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【トピックス】	 
第１９３回国会における安倍首相の施政方針演説	 	 	 	 １月２０日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement2/20170120siseihousin.html	 

財務省	 「平成２９年度政府予算案」（閣議決定）	 	 １２月２２日（一部２６日訂正更新）	 

	 http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2017/seifuan29/index.htm	 

	 ＊各分野の予算のポイントが上記のサイトから見られる	 

文科省「平成２９年度予算（案）主要事項	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２月２２日	 

	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/12/22/1380837_2.pdf	 

防衛省「我が国の防衛と予算（案）	 平成２９年度予算の概要」	 	 １２月２２日	 

	 http://www.mod.go.jp/j/yosan/2017/yosan.pdf	 	 	 安全保障技術研究推進制度関連は３３頁	 

「軍学共同」にかかわる学術会議の検討状況に注目、監視を	 

	 「安全保障と学術に関する検討委員会」	 	 詳細は、学術会議の項を参照	 

	 	 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/anzenhosyo.html	 

	 ＊２０１７年２月４日（土）学術会議主催の「学術フォーラム」の開催。	 

	 	 詳細な内容は、次を参照；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-siryo7-6.pdf	 

辺野古違法確認訴訟	 最高裁が上告棄却	 

	 判決文；http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/h281220saihan.pdf	 

	 ９月の福岡高裁那覇支部の判決文要旨；	 

	 	 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/youshi_1.pdf	 

総合科学技術・イノベーション会議に「安全保障と科学技術の研究会」設置の動きありとの報道！	 先行掲載	 

	 毎日新聞２月３日、東京新聞２月４日が伝える	 

	 毎日新聞；http://mainichi.jp/articles/20170203/k00/00m/010/157000c	 

	 東京新聞；http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017020502000121.html	 

	 ＊この問題は、昨年５月に決定された「科学技術イノベーション総合戦略２０１６」において、「安全保障」上の研究

開発が位置づけられ、防衛省が関与するようになっていることと密接に関連している、改めての参照が必要	 

	 本文；http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2016/honbun2016.pdf	 

	 概要版；http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2016/gaiyo2016.pdf	 

	 

政府関係平成２８年度白書の一覧	 （以下のサイトから今年度７月末までに刊行の政府の白書がみられます）	 	 再掲	 

	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/hakusyo/index.html	 

	 	 ＊特に、文部科学白書、科学技術白書、人権教育・啓発白書、防災白書、エネルギー白書、環境白書・循環型社会白

書・生物多様性白書等は重要かと思われる。専門分野や関心に合わせて、このサイトからアクセスできる。	 

	 	 ＊科学技術要覧平成２８年版が公表される；http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/006/006b/1377329.htm	 再掲	 

	 

	 

【政府・文科省、政界の動き】	 
高等教育と科学・技術に関する情報	 
●科学技術・学術審議会	 	 	 	 	 

◎研究計画・評価分科会	 研究開発評価部会（第５７回）	 	 １月１０日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/052/shiryo/1381395.htm	 

	 議題；	 

	 	 科学技術戦略推進費による実施プロジェクトの評価結果とりまとめ(非公開)	 

	 	 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針の改定について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 平成28年度科学技術戦略推進費による実施プロジェクトの事後評価結果について(案)	 

	 	 資料2-1	 大綱的指針改定概要	 	 （PDF:1,051KB）	 	 

	 	 資料2-2	 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定に向けて	 	 （PDF:864KB）	 	 

	 	 資料2-3	 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」改定原案	 	 （PDF:978KB）	 	 
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	 	 参考資料1	 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会	 委員名簿	 

	 	 参考資料2	 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会	 運営規則	 

	 	 参考資料3	 平成28年度科学技術戦略推進費による実施プロジェクトの評価の実施について	 	 （PDF:356KB）	 	 

	 	 机上資料1-1	 平成28年度科学技術戦略推進費	 評価作業部会評価結果報告書(気候変動に対応した新たな社会の創出

に向けた社会システムの改革プログラム)	 

	 	 机上資料1-2	 平成28年度科学技術戦略推進費	 評価作業部会評価結果報告書(安全・安心な社会のための犯罪・テロ対

策技術等を実用化するプログラム)	 

	 	 机上資料1-3	 平成28年度科学技術戦略推進費	 評価作業部会評価結果報告書(途上国におけるイノベーションを促進す

る国際協力の戦略的推進)	 

	 	 机上資料2	 平成28年度科学技術戦略推進費	 評価作業部会主査名簿	 

	 	 机上資料3	 社会システム改革と研究開発の一体的推進(パンフレット)	 

	 	 机上資料4	 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針	 

	 	 机上資料5	 国の研究開発評価に関する大綱的指針	 

	 	 机上資料6	 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン	 

◎研究計画・評価分科会	 航空科学技術委員会（第５３回）１月２６日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/004/shiryo/1381608.htm	 

	 議題；研究開発計画について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料53-1-1	 「研究開発計画（案）」航空科学技術担当部分について（案）	 	 （PDF:146KB）	 	 

	 	 資料53-1-2	 「研究開発計画（案）」航空科学技術委員会からの連携に関する意見提出先の委員会での対応	 	 （PDF:159KB）	 	 

	 	 資料53-1-3	 「研究開発計画（案）」（平成29年1月版）	 	 （PDF:420KB）	 	 

	 	 資料53-2-1	 平成29年度政府予算案（次世代航空科学技術の研究開発）	 	 （PDF:140KB）	 	 

	 	 資料53-2-2	 SafeAvioプロジェクト第1回飛行試験結果の報告と今後の展開について	 	 （PDF:1725KB）	 	 

◎研究計画・評価分科会情報科学技術委員会（第９７回）	 	 １月２７日	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1381224.htm	 

	 	 研究開発計画について	 

	 	 「スーパーコンピュータ「京」の運営」中間評価について	 

	 	 「未来社会実現のためのICT基盤技術の研究開発」事後評価について	 

◎研究計画・評価分科会	 原子力科学技術委員会（第１８回）	 １月６日	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1380936.htm	 

	 	 原子力関係閣僚会議の開催結果について	 

	 	 文部科学省の平成29年度原子力関係予算案について	 

	 	 研究開発計画について	 

	 	 原子力科学技術委員会における作業部会の設置について、その他	 

◎研究計画・評価分科会	 原子力科学技術委員会	 核不拡散・核セキュリティ作業部会（第１１回）	 １月３１日	 	 

	 	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1381563.htm	 

	 	 FNCA核セキュリティ・保障措置プロジェクトの取り組み	 

	 	 技術開発俯瞰図案について（骨子）（非公開）	 

◎研究計画・評価分科会	 原子力科学技術委員会	 原子力研究開発基盤作業部会（第 1 回）	 １月３１日	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1381533.htm	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 	 原子力研究開発基盤作業部会について	 

	 	 国として持つべき原子力研究開発機能と、その維持に必須な施設に関する現状把握・整理について、その他	 

◎研究計画・評価分科会	 核融合科学技術委員会（第９回）１月２５日	 	 	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/kaisai/1381290.htm	 

	 	 レーザー高速点火計画（FIREX）の現状と今後の展開について	 

	 	 核融合分野における研究開発計画について	 

	 	 「原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）」の策定について	 

	 	 アクションプランの見直しについて	 

	 	 「ITER計画（建設段階）等の推進」の中間評価について（非公開）、その他	 
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◎研究計画・評価分科会	 核融合科学技術委員会	 原型炉開発総合戦略タスクフォース（第１１回）１月１６日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/078/shiryo/1381235.htm	 

