地・建設産業局建設市場 「外国人建設就労者受入事業に係る人材活用モデル事業」及び「外国人建設就労者受入事業に係る
整備課労働資材対策室
情報収集事業者」の案件募集～外国人建設就労者受入事業の適正かつ円滑な実施に向けて～

2016/8/4

観光庁観光地域振興部観
光資源課

2016/8/4 土地・建設産業局総務課

大臣官房官庁営繕部有資各業者に対する指名停止措置について

「文化財の英語解説のあり方に関する有識者会議」における報告書の発表～訪日外国人旅行者に日
本の文化財の魅力を伝えるための視点～
土地政策の新たな方向性を提言～土地・不動産の活用と管理の再構築を目指して～

2016/8/5

大臣官房官庁営繕部計画
課保全指導室

国家機関の建築物等における吹付けアスベスト等の使用実態に関する調査・集計（フォローアップ）結
果の公表

2016/8/5

総合政策局官民連携政策
課

平成28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

2016/8/5 国土政策局国土情報課

平成28年度第1回「高精度測位社会プロジェクト検討会」の開催～空港やスタジアムにおける高精度
な測位技術の活用実証や更なる活用推進を検討します～

2016/8/5 土地・建設産業局建設業課

「女性活躍支援に取り組む地域ネットワーク事例集」を作成しました！～もっと女性が活躍できる建設
業の実現に向けて～

2016/8/5

水管理・国土保全局河川計
社会資本整備審議会河川分科会事業評価小委員会（第7回）の開催
画課

2016/8/5

港湾局技術企画課技術管
理室等

「港湾技術基準の改定方針」をとりまとめました～技術革新を促す基準を目指して、基準の改定に着
手～

2016/8/5

海事局海賊対策連絡調整
室

海賊対処法に基づき行われた護衛活動の実績等について～護衛対象船舶の累計：3,709隻～

2016/8/5 航空局安全部安全企画課
2016/8/5

道路局企画課道路経済調
査室

2016/8/8 総合政策局情報政策課

第7回交通政策審議会航空分科会技術・安全部会の開催～安全に関する技術規制の見直し等を審
議します～
お盆期間の渋滞ランキングのとりまとめ（平成27年）～高速道路の快適利用のため、渋滞回避、分散
利用をお願いします～
「国土交通月例経済（平成28年7月号）」

2016/8/8

土地・建設産業局建設市場 「地域建設産業活性化支援事業」におけるコンサルティング支援対象案件の選定～担い手確保・育成
整備課
または生産性向上に関するモデル性の高い取組への重点的な支援～

2016/8/8

G7長野県・軽井沢交通大臣
G7長野県・軽井沢交通大臣会合準備室
会合の開催について

2016/8/8 道路局企画課国際室

日・マレーシア道路防災技術セミナーの開催結果について（報告）～日本の道路防災技術をPR～

2016/8/8 自動車局安全政策課

事業用自動車運転者の健康診断の受診について遵守状況の確認を強化します

2016/8/8 港湾局海岸・防災課

「世界津波の日」にあたっての津波防災訓練の実施について～チリ共和国と合同津波避難訓練等を
行います～

2016/8/9 総合政策局国際政策課等

石国土交通大臣のタイ、ベトナム出張の結果概要

2016/8/9

土地・建設産業局建設市場
平成28年度主要建設資材需要見通し
整備課

2016/8/9

都市局公園緑地・景観課緑 共同住宅や商業施設において様々な種類の植物を用いた庭園型の屋上緑地が増加しています―平
地環境室
成27年全国屋上・壁面緑化施工実績調査の結果報告―

2016/8/10

大臣官房技術調査課電気
通信室

2016/8/10

土地・建設産業局建設市場
主要建設資材月別需要予測＜平成28年9月分＞
整備課労働資材対策室

2016/8/10

総合政策局情報政策課建
設経済統計調査室

2016/8/10

土地・建設産業局建設市場 「建設業イメージアップ戦略実践プロジェクトチーム（CIU)」の設置～建設業の先鋭的なプロモーション
整備課
を検討・施策提言して頂きます～

