発表年月日

担当部局名

件

名

2017/1/4

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

2017/1/4

総合政策局安心生活政策課

第1回「旅客施設等における視覚・聴覚障害者等に対するICTを活用した情報提供・案内に関する調査検討委員会」（①）第1回「新型ホームドア
に対する視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法に関する調査検討委員会」（②）の開催について

2017/1/4

総合政策局国際政策課等

石井国土交通大臣のミャンマー・インドネシア出張の結果概要

2017/1/4

総合政策局国際政策課（グローバル 末松国土交通副大臣が、ウガンダ及びザンビアを訪問します！～「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」への出席
戦略）等
等～

2017/1/5

道路局企画課道路経済調査室

年末年始における高速道路・国道の交通状況（速報）【全国版】平成28年12月28日（水）～平成29年1月4日（水）：8日間

2017/1/5

大臣官房人事課

独立行政法人役員の公募（追加公募）について（お知らせ）

2017/1/5

港湾局海岸・防災課

高潮等から港湾地域の被害を軽減するために～「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策検討委員会」（第1回）を開催～

2017/1/6

水管理・国土保全局河川環境課河
川保全企画室

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）として新しい水位計・ドローン
開発チームの結成に向けたピッチイベントを開催します～

2017/1/6

総合政策局安心生活政策課

第10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記念講演会・表彰状授与式の開催について

2017/1/6

土地・建設産業局建設業課入札制
度企画指導室

「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３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～

2017/1/6

水管理・国土保全局河川計画課河
川計画調整室

中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について～答申の手交について～

2017/1/6

道路局道路交通管理課高速道路交
車両搭載センシング技術を活用した道路基盤地図データの収集実験の開始について
通システム（ITS)推進室等

2017/1/6

住宅局住宅生産課

住宅の取得・改修に関する支援制度等説明会の開催について

2017/1/6

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メーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース最終とりまとめ（平成28年9月16日）」のフォローアップに
ついて

2017/1/6

海事局海技・振興課船員教育室

船乗りの定番メニュー・カレーを商品化！帆船日本丸・海王丸の味を再現～海技教育機関がプレゼンス向上のための取組を強化～

2017/1/6

航空局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～関西国際空港へ乗り入れる航空会社ｆが新たに増えます（国内線）～

2017/1/10 総合政策局総務課

FF-Data（訪日外国人流動データ）の公表～訪日外国人の国内流動について、これまでより詳細な分析が可能になりました～

2017/1/10 自動車局安全政策課

道路運送法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

2017/1/11

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29年2月分＞

2017/1/11 総合政策局安心生活政策課

第14回全国バリアフリーネットワーク会議の開催について

2017/1/11 政策統括官付

平成30年土地基本調査に関する研究会（第1回）の開催

2017/1/11 鉄道局技術企画課技術開発室

「新型ホームドアに関する技術WG」（第1回）の開催について

2017/1/11 自動車局自動車情報課

みなさまからのデザイン案のご応募をお待ちしています！！～東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートのデザ
イン案を受付中～

2017/1/11

航空局首都圏空港課成田国際空港
成田国際空港に関する公聴会の開催について～首都圏空港の更なる機能強化～
企画室

2017/1/12

総合政策局情報政策課建設経済統
建設工事受注動態統計調査報告 平成２8年11月分
計調査室

2017/1/12 総合政策局情報政策課

「国土交通月例経済（平成28年12月号）」

2017/1/12

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

2017/1/12

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12月分）

2017/1/12

自動車局審査・リコール課リコール
監理室

少数台数の改善対策届出の公表について（平成28年12月分）

2017/1/12 総合政策局国際物流課

インドにおける貨物鉄道利用促進の実証実験を実施～ダイヤに基づく定時運行と共同集荷による利用促進～

2017/1/12 国土政策局地方振興課半島振興室 半島のじかん2017in伊豆、国東 地域資源を活用した半島振興ワークショップの開催
2017/1/12 土地・建設産業局国際課
2017/1/12

