発表年月日

担当部局課

件

名

2018/10/1

自動車局自動車情報課等 台風24号の影響による浜松自動車検査登録事務所の登録業務等の停止について～静岡運輸支局で業務代行を実施いたします～

2018/10/1

自動車局自動車情報課等

2018/10/1

2018/10/1

2018/10/1

2018/10/1

2018/10/1

2018/10/1

大臣官房地方課公共工事
契約指導室
大臣官房地方課公共工事
契約指導室等
大臣官房官庁営繕部計画
課
大臣官房官庁営繕部整備
課特別整備室
総合政策局物流政策課企
画室
水管理・国土保全局河川
計画課河川情報企画室

台風24号の影響によるtyお願いします。豊橋自動車検査登録事務所の登録業務等の停止について～西三河自動車検査登録事務所で業
務代行を実施いたします～
平成31・32年度建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査インターネット一元受付の実施について

平成31・32年度国土交通省地方整備局等に係る定期の資格審査等（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務）の申請について

平成30年度営繕工事の発注見通しの公表

平成30年度建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表

平成30年度手ぶら観光補助事業の応募受付期間を延長します！～訪日外国人旅行者が手ぶら観光できる環境整備の促進～

住民自らの公道に結びつく災害情報へ～国土交通省とメディア関係者が協働プロジェクトを発足～

2018/10/1

鉄道局総務課

第17回「日本鉄道省」の受賞者が決定しました！

2018/10/1

港湾局計画課企画室

港湾の将来場を考える「PORT

2018/10/1

航空局安全部運航安全課 第5回小型航空機等に係る安全推進委員会の開催

2018/10/1

2018/10/2

政策統括官付政策評価官
室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2030 シンポジウム」開催～2030年の「みなと」の姿を一緒に考えてみませんか～

第44回国土交通省政策評価会の開催～平成30年度とりまとめ政策レビューの中間報告当について審議～

リコール届出一覧表

2018/10/2

水管理・国土保全局砂防
部保全課

2018/10/2

住宅局建築指導課等

2018/10/2

海事局検査測度課等

2018/10/2

2018/10/2

厚真川水系日高幌内川において発生した大規模な河道閉鎖について緊急的な砂防工事を実施します
地方公共団体における耐震改修促進計画の策定状況及び耐震改修等に対する補助制度の整備状況について～耐震改修促進計画は、全
市区町村のうち97.7％が策定済～
先端技術を活用した船舶検査・測度の試行顕彰（トライアル）を実施します～遠隔技術やドローン等の先端技術の船舶検査・測度へ
の活用～

航空局航空ネットワーク 羽田発着枠政策コンテストによる羽田＝山形路線の配分期間を2020年3月まで延長～これまでの取組の評価結果を踏まえた羽田発着枠
部航空事業課

の取扱い～

水管理・国土保全局砂防 「厚真川水系土砂災害復旧事業所」の設置について～平成30年北海道胆振東部地震に伴う土砂災害の対策に対し効率的な実施に向け
部保全課

て体制を強化します～

国土技術政策総合研究所
2018/10/2

建築研究部基準認証シス 平成30年北海道胆振東部地震による建築物の被害調査結果を公表します
テム研究室

2018/10/3
2018/10/3

2018/10/3

2018/10/3

自動車局自動車情報課等 浜松自動車検査登録事務所の登録業務等の再開について～10月4日（木）8時30分より業務を再開します～
国土政策局広域地方政策
課調整室

土地・建設産業局地籍整 2020年度以降の国土調査のあり方について検討します～国土審議会土地政策分科会企画部会国土調査のあり方に関する検討小委員会
備課
土地・建設産業局不動産
業課
土地・建設産業局建設市