廃棄処理することとしていたカメラ装置のオークションへの流出について

建設工事受注動態統計調査報告 平成２8年６月分

2016/8/10 鉄道局都市鉄道政策課

「COOL CHOICE」との連携について

2016/8/10 海事局安全政策課

船舶事故防止のためのスマートフォンアプリの安全性について実証実験を行います

2016/8/10

観光庁観光地域振興部観
光資源課

「テーマ別観光による地方誘客事業」を7件選定しました～地域と地域の連携強化により、新たな観光
需要を創出します～

2016/8/10

総合政策局公共事業企画
調整課

「インフラみらいＭＡＰプロジェクト（仮称）」基礎研究を開始～地図製作・空間情報コンサルティング等
の民間企業3グループ（4社）が参加～

2016/8/10

水管理・国土保全局下水道 下水処理場における水素製造及び利用に係る実現可能性調査の実施について～再生可能エネル
部下水道企画課
ギー由来水素の普及促進に向けて～

2016/8/12

土地・建設産業局不動産業 「賃貸住宅管理業者登録規定」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正～制度創設5年を迎え賃貸
課
住宅管理業務の適正化を一層推進～

2016/8/15

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28年6月分）

2016/8/17

道路局企画課道路経済調
査室

お盆期間における高速道路・国道の交通状況【全国版】平成28年8月6日（土）～8月16日（火）：11日間

2016/8/17

総合政策局物流政策課企
画室

手ぶら観光カウンターの整備・機能強化等に対する補助事業の二次募集について～手ぶら観光カウ
ンターの倍増を目指し、新たに一時保管施設や多言語案内標識の導入費用等の補助を行います～

2016/8/17

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28年6月分）について

2016/8/17

総合政策局参事官（社会資 社会資本整備のストック効果に関する計画部会委員の視察を行います～社会資本整備審議会・交通
本整備）
政策審議会交通体系分科会計画部会 第４回現地視察会開催～

2016/8/17

土地・建設産業局建設市場
公共事業労務費調査（平成２８年１０月調査）に関する関係建設業者団体向け説明会の開催
整備課

2016/8/17

土地・建設産業局建設市場 吉本興業グループとコラボして、建設業女性活躍キャンペーンを実施します！～“つくっている私がす
整備課
き！”おかずクラブが「おうちクラブ」結成！～

2016/8/17

土地・建設産業局建設業課
1級土木施工管理技術者検定試験「学科試験」の合格者の発表について
等

2016/8/18 道路局路政課

踏切法等一部改正法（H28・３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

2016/8/18

海事局船員政策課雇用対
策室

「めざせ！海技者セミナー in IMABARI」を開催します

2016/8/18

観光庁観光地域振興部観
光資源課

第17回「通訳案内士制度のあり方に関する検討会」を開催します～中間とりまとめに向けた論点整理
～

2016/8/19

大臣官房官庁営繕部計画
課

「平成29年度各省各庁営繕計画書に関する意見書」の送付について

2016/8/19 大臣官房技術調査課等

世界初！下水汚泥消化ガスからの水素ステーション開発」～第14回産官連携功労者表彰「国土交通
大臣賞」が決定～

2016/8/19 総合政策局国際政策課等

TICADⅣサイドイベント「日・アフリカ官民インフラ会議」の開催について～アフリカにおける「質の高い
インフラ投資」への理解促進と本邦インフラ関連企業の現地進出に向けて～