水管理・国土保全局下水道部下水
道企画課

「第４回日本・トルコ建設産業会議」の開催を延期します
下水熱利用促進ワークショップを開催します「下水熱利用の新たな展開～融雪利用・農業利用へ～」

2017/1/12 海事局検査測度課等

水素サプライチェーン構築へ向けた新たな一歩～液化水素タンカーの安全基準について日豪海事当局間で確認～

2017/1/12 海事局安全政策課危機管理室

昨年は、全国の海運事業者で67件の船舶津波避難訓練・セミナーを実施！～本年は全国で100件以上の実施を目指します～

2017/1/12

航空局航空ネットワーク部航空事業
航空輸送サービスの係る情報公開（平成28年度第2回）～航空利用者に対する、航空輸送サービスの選択に資する情報の公開～
課

2017/1/12 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10月分）

2017/1/13

総合政策局情報政策課交通経済統
造船統計速報（平成28年11月分）
計調査室

2017/1/13

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

2017/1/13 水管理・国土保全局防災課等

「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事前ルール化」について～被災地の復興をより迅速に進めます～

2017/1/13 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

2017/1/13 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

2017/1/13 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連携シンポジウムin新潟」を開催します！～新たな産学官民連連携による地域活性化の展開～
2017/1/13

総合政策局海外プロジェクト推進課
田中国土交通副大臣のトルコ共和国・ジョージア出張の結果概要
等

2017/1/13

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紛争処理状況（平成28年度第3四半期）

2017/1/13

水管理・国土保全局河川環境課水
防企画室

地域の水害危険性の周知方策検討会（第2回）の開催について～都道府県等管理河川における自治体の避難判断を支援するために～

2017/1/13

水管理・国土保全局河川環境課河
川保全企画室

河川情報ホットライン活用ガイドライン検討会（第2回）の開催について～都道府県等管理河川におけるホットラインの定着に向けて～

2017/1/13

水管理・国土保全局水資源部水資
源政策課水源地域振興室

「“水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト２０１６」の受賞者の決定及び表彰式の開催について

2017/1/13

水管理・国土保全局下水道部下水
道企画課

木更津高専にて「水ビジネスと下水道ワークショップ」を開催！～未来の下水道の担い手の発掘に向けて～

2017/1/13 水管理・国土保全局河川環境課

「かわまちづくり全国会議」を開催します～川から始まる地方創生～

2017/1/13 道路局道路交通管理課

平成29年度「道路ふれあい月間」推進標語の募集について～道路はあなたの財産です～

2017/1/13 住宅局安心居住推進課等

住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する調査の中間報告～スマートウェルネス住宅等推進事業の調査の実施状況について～

2017/1/13

港湾局国際コンテナ戦略港湾政策
推進室

2017/1/13 観光庁外客受入担当参事官室

「第6回東日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会」及び「第4回西日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会」の開催について
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【二次募集】～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～

2017/1/13 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【二次募集】～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～

2017/1/16 内閣官房水循環政策本部事務局

「流域水循環計画」の第一弾として17計画を認定～健全な水循環に取り組む各地域の計画を国として初めてとりまとめ～

2017/1/16 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（九州・沖縄ブロック）

2017/1/16 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（第二次）について～モーダルシフト、共同輸配送、輸送効率化の計１８件
を認定及び交付決定～

2017/1/16 総合政策局物流政策課

改正物流総合効率化法に基づく計画の認定について

2017/1/16 土地・建設産業局国際課

第2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

2017/1/16

土地・建設産業局建設市場整備課
労働資材対策室

「外国人建設就労者受入事業に係る人材育成支援事業」の実施者募集～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～

2017/1/16 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）第2階採択プロジェクトの決定について

2017/1/16 自動車局貨物課

中継輸送実証実験モデル事業の第3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～

2017/1/17

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

2017/1/17 総合政策局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事案に関する答申について

2017/1/17 総合政策局公共事業調整課等

1月22日に「手づくり郷土賞グランプリ2016」を開催します

2017/1/17 国土政策局地方振興課

『「小さな拠点」フォーラムin山口』の開催～人をつなぐ。地域をつなぐ。活動をつなぐ。サービスをつなぐ。そして未来につながっていく。～

2017/1/17

土地・建設産業局建設市場整備課
専門工事業・建設関連業振興室

2017/1/17 海事局海賊対策連絡調整室

建設関連業イメージアップ促進協議会が法政大学にて建設関連業説明会を開催します
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：3.754隻～

