発表年月日

担当部局課

件

2016/12/1

自動車局審査・リコール課リコール
少数台数のリコール届出の公表について（平成28年11月分）
監理室

2016/12/1

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

2016/12/1 総合政策局環境政策課
2016/12/1

名

国連生物多様性の10年「グリーンウェイブ２０１６」の実施結果について

総合政策局国際政策課（グローバ ウガンダ、ザンビアにおいて、日本の「質の高いインフラ」を紹介しました！～「日・ウガンダ官民インフラ会議」、「日・ザンビア官民インフラ会議」開
ル戦略）
催に向けたワークショップの開催について～

2016/12/1 総合政策局国際政策課

「第7回日インドネシア交通次官級会合」の開催について

2016/12/1

総合政策局公共事業企画調整課
等

「インフラメンテナンス国民会議」地方版フォーラム（試行版）を中部地方で開催します！～技術やアイデアを提案できる参加者を募集～

2016/12/1

国土政策局総合政策課国土管理
企画室

国土審議会計画推進部会第２回国土管理専門委員会の開催～人口減少下における国土の利用・管理について議論します～

2016/12/1 政策統括官付
2016/12/1

平成２８年度所有者の所在の把握が難しい土地の対応方策に関する検討会（第２回）の開催～対応方策についてのフォローアップを行います～

水管理・国土保全局河川計画課河
河川砂防技術研究開発公募の開始について
川情報企画室

2016/12/1 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を行います！～船舶の安全確保に向けた新たな対策を推進～

2016/12/1 自動車局安全政策課等

ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について

2016/12/1 自動車局技術政策課

日本初！対歩行者自動ブレーキの評価を開始！今回評価した１１種類の自動ブレーキは歩行者にも対応します！～平成２８年度前期自動車ア
セスメントの評価結果を公表します～

2016/12/2

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

2016/12/2

総合政策局公共事業企画調整課
等

インフラストック効果の情報ポータルサイトを開設！

2016/12/2 総合政策局参事官（総合交通）等

第１０回全国貨物準流動調査（物流センサス）の調査結果（速報）について～我が国における貨物の流動状況について速報結果を公表します～

2016/12/2 総合政策局物流政策課

南海トラフ地震に備え、災害支援物資輸送の情報伝達訓練を実施～国交省のほか、内閣府、自治体、関連団体等が参加～

2016/12/2 土地・建設産業局国際課

「第４回日本・トルコ建設産業会議」の参加企業を募集します～トルコ企業と連携した我が国企業の海外進出に向けて～

2016/12/2 都市局総務課国際室

官民が連携した総合的な浸水対策や高台移転等の防災まちづくり等、日本の都市開発の経験・技術を中国に紹介～「第１７回都市計画、都市整
備に関する日中交流会議」の開催（報告）～

2016/12/2 住宅局住宅生産課

建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ及び省エネルギー判断基準等小委員会合同会議（第９回）の開催について

2016/12/2 航空局安全部航空機安全課等

航空機検査官を募集します

2016/12/2 観光庁観光産業課

旅行業者に対する聴聞を行います

2016/12/5 住宅局建築指導課

平成２８年度第２回中央建築士審査会の開催について

2016/12/5 鉄道局国際課

第二回鉄道・メトロ・モノレール技術革新展示会・会議（InnoRail India 2016）における「日本鉄道シンポジウム」の結果概要

2016/12/5 海事局安全政策課

年末年始に向けて旅客船の安全総点検を開始します～年末年始の多客期に向けた旅客船の安全・安心向上に取り組みます～

2016/12/5 観光庁国際観光課外客誘致室

第３１回日韓観光振興協議会の開催について―日韓双方向交流の拡大に向け、両国の観光当局間で協議―

2016/12/6 総合政策局運輸審議会審理室

運輸審議会会長及び会長の職務を代理する常勤の委員の選任について

2016/12/6 総合政策局安心生活政策課

第7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

2016/12/6 水管理・国土保全局河川計画課

河川法改正20年多自然川づくり推進委員会（第1回）の開催について～自然や環境に配慮した川づくりを振り返り、今後の展望を描く～

2016/12/6

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新たな展開に向けた研究委員会」（第5回）の開催～民法改正の対応や住宅に関わる消費者相談体制について議論予
定～

