発表年月日

担当部局課

件

2016/11/1

総合政策局情報政策課交通経
航空輸送統計速報（平成28年8月分）
済統計調査室

2016/11/1

自動車局審査・リコール課リ
コール監理室

2016/11/1 総合政策局安心生活政策課

名

リコール届出一覧表
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交通移動等円滑化実績等報告書の集計結果概要
（平成２７年度末））

2016/11/1

土地・建設産業局不動産市場
土地取引動向調査（平成２８年８月調査）の結果～土地取引状況に関する企業の判断DIは全てに地域で低下～
整備課

2016/11/1

土地・建設産業局建設市場整
オンライン講座「建設業生産性向上教室」開講～日本の建設業を元気に！利益は現場から！～
備課

2016/11/1 道路局企画課

バスタ新宿開業後半年間の現状と課題について

2016/11/1 鉄道局技術企画課

平成27年度末の「鉄軌道駅における段差解消への対応状況等」及び「鉄軌道駅における内方線付き点字ブロック等の整備状況」について

2016/11/1 自動車局環境政策課

「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～

2016/11/1 自動車局旅客課

「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」等の一部改正について

2016/11/1 海事局船舶産業課等

海事産業の生産性革命（i-Shipping）を実現させるための検討を開始～新型船舶の開発・設計期間の半減を目指す～

2016/11/2

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

2016/11/2

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２８年10月分）

2016/11/2

大臣官房地方課公共工事契約
「国土交通省直轄工事等契約関係資料」の公表について
指導室等

2016/11/2

水管理・国土保全局河川環境
河川管理用ドローンやクラウド型水位計の実装化に参画する企業等を公募します～革新的河川管理プロジェクト（第一弾）が始動します～
課河川保全企画室

2016/11/2 道路局企画課国際室

第3回日印道路交流会議の開催について（報告）～山岳道路・橋梁等における日本の経験・技術の活用に向けて～

2016/11/2 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28年8月分）

2016/11/2 観光庁観光資源課
2016/11/2

土地・建設産業局建設業課入
「東日本復興CM方式の検証と今後の活用に向けた研究会」（第2回）の開催～事業の課題に対応した新たな契約方式の可能性を検討～
札制度企画指導室

2016/11/4 総合政策局海洋政策課
2016/11/4

「三庁連携シンボルマーク」作成者への感謝状贈呈式について

第12回日韓海洋環境実務者会合（局長級）の開催結果について

土地・建設産業局不動産市場
平成28年度「不動産証券化事業の具体化に向けた支援事業」の選定結果～地方都市の不動産ファイナンス等環境整備に向けて～
整備課不動産投資市場整備室

2016/11/4 土地・建設産業局国際課

海外展示会で日本の中堅・中小建設企業の技術・製品をPR～海外展示会「VIETBUILD HA NOI ２０１６」へ出展します～

2016/11/4 道路局企画課道路経済調査室 高速バス＆カーシェアリング社会実験の開始について～遠州鉄道(株)とタイムズ24(株)が連携した実験が始まります～
2016/11/4 道路局路政課道路利用調整室 道路法施行令の一部を改正する政令（案）に関するパブリックコメントについて（占用料改定関係）
2016/11/4 住宅局住宅政策課

既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会の設置及び第1回検討会の開催について

2016/11/4 自動車局整備課

ホイール・ボルト折損による大型自動車等の車輪の脱落防止について

2016/11/4 航空局安全部安全企画課

第1回航空機、無人航空機相互間の安全確保と調和に向けた検討会の開催～航空機と無人航空機、無人航空機同士の衝突回避策等につ
いて検討します～

2016/11/4 航空局航空事業安全室

東北エアサービス株式会社に対する厳重注意について～安全運航のため厳格に指導監督を行って参ります～

2016/11/7 総合政策局国際物流課

「我が国物流システムの国際展開の促進に向けて」ミャンマー政府と意見交換を実施しました～日ミャンマー物流政策対話及びワークショップ
の開催結果～

2016/11/7 土地・建設産業局不動産業課 第28回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会の開催～改正宅地建物取引業法の施行に向け審議～
2016/11/7 自動車局技術政策課