2018/10/3

平成30年7月豪雨などによる災害の対策に緊急的予算支援！～平成30年度第2回災害対策等緊急事業推進費の配分～

場整備課専門工事業・建
設関連業振興室

（第8回）の開催～
第34回「社会資本整備審議会産業分科会不動産部会」を開催します

未来の建設関連業を担う人材確保のために～官民一体となり、建設関連業のイメージアップのために学生に向けた情報発信を行いま
す～

2018/10/3

自動車局貨物課

第3回「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会」を開催します！

2018/10/3

港湾局港湾経済課

LNGバンカリング促進のための国際的な協力体制の拡大～日本からの働きかけによりエジプトが加わります～

2018/10/3

2018/10/3

2018/10/4

2018/10/4

2018/10/4

観光庁かん観光資源課
国土地理院応用地理部地
理情報処理課等
航空事業近畿圏・中部圏
空港政策室等
自動車局審査・リコール
課リコール監理室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2018/10/4

総合政策局環境政策課

2018/10/4

総合政策局国際物流課

2018/10/4

2018/10/4

2018/10/4

2018/10/4

2018/10/4

国土政策局総合計画課国
土管理企画室
水管理・国土保全局河川
計画課河川情報企画室等

「スノーリゾート地域の活性化推進会議」におけるモデル事業の実施～スノーリゾート地域の活性化に向けたモデル事業実施者を募
集します！～
洪水や土砂災害から命を守るアプリを募集！～防災に関する地理空間情報を活用した災害リスクの周知を目指す取り組みを実施～

10月6日より関空連絡橋ののマイカー利用を可能とします―関空へのアクセスは公共交通機関をご利用くださいー

リコール届出一覧表

少数台数のリコール届出の公表について（平成30年9月分）
社会資本整備審議会環境整備部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会懇談会を開催します～「国土交通省気候変動適応計画」
の改正について審議～
ベトナムへの我が国物流システムの展開・促進に向けて～物流政策対話及びコールドチェーン物流に関するワークショップの開催結
果～
国土審議会計画推進部会「第10回国土管理専門委員会」の開催～初めての地方開催！！＠長野県長野市～

河川の画像情報のさらなる充実に向けて～簡易型河川監視カメラの現場見学会～

水管理・国土保全局防災 被災した河川・道路・港湾等の迅速な復旧を支援します～平成30年北海道胆振東部地震及び台風第19・20・21号の暴風雨等の災害査
課等
内閣官房水循環政策本部
事務局
土地・建設産業局建設業
課等

定を開始～
水循環基本計画のに直しに向け、有識者より意見聴取を開始～「第1回水循環施策の推進に関する有識者会議」を開催します～

1級工事・造園施工管理技術検定試験「学科試験」合格者の発表～2種目とも女性受験者比率過去最多を記録！～

2018/10/5

2018/10/5

2018/10/5

水管理・国土保全局防災
課災害対策室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室
自動車局審査・リコール
課

「TEC-FORCE（リエゾン）」を派遣し、支援開始~平成30年台風第25号に備え、地方公共団体を支援～

リコール届出一覧表

株式会社ブリッツによる自主改善の実施について

2018/10/5

大臣官房人事課

平成30年（第25回）「鉄道の日」鉄道関係功労者大臣表彰について

2018/10/5

都市局市街地整備課

ニュータウンにおける自動運転サービスの実証実験を実施～実証調査地域の公募開始！！～

2018/10/5

水管理・国土保全局防災
課大規模地震対策推進室

防災に役立つ情報150サイトを見やすくカテゴライズ！～「Disaster Prevention Portal/防災ポータル」のコンテンツを充実！～

2018/10/5

道路局企画課

平成30年度重点「道の駅」の企画提案の募集について～地方創生の核となる「道の駅」の優れた取扱を応援します～

2018/10/5

住宅局総務課

第30回「住生活月間」における功労者表彰の受賞者を決定

2018/10/5

鉄道局総務課鉄道サービ
ス政策室等

2018/10/5

鉄道局技術企画課

2018/10/5

港湾局産業港湾課

2018/10/5

航空局航空ネットワーク
部空港技術課

2018/10/5

北海道局参事官室

2018/10/5

観光庁外客受入参事官室

2018/10/5

観光庁観光資源課

鉄道の「計画運休」に関する鉄道事業者の対応について検証する会議を開催します
車椅子利用者の単独乗降と列車の安全な走行の両立に向けた検討を開始～「第1回鉄道駅におけるプラットホームと車両乗降口の段差
に関する検討会」の開催～
「官民連携による国際クルーズ拠点形成計画書（目論見）」の第3回目の募集を行います
空港ターミナルビル一般区域の警戒強化～爆発物等検知システム実証実験を実施します～
頑張ろう！北海道！北海道の復旧・復興及び国土強靭化を推進します～「北海道局復興・強靭化推進本部」を設置～
「災害時における非常用電源装置等の整備支援」（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）の詳細が決定しました～災害時に
おける「JNTO認定外国人観光案内所」の業務継続能力の強化を支援～
10月7日（日）F１日本グランプリ決勝（三重県鈴鹿市）にて、石井国土交通大臣が表彰式プレゼンターを務めます！！