2016/12/6 北海道局参事官

国土審議会北海道開発分科会第1回計画推進部会に開催について～新たな北海道総合開発計画の推進について議論します～

2016/12/6 観光庁観光産業課等

第2階「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」を開催します～中間とりまとめ案の審議～

2016/12/6 観光庁観光産業課

鳥取県中部の地震を受けた鳥取応援プログラムの実施

2016/12/7 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

2016/12/7 総合政策局物流政策課

平成28年度「モーダルシフト等推進事業補助金」の認定及び交付決定について～モーダルシフト、旅客鉄道利用の貨客混載等の計7件を交付決
定～

2016/12/7 国土政策局特別地域振興官

奄美群島振興開発審議会（3名）及び小笠原諸島振興開発審議会（1名）の任命

2016/12/7 自動車局技術政策課等

国土交通省自動運転戦略本部（第1回）の開催について

2016/12/7 海事局船舶産業課

韓国造船業における公的支援について集中審議～第123回ＯＥＣＤ造船部会及びＯＥＣＤ造船部会創設50周年ワークショップの結果概要について
～

2016/12/7 港湾局海岸・防災課等

新たに水門・陸閘等の維持管理マニュアルを策定します～「海岸保全施設における水門・陸閘等の維持管理マニュアル策定検討委員会」（第1回）
の開催～

2016/12/7 自動車局技術政策課

平成28年度第2回車両安全対策検討会の開催について～最近の事故状況等に基づく車両安全対策における課題等について検討します～

2016/12/7 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

2016/12/8 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成28年1１月号）」

2016/12/8

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

2016/12/8 大臣官房人事課

平成28年度交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰について

2016/12/8 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）

2016/12/8 総合政策局物流政策課

平成28年度グリーン物流パートナーシップ優良事業者の受賞者決定について

2016/12/8 道路局企画課等

社会資本整備審議会道路分科会第58回基本政策部会の開催について

2016/12/8

航空局安全部航空機安全課航空
機技術基準企画室

2016/12/8 観光庁観光戦略課等

日ＥＵ・航空の安全に関する協定（ＢＡＳＡ）政府間会合を開催します
【平成29年度税制改正】訪日外国人旅行者向け酒税の免税制度の創設

2016/12/9

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２8年10月分

2016/12/9

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10月分）

2016/12/9

土地・建設産業局建設市場整備課
主要建設資材月別需要予測＜平成29年1月分＞
労働資材対策室

2016/12/9 大臣官房官庁営繕部管理課等
2016/12/9

大臣官房官庁営繕部計画課保全
指導室

2016/12/9 総合政策局国際政策課
2016/12/9

国土政策局広域地方政策課調整
室

社会資本整備審議会建築分科会第23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議論～
平成29年度建築保全業務労務単価について
「第7回日インドネシア交通次官級会合」の開催結果について
8月台風などの災害に緊急的に予算支援します～平成28年度第3回災害対策等緊急事業推進費の配分について～

2016/12/9 道路局企画課等

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案に関するパブリックコメントについて

2016/12/9 航空局安全部運航安全課

第1回小型航空機等に係る安全基準委員会の開催

2016/12/9 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～護衛対象船舶数の累計：3.746隻～

2016/12/9 港湾局技術企画課技術監理室

我が国におけるＬＮＧ燃料船の普及・促進を目指して国有作業船のＬＮＧ燃料化に向けた検討を開始します～「第1回作業船ＬＮＧ燃料化技術検討
委員会」を開催～

2016/12/9 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

2016/12/9 水管理・国土保全局治水課

「北海道緊急治水対策プロジェクト」～8月台風で大きな被害を受けた北海道の河川等についてハード・ソフト一体となった緊急的な治水対策を実
施～

2016/12/9 水管理・国土保全局治水課等

平成28年8月台風により被災した岩手県管理河川における治水対策について

2016/12/12 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

2016/12/12 総合政策局安心生活政策課

ユニバーサルデザイン２０２０関係省庁等連絡会議街づくり分科会（第5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～