	 議題；	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 第19回ITER理事会の開催結果について	 

	 	 「原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）」の策定について	 

	 	 アクションプランの見直しについて、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 第19回ITER理事会の開催結果について	 	 （PDF:1035KB）	 	 

	 	 資料2-1	 原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）（素案）	 

	 	 資料2-1	 原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）（素案）	 	 （PDF:235KB）	 	 

	 	 資料2-2	 チェック・アンド・レビュー項目の見直しについて（案）	 	 （PDF:69KB）	 	 

	 	 資料3	 アクションプランの見直しについて（案）	 	 （PDF:372KB）	 	 

	 	 資料4	 当面の検討スケジュール（予定）	 

	 	 資料5	 原型炉設計合同特別チームに係る共同研究公募について	 

	 	 参考資料1	 原型炉開発総合戦略タスクフォース委員名簿	 

	 	 参考資料2	 核融合科学技術委員会運営規則	 

	 	 参考資料3	 原型炉開発総合戦略タスクフォース（第10回）議事録	 

◎研究計画・評価分科会第8期ナノテクノロジー・材料科学技術委員会（第１１回）	 １月３０日	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1381551.htm	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 	 ナノテクノロジー・材料分野に関する平成29年政府予算案について	 

	 	 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）・材料分野の取組事例について	 

	 	 研究開発計画（案）について、その他	 

◎研究計画・評価分科会	 安全・安心科学技術及び社会連携委員会（第１２回）１月２５日	 ＊配布資料等未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/064/kaisai/1381271.htm	 

	 	 「研究開発計画」に係る連携について	 

	 	 「リスクコミュニケーションのモデル形成事業」中間評価について（報告）（非公開）、その他	 

◎研究計画・評価分科会	 第８期	 環境エネルギー科学技術委員会（第８回）	 １月３０日	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/075/kaisai/1381429.htm	 

	 	 平成29年度環境エネルギー科学技術関係予算案について	 

	 	 研究開発計画（環境エネルギー分野）案について	 

	 	 環境エネルギー科学技術を巡る最近の状況について、その他	 

◎研究計画・評価分科会	 ライフサイエンス委員会（第８４回）１月３１日	 	 	 	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1381420.htm	 

	 	 ライフサイエンス分野の平成29年度予算案について	 

	 	 研究開発課題の事後評価について	 ・次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム	 

	 	 研究開発計画（案）について、その他	 

◎研究計画・評価分科会宇宙開発利用部会国際宇宙ステーション・国際宇宙探査小委員会（第１８回）１月２３日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/071/shiryo/1381512.htm	 

	 議題；	 

	 	 最近のISS・宇宙探査動向について	 

	 	 平成29年度	 文部科学省宇宙・航空分野関係予算案の概要、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料18-1	 最近のISS・宇宙探査動向について	 	 （PDF:2215KB）	 	 

	 	 資料18-2	 平成29年度	 文部科学省宇宙・航空分野関係予算案の概要	 	 （PDF:540KB）	 	 

	 	 資料18-3	 HTV-Xの開発状況について	 	 （PDF:729KB）	 	 

◎学術分科会	 研究環境基盤部会	 国立大学法人等の運営費交付金(学術研究関係)に関する作業部会	 	 

	 「平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について(大学共同利用機関法人)	 」	 １月１２日	 
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http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/028/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2017/01/12/1381058_01

.pdf	 

◎学術分科会研究環境基盤部会	 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会（第６１回）	 	 １月１７日	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/kaisai/1381063.htm	 

	 	 学術研究の大型プロジェクトの在り方について	 

	 	 大規模学術フロンティア促進事業年次計画の見直しについて、その他	 

◎学術分科会	 第8期研究費部会（第９回）１２月２０日	 	 	 	 	 	 追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/037/gijiroku/1381707.htm	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/037/shiryo/1380967.htm	 

	 	 資料1−1	 平成28年度科学研究費助成事業の配分について	 	 （PDF:457KB）	 	 

	 	 資料1−2	 学術研究の持続的発展のために（談話）	 	 （PDF:732KB）	 	 

	 	 資料1−3	 科研費の応募件数の増加への対応について（第8期における考え方）（案）	 	 （PDF:340KB）	 	 

	 	 資料2−1	 学術研究の持続的発展と卓越した成果の創出のために（声明）	 

	 	 資料2−2	 基礎科学力の強化に関するタスクフォースの設置について	 	 （PDF:124KB）	 	 

	 	 資料3−1	 「科研費に関するご意見・ご要望受付窓口」の設置について（事務連絡）	 	 （PDF:283KB）	 	 

	 	 資料3−2	 行政事業レビューチーム提言（抜粋）	 

	 	 資料4−１	 科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について（案）（その1）	 	 （PDF:1980KB）	 	 

	 	 資料4−１	 科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について（案）（その2）	 	 （PDF:3783KB）	 	 

	 	 資料4−１	 科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について（案）（その3）	 	 （PDF:1942KB）	 	 

	 	 資料4−2	 科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について（概要）（案）	 	 （PDF:839KB）	 	 

	 	 資料4−3	 「中間まとめ」に係る意見募集の結果(主な意見)	 

	 	 資料5	 科研費改革の実施方針（改定案）	 	 （PDF:619KB）	 	 

◎測地学分科会	 （第３５回）・地震火山部会（第２６回）合同会議	 	 	 	 	 	 １月１６日	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu6/kaisai/1381027.htm	 

	 	 測地学分科会の審議状況について	 

	 	 地震及び火山観測研究における年次基礎データ調査について	 

	 	 「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の実施状況等のレビュー報告書について	 

	 	 「御嶽山の噴火を踏まえた火山観測研究の課題と対応について」に対するフォローアップについて	 

	 	 その他	 

◎先端研究基盤部会	 量子科学技術委員会	 量子ビーム利用推進小委員会（第４回）	 １月２４日	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu17/011/shiryo/1381630.htm	 

	 	 【資料1】イオントロニクスが拓く電子機能と高輝度軟Ｘ線光源への期待	 

	 	 【資料2】イノベーション創出を支える高輝度軟X線～オペランド分光法とナノ分光法～	 

	 	 【資料3】これまでの主な議論について	 

	 	 【資料4】軟X線向け高輝度放射光源に関する中間的整理（案）	 

	 	 【資料5】軟X線向け高輝度放射光源に関する中間的整理（案）概要	 	 （PDF:820KB）	  
◎人材委員会（第７７回）	 	 １月１６日	 	 	 	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/1381555.htm	 

	 議題；博士人材の社会の多様な場での活躍促進について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 平成29年度政府予算案（「科学技術イノベーション人材の育成・確保」関係）	 	 （PDF:2582KB）	 	 

	 	 平成28年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム（概要）その1	 	 （PDF:3973KB）	 	 

	 	 平成28年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム（概要）その2	 	 （PDF:2577KB）	 	 

	 	 博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けて（これまでの検討の整理）（概要案）	 	 （PDF:571KB）	 	 

	 	 博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けて（これまでの検討の整理）（案）その1	 	 （PDF:981KB）	 	 

	 	 博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けて（これまでの検討の整理）（案）その2	 	 （PDF:2573KB）	 	 

	 	 博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けて（これまでの検討の整理）（案）その3	 	 （PDF:3605KB）	 	 