2018/10/9

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

2018/10/9

総合政策局所情報政策課 「国土交通月例（平成30年9月号）」

2018/10/9

総合政策局国際政策課等 「第2回日米インフラフォーム」の参加受付を開始～インディアナ州への進出や米国企業とのマッチングに関心のある企業を求む！～

2018/10/9
2018/10/9
2018/10/9

2018/10/10

2018/10/10

2018/10/10

総合政策局物流政策課企
画室

都市局まちづくり推進課 民間まちづくり活動促進・普及啓発事業（第2次募集）の実施事業者を決定～民間主体によるまちづくりを推進します～
国土技術政策総合研究所
企画部企画課
総合政策局情報政策課建
設経済統計調査室
土地・建設産業局建設市
場整備課労働資材対策室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2018/10/10 大臣官房技術調査課等
2018/10/10

2018/10/10

2018/10/10

スワップボディコンテナ車両の全国的な普及に向けて～「スワップボディコンテナ車両利活用促進に向けた検討会」初会合の開催～

総合政策局公共交通政策
部交通計画課等
土地・建設産業局不動産
業課不動産業指導室
土地・建設産業局建設業
課入札制度企画指導室

国総研講演会（12月4日開催）の受付開始！～今年のメインテーマは「防災・減災」～

建設工事受注動態統計調査等報告

平成30年8月分

主要建設資材月別需要予測＜平成30年11月分＞

リコール届出一覧表
「i-Construction推進コンソーシアム（第4回企画委員会）」の開催
MassSなどの新たなモビリティサービスの全国展開を目指します～第1回「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」の開催～

平成29年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果

平成30年度入札契約改善推進事業の支援事業者決定～施工時期等の平準化などの地方の入札契約改善へ～

2018/10/10

土地・建設産業局建設市 人を大切にし、施工能力等の高い専門工事企業の適正な評価を目指して～「専門工事企業の施工能力の見える化等に関する検討会」
場整備課

中間とりまとめを公表～

都市局公園緑地・景観課
2018/10/10 景観・歴史文化環境整備 社会資本整備審議会都市計画・歴史風土分科会歴史的風土部会第1回明日香村小委員会を開催します
室
2018/10/10 自動車局技術政策課等
2018/10/10

2018/10/10

航空局交通管制部交通管
制企画課
航空局近畿圏・中部圏空
港政策室

交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会第2回自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会の開催
航空路の新たな管制システムの運用を開始

大阪国際空港及び神戸空港における国際線・国内線の代替受入の終了について

2018/10/10 北海道局参事官付

みんなで北海道を元気に！！～シーニックバイウェイ北海道と連携して北海道観光の復興に取り組みます～

2018/10/10 観光庁観光産業課

住宅宿泊仲介業者の取扱物件の適法性の確認結果について

2018/10/11

2018/10/11

2018/10/11

2018/10/12

2018/10/12

2018/10/12

自動車局審査・リコール
課リコール監理室
総合政策局情報政策課交
通経済統計調査室
国土地理院企画部測量指
導課
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

鉄道輸送統計月報（概要）（平成30年7月分）

オープンイノベーションで測量の生産性を向上を目指します～UAVレーザ測量に関する技術開発チームを結成～

改善対策届出一覧表

大臣官房技術調査課建設 建設現場の生産性を向上する革新的技術をd選定しました～建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関
システム管理企画室等
総合政策局公共事業企画
調整課

するプロジェクト～
第8回ロボット大賞が決定しました！～今後の活躍が期待されるロボット等を表彰・展示します～

2018/10/12 総合政策局海洋政策課等 世界的な新造船の燃料改善ルールを強化へ～国際海事機関海洋環境保護委員会第73回会合（10/22～10/26）の開催～