第1回第6期先進安全自動車（ASV)推進検討会の開催について

2016/11/7 自動車局安全政策課

乗務中の携帯電話・スマートフォンの使用禁止の徹底について

2016/11/7 港湾局産業港湾課国際企画室 シンガポール海事港湾庁から研修員を初めて受け入れます！～日星外交関係樹立50周年記念行事「港湾分野における人材交流」の実施～
2016/11/7 港湾局産業港湾課国際企画室

2016/11/7

第17回北東アジア港湾局長会議および第17回北東アジア港湾シンポジウムの開催結果～日中韓の港湾関係者が港湾の発展のために意見
交換を行いました～

港湾局国際コンテナ戦略港湾
横浜港におけるLNGバンカリングの機能強化を実現～船舶とタンクローリーを近接させたLNGバンカリング作業を効率化～
政策推進室

2016/11/7 鉄道局国際課

世界貿易機関（WTO)政府調達協定の運用対象からのJR九州の除外について

2016/11/8 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成28年10月号）」

2016/11/8

総合政策局公共事業企画調整
建設現場へのＩＣＴ技術の全面的な活用（i-Construction）～第３回ＩＣＴ導入協議会の開催～I
課

2016/11/8

都市局都市政策課都市政策調
琵琶湖保全再生推進協議会（第1回）を滋賀県にて開催～国民的資産である琵琶湖の健全で恵み豊かな湖としての保全・再生に向けて～
査室

2016/11/8

航空局航空ネットワーク部航
空ネットワーク企画課

2016/11/8

総合政策局公共事業企画調整
いよいよ「インフラメンテナンス国民会議」が始動します！～11月28日（月）設立総会を開催～
課等

2016/11/9 大臣官房地方課等

平成27年度空港別収支（試算結果）の公表～国が管理する27空港の営業利益は、約177億円と2年連続黒字となりました。～

電子入札システムのシステム運用停止について

2016/11/10

総合政策局情報政策課建設経
建設工事受注動態統計調査報告 平成２8年9月分
済統計調査室

2016/11/10

土地・建設産業局建設市場整
主要建設資材月別需要予測＜平成28年12月分＞
備課労働資材対策室

2016/11/10

総合政策局情報政策課交通経
造船統計速報（平成28年9月分）
済統計調査室

2016/11/10 総合政策局物流政策課

第15回グリーン物流パートナーシップ会議の開催について

2016/11/10 総合政策局国際政策課

「第1回日豪交通次官級会合」の開催について

2016/11/10

都市局都市政策課都市再構築
「第1回先進的まちづくりシティコンペ」の参加団体の募集を開始します
政策室

2016/11/10 自動車局旅客課等
2016/11/10

鉄道局鉄道事業課旅客輸送業
札幌市の軌道事業の旅客運賃変更認可申請に関するパブリックコメントについて
務監理室

2016/11/11 鉄道局幹線鉄道課
2016/11/11

平成27年度末自動車交通関係移動等円滑化実績等について

自動車局審査・リコール課リ
コール監理室

北陸新幹線敦賀・大阪ルートに係る調査
リコール届出一覧表

2016/11/11 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２０１６」を開催します

2016/11/11 道路局防災課等

道路をよりよくするための研究課題を募集～「道路政策の質の向上に資する技術研究開発」～

2016/11/11 鉄道局鉄道事業課

山形鉄道フラワー長井線の鉄道事業再構築実施計画の認定について

2016/11/11 自動車局保障制度参事官室

平成28年度の「自動車事故救急法普及事業」、「安全運転推進事業」の追加募集を本日から開始します！！

2016/11/11 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について～護衛対象船舶数の累計：3,738隻～

2016/11/11 運輸審議会審理室等

札幌市からの軌道の旅客運賃の変更認可申請に関する公示について

2016/11/11 総合政策局グローバル戦略

在京アフリカ大使館に、ICTを活用した「質の高いインフラ」を紹介します～平成28年度第3回シティ・ツアーの開催～

2016/11/14 総合政策局物流政策課

第1回物流を考慮した建築物の設計・運用検討会を開催します。～物流の効率化・円滑化と建築物・地域の魅力向上のための指針策定～

2016/11/14 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会第57回基本政策部会の開催について