◎科学技術・学術審議会	 第８期国際戦略委員会（第４回）	 	 	 １月２６日	 	 	 	 
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	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu24/kaisai/1381541.htm	 

	 議題；第8期国際戦略委員会報告書（案）について	 

◎総合政策特別委員会（第１７回）	 	 	 １月２５日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu22/siryo/1381540.htm	 

	 議題；総合政策特別委員会における第5期科学技術基本計画の実施状況のフォローアップ等に関する審議のとりまとめ

（案）について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1−1	 総合政策特別委員会における第5期科学技術基本計画の実施状況のフォローアップ等に関する審議のとりま

とめ（案）［概要］	 	 （PDF:206KB）	 	 

	 	 資料1−2	 総合政策特別委員会における第5期科学技術基本計画の実施状況のフォローアップ等に関する審議のとりま

とめ（案）	 	 （PDF:2735KB）	 	 

	 	 資料1ー3	 持続可能な開発目標（SDGｓ）と科学技術イノベーション（濵口主査資料）	 	 （PDF:1245KB）	 	 

	 	 資料2ー1	 第3期NISTEP定点調査について（科学技術・学術政策研究所資料）	 	 （PDF:310KB）	 	 

	 	 資料2ー2	 第3期NISTEP定点調査の質問一覧（科学技術・学術政策研究所資料）	 	 （PDF:474KB）	 	 

	 	 参考資料1	 総合政策特別委員会	 委員名簿	 

	 	 参考資料2	 科学技術・学術審議会組織図（PDF）	 

	 	 参考資料3	 科学技術関係予算平成29年度当初予算案及び平成28年度補正予算について（PDF	 内閣府ウェブサイトへ

リンク）	 

	 	 参考資料4	 平成29年度文部科学関係予算（案）のポイント（PDF）	 

	 	 参考資料5	 平成29年度文部科学関係税制改正事項（概要）（PDF）	 

	 

●調査研究協力者会議等	 	 	 	 

◎国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議（第４回）	 	 １２月５日	 議事録追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/077/gijiroku/1381574.htm	 

◎いじめ防止対策協議会（平成２８年度）（第7回）	 	 	 １月２３日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/124/shiryo/1381604.htm	 

	 議題；	 

	 	 「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）の改訂について	 

	 	 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（素案）」について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）の改訂について	 	 （PDF:251KB）	 	 

	 	 資料2	 いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（素案）	 	 （PDF:224KB）	 	 

	 	 資料3	 原子力発電所事故の避難者である児童生徒に対するいじめについて	 	 （PDF:77KB）	 	 

	 	 資料4	 東日本大震災により被災した児童生徒を受け入れる学校の対応について（通知）	 	 （PDF:90KB）	 	 

	 	 参考資料1	 「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」（平成28年11月2日いじめ防止対策協議会）

（※PDF）	 

	 	 参考資料2	 「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成25年10月11日文部科学大臣決定）	 

	 	 参考資料3	 子供の自殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）（平成26年7月1日通知）（※PDF）	 

	 	 参考資料4	 「不登校重大事態に係る調査の指針について」（平成28年3月11日通知） 
◎私立大学等の振興に関する検討会議（第１１回）	 	 １月２５日	 	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/kaisai/1381314.htm	 

	 議題；私立大学等の財政基盤の在り方について、その他 
◎全国的な学力調査に関する専門家会議（第１３回）	 １月１１日	 	 	 配付資料の部分、追加	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/112/shiryo/1381165.htm	 

	 議題；	 

	 	 埼玉県教育委員会及び戸田市教育委員会より学力調査に関するヒアリング	 

	 	 平成29年度追加分析調査のテーマ検討について	 

	 	 市町村教育委員会による結果公表事例、その他	 
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	 配布資料；	 

	 	 資料1−1	 埼玉県教育委員会説明資料	 	 （PDF:3107KB）	 	 

	 	 資料1−2	 戸田市教育委員会説明資料	 	 （PDF:863KB）	 	 

	 	 資料2	 平成29年度学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究（案）	 

	 	 資料3−1	 市町村教育委員会による全国学力・学習状況調査の結果公表事例	 

	 	 資料3−2	 静岡県三島市教育委員会の事例	 	 （PDF:3405KB）	 	 

	 	 資料3−3	 大阪府高槻市教育委員会の事例1	 	 （PDF:1103KB）	 	 

	 	 資料3−3	 大阪府高槻市教育委員会の事例2	 	 （PDF:3844KB）	 	 

	 	 資料3−3	 大阪府高槻市教育委員会の事例3	 	 （PDF:3094KB）	 	 

	 	 資料4−1	 OECD生徒の学習到達度調査（PISA2015）のポイント（※PDF	 国立教育政策研究所ウェブサイトへリンク）	 

	 	 資料4−2	 読解力の向上に向けた対応策について（※PDF	 国立教育政策研究所ウェブサイトへリンク） 
◎原子力損害賠償紛争審査会（第４４回）	 	 	 １月３１日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1381728.htm	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価の取扱について	 	 （PDF:176KB）	 	 

	 	 資料1-2	 住居確保損害に係る算定方法について（持ち家の場合）	 	 （PDF:619KB）	 	 

	 	 資料2	 原子力損害賠償紛争審査会による現地視察結果について	 	 （PDF:366KB）	 	 

	 	 資料3	 原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針について	 	 （PDF:819KB）	 	 

	 	 資料4	 原子力損害賠償のお支払い状況等	 	 （PDF:1098KB）	 	 

	 	 資料5	 原子力損害賠償紛争解決センターの活動について	 	 （PDF:1063KB）	 	 

	 	 資料6	 地方公共団体等からの主な要望事項について	 	 （PDF:150KB）	 	 

	 	 参考1	 原子力損害賠償紛争審査会	 委員名簿	 	 （PDF:89KB）	 	 

	 	 参考2	 福島県内の宅地の調査	 	 （PDF:662KB）	 	 

◎障害のある学生の修学支援に関する検討会（平成２８年度）（第９回）	 	 	 １月３０日	 	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/kaisai/1381168.htm	 

	 議題；第二次まとめの取りまとめ、その他	 

	 

●中央教育審議会	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/	 

◎中央教育審議会（第１０９回）	 	 	 １２月２１日	 	 追加	 	 議事録、配布資料等は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/kaisai/1380552.htm	 

	 議題；	 

	 	 「国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2015）」「OECD生徒の学習到達度調査（PISA2015）」の結果について	 

	 	 幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申（案））	 

	 	 第2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（素案））、その他	 

◎認証評価機関の認証について（答申）（中教審第198号）	 	 １月２５日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1381107.htm	 

◎教育振興基本計画部会（第８期〜第１０回）	 	 	 １月１９日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/1381413.htm	 

	 議題；	 

	 	 第3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（案）について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 第3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（案）概要	 	 （PDF:237KB）	 	 

	 	 資料2-1	 第3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（案）	 	 （PDF:454KB）	 	 

	 	 資料2-2	 第3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（案）（見え消し版）	 	 （PDF:406KB）	  
◎大学分科会（第１３３回）	 	 １月２５日	 	 	 	 ＊議事録は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/1381362.htm	 

	 議題；	 

	 	 認証評価機関の認証について	 
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	 	 大学の事務職員等の在り方について	 