2018/10/12

2018/10/12

2018/10/12

航空局航空ネットワーク
部空港技術課
観光庁観光地域振興部観
光資源課
自動車局審査・リコール
課

2018/10/15 大臣官房会計課
2018/10/15

国土地理院企画部企画調
整課

2018/10/15 大臣官房人事課
2018/10/15

自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2018/10/15 大臣官房技術調査課等
2018/10/15

2018/10/15

総合政策局公共事業企画
調整課等
航空局交通管制部交通管
制企画課等

2018/10/16 住宅局建築指導課
2018/10/16

2018/10/16

2018/10/16

観光庁観光戦略課観光統
計調査室
観光庁観光産業課民泊業
務適正化指導室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

第2回「全国主要空港における大規模自然災害対策に関する検討委員会」を開催します

第5回「スノーリゾート地域の活性化推進会議」の開催～世界に誇れるスノーリゾートを目指して～

完成検査の実施方法等を明確化し、適切な完成検査の確保を図ります～自動車型式規則の一部改正等～
平成30年度国土交通省関係補正予算の概要について
平成30年度国土地理院関係補正予算について―被災状況把握のための緊急空中写真撮影・測地基準点の復旧測量ー
第31回危険業務従事者叙勲について
リコール届出一覧表
平成30年度国土交通省国土技術研究会を開催します
第3回インフラメンテナンス大賞の公募を開始～優れた取組や技術開発を行った皆様からの応募をお待ちしております～

神戸航空交通管制部における新システムの再確認について
KYB（株）及びカヤバシステムマシナリー（株）に対する指示書の交付
【訪日外国人消費動向調査】2018年7－9月期の調査結果（1次速報）～訪日外国人消費額1兆884億円～

住宅宿泊事業の宿泊実績について（平成30年6－7月分住宅宿泊事業者からの定期報告の集計・とりまとめ）

リコール届出一覧表

2018/10/16 自動車局技術政策課等

車線変更支援機能に関する国際基準を導入します―道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正ー

2018/10/16 総合政策局政策課

国土交通省と日本商工会議所との懇談会を開催します

2018/10/16 住宅局建築指導課等

KYB（株）及びカヤバシステムマシナリー（株）が製造した免振・制震オイルダンパーの国土交通大臣認定等への不適合

2018/10/16

総合政策局安心生活政策
課

2018/10/16 道路局高速道路課
2018/10/17

2018/10/17

2018/10/17

総合政策局情報政策課交
通経済統計調査室
大臣官房官庁営繕部計画
課
総合政策局情報政策課建
設経済統計調査室

2018/10/17 総合政策局物流政策課
2018/10/17

土地・建設産業局建設業
課

オリパラを契機とした共生社会の実現に向け、バリアフリー化を促進
北海道内の高速道路の周遊定額パスを実施します～北海道胆振東部地震の被災地の観光振興を支援～
内航船舶輸送統計月報の概要平成30年7月

公共建築工事の発注者が適切に役割を果たすために～「公共建築工事における発注者の役割」解説書を改定～

建設総合統計（平成30年8月分）について
山間部等でのドローン荷物配送の本格化に向けて～ドローン物流の検証実験を長野県白馬村で実施～
電気通信工事施工管理技術認定のスケジュールを公表しました！～平成31年度技術検定試験の実施計画を官報に掲載～

2018/10/17 都市局都市政策課調査室 中央新幹線品川・名古屋間建設工事の大深度地下の使用の認可について
2018/10/17

水管理・国土保全局水資
源部水資源政策課

地下水の課題に取り組む地方公共団体の一助に！～全国の地下水条例を詳細に分類・整理し、初めてとりまとめました～

2018/10/17 自動車局技術政策課

高速道路におけるCACC及びLKAを用いたトラック隊列走行の後続車有人システムの公道実証を実施します～

2018/10/17 港湾局計画課

平成30年度全国輸出コンテナ貨物流動調査にご協力ください

2018/10/17 観光庁旅行振興参事官室 主要力業者の旅行取扱状況速報（平成30年8月分）
2018/10/17 観光庁観光戦略課

国際観光の振興を図るための基本方針の策定

2018/10/17

観光庁外客受入担当参事 外国人観光旅客利便増進措置に関する基準及びガイドラインの公表～急増する個人手配型の外国人観光旅客にも対応した受入環境整
官室

2018/10/18 大臣官房人事課
2018/10/18

調整課等

2018/10/18 住宅局住宅総合整備課

2018/10/18

自動車局審査・リコール
課リコール監理室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2018/10/18 自動車局技術政策課
2018/10/18 海事局船員政策課