2016/11/14 水管理・国土保全局防災課

平成28年鳥取県中部地震の災害復旧事業の査定の簡素化について～被災地の復旧を迅速に進めます～

2016/11/14

水管理・国土保全局下水道部
12月1日よりマンホールカード第3弾の配布が開始されます！～今回46都市が追加、累計で120種類となります～
流域管理官付

2016/11/14

総合政策局参事官（社会資本 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4回専門小委員会の開催について～ストック効果最大化について、とりま
整備）
とめに向けた検討を行います～

2016/11/14 道路局企画課道路経済調査室 バスタ新宿購買施設の開業について～2016年11月18日（金）７：００オープン～
2016/11/14 住宅局住宅総合整備課等

「住まいの復興工程表」の更新（28年9月末現在）

2016/11/14 住宅局住宅生産課

平成28年度サステナブル建築物先導事業（気候風土適応型）採択プロジェクトの決定について

2016/11/14 港湾局産業港湾課

「車座ふるさとトーク」を沖縄県宮古島市で開催します

2016/11/14 観光庁参事官（国際関係）

第7回日越観光協力委員会を開催します～日越二国間の観光交流促進に向けて～

2016/11/15

総合政策局公共事業企画調整
河川・道路管理用光ファイバの利用希望者を募集開始～民間事業者等への開放（２回目）～
課等

2016/11/15 総合政策局国際政策課

田中国土交通副大臣のフィリピン出張について（「第14回日ASEAN交通大臣会合」への参加等）

2016/11/15 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
～

2016/11/15 港湾局計画課

水島港・那覇港の港湾計画及び今後の港湾における中長期政策の審議～「交通政策審議会第65回港湾分科会」の開催～

2016/11/16 総合政策局安心生活政策課

第1回「ハンドル形電動車椅子の公共交通利用等に関する調査検討委員会」の開催について

2016/11/16 国土政策局国土情報課

平成28年度第2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測位技術を活用した実証実験の開始に
向けて～

2016/11/16

都市局公園緑地・景観課緑地
地方公共団体における都市の生物多様性の把握・評価が容易になります～「都市における生物多様性指標（簡易版）を策定します～
環境室

2016/11/16 鉄道局技術企画課技術開発室 「軌間可変技術評価委員会」の開催について
2016/11/17

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

2016/11/17 大臣官房技術調査課等

国土交通省登録資格の公募を11月17日より開始～民間資格活用で点検・診断業務等の品質確保～

2016/11/17 総合政策局安心生活政策課

ユニバーサルデザイン2020関係府省連絡会議街づくり分科会（第4回）の開催について～世界に誇れるユニバーサルデザインの街づくりを目
指して～

2016/11/17

総合政策局公共事業企画調整
～第1回「インフラメンテナンス大賞」を募集します！～
課等

2016/11/17

総合政策局情報政策課建設経
建設総合統計（平成28年9月分）について
済統計調査室

2016/11/17 自動車局安全政策課

貸切バスの安心・安全な運行のため、運転者への指導・監督を強化します～貸切バス事業者の運転者に対して行う指導・監督の指針の一部
改正等について～

2016/11/18 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）

2016/11/18 大臣官房官庁営繕部管理課等 社会資本整備審議会建築分科会第22回官公庁施設部会の開催～官公庁施設整備における発注者のあり方について審議～
2016/11/18

総合政策局公共事業企画調整 東京都心と羽田空港等を結ぶ舟運社会実験（第4次実験）に航路を追加します！―羽田空港と都心・横浜当の実験航路の参加者を募集しま
課
す―