	 	 作業チームの論点整理について、その他	 

	 配布資料； 
	 	 	 資料1	 認証評価機関の認証について	 	 （PDF:245KB）	 	 

	 	 資料2-1	 大学の事務職員等の在り方について	 	 （PDF:135KB）	 	 

	 	 資料2-2	 大学の事務職員等の在り方について【参考資料】1/2	 	 （PDF:434KB）	 	 

	 	 資料2-2	 大学の事務職員等の在り方について【参考資料】2/2	 	 （PDF:1971KB）	 	 

	 	 資料3	 今後の各高等教育機関の役割・機能の強化に関する論点整理（案）	 	 （PDF:206KB）	 	 

	 	 資料4-1	 第3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（概要）	 	 （PDF:175KB）	 	 

	 	 資料4-2	 第3期教育振興基本計画策定に向けた基本的な考え方（案）	 	 （PDF:383KB）	 	 

	 	 資料5	 高等教育局主要事項平成29年度予算（案）	 	 （PDF:296KB）	 	 

	 	 資料6-1	 大学等奨学金事業の充実	 ～平成29年度予算案及び文部科学省給付型奨学金制度検討チームまとめ

～	 	 （PDF:150KB）	 	 

	 	 資料6-2	 給付型奨学金制度の設計について＜議論のまとめ＞	 	 （PDF:386KB）	 	 

	 	 資料7	 高等教育機関における外国人留学生の受入推進に関する有識者会議	 審議経過報告	 	 （PDF:1868KB）	  
◎大学分科会	 専門職大学院ワーキング・グループ（第１回）	 	 １月２０日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/040/siryo/1381460.htm	 

	 議題；	 

	 	 専門職大学院ワーキング・グループの運営について	 

	 	 専門職大学院ワーキング・グループの公開に関する事項について	 

	 	 報告書を踏まえた対応状況・方針について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院WG委員名簿	 

	 	 資料2	 中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院WGの設置について（平成28年9月5日	 大学院部会決定）	 

	 	 資料3	 中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院WGの公開について（案）	 

	 	 資料4-1	 「専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について」（概要）	 	 （PDF:128KB）	 	 

	 	 資料4-2	 「専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について」（報告書）（平成28年8

月10日	 中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院WG）	 	 （PDF:3693KB）	 	 

	 	 資料5	 報告書の具体的改善方策を受けた制度見直し等について（対応状況・方針）	 	 （PDF:332KB）	 	 

	 	 資料6	 教員組織の在り方（ダブルカウント・みなし専任教員）について	 	 （PDF:261KB）	 	 

	 	 資料7	 専門職大学院WG当面のスケジュール（案）	 

	 	 参考資料1	 先導的経営人材養成機能強化促進委託事業（平成28年度事業）	 	 （PDF:219KB）	 	 

	 	 参考資料2	 高度専門職業人養成機能強化促進委託事業（平成29年度事業）	 	 （PDF:308KB）	 	 

◎初等中等教育分科会（第１０９回）	 	 	 	 １月２７日	 	 	 	 	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1381206.htm	 

	 議題；	 

	 	 第2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（案））	 

	 	 第3期教育振興基本計画の策定に向けた検討状況について	 

	 	 平成29年度予算案について	 

	 	 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第2条第3号の就学が困難である状況を

定める省令案について	 

	 	 「教育相談等に関する調査研究協力者会議」最終報告について、その他	 

◎初等中等教育分科会	 教員養成部会（第９５回）	 	 	 １月１７日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/siryo/1381365.htm	 

	 議題；	 

	 	 教職員定数に関する平成２９年度予算案について（報告）	 

	 	 学習指導要領改訂の動向について（報告）	 

	 	 改正教育公務員特例法への対応について	 
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	 	 意見交換、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 次世代の学校指導体制強化のための教職員定数の充実	 	 （PDF:172KB）	 	 

	 	 資料2-1	 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答

申）【概要】	 	 （PDF:2501KB）	 	 

	 	 資料3-1	 公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針（素案）	 

	 	 資料3-2	 教育公務員特例法等の一部を改正する法律の概要	 	 （PDF:162KB）	 	 

	 	 資料3-3	 教員育成指標の例	 	 （PDF:4662KB）	 	 

	 	 資料3-4	 （参考）教育公務員特例法抜粋	 

	 	 資料3-5	 教育公務員特例法等の一部を改正する法律に対する附帯決議	 

	 	 資料4	 今後のスケジュール（予定）	 

◎初等中等教育分科会	 学校安全部会（第８期〜）（第８回）	 	 １月１８日	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1381048.htm	 

	 議題；第2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（案））、その他	 

	 

●イノベーション促進産学官対話会議	 	 http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/taiwa/index.htm	 

◎イノベーション促進産学官対話会議	 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドラインイ」公表	 １１月３０日	 

	 本文；http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161130001/20161130001-2.pdf	 

	 概要；http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161130001/20161130001-1.pdf	 

	 別紙；http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161130001/20161130001-3.pdf	 	 	 	 以上	 再掲	 

◎文科省	 本格的な産学官共同研究をすすめるための地域フォーラムを企画	 	 １月２月に全国各地で開催	 

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/taiwa/1381007.htm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

	 

●国立教育政策研究所	 	 http://www.nier.go.jp/index.html	 

◎平成 28 年度	 全国学力・学習状況調査の結果について	 	 ９月２９日	 	 再掲	 

	 http://www.nier.go.jp/16chousakekkahoukoku/	 

	 ＊27 年度以前の調査結果、関連資料もこのサイトでアクセス可能	 

◎第III期「魅力ある学校づ くり調査研究事業」(平成	 26〜27	 年度)報告書	 	 公表	 １月２７日	 

	 http://www.nier.go.jp/03_laboratory/pdf/press_20170127.pdf	 

	 

●日本学術振興会	 	 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index.html	 

◎「日本学術振興会の人材育成事業の充実方策について」（第一次提言；８月１２日）	 	 再掲	 

	 https://www.jsps.go.jp/data/jsps_jinzaiikusei.pdf	 

◎海外学術動向ポータルサイト	 	 http://www-overseas-news.jsps.go.jp	 

◎若手研究者海外挑戦プログラムのページを開設	 	 	 １月２７日	 

	 https://www.jsps.go.jp/j-abc/index.html	 

	 

その他	 

●産業競争力会議	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/kaisai.html	 

◎新陳代謝・イノベーションWG「イノベーションの観点からの大学改革の基本的な考え方」	 再掲	 
	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/pdf/innovationkangaekata.pdf	 

	 ＜参考＞	 

	 「経済財政運営と改革の基本方針2016」（閣議決定）	 ６月２日	 

	 	 	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2016/2016_basicpolicies_ja.pdf	 

	 「日本再興戦略2016」（閣議決定）	 	 ６月２日	 

	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf	 

  同概要「名目GDP600兆円に向けた成長戦略」  
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	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/gdp_2016gaiyou.pdf	 

	 	 

	 

●日本経済再生本部	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/index.html	 

◎「日本再興戦略２０１６	 これまでの成果と今後取組」（内閣官房日本経済再生総合事務局）	 ６月	 再掲	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016saikou_torikumi.pdf	 

	 ＊内閣府がまとめた再興戦略2016のポイント	 

◎未来投資会議（第４回）	 １月２７日	 	 	 	 ＊議事要旨等は、未公表	 

	 議事次第；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai4/gijisidai.pdf	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１〜３	 富山氏、曾禰氏、小林会長提出資料	 