2017/1/17 観光庁観光地域振興部観光資源課 魅力あふれる観光地域づくりに取り組みませんか？～平成29年度「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」の公募開始～
2017/1/17 土地・建設産業局建設業課等

1級土木施工管理技術者検定試験「実地試験」の合格者の発表について

2017/1/18 大臣官房技術調査課

「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（第2回）」の開催について

2017/1/18 大臣官房技術調査課等

国土交通省技術基本計画案に対する意見を募集します

2017/1/18 総合政策局安心生活政策課

最2階「女性が輝く社会づくりにつながるトイレ等の環境整備・利用のあり方に関する協議会」の開催について～取りまとめ骨子案についての意
見交換～

2017/1/18 土地・建設産業局建設市場整備課

建設産業の魅力を発信する小学校向け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～

2017/1/18 住宅局住宅生産課木造住宅振興室

中大規模木造建築物普及シンポジウムの開催について サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）～先導的中大規模木造建築物 事例
発表会～

2017/1/18 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」、「開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令」及び政省令関連告示の公布について

2017/1/18 自動車局貨物課

第4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～

2017/1/18 国土交通政策研究所

国土交通政策研究第135号「国土交通分野におけるビッグデータの活用に関する調査研究」の公表～今後のビッグデータ活用の政策の方向性
について提示～

2017/1/18 国土交通政策研究所

国土交通政策研究第136号「空家発生・分布メカニズムの解明に関する調査研究（その1）」の公表～住民基本台帳や水道等のデータから現在
の空き家分布を把握する手法を試作～

2017/1/19 水管理・国土保全局砂防部保全課

富山県南砺市利賀村上百瀬地区に土砂災害専門家を派遣し調査を行います

2017/1/19

自動車局審査・リコール課リコール
監理室

スバルテクニカルインターナショナル(株)による自主改善の実施について

2017/1/19

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

2017/1/19

総合政策局情報政策課建設経済統
建設総合統計（平成28年11月分）について
計調査室

2017/1/19 土地・建設産業局企画課

空き地等の新たな活用に関する検討会（第1回）の開催

2017/1/19 住宅局住宅政策課

流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会（第2回）の開催について

2017/1/20

自動車局審査・リコール課リコール
監理室

株式会社ウェッズによる自主改善の実施について

2017/1/20 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年度第2回）を開催します

2017/1/20 大臣官房官庁営繕部管理課等

「官公庁施設整備における発注者のあり方について」（答申）―公共建築工事の発注者の役割―～社会資本整備審議会～

2017/1/20

総合政策局参事官（社会資本整備）
第40回社会資本整備審議会計画部会第38回交通政策審議会交通体系分科会計画部会合同会議の開催について
等

2017/1/20

土地・建設産業局地価調査課鑑定
評価指導室

「不動産鑑定士」を目指してみませんか？～第2回オープンセミナーを開催します！～

2017/1/20 土地・建設産業局建設業課
2017/1/20

第3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～

鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監
札幌市の軌道事業の旅客運賃変更認可について
理室

2017/1/20 自動車局技術政策課

日米欧のルール作りのキーマンが語る、自動運転車両の基準策定とは～「自動運転の国際的なルール作りについてのシンポジウム」の開催に
ついて～

2017/1/20 港湾局技術企画課

埋立地における地盤改良工事について技術的検討を行います～「第1回埋立地等における薬液注入工法によるｙ地盤改良工事に関する検討
委員会」を開催～

2017/1/20

航空局航空ネットワーク企画課空港
高松空港特定運営事業等の第一次審査結果について
経営改革推進室

2017/1/20 航空局安全部航空事業安全室

「第20回航空安全情報分析委員会」の審議結果～平成28年度上半期に報告された「航空運送分野」の安全情報の公表を行います～

2017/1/20 観光庁観光産業課

「宿泊施設のインバウンド対応支援事業」（第三弾）の公募を開始～訪日外国人が利用しやすい旅館・ホテルの拡大に向けて～〔平成28年度補
正予算事業〕

2017/1/20 観光庁観光地域振興課

ICTを活用して訪日外国人の観光動態を調査しました～訪日外国人の地方誘致のための施策検討に役立てます～

2017/1/20

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企画部会の開催について～水資源開発基本計画のあり方について調査審議を開始します～