2016/12/12 国土政策局広域地方政策課

平成28年度「地域づくり表彰」の各賞受賞団体を決定しました

2016/12/12 土地・建設産業局国際課

第1回「不動産取引における国際対応の円滑化に関する検討会」の開催

2016/12/12

道路局環境安全課道路交通安全
対策室

2016/12/12 住宅局建築指導課

全国初 道路空間を活用したカーシェアリング社会実験を12月20日から開始します～国道1号の道路上にカーシェアリングステーションを設置～
一級建築士の懲戒処分について

2016/12/12 鉄道局総務課鉄道サービス政策室 平成27年度鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果について
2016/12/12 自動車局貨物課

第2回「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」の開催について

2016/12/12 自動車局環境政策課

「交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費小委員会」及び「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エ
ネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ」合同会議（第1回）の開催について

2016/12/12

航空局航空ネットワーク部国際航
空課

2016/12/13

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

ICAN2016における航空当局間協議・意見交換の結果について

2016/12/13 土地・建設産業局建設業課

主任技術者等になれる受験チャンスが拡大！～土木・建築の技術検定で2級学科試験の年２回化が始まります～

2016/12/13 土地・建設産業局建設業課

建設業者への社会保険等加入指導で92.7％の加入を確認～前期比0.5ポイントの増加～

2016/12/13

土地・建設産業局建設市場整備課
建設関連業イメージアップ促進協議会が東京理科大学にて建設関連業説明会を開催します
専門工事業・建設関連業振興室

2016/12/13 都市局都市計画課
2016/12/13

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等１４件の国会報告について

水管理・国土保全局河川環境課河 オープンイノベーションを誘発するピッチイベント（企業間お見合い）を開催～革新的河川管理プロジェクト（第一弾）として河川管理用ドローンの開
川保全企画室
発チームの結成に向けたピッチイベントを開催します～

2016/12/13 水管理・国土保全局防災課

「防災に関する市町村支援方策に関する有識者懇談会」の開催について～早期の災害復旧に向けた市町村への支援方策について検討します～

2016/12/13 自動車局安全政策課

「貸切バス運転者に対して行う指導及び監督の改正検討ワーキンググループ」（第4回）の開催について～ドライブレコーダーの記録を活用した指
導及び監督の実施マニュアルの作成～

2016/12/13 自動車局安全政策課

バス事業者における改善基準告知等に係る運用実態調査結果を公表します

2016/12/13

航空局安全部安全企画課航空事
業安全室

「第20回航空安全情報分析委員会」の開催～平成28年度上半期に収集した「航空運送分野」の安全情報の審議を行います～

2016/12/13 航空局ネットワーク部航空事業課

第4回持続可能な地域航空のあり方に関する研究会の開催～持続可能な地域国空の実現に向けて～

2016/12/14 道路局国道・防災課等

平成29年度予算に向けた新規事業採択時評価手続き等（有料道路事業）の着手について

2016/12/14 道路局企画課評価室等

社会資本整備審議会道路分科会第14回事業評価部会の開催

2016/12/14 総合政策局環境政策課

セミナー「地球温暖化への適応に向けて」の参加者を募集します

2016/12/14

総合政策局物流政策課物流産業
室

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～特定流通業務施設の整備を伴う取組として、法改正後の初めての認定～

2016/12/14 総合政策局公共事業調整課等

①平成28年度「手づくり郷土賞」を選定しました②1月22日に「手づくり郷土賞グランプリ2016」を開催します

2016/12/14 土地・建設産業局地価調査課

第3回不動産鑑定評価制度懇談会の開催

2016/12/14 住宅局受託政策課

流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会（「プレミア既存住宅（仮称）」登録制度検討会）の設置及び第1回検討会の開催について

2016/12/14 鉄道局技術企画課等

第5回「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」の開催について

2016/12/14 自動車局審査・リコール課等

スズキ株式会社から報告があった不適切なリコール等改修作業について

2016/12/14 海事局船員政策課雇用対策室

「めざせ！海技者セミナー in KOBE」を開催します

2016/12/14 海事局船員政策課雇用対策室

「2017めざせ！海技者セミナー in 静岡」を開催します

2016/12/14 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84回船員部会の開催～

2016/12/14 海事局内航課

内航海運が中長期的に目指すべき方向性について議論～第5回内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会を開催～