	 	 資料４	 日本再興戦略、実行計画、報告書の関係について	 

	 	 資料５−１	 平成28年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報告書（案）	 概要	 

	 	 資料５−２	 ＫＰＩの主な状況	 

	 	 資料５−３	 平成28年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報告書（案）	 

	 	 資料６−１	 産業競争力の強化に関する実行計画（2017	 年版）（案）概要	 

	 	 資料６−２	 産業競争力の強化に関する実行計画（2017	 年版）（案）	 

	 	 資料７−１	 これまでの議論の経緯と今後の検討の方向性	 概要	 

	 	 資料７−２	 これまでの議論の経緯と今後の検討の方向性	 

	 	 参考資料	 数値で見る、アベノミクス成長戦略のこれまでの主な成果	 

◎未来投資会議構造改革徹底推進会合	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/	 

	 ＊この構造改革徹底推進会合は、「第４次産業革命・イノベーション」会合（３つの部会）のほか、「企業関連制度・

産業構造ー長期投資と大胆な再編の促進」会合、「医療・介護—生活者の暮らしをゆたかに」会合、「ローカルアベノミ
クス（農業・観光・スポーツ・中小企業等）の深化」会合（２つの部会）からなり、それぞれいくつかの部会をもって、

本年９月以降に活動を本格化させている。個別には掲載しないが、以下のサイトを参照されたい	 

	 

●経済財政諮問会議	 

◎経済財政諮問会議（第１回）	 	 １月２５日	 

	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0125/gijiyoushi.pdf	 

	 大臣記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0125/interview.html	 

	 議事次第；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0125/shidai.pdf	 

	 会議資料；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0125/agenda.html	 

  資料１	 平成29年度予算・税制改正について（麻生議員提出資料）（PDF形式：772KB）	 

	 	 資料２−１	 中長期の経済財政に関する試算のポイント（内閣府）（PDF形式：249KB）	 

	 	 資料２−２	 中長期の経済財政に関する試算（内閣府）（PDF形式：773KB）	 

	 	 資料３	 米国等の国際経済について（内閣府）（PDF形式：379KB）	 

	 	 資料４−１	 2030年展望と改革タスクフォース報告書（概要）（2030年展望と改革タスクフォース）（PDF形式：534KB）	 

	 	 資料４−２	 2030年展望と改革タスクフォース報告書（2030年展望と改革タスクフォース）（PDF形式：2,449KB）【分

割版】１（PDF形式：728KB）２（PDF形式：989KB）３（PDF形式：993KB）４（PDF形式：827KB）	 

	 	 資料５	 経済財政諮問会議の今後の検討課題について（有識者議員提出資料）（PDF形式：360KB）	 

	 	 配付資料１	 平成29年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成28年１月20日閣議決定）（PDF形式：365KB）	 

	 	 配付資料２	 アベノミクスのこれまでの成果（内閣府）（PDF形式：1,539KB）【分割版】１（PDF形式：689KB）２（PDF

形式：867KB）	 

	 	 配付資料３	 「経済・財政一体改革推進委員会」の設置について（PDF形式：96KB））	 

◎経済・財政一体改革推進委員会	 「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」	 	 １月２７日	 

	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/db_top/index.html	 

	 「活用の手引き」；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/db_top/tebiki.pdf	 

◎経済・財政一体改革推進委員会「経済・財政再生アクション・プ ロクラム	 2016」公表	 １２月２２日	 再掲	 
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	 ＊上記の資料にある（案）の確定版；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/index.htmlから	 

◎「２０３０年展望と改革タスクフォース」報告書	 	 	 １月２５日	 

	 報告書（概要）；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/2030tf/report/summary.pdf	 

	 報告書；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/2030tf/report/report.pdf	 

	 参考資料集；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/2030tf/report/reference.pdf	 

	 

●行政改革推進本部	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyoukakusuisin/index.html	 

◎行政改革推進会議（第２６回）	 	 	 １月２０日	 	 	 	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai26/gijiyousi.pdf	 

	 配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai26/gijisidai.html	 

	 	 資料１	 平成28年秋の年次公開検証等の指摘事項に対する各府省の対応状況（PDF	 

	 	 資料２	 平成28年秋の年次公開検証等の平成29年度予算政府案への反映等（PDF）	 

	 	 資料３	 基金の国庫返納状況について（PDF）	 

	 	 資料４	 平成29年秋の年次公開検証（「秋のレビュー」）の地方開催について（PDF）	 

	 

●規制改革推進会議	 	 	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html	 

◎規制改革推進会議（第８回）	 	 １２月２２日	 	 	 議事概要、会見録部分	 追加	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161222/gijiroku1222.pdf	 

	 記者会見議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161222/interview1222.pdf	 

◎行政手続部会（第８、９回）	 	 	 １月１９日、３０日	 	 ＊議事録等未公表	 

	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html	 

	 ＊１２月開催の７、８回の議事録、記者会見議事概要、上記のサイトからアクセス可能	 

◎人材WG、医療・介護・保育WG、投資等WGが１月に開催	 	 ＊以下のサイトからアクセス（議事要旨等未公表多い）	 

	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html	 

	 

●総合科学技術・イノベーション会議	 

＊競争的資金に係る情報提供の窓口開設（６月９日）https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0098.html	 

＊総合科学技術・イノベーション会議の全体像は、同会議発行のパンフレットで概要を知ることができる	 

	 http://www8.cao.go.jp/cstp/panhu/18index.html	 

◎総合科学技術・イノベーション会議（第２５回）	 	 	 １月２６日	 

	 議事要旨；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/giji/giji-si025.pdf	 

	 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui025/haihu-025.html	 

	 	 資料1 科学技術イノベーション官民投資拡大推進費ターゲット領域検討委員会の設置等について（案）（PDF形式：

183KB）	 

	 	 参考資料1 平成29年度科学技術関係予算案の概要について（PDF形式：726KB）	 

◎人工知能と人間社会に関する懇談会（第６回）	 	 	 １月２０日	 

	 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/6kai/6kai.html	 

  資料1-1 前回までの議論の抜粋（PDF形式：444KB）	 

	 	 	 	 資料1-2 報告書（案）(PDF形式：406KB）	 

	 	 	 	 資料1-2付録 報告書付録（案）	 	 1（PDF形式：707KB）	 	 2（PDF形式：867KB）	 	 3（PDF形式：594KB）	 	 4（PDF形式：

1084KB）	 	 5（PDF形式：605KB）	 	 6（PDF形式：535KB）	 

	 	 	 	 資料1-3 事例の検討(PDF形式：315KB）	 

	 	 	 	 資料1-4 共通する論点の抽出(PDF形式：222KB）	 

	 	 	 	 資料2 日本科学未来館ワークショップの報告（PDF形式：408KB）	 

	 	 	 	 資料3-1 新たな情報財検討委員会について（PDF形式：544KB）	 

	 	 	 	 資料3-2 AIネットワーク社会推進会議について（PDF形式：326KB）	 

	 	 	 	 資料3-3 人工知能人間社会の関わりの検討の具体化について（PDF形式：446KB）	 

	 	 	 	 参考資料1 人工知能と人間社会に関する懇談会（第５回）議事録（案）（PDF形式：330KB）	 
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	 	 	 	 参考資料2 海外との連携について	 	 1（PDF形式：451KB）	 	 2（PDF形式：77KB）	 

◎科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合懇	 １月１２日	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/170112giji.pdf	 