2017/1/20

水管理・国土保全局下水道部下水
道企画課等

平成29年度Ｂ―ＤＡＳＨプロジェクトの公募を開始～地産地消型エネルギーシステムの構築に向けた技術実証などを実施します～

2017/1/20

住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保装置の実施状況について～平成２８年9月30日の基準日における届出手続の受理状況～
策室等

2017/1/20

総合政策局国際政策課（グローバル 末松国土交通副大臣が、ウガンダ共和国及びザンビア共和国を訪問～「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」の開
戦略）等
催等～

2017/1/20

総合政策局海外プロジェクト推進課
石井国土交通大臣のトルコ共和国出張の結果概要
等

2017/1/20 大臣官房総務課
2017/1/23

水管理・国土保全局防災課災害対
策室等

第193回国会（常会）提出予定法律案について
大雪に対する国土交通省緊急発表

2017/1/23

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

2017/1/23 大臣官房技術調査課

「i-Construction推進コンソーシアム（設立総会）」の開催～建設現場の生産性向上のため産学会連携の体制を築きます～

2017/1/23 総合政策局国際物流課

日タイ物流政策対話及びワークショップの開催について～我が国物流システムの国際展開の促進に向けて～

2017/1/23 総合政策局公共事業企画調整課等 手づくり郷土グランプリ2016を決定しました！
2017/1/23 水管理・国土保全局治水課

「ダム再生ビジョン検討会」の開催について～ダム再生ビジョンの策定に向けて～

2017/1/23 自動車局技術政策課等

「安全運転サポート車（仮称：サポカー）」の普及啓発方策を検討します。～「安全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁副大臣会議の
開催について～

2017/1/23 北海道局参事官付

北海道水素地域づくりプラットホーム平成28年度第3回会合を開催します～生産空間における再生可能エネルギーの地産地消と水素利活用～

2017/1/23 北海道局農林水産課

表彰団体決定！「わが村は美しく―北海道」運動～第8回コンクールの優秀賞14団体、奨励賞26団体が決定～

2017/1/23 総合政策局物流政策課

第3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～

2017/1/24 総合政策局物流政策課等

南海トラフ地震に備え、災害支援物資輸送の海上輸送訓練を実施～「即応型災害支援物資輸送の実施方策」の策定に向けて～

2017/1/24 総合政策局国際政策課等

インドネシア・ジャカルタ郊外における冷凍冷蔵倉庫・運営事業へのJOIN出資を認可～(株)海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）出資案件
の認可について～

2017/1/24 国土政策局国土情報課

位置情報を活用した新たなサービス・アプリ等を体験できます！！～イベント開催のお知らせ～

2017/1/24 国土政策局総合計画課

国土審議会計画推進部会第3回住み続けられる国土専門委員会の開催～「田園回帰」の動きを踏まえた地域構造のあり方を検討します～

2017/1/24 都市局市街地整備課

平成29年度国際競争流通業務拠点整備事業の公募の開始～国際物流の結節地域の高度化を促進し、国際競争力の強化を図ります～

2017/1/24 道路局環境安全課等

第1回「無電柱化推進のあり方検討委員会」の開催について

2017/1/24 自動車局環境政策課

排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会（第5回）の開催について

2017/1/24 海事局海洋・環境政策課等

国際的な船舶燃料油の規制に関し、船社間の公平な競争条件を確保するための仕組み作り（不正防止等）を開始～国際海事機関第4回汚染
防止・対応小委員会（PPR4）の審議結果について～