2016/11/18 総合政策局交通計画課

第5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～

2016/11/18 国土政策局地方振興課

平成28年度「地域づくり全国交流会議」の開催～「地域づくり表彰」の各賞受賞団体を発表します～

2016/11/18 国土政策局国土情報課

G空間情報センターが運用開始！多様な地理空間情報が集約、ワンストップで検索・ダウンロードが可能に！～G空間社会の実現に向けて～

2016/11/18 国土政策局国土情報課等

「G空間EXPO２０１６―みんな『G空間』の中にいる。―」の開催 未来の社会がわかる！～最新の地理空間情報技術を紹介～

2016/11/18

水管理・国土保全局河川計画 社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会の開催～中小河川等における水防災意識社会
課河川計画調整室
の再構築のあり方について審議～

2016/11/18

道路局高速道路課有料道路調
ダブル連結トラック実験の開始について
整室等

2016/11/18 自動車局技術政策課

第9回国連自動操舵専門家会議の開催について～自動車の「自動操舵技術」基準に関する国連専門家会議を大阪で開催します～

2016/11/18 自動車局技術政策課

シートベルトリマインダーの警報対象座席を拡大するための国際基準の改正案が国連において採択～安心・安全な自動車の国際的な普及を
目指して～

2016/11/18 自動車局安全政策課

貸切バス事業者に対する監査・処分の実効性の向上について～来月から行政処分の基準を厳しくします～

2016/11/18 港湾局産業港湾課

第5回「みなとオアシス」を拠点とした地域活性化検討委員会を開催します。

2016/11/18

航空局航空ネットワーク部首
都圏空港課等

羽田空港機能強化に係る今後の情報提供について

2016/11/18 政策統括官付

平成28年度第2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

2016/11/21 国土交通政策研究所

「広域災害発生時におけるモード横断的な貨物輸送に関する調査研究」に関する記事の補足説明及び報道発表資料の訂正について

2016/11/21 総合政策局国際政策課

田中国土交通副大臣のフィリピン出張の結果概要～「第14回日ASEAN交通大臣会合」への参加等～

2016/11/21

総合政策局国際政策課（ロー
バル戦略）

2016/11/21 国土政策局地方振興課
2016/11/21

在京アフリカ大使館に、ICTを活用した「質の高いインフラ」を紹介しました～平成28年度第3回シティ・ツアーの開催結果について～
国土審議会「第9回豪雪地帯対策分科会」の開催～豪雪地帯における施策の実施状況について報告等を行います～

土地・建設産業局建設業課紛
中央建設工事紛争審査会委員の任命について
争調整官室

2016/11/21 住宅局住宅政策課

既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会第2回及び第3回の開催について

2016/11/21 自動車局技術政策課

初公表！対歩行者自動ブレーキの安全性能評価結果を発表します！（平成28年度前期自動車アセスメント評価結果の発表）

2016/11/21 観光庁国際観光課外客誘致室 石井国土交通大臣と李金早・中国国家旅游局長との会談及び覚書の締結について
2016/11/22

自動車局審査・リコール課リ
コール監理室

2016/11/22 総合政策局政策課

リコール届出一覧表
国土交通省生産性革命本部（第４回）の開催～新たな「生産性革命プロジェクト」を打ち出します！～

2016/11/22 総合政策局国際政策課
2016/11/22

都市局都市政策課都市再構築
民間主体のまちづくり活動を支えるために必要な方策を検討します。～第1回「まちづくり活動の担い手のあり方検討会」の開催～
政策室

2016/11/22 都市局まちづくり推進課
2016/11/22

日本と豪州で交通インフラ分野における共通課題について政策対話を実施～「第1回日豪交通次官級会合」の開催結果～

ホテルグリーンコア坂東特定目的会社の民間都市再生整備事業計画を認定

道路局高速道路課有料道路調
2020年までの逆走事故ゼロを目指し逆走対策技術を公募します
整室等

2016/11/22 住宅局建築指導課

建築確認件数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28年7～9月分）

2016/11/22 自動車局貨物課

中継輸送実証実験モデル事業の第2回有識者検討会を開催します～トラック輸送における「中継輸送」の普及・実用化に向けて～

2016/11/22 海事局船員政策課

天然ガス燃料船・北極海航路船に乗り込む船員の資格等について審議～交通政策審議会海事分科会第83回船員部会の開催～

2016/11/22 観光庁観光産業課等

第2回「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」ワーキンググループを開催します

2016/11/24

自動車局審査・リコール課リ
コール監理室

2016/11/24

総合政策局運輸審議会審理室
バニラ・エア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
等

2016/11/25

土地・建設産業局地価調査課
主要都市の地価は８２％の地区で上昇基調～平成28年第3四半期の地価LOOKレポートの結果～
地価公示室

2016/11/25

土地・建設産業局建設市場整
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1１月1日～5日現在＞
備課労働資材対策室