2016/12/15

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

2016/12/15 大臣官房人事課

平成28年度（第60回）交通文化賞について

2016/12/15 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」（平成28年度第2回）を開催します

2016/12/15 総合政策局環境政策課

社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会第30回合同会議の開催について～「環境行動計画」の改定に向けて
～

2016/12/15

総合政策局国際政策課（グローバ
キューバに「質の高いインフラミッション」を派遣しました！～「日・キューバ官民インフラ会議」開催に向けて～
ル戦略）等

2016/12/15 土地・建設産業局建設業課

第2回建設産業政策会議の開催～10年後の建設産業を見据えた政策の検討～

2016/12/15

都市局まちづくり推進課官民連携
推進室

「第6回まちづくり法人国土交通大臣表彰」の対象法人の募集を開始します

2016/12/15

自動車局貨物課トラック事業適正
化対策室

トラックの「Ｇマーク」をご存知ですか？～安全性評価をクリアした優良なトラックだけが表示できる「安全・安心・信頼の証」です～

2016/12/15

港湾局国際コンテナ戦略港湾政策
横浜港LNGバンカリング拠点整備方策をとりまとめます～第7回検討会の開催～
推進室

2016/12/16 住宅局安心居住推進課
2016/12/16

第1回福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会の開催について

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

2016/12/16 総合政策局官民連携政策課

PPP（Public-Private-Partnership）協定パートナー公募～官民連携によるPPP/PFIの推進～

2016/12/16

総合政策局物流政策課物流産業
室

2016/12/16

総合政策局国際政策課（グローバ
「アフリカ・インフラ会議」を開催し、オクロ在京ウガンダ大使に講演いただきました！
ル戦略）

2016/12/16

総合政策局情報政策課建設経済
統計調査室

2016/12/16 国土政策局地方振興課

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４弾）～輸送網の集約やモーダルシフトが進みます～

建設総合統計（平成28年10月分）について
二地域居住等の促進に向けた先駆的な取組の提案を決定しました～平成28年度二地域居住等推進モニター調査対象団体選定結果のお知らせ
～

2016/12/16

土地・建設産業局建設業課入札制
入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について
度企画指導室

2016/12/16 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～優秀な技術者の確保及び育成による適正な施工確保に向けて～

2016/12/16 土地・建設産業局国際課

建設産業の海外展開の更なる促進に向けた検討を行います～「第1回中堅・中小建設企業等の海外進出の促進に関する検討会」を開催～

2016/12/16 土地・建設産業局建設市場整備課 建設産業人材確保・育成推進協議会第3回「企画・広報分科会」の開催～建設業界・行政等が一体となった戦略的な広報活動の推進～
2016/12/16 都市局総務課国際室等

日本の都市の魅力発信に向けたシティ・フューチャー・ギャラリー（仮称）構想の検討を実施～第2回シティ・フューチャー・ギャラリー（仮称）構想検
討会の開催～

2016/12/16 水管理・国土保全局河川環境課

平成28年度「かわまちづくり」支援制度に係る計画の申請受付について～河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成に向けて～

2016/12/16

水管理・国土保全局河川計画課河 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の再
川計画調整室
構築のあり方について審議～

2016/12/16 自動車局審査・リコール課

自動車の型式指定審査における不正行為の通報窓口の設置について

2016/12/16 道路局高速道路課

近畿圏の新たな高速道路料金に関する具体方針（案）について

2016/12/19 大臣官房会計課等

平成29年度予算大臣折衝について

2016/12/19 総合政策局安心生活政策課

第2回「移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員会」の開催について

2016/12/19 土地・建設産業局建設業課

「監理技術者制度引用マニュアル」を改正しました～建設業を取り巻く情勢の変化等を踏まえた建設工事の適正な施工の確保～

2016/12/19 土地・建設産業局建設市場整備課 「第3回建設キャリアアップシステムの構築に向けた官民コンソーシアム」の開催～システム構築の検討から実行への移行に向けて議論～
2016/12/19