	 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20170112.html	 	 

	 	 科学技術イノベーション官民投資拡大推進費（仮称）に係る「ターゲット領域」の検討体制及びスケジュール（案）

（PDF形式：397KB）	 

	 	 科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ〈最終報告〉【概要】（PDF形式：429KB）	 

	 ＊専門調査会の部会「科学技術イノベーションの基盤的な力に関するワーキング・グループ」	 

	 	 	 １６年１１月から活動開始	 	 	 	 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/wg/index.html	 

	 ＊総合科学技術・イノベーション会議の会議、ワーキング・グループの開催状況は、以下のサイトから	 

	 	 	 http://www8.cao.go.jp/cstp/index.html	 

	 

●一億総活躍国民会議	 

◎「ニッポン一億総活躍プラン」（６月２日閣議決定）	 	 再掲	 

	 	 本体；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/plan1.pdf	 

	 	 概要版（４頁版）；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/gaiyou2.pdf	 

	 	 概要版（１４頁版）；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/gaiyou1.pdf	 

◎働き方改革実現会議	 

	 

●内閣府地方創生推進事務局	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/index.html	 

◎まち・ひと・しごと創生会議	 

	 ＊「まち・ひと・しごと創生基本戦略２０１６」（６月２日閣議決定）	 	 この項は再掲	 

	 	 全体像；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h28-06-02-kihonhousin2016zentaizou.pdf	 

	 	 基本方針の全文；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h28-06-02-kihonhousin2016hontai.pdf	 

◎地方創生市町村長トップセミナー	 	 １月１０．１２．１３日開催	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/top_seminar/h29-01-13.html	 

	 講演資料；	 

	 	 地方創生」加速の戦略～全国の優良事例から学ぶ～	 

	 	 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）について	 

	 	 まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）について	 ～地方の「平均所得の向上」を通じたローカルアベノミク

スの推進～	 

	 	 平成29年度予算・税制改正（地方創生関連）及び地方創生推進交付金の活用のポイント	 

	 配布資料；	 

	 	 ＲＥＳＡＳ（リーサス）とは？	 

	 	 「国家戦略特区」事例集	 

	 	 「国家戦略特区」について	 

	 	 地方創生事例集	 

◎地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議	 

	 ＊最終報告「地域の課題解決のための地域運営組織」	 

	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/chiisana_kyoten/rmo_yushikisyakaigi/	 

	 	 	 rmo_yushikisyakaigi-saishuuhoukoku.pdf	 

◎国家戦力特別区域諮問会議（第２７回）	 	 １月２０日	 

	 大臣記者会見要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai26/daijin_kaiken.pdf	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai27/gijiyoushi.pdf	 

	 配布資料等；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai27/shiryou.html	 

	 （説明資料）	 

	 	 資料1-1	 区域計画の認定について（PDF形式：97KB）	 	 

	 	 資料1-2	 主な認定対象事業（PDF形式：821KB）	 	 

	 	 資料2	 規制改革事項の追加について（PDF形式：142KB）	 	 

	 	 資料3	 国家戦略特区	 追加の規制改革事項などについて（有識者議員提出資料）（PDF形式：273KB）	 	 
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	 	 （配布資料）	 

	 	 外国人雇用の拡大に向けて（堺屋内閣官房参与・一般社団法人外国人雇用協議会会長提出資料）（PDF形式：437KB）	 	 

	 	 「クールジャパン人材」の受入れ等に関する検討状況（原国家戦略特区ワーキング・グループ・規制改革推進会議委

員提出資料）（PDF形式：566KB）	 	 

	 （参考資料）	 

	 	 参考資料1	 国家戦略特区における重点分野について（PDF形式：1,081KB）	 	 

	 	 参考資料2	 国家戦略特別区域	 区域計画（案）（PDF形式：192KB）	 	 

	 	 参考資料3	 国家戦略特区における追加の規制改革事項について（抜粋）（PDF形式：136KB）	 	 

	 	 参考資料4	 内閣府・文部科学省告示（PDF形式：245KB）	 

	 ＊同諮問会議には、区別会議やWGごとに各種会議がある。以下のサイトを参照	 

	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kaigi_index.html	 

	 

●財務省	 

◎財政制度等審議会	 	 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/	 

◎税制調査会	 経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告	 	 １１月１４日	 	 再掲 
	 http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai3.pdf	 

◎税制調査会（第３〜８回）	 １２月２８日	 	 	 議事録、記者会見録公開	 

	 以下のサイトからアクセス可能；http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html	 

◎麻生財務大臣財政演説	 	 	 １月２０日	 

	 http://www.mof.go.jp/public_relations/statement/fiscal_policy_speech/20170120.html	 

◎平成２９年度予算及び財政投融資計画の説明	 	 	 １月２０日	 

	 http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2017/sy290120.html	 

◎予算書・決算書データベース	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １月２３日	 

	 http://www.bb.mof.go.jp/hdocs/bxss010bh29.html	 

	 ＊ＰＤＦデータの一括ダウンロード及び【ＸＭＬ版】は年2月6日(月)より掲載予定	 

	 

●厚生労働省	 	 	 	 

	 ＊各種統計調査	 http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/	 

◎社会保障審議会	 介護給付費分科会（第１３５回）	 	 	 １月１８日	 

	 議事；http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_	 

	 	 	 	 Shakaihoshoutantou/0000148967.pdf	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html	 

	 	 資料１	 平成29年度介護報酬改定の概要（案）（PDF：147KB）	 

	 	 資料２	 平成29年度介護報酬改定	 介護報酬の見直し案（PDF：823KB）	 

	 	 資料３	 介護報酬の算定構造（案）（PDF：1,152KB）	 

	 	 諮問書（PDF：853KB）	 

	 	 報告（PDF：21KB）	 

	 	 参考資料１	 平成29年度介護報酬改定に関する審議報告（PDF：105KB）	 

	 	 答申（PDF：21KB）	 

◎社会保障審議会	 第２８回社会保障審議会生活保護基準部会（第２８回）	 １月２５日	 

	 議事；http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_	 

	 	 	 Shakaihoshoutantou/giji28_1.pdf	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149466.html	 

	 	 資料１	 第２７回部会における委員からの依頼資料（PDF：145KB）	 

	 	 資料２	 平成２９年度における生活保護基準の検証作業の進め方（案）（PDF：140KB）	 

	 	 当日配布資料	 岩田委員提出資料（PDF：163KB）	 

	 	 参考資料	 生活保護の動向(平成28年10月分速報)（PDF：126KB）	 

◎社会保障審議会	 医療保険部会（第１０３回）	 	 	 １月２５日	 

	 議題；平成２９年度予算案（保険局関係）の主な事項等について	 

	 	 	 	 医療保険部会の主要な事項に関する議論の進め方について、その他	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149599.html	 

	 	 資料１−１	 平成２９年度予算案（保険局関係）の主な事項（PDF：446KB）	 
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	 	 資料１−２	 「経済・財政再生計画	 改革工程表」等に係る平成28年末検討期限の事項への対応について（PDF：1,090KB）	 

	 	 資料１−３	 今後の社会保障改革の実施について（平成28年12月22日社会保障制度改革推進本部決定）（保険局関係抜

粋）（PDF：329KB）	 

	 	 資料２−１	 医療保険部会の主要な事項に関する議論の進め方（案）（PDF：221KB）	 

	 	 資料２−２	 経済・財政再生計画	 改革工程表	 2016改定版（平成28年12月21日経済財政諮問会議）（保険局関係抜粋）

（PDF：597KB）	 

	 	 資料２−３	 データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会報告書（平成29年１月12日）（PDF：490KB）	 