2016/11/25

土地・建設産業局建設市場整
建設労働需給調査結果（平成28年10月調査）
備課

2016/11/25

自動車局審査・リコール課リ
コール監理室

2016/11/25 大臣官房技術調査課
2016/11/25

リコール届出一覧表

リコール届出一覧表
「i-Construction推進コンソーシアム」の会員公募を開始します。

総合政策局総務課交通安全対 平成28年度「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施します～輸送機関等における事故やテロの防止対策実施状況等の点検
策室等
～

2016/11/25 総合政策局物流政策課

改正物流総合効率化法に基づく総合効率化計画の認定について（第2弾）～モーダルシフト関係として初めての認定～

2016/11/25 総合政策局官民連携政策課

官民連携（PPP/PFI）事業の推進に向けた首長意見交換会の開催について（東北ブロック、四国ブロック）

2016/11/25 国土政策局国土情報課

屋内での移動を支援するナビゲーションサービスの実証実験をターミナル駅・国際空港・スタジアムで開始します！～誰もが移動・活動しやす
い「バリアフリー・ストレスフリー社会」の実現に向けて～

2016/11/25 道路局企画課道路経済調査室 年末年始の渋滞ランキングのとりまとめ～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～
2016/11/25

港湾局技術企画課技術監理室
有用だが、まだ港湾事業等で活用されていない技術の導入を促進します！（初選定）
等

2016/11/25 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28年9月分）

2016/11/25 大臣官房技術調査課等

「福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没に関する検討委員会」の開催について

2016/11/25 鉄道局施設課等

JR北海道の台風等による被害の復旧に対する支援について

2016/11/28

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

2016/11/28 大臣官房技術調査課

第2回「CIM導入推進委員会」の開催について～i-Constructionの施策を支援するCIMの導入・普及を図ります～

2016/11/28 総合政策局物流政策課等

第2回物流用ドローンポート連絡会の開催について～小型無人機を使用した荷物配送の実現に向けて～

2016/11/28

土地・建設産業局建設市場整
建設産業の魅力を発信する高等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けて～
備課

2016/11/28

水管理・国土保全局下水道部
第7回下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会開催について
下水道企画課

2016/11/28 自動車局技術政策課等

平成28年度補正予算に係る事故防止対策支援推進事業の実施について

2016/11/28 自動車局貨物課

第2回荷主との連携や事業の共同化等による生産性向上方策に関するガイドライン策定ワーキンググループの開催について～トラック運送事
業の生産性向上に向けて～

2016/11/28 海事局船員政策課雇用対策室 「3夜連続！若者就職面接会」で船員未経験者を募集！～東京労働局との連携事業～
2016/11/28 海事局安全政策課等

旅客フェリーの火災安全対策を国際海事機関（IMO)で検討することが決定～IMO第97回海上安全委員会の結果概要～

2016/11/28

港湾局国際コンテナ戦略港湾 アジアにおけるLNGバンカリング拠点の形成に向けて第６回横浜港LNGバンカリング拠点整備方策検討会を開催します～とりまとめ案の検討
政策推進室
を行います～