2018/10/18 港湾局産業港湾課企画室

2018/10/18

2018/10/18

2018/10/19

平成30年自動車関係功労者大臣表彰について

総合政策局公共事業企画 メンテナンスサイクルの更なる発展に向け、今後講じるべき施策の方向性等について議論します～社会資本整備審議会・交通政策審

2018/10/18 都市局街路交通施設課等

2018/10/18

備のために～

国土交通政策研究所総務
課
国土技術政策総合研究所
企画部企画課
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

議会技術分科会技術部会第22回社会資本メンテナンス戦略小委員会（第3期第4回）で検討～
自動運転を見据えた将来の都市交通等のあり方について議論します～有識者からなる検討会を開催し、自動運転の導入による影響の
定量化・見える化を検討～
今後主要都市で、新たな住宅セーフティーネット制度の説明会を開催します！～制度概要や取組状況等について、国土交通省と厚生
労働省の担当官が説明～
リコール届出番号4321に係わる対象車両の訂正報告について

改善届出番号552に係わる対象車両の訂正報告について
交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会第3回自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会の開催
内航貨物船の船員の最低賃金の改正について審議～交通政策審議会海事分科会船員部会第2回全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会の
開催～
オランダインフラ・水管理省との港湾分野の相互協力の促進に係る覚書の署名式を開催します～日本とオランダ間の港湾分野におけ
る協力関係の強化に向けて～
「持続可能な観光政策のあり方」及び英語の「広範な経済効果」などを掲載～国土交通政策研究所報「PRI Review」第70号の発刊～

第16回環境研究シンポジウムの開催について（お知らせ）－スマート社会と環境～豊かな暮らしと環境への配慮の両立を目指してー

リコール届出一覧表

2018/10/19 大臣官房技術調査課等

2018/10/19 総合政策局環境政策課

2018/10/19

2018/10/19

2018/10/19

都市局公園緑地・景観課
緑地環境室
水管理・国土保全局河川
環境課流水管理室
水管理・国土保全局海岸
室

2018/10/19 道路局企画課
2018/10/19

自動車局旅客課バス産業
活性化対策室

2018/10/19 自動車局整備課

「国土交通技術行政の基本政策懇談会」での議論について報告されます～社会資本整備審議会・交通政策審議会第23回技術部会～
「グリーンインフラ推進セミナー」を全国3箇所で開催します～地域づくりにグリーンインフラをどのように活用していくかを考えま
す～
平成30年度都市緑化功労者国土交通大臣表彰の受賞者を決定～10月26日の全国大会において「表彰式」を行います～

「第3回野村ダム・鹿野川ダムの操作に関わる情報提供等に関する検証等の場」を開催します

砂浜管理の全体像を提示～第7回津波防災地域づくりと砂浜保全のあり方に関する懇談会を開催～
新たな道路交通調査体系の構築に向けて～第1回ICTを活用した新道路交通調査体系検討会の開催～
「乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン」を作成しました～誰もが利用しやすい乗合バスを目指して～
大型車の車輪脱落事故が増加！特に左後輪に注意！～平成29年度大型車の車輪脱落事故発生状況を受けて～

2018/10/19 海事局海技課船員教育室 幅広い関係者間において船員養成の改革に関する検討開始～船員養成の改革に関する第1回検討会を開催～
2018/10/19 北海道局参事官付