2017/1/24 海事局船員政策課

「船員派遣事業の許可」の審議を行います～交通政策審議会海事分科会第85回船員部会の開催～

2017/1/24 港湾局技術企画課

港湾工事における大規模仮設工等の安全性向上に向け、設計・施工ガイドラインの検討を行います～第5回港湾工事における大規模仮設工等
に関する技術検討委員会の開催～

2017/1/24

航空局航空ネットワーク部航空事業
第5回持続可能な地域航空のあり方に関する研究会の開催～持続可能な地域航空の実現に向けて～
課

2017/1/24

航空局安全部空港安全・保安対策
課

2017/1/24 観光庁観光産業課
2017/1/25

土地・建設産業局建設市場整備課
労働資材対策室

2017/1/25 土地・建設産業局建設市場整備課

「第15回鳥衝突防止対策検討会」の開催について～航空機と鳥の衝突削減に向けて～
熊本県「阿蘇（中部・南部)応援ツアー」の実施～熊本応援プログラムの実施～
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29年1月1日～5日現在＞
建設労働需給調査結果（平成28年12月調査）

2017/1/25

土地・建設産業局不動産市場整備
課

2017/1/25

都市局都市政策課都市再構築政策
第2階「まちづくり活動の担い手のあり方検討会」の開催～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～
室

不動産価格指数及び不動産取引件数・面積（平成２８年10月・第3四半期分）

2017/1/25 都市局総務課等

社会資本整備審議会第9回都市計画・歴史的風土分科会の開催

2017/1/25 水管理・国土保全局砂防部保全課

富山県南砺市利賀村上百瀬地区の土砂災害に関して土砂災害専門家を派遣します（第２回）

2017/1/25

水管理・国土保全局下水道部流域
管理官付

改正下水道法に基づく「浸水被害対策区域」の指定第一号～官民連携による浸水対策の推進に向けて～

2017/1/25 住宅局市街地建築課等

「住宅団地再生」連絡会議の設立について

2017/1/25 自動車局貨物課

第５回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会及び第４回トラック運送業の生産性向上協議会の開催について

2017/1/25 観光庁観光産業課

旅行業者に対する聴聞を行います

2017/1/25 国土交通政策研究所

国土交通政策研究所報「PRI Review」第６３号の発行～女性活躍推進策と生産性向上、鉄道輸送人員と沿線人口の相関分析などを掲載～

2017/1/26

自動車局審査・リコール課リコール
監理室

2017/1/26 大臣官房広報課
2017/1/26

リコール届出一覧表
平成２９年度「国土交通行政インターネットモニター」を募集します！～あなたのご意見をお聴かせ下さい！～

総合政策局国際政策課（グローバル
在京大使館に向けて我が国の交通渋滞・都市交通を紹介します～平成２８年度第４回シティ・ツアーの開催～
戦略）

2017/1/26 総合政策局環境政策課

国連生物多様性の１０年「グリーンウェイブ2017」の実施について

2017/1/26 総合政策局官民連携政策課

「官民連携による震災復興を考えるシンポジウムin仙台」の開催について～震災復興の一層の加速化を目指して～

2017/1/26 都市局まちづくり推進課

大和ハウス工業株式会社、芙蓉総合リース株式会社の民間都市再生事業計画を認定

2017/1/26 自動車局旅客課

閑散時間帯における新たなタクシー割引運賃の実証実験について

2017/1/27

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

2017/1/27

自動車局審査・リコール課リコール
監理室

リコール届出番号３９６５に関わる富士重工業(株)からのリコール届出の訂正について

2017/1/27 総合政策局国際物流課

「我が国国際物流システムの国際展開の促進に向けて」タイ政府と意見交換を実施しました～日タイ物流政策対話及びワークショップの開催結
果～

2017/1/27 国土政策局地方振興課

地域を元気にし、地域を支えるチカラとなる「中間支援活動」の成果報告会を開催します！～平成２８年度地域づくり活動支援体制整備事業成
果報告会のお知らせ～

2017/1/27

水管理・国土保全局下水道部下水
道企画課

第8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の開催について～多様なPPP/PFI手法の導入に向けた方策やノウハウ等の
検討～