土地・建設産業局建設市場整備課
「第7回社会保険未加入対策協議会」の開催～社会保険未加入対策の目標年次まで残り３ヶ月を迎えて～
労働資材対策室

2016/12/19 道路局企画課国際室
2016/12/19

鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務
監理室

第３１回日中道路交流会議の開催結果について（報告）～道路分野における日本・中国両国の協力関係の継続を確認～
北大阪急行電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃上限変更認可申請に関するパブリックコメントについて

2016/12/19 自動車局貨物課

第３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～

2016/12/19 北海道局参事官等

地域づくり人材の支援・協働を図るプラットフォーム「北海道価値創設パートナーシップ」を発足します～メンバー募集、キックオフイベント開催～

2016/12/19 政策統括官付政策評価官室

平成２８年度政策評価レポート（政策評価年次報告書）を公表します

2016/12/19 観光庁国際観光課MICE推進室

政府一丸となったMICE支援体制の構築を目指します～「MICE推進関係省庁連絡会議」（第１回）を開催～

2016/12/20

港湾局国際コンテナ戦略港湾政策
横浜港LNGバンカリング拠点整備方策検討会のとりまとめを公表しました
推進室

2016/12/20 自動車局旅客課

来月３０日から東京で４１０円タクシーが走ります～東京のタクシー初乗り運賃の引き下げ等について～

2016/12/20 海事局内航課

民間フェリー事業者に対する広域応援部隊の優先的輸送への協力要請の実施について

2016/12/20 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

2016/12/20 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

2016/12/20 観光庁観光産業課

第１回「観光産業革新検討会」を開催します～国際競争力のある生産性の高い観光産業実現に向けて～

2016/12/20

大臣官房官庁営繕部計画課営繕
積算企画調整室

公共建築工事における一般管理費等率を改定～適正な費用を工事費に反映～

2016/12/20 総合政策局運輸審議会審理室等

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答申について

2016/12/20 総合政策局物流政策課等

第３回国土交通省物流政策推進本部会合の開催について～次期総合物流政策大綱の策定に向けて～

2016/12/20 土地・建設産業局不動産業課

改正宅地建物取引業法の施行に向け意見とりまとめ～第２９回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会の開催～

2016/12/20

都市局公園緑地・景観課緑地環境
「緑による建物の魅力アップガイド」を作成しました～魅力ある緑化を成功させる「７つのワケ」と「５つのヒミツ」～
室

2016/12/20 水管理・国土保全局治水課

平成２８年度河川愛護月刊「絵手紙」入賞作品の決定

2016/12/20 道路局企画課

交差点の標識に観光地名称を表示します！（第３報）～観光地へのわかりやすい案内に向けて～

2016/12/20 鉄道局技術企画課等

第６回「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」の開催について

2016/12/20 自動車局旅客課

学校や地方公共団体等に貸切バスの運賃・料金制度について周知します

2016/12/20 自動車局旅客課

貸切バス事業者の「安全情報」を公表します

2016/12/20 自動車局安全政策課

平成２８年度第１回事業用自動車健康起因事故対策協議会の開催～事業用自動車の健康起因事故の抑止に向けて～

2016/12/20

航空局安全部空港安全・保安対策
第１回滑走路端安全区域（RESA)対策の選定に関する技術検討委員会の開催
課

2016/12/21

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

2016/12/21 総合政策局官民連携政策課

平成２８年度官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットホーム官民連携（PPP/PFI)j事業の推進セミナー等の開催について（ご案内）