2018/10/19

土地・建設産業局地価調
査課鑑定評価指導室
土地・建設産業局建設市

2018/10/22 場整備課専門工事業・建
設関連業振興室

多様な主体の連携・協働でホームページ観光を元気にします！！～「世界水準の観光地の形成に向けたセミナーin名寄」を開催～

合格者数が4年連続増加しました！～平成30年不動産鑑定士試験論文式試験合格者の発表～

未来の建設関連業を担う人材確保のために～官民一体となり、建設関連業のイメージアップのために学生に向けた情報発信を行いま
す～

2018/10/22 港湾局産業港湾課

天草吉利支丹はじまりの地

2018/10/23 住宅局建築指導課等

光陽精機（株）が製造し（株）川金コアテックが出荷する免振・制震用ダンパーの試験値書換について

苓北・富岡港～「みなと」を核とした賑わい創出！「みなとオアシス富岡」～

2018/10/23

2018/10/23

自動車局審査・リコール
課リコール監理室

総合政策局社会資本整備 官民連携（PPP/PFI）の推進に向けて、全国縦断で「市町村長の意見交換会」を開催します～全国５ヶ所で、57の市町村長が
政策課

2018/10/23 国土政策局総合計画課
2018/10/23 都市局まちづくり推進課

2018/10/23

リコール届出一覧表

PPP/PFIのノウハウを共有～
第14回スーパー・メガリージョン構想検討会の開催
民間都市再生事業計画（新港突堤西地区（第1突堤基部）再開発事業）を認定～神戸の新港町に、賑わいのあるウォーターフロント空
間を形成～

住宅局住宅生産課建築環 業界団体の委員より意見を発表いただき、住宅・建築物の省エネ対策のあり方について審議します！～社会資本整備審議会建築分科
境企画室

2018/10/23 住宅局建築指導課

会第16回建築環境部会を開催～
石綿含有建材を調査する者のための講習制度が新しくなります！～3省が連携し、石綿含有建材調査に係る総合的な知識を有する専門
家の育成を図ります～

2018/10/23 自動車局技術政策課

「自動バレーパーキング機能実証実験」を開催いたします

2018/10/23 海事局船舶産業課

韓国の自国造船業に対する公的支援措置についての日韓協議（局長級）を実施します

2018/10/23 港湾局産業港湾課

夜の海に浮かぶ“工場夜景”に酔いしれる～「みなと」を核とした賑わい創出！「みなとオアシス徳山」～

2018/10/23 港湾局技術企画課等

安全な船舶の離接岸に向けた検討を実施～「第7回繋離船作業に係る安全問題検討会」の開催～

2018/10/23

2018/10/24

2018/10/24

観光庁国際観光課アジア
市場推進室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

石井国土交通大臣が中国・蘇州で開催される「第8回日中韓観光大臣会合」に出席します！

リコール届出一覧表

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディべロップメントによる自主改善の実施について

2018/10/24 道路局環境安全・防災課 11月10日「無電柱化の日」にイベントを開催します～みんなで考えよう
2018/10/24 住宅局安心居住推進課

なるほど納得！無電柱化inお台場

住宅確保要配慮者の入居及び居住支援を目的とした、「居住支援法人」の活動に対する補助事業の第2次公募を開始します！

2018/10/24

自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2018/10/24 海事局船員政策課

リコール届出番号4345に係わる対象車両の訂正報告について
内航貨物船の船員の最低賃金の改正について審議及び船員労働安全衛生月間の報告を行います～交通政策審議会海事分科会第106回船
員部会の開催～

2018/10/24 航空局空港計画課等

空港旅客ターミナルビル等のバリアフリーに関するガイドラインを改定

2018/10/24 港湾局海岸・防災課

「港湾における高潮リスク低減方策検討委員会」（第1回）を開催

2018/10/25

2018/10/25

2018/10/25

土地・建設産業局建設市
場整備課
土地・建設産業局建設市
場整備課労働資材対策室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

