平成２９年度国土交通省関係予算概要 記者発表資料等一覧
国土交通省・観光庁：03-5253-8111（代表）、海上保安庁：03-3591-6361（代表）
記者発表資料名

担当局・課名

役職・担当者名

内線

直通

予算概要
平成２９年度予算概要

大臣官房会計課

企画官 鈴木

21-603 03-5253-8191

企画官 小熊

21-604 03-5253-8192

予算調整官 橋本

21-606

課長補佐 奥山

21-642 03-5253-8195

－

平成２９年度官庁営繕関係予算概要 （総括事項）

官庁営繕部管理課

企画専門官 砂川

23-132 03-5253-8230

（個別事項）

官庁営繕部計画課

企画専門官 小澤

23-232 03-5253-8235

総合政策局総務課

企画官 久保

24-102 03-5253-8254

企画官 田村

24-104 03-5253-8254

平成２９年度総合政策局関係予算概要

平成２９年度国土政策局関係予算概要

国土政策局総務課

企画官 村上

29-103 03-5253-8350

平成２９年度土地・建設産業局関係予算概要

土地・建設産業局総務課

企画官 江口

30-102 03-5253-8373

平成２９年度都市局関係予算概要

都市局総務課

企画官 喜多

32-102 03-5253-8395

平成２９年度水管理・国土保全局関係予算概要

水管理・国土保全局総務課

企画官 渡邊

35-102 03-5253-8435

水管理・国土保全局河川計画課 課長補佐 信田

35-332 03-5253-8443

道路局総務課

企画官 鈴木

37-102 03-5253-8473

道路局企画課

企画専門官 田中

37-522 03-5253-8485

住宅局総務課

企画官 後沢

39-103 03-5253-8501

住宅局住宅総合整備課

企画専門官 豊嶋

39-314 03-5253-8506

平成２９年度鉄道局関係予算概要

鉄道局総務課

企画官 川島

40-102 03-5253-8520

平成２９年度自動車局関係予算概要

自動車局総務課

企画官 瀬井

41-102 03-5253-8558

平成２９年度海事局関係予算概要

海事局総務課

企画官 千田

43-102 03-5253-8607

平成２９年度港湾局関係予算概要

港湾局総務課

企画官 牧野

46-102 03-5253-8661

（港湾整備） 港湾局計画課

事業企画官 中村

46-304 03-5253-8668

（海岸整備） 港湾局海岸・防災課

津波対策企画調整官 佐溝

46-714 03-5253-8688

平成２９年度道路関係予算概要

平成２９年度住宅局関係予算概要
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航空局予算・管財室

専門官 山下

48-613 03-5253-8710

(羽田空港)

航空局航空ﾈｯﾄﾜｰｸ部空港施設課
大都市圏空港調査室

専門官 藤原

49-232 03-5253-8719

(成田空港)

航空局航空ﾈｯﾄﾜｰｸ部首都圏空港課
成田国際空港企画室

課長補佐 高橋

49-332 03-5253-8956

課長補佐 鎌倉

49-613 03-5253-8729

中部圏空港企画調整官
白熊

49-632 03-5253-8729

平成２９年度航空局関係予算概要

航空局航空ﾈｯﾄﾜｰｸ部
(関西空港・伊丹空港) 近畿圏・中部圏空港政策室
航空局航空ﾈｯﾄﾜｰｸ部
(中部空港) 近畿圏・中部圏空港政策室

(一般空港等) 航空局航空ﾈｯﾄﾜｰｸ部空港施設課 専門官 安藤
(航空路整備事業) 航空局交通管制部交通管制企画課
航空ﾈｯﾄﾜｰｸ企画課
(空港経営改革推進) 空港経営改革推進室
（「観光ビジョン」実現に向けた地方における国内外航空網の強化） 航空局航空戦略課
航空局航空ﾈｯﾄﾜｰｸ部
(空港周辺環境対策事業) 環境・地域振興課

49-214 03-5253-8717

航空管制技術調査官山口

51-138 03-5253-8739

企画調整官 川端

49-190 03-5253-8714

課長補佐 墳﨑

48-152 03-5253-8695

課長補佐 榎本

49-402 03-5253-8722

(地方航空路線活性化プラットフォーム事業)

航空局航空ネットワーク部
航空事業課地方航空活性化推進室

専門官 大柳

49-453 03-5253-8574

(離島の輸送等の確保)

航空局航空ネットワーク部
航空事業課地方航空活性化推進室

地方航空支援企画調整官
中村

49-452 03-5253-8574

航空局安全部空港安全・保安対策課
航空保安対策室

課長補佐 中村

48-172 03-5253-8727

（空港内監視の強化・先進的なターミナルビル警備システムの調査・実証実験） 航空局安全部空港安全・保安対策課

課長補佐 貴島

49-532 03-5253-8726

航空局安全部空港安全・保安対策課

空港保安防災企画官友成

49-570 03-5253-8725

航空局安全部運航安全課乗員政策室

課長補佐 山田

50-303 03-5253-8738

課長補佐 藤林

50-202 03-5253-8735

企画調整官 甲斐

48-187 03-5253-8696

課長補佐 湊

50-104 03-5253-8737

企画官 磯野

52-303 03-5253-8779

課長補佐 松永

52-312 03-5253-8778

企画官 輕部

27-102 03-5253-8321

(保安検査の高度化)

（空港内監視の強化・制限区域内の監視カメラシステム設計）
(操縦士の戦略的な養成・確保対策)

（国産旅客機の開発に伴う安全性審査） 航空局安全部航空機安全課
(無人航空機の安全対策) 航空局安全部安全企画課
(小型航空機に係る総合的な安全対策の強化) 航空局安全部運航安全課

平成２９年度北海道局関係予算概要

北海道局予算課

平成２９年度観光庁関係予算概要

観光庁総務課

平成２９年度海上保安庁関係予算概要

海上保安庁総務部主計管理官 課長補佐 村本

74-2702 03-3580-1016

海上保安庁総務部人事課

課長補佐 杉山

74-2505 03-3593-4550

海上保安庁総務部政務課

企画調整官 越智

74-2104 03-3580-2083
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