2016/12/21 総合政策局物流政策課等

総合物流施策推進会議の開催について～総合物流施策推進プログラムの着実な実施のための進捗管理～

2016/12/21 土地・建設産業局建設市場整備課

建築技能労働者の確保・育成に向けたモデル性の高い取組を支援します～「技能労働者の戦略的確保・育成支援事業」における重点支援対象
案件の公募～

2016/12/21 水管理・国土保全局河川環境課

「水辺からはじまる生態系ネットワーク全国フォーラム」開催のお知らせ

2016/12/21

住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保
対策室

被災住宅の補修・再建のための電話相談体制の見直しについて

2016/12/21 自動車局貨物課

「トラック運送業の生産性向上促進事業」（テールゲートリフターの導入に対する補助事業）の実施について

2016/12/21 海事局船員政策課雇用対策室

第２回「めざせ！海技者セミナーIN TOKYO」を開催します

2016/12/21 港湾局海洋・環境課等

NPO法人日本障害者セーリング協会と国土交通省は「海の障害者設備指針」の作成に協力して取り組みます

2016/12/22

自動車局審査・リコール課リコール
リコール届出一覧表
監理室

2016/12/22 国土政策局広域地方政策課

2017国土政策フォーラムin愛知「我が国の成長を牽引する中京大都市圏づくり」の開催～対流を湧き起こすスーパー・メガリージョンのセンターを
目指して～

2016/12/22 道路局企画課

バスタ新宿周辺の渋滞対策の強化について～年内より速攻対策に順次着手します～

2016/12/22 都市局まちづくり推進課

三井不動産株式会社の民間都市再生事業計画を認定

2016/12/22 都市局市街地整備課

熊本地震から益城町の市街地復興に向けた安全対策のあり方等に関する中間報告について

2016/12/22 住宅局建築指導課

指定性能評価機関の処分について

2016/12/22 鉄道局幹線鉄道課

平成２９年度整備新幹線事業費線区別配分

2016/12/22 自動車局旅客課

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

2016/12/22 自動車局整備課

ユーザー車検を受検した自動車の定期点検整備に関するアンケート調査を実施します

2016/12/22 自動車局環境政策課

「地域交通グリーン化事業」の対象案件の決定について～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～

2016/12/26 大臣官房技術調査課等

PC橋に用いる被覆PC鋼線の要求性能に対する意見募集について～新技術活用システムのテーマ設定型（技術公募）における意見の募集につ
いて～

2016/12/26 総合政策局環境政策課

平成28年度第1回自然再生専門家会議の開催について

2016/12/26 総合政策局運輸審議会審理室等

北大阪急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請に関する公示について

2016/12/26 総合政策局物流政策課

第2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～

2016/12/26

都市局都市計画課都市計画調査
室

2016/12/26 住宅局住宅生産課

外出する人が調査開始以来最低に～平成27年度全国都市交通特性調査（速報版）の公表について～
平成28年度（第2回）サステナブル建築物等先導事業（省CO?先導型）のプロジェクトの採択の決定について～8件の先導的プロジェクトが採択され
ました～

2016/12/27

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11月分

2016/12/27

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11月分）（建設関連業等動態調査 平成２８年11月分）（設備工事業に係る受注高
調査 平成２８年10月分）

2016/12/27

土地・建設産業局建設市場整備課
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12月1日～5日現在＞
労働資材対策室

2016/12/27 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28年11月調査）
2016/12/27

総合政策局公共事業企画調整課
環境・リサイクル企画室

2016/12/27 総合政策局建設経済統計調査室

2016/12/27

排出ガス対策型建設機械の指定等について

建築物リフォーム・リニューアル調査報告（平成28年度上半期受注分）（概要）

土地・建設産業局建設業課建設業
平成28年度下請取引等実態調査の結果～是正指導対象項目の約8割において適正回答率が昨年度より増加～
適正取引推進指導室

2016/12/27 都市局都市計画課

市街化調整区域の古民家等を観光振興や移住・定住促進に活用できるよう開発許可制度の運用を弾力化～開発許可制度運用指針の一部改正
～

2016/12/27 観光庁観光戦略課調査室

宿泊旅行統計調査（平成２８年10月・第２次速報、平成２８年11月・第１次速報）

2016/12/28

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28年10月分）

2016/12/28

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28年10月分）

2016/12/28 総合政策局官民連携政策課
2016/12/28

総合政策局参事官（社会資本整
備）

2016/12/28 土地・建設産業局不動産業課

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結果について（東北ブロック、四国ブロック）
国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）のフォローアップについて
改正宅地建物取引業法の施行に向けた考えを提言～改正宅地建物取引業法の円滑な施行を目指して～

2016/12/28

土地・建設産業局不動産市場整備
不動産価格指数（平成28年9月・第3四半期分）の公表
課

2016/12/28 自動車局自動車情報課等
2016/12/29

自動車のナンバープレートや検査標章が変わります～道路運送車両法施行規則等の一部改正について～

水管理・国土保全局砂防部砂防計
平成28年12月28日21時38分頃の茨城県北部の地震に伴う土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用について
画課地震・火山砂防室等