2016/8/19

総合政策局公共交通政策
部交通計画課

第12回大都市交通センサス調査（速報版）の公表について～三大都市圏の鉄道、バスの利用実態に
関する調査結果～

2016/8/19

総合政策局公共交通政策
部交通計画課

第3回地域公共交通の活性化及び再生の将来像を考える懇談会の開催～中長期的な視野から、地
域公共交通活性化・再生の方向性について議論します～

2016/8/19

航空局航空ネットワーク部
国際航空室

外国人国際航空運送事業の経営許可～日本へ乗り入れる航空会社が新たに増えます～

2016/8/19

港湾局技術企画課技術監
理室

港湾の施設の技術上の基準に係る「登録確認機関」の登録更新通知書の伝達式を行います

2016/8/22

水管理・国土保全局防災課 「水災害に関する防災・減災対策本部（第4回）」及び「南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部
大規模地震対策推進室等 （第6回）」合同会議の開催について～「防災意識社会」への転換～

2016/8/22

水管理・国土保全局河川環
休日のダム施設見学などダムツーリズムを更に推進！
境課

2016/8/22 海事局船員政策課

「船員派遣事業の許可」及び「無料の船員職業紹介事業の許可」について審議します。～交通政策審
議会海事分科会第８０回船員部会の開催～

2016/8/22

港湾局国際コンテナ戦略港 アジアにおけるLNGバンカリング拠点の形成にむけて第3回横浜港LNGバンカリング拠点整備方策検
湾政策推進室
討会を開催します～課題に対する検討結果の報告、解決の方向性の検討を行います～

2016/8/23

自動車局審査・リコール課リ
リコール届出一覧表
コール監理室

2016/8/23

水管理・国土保全局水資源
中学生が事務所の一日所長に～全日本中学生の作文コンクール受賞者が業務体験をします～
部水資源政策課

2016/8/23 鉄道局技術企画課
2016/8/23

運輸安全委員会事務局総
務課広報室

「駅ホームにおける安全向上のための検討会」の開催について
運輸安全委員会委員長定例記者会見事項（平成28年8月23日（火）１４：００～）

2016/8/24

自動車局審査・リコール課リ
リコール届出一覧表
コール監理室

2016/8/24

土地・建設産業局地価調査
第1回不動産鑑定評価制度懇談会の開催～不動産鑑定評価制度の充実に向けて～
課

2016/8/24

水管理・国土保全局下水道 下水熱利用アドバイザー派遣の対象団体の決定及び下水熱利用に関するメール相談窓口「下水熱ナ
部下水道企画課
ビ」の開設について～下水熱利用の課題解決に向けて下水熱利用アドバイザーが支援します～