2017/1/27 自動車局安全政策課

平成28年度「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」（第２回）の開催について

2017/1/27 港湾局海洋・環境課

藻場等におけるブルーカーボンに関する検討への協力を開始～ブルーカーボン研究会の設立記念講演会が開催～

2017/1/27 道路局路政課等

改正踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道について国土交通大臣の第二弾指定を行いました。

2017/1/30

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

2017/1/30 都市局まちづくり推進課

北斗開発株式会社の民間都市再生整備事業計画を認定

2017/1/30 海事局外航課

日本ASEANクルーズ観光振興セミナーの開催（結果報告）～藤井政務官からもPR～

2017/1/30

航空局航空ネットワーク部国際航空
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～
課

2017/1/30 観光庁国際観光課MICE推進室

第６回「MICE国際競争力強化委員会」を開催します～日本のMICE誘致力の強化に向けて～

2017/1/31

総合政策局情報政策課建設経済統
建築着工統計報告平成２８年12月分 平成28年計
計調査室

2017/1/31

総合政策局情報政策課建設経済統 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12月分）（建設関連業等動態調査 平成２８年12月分）（設備工事業に係る受
計調査室
注高調査 平成２８年11月分）

2017/1/31

総合政策局情報政策課交通経済統
トラック輸送情報（平成28年11月分）
計調査室

2017/1/31

総合政策局情報政策課交通経済統
航空輸送統計速報（平成28年11月分）
計調査室

2017/1/31

大臣官房官庁営繕部計画課営繕積
熊本被災地での円滑な施工確保を後押し～熊本版の活用マニュアルにより「円滑な積算方式」を普及・促進～
算企画調整室

2017/1/31

総合政策局公共j交通政策部参事官
訪日外国人等向け高速バス情報サイト「高速バス情報プラットホーム―Japan Bus-Gateway―」を開設！
（総合交通）室等

2017/1/31 総合政策局物流政策課

改正物流総合効率化法に基づく計画の認定について～発地側での事前仕分け(スマート納品）を活用した鉄道貨物輸送へのモーダルシフト～

2017/1/31 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」北陸（新潟県）ミニフォーラムを開催します！～地域との課題とその解決策について議論して頂ける参加者を募
集～

2017/1/31 国土政策局国土情報課

本日より、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より多くの端末で体験できるようになります！！～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～

2017/1/31

水管理・国土保全局河川環境課水
防企画室

平成28年度水防功労者国土交通大臣表彰受賞者の決定及び表彰式の開催について

2017/1/31 道路局国道・防災課等

圏央道境古河IC～つくば中央IC間が平成29年2月26日（日）15時に開通 我が国で初めて高速道路ナンバリング標識を設置

2017/1/31 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

2017/1/31 住宅局住宅生産課

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築計画の認定状況について（平成28年12月時点）～認定長期優良住宅の
平成28年亜10月～12月の実績（件数）がまとまりました～

2017/1/31 住宅局住宅生産課建築環境企画室

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定状況について（平成28年12月時点）～認定低炭素建築物の平
成28年亜10月～12月の実績（件数）がまとまりました

2017/1/31 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２次募集実施について

2017/1/31 自動車局整備課

第3回「貸切バスの確実な点検整備の実施に関する検討会」開催

2017/1/31 自動車局整備課

2月は、大型自動車等の車輪脱落事故の発生ピーク！―大型自動車等ユーザーへの日常点検整備及び一定走行後の増し締めの再徹底―

2017/1/31 港湾局産業港湾課クルーズ振興室 「官民連携による国際クルーズ拠点」を形成する港湾を選定しました～6港湾（横浜港、清水港、佐世保港、八代港、本部港、平良港）～
2017/1/31

港湾局国際コンテナ戦略港湾政策
推進室

我が国初のLNGバンカリング国際シンポジウムを開催します～LNGバンカリング港湾によるネットワークの形成に向けて～

2017/1/31 東北地方整備局企画部企画課

～東日本大震災から6年～「風化させない・忘れない」シンポジウムを開催します

2017/1/31 観光庁観光戦略課調査室

宿泊旅行統計調査（平成２８年11月・第２次速報、平成２８年12月・第１次速報）

2017/1/31 観光庁外客受入担当参事官室

「Japan.Free Wi-Fi」のウェブサイト等に掲載する企業・団体ロゴ及び無料公衆回線LAN提供サービスロゴを募集～訪日外国人向け無料公衆無
線LANの認知度向上を促進～

2017/1/31 観光庁観光戦略課

観光ビジョン関係の平成29年度当初予算等について取りまとめました～「明日の日本を支える観光ビジョン」の実現に向けた取組について～