建設労働需給調査結果（平成30年9月調査）

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30年10月1日～5日現在＞

リコール届出一覧表

2018/10/25 国土政策局地方振興課

克雪体制づくりアドバイザー派遣制度を創設～地域における除排雪体制づくりの実践者を派遣します！～

2018/10/25 政策統括官付

平成30年度土地基本調査に関する研究会（第4回）の開催

2018/10/25

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30年度第2四半期）

2018/10/25 自動車局整備課

自動車整備士PRポスターデザイン最優秀賞受賞者へ感謝状授与式を開催！～応募総数38作品から選ばれました～

2018/10/25 海事局船舶産業課

韓国の自国造船業に対する公的支援措置の早期撤廃を要求－日韓協議（局長級）を実施－

2018/10/25 港湾局技術企画課等

「第6回港湾におけるICT導入検討委員会」の開催～港湾におけるICT活用の拡大に向けた検討を行います～

2018/10/25

2018/10/25

港湾局産業港湾課国際企 オランダインフラ・水管理省との港湾分野の相互協力の促進え合意～日本とオランダ間の港湾分野における協力関係に関する覚書に
画室
航空局安全部運航安全課
乗員政策室

署名～
長野県消防防災ヘリ墜落事故に関する運輸安全委員会意見を受けて、更なる取組を行います

2018/10/25

2018/10/26

国土技術政策総合研究所
企画部企画課等
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2018/10/26 大臣官房技術調査課等

2018/10/26

2018/10/26

2018/10/26

2018/10/26

2018/10/26

土地・建設産業局不動産
業課等
都市局都市政策課都市環
境政策室
水管理・国土保全局治水
課

「土木の日2018」研究所公開を行います～特別な体験教室や実験場の見学で土木を学ぼう！～

リコール届出一覧表
「簡易に鋼材、鉄筋等の腐食状況を把握できる技術」の要求性能に対する意見募集結果と技術の公募について～新技術の活用に向け
て～
サブリース契約に関するトラブルにご注意ください！～トラブルの防止に向けて金融庁・消費者庁と連携～

11月は「テレワーク月間」です！～テレワークの普及に向けた取組を集中的に実施します～

第5回高梁川水系小田川堤防調査委員会を開催します

水管理・国土保全局下水 介護、子育ての負担軽減へ！下水道への紙オムツ受入に向けたガイドライン作成に向け、検討を開始します～「下水道への紙オムツ
道部下水道企画課

受入実現に向けた検討会を」を開催～

住宅局市街地建築課市街 「住宅団地再生」連絡会議を「高蔵寺ニュータウン」において開催します～初の地方開催、高蔵寺NTでの取組及び住宅団地再生の先
地住宅整備室等

進事例の発表～

2018/10/26 自動車局安全政策課

重大事故削減のための運転者の過労運転防止に向けて～平成30年度「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」（第1回）の開催～

2018/10/26 海事局内航課

「登録船舶管理事業者」を新たに3者登録～船舶管理事業者の着実な活用に向けて～

2018/10/26 海事局安全政策課等

海事局に「海事イノベーション戦略推進本部」を設置しました～今後の海事イノベーション実現に向けた取組を強化します～

2018/10/26 海事局外航課

インドネシアにおける日本発着クルーズの魅力に関する講演及び商談会の参加（結果報告）

2018/10/26 港湾局海岸・防災課等

2018年濱口梧陵国際賞（国土交通大臣賞）の受賞者が決定～国外から個人1名、国内から個人1名・1団体が受賞～

2018/10/26 航空局運航安全課等

ドローンによる荷物配送が始まります！～効率的な荷物配送の実現に向けて～

2018/10/26

航空局航空ネットワーク
部空港技術課

第3回「全国主要空港における大規模自然災害対策に関する検討委員会」を開催します

2018/10/26

北海道局総務課アイヌ施
策室

2018/10/26 住宅局建築指導課
2018/10/29

2018/10/29

2018/10/29

2018/10/29

総合政策局公共交通政策
部交通計画課等
土地・建設産業局建設市
場整備課
水管理・国土保全局砂防
部砂防計画課
水管理・国土保全局下水
道部流域管理官付

みんなの投票で決めよう！！～象徴空間のアイヌ語愛称の一般投票を本日から開始！～
免振材料及び制震部材に関する外部有識者委員会を設置します
地域の潜在力を活かした交通ネットワークの構築へ～第1回「地域交通フォローアップ・イノベーション検討会」の開催～