2016/11/29

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

2016/11/29 大臣官房官庁営繕部計画課

平成28年度営繕工事の発注見通しの公表（追加・変更）

2016/11/29 大臣官房官庁営繕部計画課

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（追加）

2016/11/29

総合政策局国際政策課（グ
ローバル戦略）

石井高度交通大臣と中東・アフリカ諸国駐剳日本大使の意見交換会を開催します

2016/11/29 国土政策局総合計画課

国土審議会計画推進部会第3回稼げる国土専門委員会の開催～経済成長をささえる「稼げる国土」の形成を進めるための方策を検討します
～

2016/11/29 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の二次募集選定結果について～高齢者世帯等の居住の安定性確保等に資する先導
性の高いプロジェクトを支援～

2016/11/29 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２８年７月分～９月分）

2016/11/29 海事局安全政策課

船舶事故防止スマートフォンアプリを使った海上実験の方法を検討します～第2回スマートフォンを活用した船舶事故防止分科会を開催～

2016/11/29 港湾局技術企画課等

港湾分野でのICTの全面的な活用のための新基準の検討を行います～第２回港湾におけるICT導入検討委員会の開催～

2016/11/29 大臣官房危機管理室

鳥インフルエンザに対する国土交通省の対応について

2016/11/29

道路局国道・防災課道路保全
平成29年秋頃を目標に国道274号日勝峠の通行止めを解除
企画室等

2016/11/29

水管理・国土保全局水政課水
流水占用料等の一括徴収を可能に！～「河川法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定～
利調整室

2016/11/30

総合政策局情報政策課建設経
建築着工統計報告平成２８年10月分
済統計調査室

2016/11/30

総合政策局情報政策課建設経 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10月分）（建設関連業等動態調査 平成２８年10月分）（設備工事業に係る受
済統計調査室
注高調査 平成２８年９月分）

2016/11/30

総合政策局情報政策課交通経
航空輸送統計速報（平成28年9月分）
済統計調査室

2016/11/30

総合政策局情報政策課交通経
トラック輸送情報（平成28年9月分）
済統計調査室

2016/11/30

自動車局審査・リコール課リ
コール監理室

トヨタテクノクラフト(株)による自主改善の実施について

2016/11/30

自動車局審査・リコール課リ
コール監理室

2016/11/30 大臣官房技術調査課等

リコール届出一覧表
国土交通分野における技術政策の今後のあり方について検討～新たな国土交通省技術基本計画の策定に向けて～

2016/11/30 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募集開始～訪日外国人旅行者が手ぶら観光できる環境整備の促進～
2016/11/30

土地・建設産業局不動産市場
不動産価格指数及び不動産取引件数・面積（平成28年8月・第2四半期分）
整備課

2016/11/30 都市局まちづくり推進課
2016/11/30

三井不動産レジデンシャル株式会社、丸紅株式会社の民間都市再生事業計画を認定－制度創設15年、累計認定件数１００件達成！―

水管理・国土保全局砂防部砂
雪崩防災週間（12月1日～12月7日）のお知らせ
防計画課

2016/11/30 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7月～9月実績【速報値】）

2016/11/30 住宅局安心居住推進課

第2回家賃債務保証の情報提供等に関する検討会の開催について

2016/11/30 自動車局安全政策課

貸切バス事業者に対する重大な行政処分の公表期間を延長します～法令違反に対する行政処分等の公表基準の一部改正について～

2016/11/30 自動車局貨物課

平成27年度貨物自動車運送事業者数等について

2016/11/30 海事局安全政策課

海上輸送の安全にかかわる情報（平成２７年度）を公表します～旅客船及び貨物船に対する立入検査の実績状況～

2016/11/30 海事局船舶産業課

海事生産性革命（i-Shipping）の推進に向けて4件の革新的造船技術の研究開発に対する支援を決定しました

2016/11/30 観光庁外客受入担当参事官室 カテゴリーⅡ以上の認定外国人観光案内所への支援を開始します～訪日外国人旅行者にとって利用しやすい観光案内所の整備を促進～
2016/11/30 観光庁外客受入担当参事官室

観光拠点情報・交流施設への支援を開始します～訪日外国人旅行者等に向けて、観光拠点の魅力を発信し、地域との交流を図る施設の整
備を促進～

2016/11/30 観光庁観光戦略課調査室

宿泊旅行統計調査（平成２８年9月・第２次速報、平成２８年10月・第１次速報）