2016/8/24 住宅局住宅生産課

平成28年度（第1回）サステナブル建築物等先導事業（省CO?先導型）の採択プロジェクトの決定につ
いて

2016/8/24 大臣官房危機管理室

北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けた国土交通省の対応について

2016/8/25 海事局総務課

第9回海洋立国推進功労者表彰式が開催されました

2016/8/25

土地・建設産業局建設市場
主要建設資材受給・価格動向調査結果＜建設資材モニター調査：平成28年8月1日～5日現在＞
整備課労働資材対策室

2016/8/25

土地・建設産業局建設市場
建設労働需給調査結果（平成28年7月調査）
整備課

2016/8/25 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

2016/8/25 都市局総務課国際室

国際不動産見本市「MIPIM JAPAN -ASIA PACIFIC 2016」の開催について～日本の都市の魅力を世
界へアピール～

2016/8/25 水管理・国土保全局治水課

利賀ダム建設事業、大戸川ダム建設事業、筑後川水系ダム群連携事業、思川開発事業に関する国
土交通省の対応について

2016/8/25 自動車局安全政策課

「次世代運行管理・支援システムについての検討会」（第4回）の開催について

2016/8/25 自動車局整備課

「自動車整備技術の高度化検討会」報告書の公表について

航空局航空ネットワーク部
2016/8/25 首都圏空港課成田国際空
港企画室

成田空港の更なる機能強化に係る計画段階環境配慮書に対する国土交通大臣意見の送付について

2016/8/26

道路局企画課道路経済調
査室

2016/8/26

自動車局審査・リコール課リ
リコール届出一覧表
コール監理室

2016/8/26

土地・建設産業局建設市場 建設産業の魅力を発信する中学校向け学校キャラバンを実施します～建設産業の担い手確保に向
整備課
けて～

2016/8/26 都市局まちづくり推進課
2016/8/26

道路局道路交通管理課車
両通行対策室

バスタ新宿お盆期間の利用状況について（速報）

矢作地所株式会社の民間都市再生事業計画を認定
長大トンネル等において災害時の通行規制の緩和について～被災地への迅速なエネルギー輸送の
確保のため「エスコート通行方式」を導入～

2016/8/26 住宅局住宅生産課

「平成28年度住宅・建築物技術高度化事業」の採択課題の決定について

2016/8/26 住宅局安心居住推進課

平成28年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業（一般部門）の選定結果について

2016/8/26 自動車局整備課

貸切バスの確実な点検整備の実施に関する検討会を開催します

2016/8/26 自動車局整備課

いすゞ自動車（株）の大型観光バスについてショックアブソーバー腐食に関する無料点検を速やかに
受けてください

2016/8/26 自動車局整備課等

「自動車点検整備推進運動」の強化月間が始まります。＜点検・整備ではじめよう 安心クルマ生活＞

2016/8/26 運輸審議会審理室等

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

2016/8/26

運輸安全委員会事務局参
事官

三岐鉄道株式会社三岐線東藤原駅構内における鉄道重大インシデントに係る勧告に基づき講じた措
置（完了報告）を公表

2016/8/26

観光庁国際会議等担当参
事官室

第5回「MICE国際競争力強化委員会」を開催します～日本のMICE誘致政策の現状と今後の方針につ
いて～

2016/8/29

自動車局審査・リコール課リ
リコール届出一覧表
コール監理室

2016/8/29 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」（平成２８年度）を開催します

2016/8/29 総合政策局政策課
2016/8/29

国土交通省生産性革命本部（第3回）の開催～「生産性革命プロジェクト」の具体化状況について～

都市局公園緑地・景観課景 「明日香村における歴史的風土の保存の推進など、今後の古都保存行政のあり方はいかにあるべき
観・歴史文化環境整備室
か」（答申）～社会資本整備審議会～

2016/8/29 鉄道局技術企画課

「駅ホームにおける安全向上のための検討会」の結果について

2016/8/29

海事局総務課国際企画調
整室

第3回日米海事協議の開催結果について～海事分野における安全・環境問題を中心とした諸課題へ
の対応に向け、日米両国が共同歩調をとることで一致～

2016/8/29

港湾局国際コンテナ戦略港 「第5回東日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会」及び「第3回西日本国際コンテナ戦略港湾政
湾政策推進室
策推進協議会」に開催について

2016/8/29 北海道局参事官

「第10回国際会議等の北海道開催の推進に係る各省庁連絡会議」の開催～北海道に国際会議を誘
致します～

2016/8/29 総合政策局国際政策課等

TICADⅣサイドイベント「日・アフリカ官民インフラ会議」の開催結果について

2016/8/29 観光庁観光産業課

「観光産業を担う中核人材育成講座」を3つの大学で開講から地域でがんばる次世代の宿泊経営者を
応援します！～

2016/8/29 総合政策局国際政策課等

「アフリカ・インフラ会議」参加企業の募集について

2016/8/29 大臣官房会計課等

平成29年度国土交通省関係予算概算要求・税制改正要望等について

2016/8/29 政策統括官

平成28年度第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」を開催します

2016/8/30

総合政策局海外プロジェクト
国際協力事業の安全対策に関する国土交通省の今後の対応について
推進課等

2016/8/30

総合政策局海外プロジェクト
日露運輸作業部会第3回次官級会合の開催について
推進課交通プロジェクト室

2016/8/30

水管理・国土保全局河川環
地下街等における浸水防止用設備整備のガイドラインを公表します
境課水防企画室

水管理・国土保全局水資源
2016/8/30 部水資源政策課水源地域 「“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト２０１６」の募集を始めます！
振興室
2016/8/30