	 	 参考資料１−１	 平成29年度予算案（保険局関係）の主な事項に関する参考資料（PDF：3,462KB）	 

	 	 参考資料１−２	 平成29年度の社会保障の充実・安定化等について（平成28年12月22日社会保障制度改革推進本部提出

資料）（PDF：1,916KB）	 

	 	 参考資料２	 データヘルス改革推進本部について（平成29年１月12日データヘルス改革推進本部提出資料）（PDF：

231KB）	 

	 	 参考資料３−１	 医療保険部会における議論の整理（平成28年12月20日）（PDF：975KB）	 

	 	 参考資料３−２	 療養病床の在り方等に関する議論の整理（平成28年12月20日）（PDF：1,067KB）	 

	 	 参考資料３−３	 薬価制度の抜本改革に向けた基本方針（平成28年12月20日）（PDF：257KB）	 

◎社会保障審議会	 児童部会（第４３回）	 	 １月１３日	 

	 議題；最近の児童行政の動向について、その他	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148660.html	 

	 	 	 	 資料１	 小児慢性特定疾病（平成29年度実施分）に係る検討結果について（PDF：1,383KB）	 	 

	 	 資料２−１	 最近の子育て支援をめぐる状況（PDF：2,081KB）	 

	 	 資料２−２	 社会的養育関係の議論の状況（PDF：4,282KB）	 

	 	 資料３	 保育専門委員会における議論の状況（保育所保育指針）（PDF：94KB）	 

	 	 資料４	 遊びのプログラム等に関する専門委員会における議論の状況（PDF：448KB）	 

	 	 資料５	 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会（子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第

12次報告））（PDF：1,257KB）	 

	 	 参考資料１	 平成29年度予算案の概要について（雇用均等・児童家庭局）（PDF：4,817KB）	 

	 	 参考資料２	 平成29年度税制改正大綱について（雇用均等・児童家庭局）（PDF：929KB）	 

◎社会保障審議会	 医療部会（第５０回）	 	 	 １月１８日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149035.html	 

◎社会保障審議会	 年金事業管理部会（第２８回）	 	 １月２３日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148570.html	 

	 配布資料；	 

	 	 【資料１】日本年金機構の中期計画（第２期）の変更案、平成29年度の計画（案）（PDF：898KB）	 

	 	 【参考資料１】関係参考資料（PDF：3,587KB）	 

	 	 【参考資料２】日本年金機構平成28年度計画（PDF：510KB）	 

	 	 【資料２−１】受給資格期間短縮に係る対応について（PDF：1,094KB）	 

	 	 【資料２−２】業務改善計画の実施状況等の検証作業班の派遣について（PDF：108KB）	 

	 	 【資料２−３】社会保障審議会年金事業管理部会「情報セキュリティ・システム専門委員会」の設置について（案）（PDF：

722KB）	 

	 	 【資料２−４】ねんきんネットの活用促進・ねんきん定期便の見直しについて（案）（PDF：265KB）	 

	 	 	 【資料２−５】年金相談サンプルの再調査について（PDF：179KB）	 

◎社会保障審議会	 障害者部会（第８３回）	 	 	 １月６日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147372.html	 

	 議題；障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて	 

	 	 	 	 放課後等デイサービス、就労継続支援Ａ型の運用の見直しについて、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 障害者部会におけるバリアフリー等の対応について（PDF：54KB）	 

	 	 資料１	 障害者部会におけるバリアフリー等の対応について（テキストデータ）（Word：14KB）	 
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	 	 資料２−１	 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し（PDF：149KB）	 

	 	 資料２−１	 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し（テキストデータ）（Word：16KB）	 

	 	 資料２−２	 成果目標及び活動指標について（PDF：480KB）	 

	 	 資料２−２	 成果目標及び活動指標について（テキストデータ）（Word：35KB）	 

	 	 資料２−３	 個別施策に係る見直し事項（PDF：325KB）	 

	 	 資料２−３	 個別施策に係る見直し事項（テキストデータ）（Word：24KB）	 

	 	 資料２−４	 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の構成案（PDF：170KB）	 

	 	 資料２−４	 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の構成案（テキストデータ）（Word：18KB）	 

	 	 資料３	 放課後等デイサービス、就労継続支援Ａ型の運用の見直しについて（PDF：117KB）	 

	 	 資料３	 放課後等デイサービス、就労継続支援Ａ型の運用の見直しについて（テキストデータ）（Word：15KB）	 

	 	 参考資料１	 障害福祉計画に係る基本指針（現行）（PDF：466KB）	 

	 	 参考資料２	 基本指針の見直しに関する参考資料（PDF：280KB）	 

	 	 参考資料３	 成果目標の参考資料（PDF：2,865KB）	 

	 	 参考資料４	 平成２７年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）（PDF：259KB）	 

	 	 参考資料５	 地域共生社会に関する参考資料（PDF：833KB）	 

	 	 参考資料６	 平成29年度障害福祉サービス等経営実態調査の実施等について（PDF：2,515KB）	 

	 	 参考資料７−１	 「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」報告書（概要）（PDF：

194KB）	 

	 	 参考資料７−２	 「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」報告書（PDF：522KB）	 

	 	 	 参考資料８	 平成29年度障害保健福祉部予算案の概要（PDF：604KB）	 

◎厚生科学審議会	 疾病対策部会	 難病対策委員会（第４６回）	 	 １月２７日	 

	 議題；今後の難病対策の在り方について、その他	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150341.html	 

	 	 資料１−１	 難病医療支援ネットワークの在り方について（PDF：379KB）	 

	 	 資料１−２	 難病医療拠点病院から難病医療支援ネットワークへの期待（PDF：137KB）	 

	 	 資料１−３	 難病情報センターによる難病情報の提供の現状と展望（PDF：1,259KB）	 

	 	 資料２−１	 難病の遺伝子関連検査の実施体制等の在り方について（PDF：437KB）	 

	 	 資料２−２	 難病の遺伝子関連検査の実施体制等の在り方について（PDF：213KB）	 

	 	 資料２−３	 難病に関わる遺伝学的検査の現状と課題（PDF：872KB）	 

	 	 参考資料１	 難病の医療提供体制の在り方について（報告書）（PDF：175KB）	 

	 	 参考資料２	 ゲノム医療実現推進協議会	 中間とりまとめ（PDF：867KB）	 

	 	 参考資料３	 ゲノム医療等の実現・発展のための具体的方策について（意見取りまとめ）（PDF：2,205KB）	 

	 	 	 参考資料４	 医療受給者証の所持者数について（PDF：159KB）	 

◎労働政策審議会	 職業能力開発分科会（第１００回）	 １月２４日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149514.html	 

	 議題；働き方改革実現会議における議論について	 

	 	 	 	 専門実践教育訓練の拡充について	 

	 	 	 	 平成29年度予算案及び組織の概要について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 第３回働き方実現会議における厚生労働大臣提出資料（抜粋）等について（PDF：235KB）	 

	 	 資料２	 「働き方改革」に向けた専門実践教育訓練給付対象講座の拡充について（PDF：306KB）	 

	 	 資料３−１	 平成29年度予算案の概要について（PDF：1,311KB）	 

	 	 資料３−２	 平成29年度厚生労働省機構・定員査定（概要）（PDF：126KB）	 

	 	 資料４	 公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズについて（PDF：1,442KB）	 

	 	 	 参考資料	 労働政策審議会職業能力開発分科会委員名簿（PDF：48KB）	 

◎目安制度の在り方に関する全員協議会（第１６回）	 １月２０日	 

	 議題；目安制度の在り方について	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149055.html	 

	 	 資料１	 ランク区分の見直しの基礎とする指標案（平成28年度）（PDF：81KB）	 
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	 	 資料２	 ランク区分の見直しの基礎とする指標案（現行との比較）（PDF：41KB）	 