建設業生産性向上ワークショップを開催します～製造業の「カイゼン活動」のノウハウを建設業に活用～

「実効性のある避難を確保するための土砂災害対策検討委員会」を開催～中間とりまとめ案について検討します～

下水道による都市浸水対策の今後の方向性を議論します～「第2回都市浸水対策に関する検討会」を開催～

2018/10/29 道路局企画課評価室

ETC2.0を活用した地域交通マネジメントの実装に向けて～第8回地域道路経済戦略研究会を開催します～

2018/10/29 自動車局自動車情報課

車検証を紙から電子へ！～第3回自動車検査証の電子化に関する検討会の開催～

2018/10/29 総合政策局海洋政策課等

2018/10/29

2018/10/30

観光庁国際観光課アジア
市場推進室
自動車局審査・リコール
課リコール監理室

2018/10/30 大臣官房技術調査課等
2018/10/30

2018/10/30

総合政策局公共事業企画
調整課
水管理・国土保全局河川
環境課流水管理室

コンテナ船、2022年から世界的に燃料ルールを強化～国際海事機関海洋環境保保護委員騎亜第73回会合（10月22～26日）の開催結果
～
中国・蘇州市において「第8回日中韓観光大臣会合」を開催しました

リコール届出一覧表
個別公共事業評価書の訂正について
みんなで楽しもう！インフラツーリズム～ポスターセッション＆ワークショップを開催！二子玉川夢キャンパス～

第2回「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会」を開催～検討会の提言骨子（案）について議論します～

2018/10/30

2018/10/30

2018/10/30

水管理・国土保全局防災
課
道路局環境安全・防災課
等
国土技術政策総合研究所
企画部企画課

2018/10/31 住宅局建築指導課
2018/10/31

2018/10/31

2018/10/31

2018/10/31

総合政策局情報政策課建
設経済統計調査室

設経済統計調査室
総合政策局情報政策課交
通経済統計調査室
総合政策局情報政策課交
通経済統計調査室

2018/10/31 総合政策局環境政策課

2018/10/31

第4回冬期道路交通確保対策検討委員会を開催します

「平成30年度国総研講演会」～防災・減災対策をはじめ、最前線の研究を紹介～
免振ダンパー等の品質管理体制に関する実態調査（社内調査分）の結果について
建築着工統計報告平成30年9月分

総合政策局情報政策課建 建設工事受注動態統計調査等報告（大手５０社調査

2018/10/31 総合政策局政策課

2018/10/31

平成30年台風第24号の暴風雨により被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援～災害査定を効率化します～

土地・建設産業局不動産
市場整備課
都市局公園緑地・景観課
緑地環境室

2018/10/31 道路局国道・技術課等

係る受注高調査

平成30年9月分）

（建設関連業等動態調査

平成30年9月分）（設備工事業に

平成30年8月分）

トラック輸送情報（平成30年8月分）

航空輸送統計速報（平成30年8月分）
「国土交通省政策ベンチャー」が、新たに活動を開始！～若手らしい大胆かつ柔軟な議論により、課題解決のための施策を提言しま
す～
11月はエコドライブ推進月間です！！～地球と財布にやさしいエコドライブを始めよう～
不動産価格指数（平成30年7月・第2四半期分）の公表

東京ドーム5個分の屋上緑化が創出されました！～平成29年全国屋上・壁面緑化施工実績調査結果とりまとめ～
道路施設の定期点検の見直しについて審議します～社会資本整備審議会道路分科会第9回道路技術小委員会を開催～

2018/10/31

2018/10/31

道路局道路交通管理課ITS
推進室
自動車局旅客課バス産業
活性化対策室

2018/10/31 港湾局計画課企画室等

2018/10/31

2018/10/31

航空局航空ネットワーク
部航空事業課
観光庁観光戦略課観光経
済調査室

中山間地域における長期の自動運転実証実験を開始～自動運転に対応した道路空間の基準等の策定に向けて～

「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」フォローアップ会合（第6回）を開催します
内閣官房・国土交通省が連携して、港湾の電子化に向けた官民推進体制を立ち上げます～「港湾の電子化（サイバーポート）推進委
員会」の設置～
航空輸送サービスに係る情報公開（平成30年度第1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～

宿泊旅行統計調査（平成30年8月・第2次速報、9月・第1次速報）