水管理・国土保全局下水道 平成28年度（第9回）「国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞）」受賞案件の決定及び表彰式の開催に
部下水道企画課
ついて～創意工夫のある優れた取り組みを表彰し、全国へ発信します～

2016/8/30

水管理・国土保全局防災課 「国土交通省地震防災訓練」を９月１日に行います～南海トラフ地震及び首都直下地震を想定した訓
等
練～

2016/8/30 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２８年
６月末時点）

2016/8/30 自動車局旅客課等

貸切バスの運賃・料金に関する「通報窓口」の設置について

2016/8/30

自動車局審査・リコール課リ 「第6回自動車の型式指定審査におけるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース」の開催
コール監理室
について

2016/8/30 自動車局旅客課等

旅行業協会とバス協会による「安全運行パートナーシップ宣言」の発出について

2016/8/30

港湾局産業港湾課産業連
携企画室

全国初、四日市港における特定民間都市開発事業（共同型都市再生構築業務（港湾）の実施～港湾
における民間活力を活用した津波等からの避難機能確保に向けた取組～

2016/8/30

航空局航空ネットワーク部
国際航空室

外国人国際航空運送事業の経営許可～日本へ乗り入れる航空会社が新たに増えます～

2016/8/31

自動車局審査・リコール課
等

三菱自動車工業の現行販売自動車８車種に係る燃費値等の修正について

2016/8/31

総合政策局情報政策課建
設経済統計調査室

建築着工統計報告平成２８年７月分

2016/8/31

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等報告（大手５０社調査 平成２８年７月分）（建設関連業等動態調査 平
成２８年７月分）（設備工事業に係る受注高調査 平成２８年６月分）

2016/8/31

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28年６月分）

2016/8/31

自動車局審査・リコール課リ
リコール届出一覧表
コール監理室

2016/8/31

大臣官房官庁営繕部計画
課

2016/8/31 総合政策局国際政策課

平成２８年度建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表（変更）
在京大使館に向けて、官民連携により、我が国の地震災害対策を紹介します！～平成２８年度第２回
シティ・ツアーの開催～

2016/8/31

土地・建設産業局不動産市
不動産価格指数及び不動産取引件数・面積（平成２８年５月・第１四半期分）
場整備課

2016/8/31

道路局道路交通管理課車
両通行対策室等

2016/8/31 住宅局安心居住推進課
2016/8/31

住宅局住宅生産課木造住
宅振興室

2016/8/31 住宅局住宅生産課

「ダブル連結トラック実験に係る特殊車両通行許可基準の特例」に関するパブリックコメントについて
平成２８年度スマートウエルネス住宅等推進モデル事業の二次募集について～高齢者世帯等の居住
の安定確保等に資する先導性の高いプロジェクトを支援～
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２８年４月分～６月分）
平成２８年度地域型住宅グリーン化事業第２回グループ募集の開始～地域の中小工務店等が連携し
て取り組む良質な木造住宅等の整備を支援～

2016/8/31

住宅局住宅生産課木造住
宅振興室

平成２８年度サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）第２次補正予算分の提案及び当初予算
分の第２回提案の募集開始～先導的な設計・施工技術が導入される木造建築物の建設を支援～

2016/8/31

自動車局保障制度参事官
室

平成２８年度自賠責制度広報・啓発活動の実施～知らなかったでは済まされない！まさかのための
「自賠責｝～

2016/8/31 自動車局安全政策課等

貸切バスの安心・安全な運行のため、制度を改正します～道路運送車両の保安基準・旅客自動車運
送事業運輸規則等の一部改正について～

2016/8/31 観光庁観光戦略課調査室

宿泊旅行統計調査（平成２８年６月・第２次速報、平成２８年７月・第１次速報）