	 	 資料３	 指標案による総合指数及び諸指標の状況（PDF：85KB）	 

	 	 資料４	 平成28年度地域別最低賃金額の状況（PDF：32KB）	 

	 	 資料５	 現行の総合指数と今回の指標案による総合指数の状況（PDF：32KB）	 

	 	 参考１	 ランク振分けの方法（平成23年）（PDF：32KB）	 

	 	 	 素案（PDF：26KB）	 

◎中央社会保険医療協議会	 総会（第３４３回）	 	 １月１１日	 

	 議題および資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148091.html	 

	 	 調査実施小委員会からの報告について	 総−１（PDF：3,923KB）	 

	 	 オプジーボの緊急薬価改定に係るＤＰＣでの対応方針について	 総−２（PDF：96KB）	 総−２参考（PDF：121KB）	 

	 	 在宅医療（その１）について	 総−３（PDF：6,203KB）	 

◎中央社会保険医療協議会	 総会（第３４４回）	 	 １月２５日	 

	 議題および資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149313.html	 

	 	 医療機器及び臨床検査の保険適用について	 総−１−１（PDF：1,084KB）	 総−１−２（PDF：204KB）	 

	 	 先進医療会議の検討結果の報告について	 総−２−１（PDF：771KB）	 総−２−２（PDF：859KB）	 

	 	 歯科用貴金属価格の随時改定について	 総−３（PDF：916KB）	 

	 	 診療報酬基本問題小委員会からの報告について	 総−４（PDF：744KB）	 

	 	 入院医療（その１）について	 総−５（PDF：3,524KB）	 

	 	 その他	 総−６（PDF：683KB）	 

	 

●外務省	 	 	 	 

◎TPP政府対策本部	 TPPに関する情報・資料（協定本文等）	 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/index.html	 

	 ＊交渉の過程の資料は、次のサイトから	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html	 

◎外務省「外交青書２０１６」	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2016/html/index.html	 

	 ＊以上、ともに再掲	 

	 

●環境省	 	 	 	 

	 ２０１６年度環境白書	 	 	 	 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/index.html	 

	 子ども環境白書２０１６	 	 	 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/kodomo/h27/files/full.pdf	 

	 ２０１６年版環境統計集	 	 	 http://www.env.go.jp/doc/toukei/contents/pdfdata/h28/2016_all.pdf	 

	 ＊環境統計は以下を参照；http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html	 

◎中央環境審議会	 総合政策部会（第８７回）	 	 １０月１９日	 	 議事録公表	 追加	 

	 議事録；http://www.env.go.jp/council/02policy/y020-87a.html	 

◎中央環境審議会	 土壌農薬部会（第３３回）	 	 １月１２日	 

	 https://www.env.go.jp/council/10dojo/y100-33b.html	 

	 議題；①最近の土壌環境行政について	 

	 	 	 	 ②「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」について	 

	 	 	 	 ③最近の農薬環境行政について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿	 [PDF	 65KB]	 

	 	 資料２	 最近の土壌環境行政について	 [PDF	 544KB]	 

	 	 資料３	 「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」	 [PDF	 448KB]	 

	 	 資料４	 最近の農薬環境行政について	 [PDF	 6.4MB]（縮小版	 [PDF	 3.3MB]）	 

	 	 参考資料１	 今後の土壌汚染対策の在り方について（諮問書及び付議書）（写）	 [PDF	 37KB]	 

	 	 参考資料２	 中央環境審議会関係法令等	 [PDF	 380KB]170201rep	 

	 	 参考資料３	 土壌汚染対策法の概要	 [PDF	 135KB]	 

	 	 参考資料４	 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）	 [PDF	 721KB]	 

	 	 参考資料５	 土壌汚染対策法施行令（平成14年政令第336号）	 [PDF	 159KB]	 

	 	 参考資料６	 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）	 [PDF	 1.8MB]	 

	 	 参考資料７	 土壌の汚染に係る環境基準について(平成３年環境庁告示第46号)	 [PDF	 108KB]	 

	 	 参考資料８	 平成26年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果	 [PDF	 1.6MB]	 
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◎中央環境審議会	 自然環境部会（第３３回）	 	 	 １２月２６日	 	 	 追加	 

	 https://www.env.go.jp/council/12nature/y120-33b.html	 

	 議事；	 

	 （１）奄美群島国立公園（仮称）の新規指定について【審議】	 

	 （２）奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産推薦について【報告】	 

	 （３）バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対

応した国内措置のあり方について（答申案）【審議】	 	 

	 （４）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について【報告】	 

	 （５）生物多様性国家戦略2012-2020の達成に向けて加速する施策について【報告】	 

	 （６）生物多様性条約第13回締約国会議について【報告】	 

	 （７）その他	 

	 配付資料一覧；	 

	 	 資料1-1：奄美群島国立公園（仮称）の指定及び公園計画の決定について（諮問）［PDF	 13KB］	 

	 	 別添：奄美群島国立公園（仮称）	 指定書及び公園計画書（案）［PDF	 2,100KB］	 ※図面省略	 

	 	 資料1-2：奄美群島国定公園の指定の解除及び公園計画の廃止について（諮問）［PDF	 14KB］	 

	 	 別添：奄美群島国定公園	 公園区域及び公園計画変更書（案）［PDF	 791KB］	 

	 	 資料1-3：奄美群島国立公園（仮称）の指定及び公園計画決定案の概要［PDF	 228KB］	 

	 	 資料1-4：奄美群島国立公園（仮称）の指定及び公園計画の決定に関する説明資料［PDF	 4,088KB］	 

	 	 参考資料：パブリックコメントの実施結果について［PDF	 506KB］	 

	 	 	 	 資料2-1：奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産推薦に関する説明資料［PDF	 1,725KB］	 

	 	 資料3-1：バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書

に対応した国内措置のあり方の検討の経過等について［PDF	 60KB］	 

	 	 資料3-2：カルタヘナ議定書及び名古屋・クアラルンプール補足議定書について［PDF	 185KB］	 

	 	 資料3-3：名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について答申案（概要）［PDF	 649KB］	 

	 	 資料3-4：バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書

に対応した国内措置のあり方について答申案［PDF	 323KB］	 

	 	 資料3-5：バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書

に対応した国内措置のあり方について（答申案）」に関する意見募集の実施結果について［PDF	 237KB］	 

	 	 参考資料１：バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議

定書（仮訳）［PDF	 356KB］	 

	 	 参考資料２：遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（概要）［PDF	 127KB］	 

	 	 参考資料３：遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律［PDF	 341KB］	 

	 	 資料4-1：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の概要［PDF	 120KB］	 

	 	 資料4-2：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について（全体概要）［PDF	 1,441KB］	 

	 	 資料4-3：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について	 答申（案）［PDF	 548KB］	 

	 	 資料4-4：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置検討経緯と今後の検討の進め方［PDF	 59KB］	 

	 	 資料5-1：2020	 年愛知目標の達成を目指す関係省庁の「加速する施策」について［PDF	 628KB］	 

	 	 資料6-1：生物多様性条約第13回締約国会議、カルタヘナ議定書第８回締約国会合及び名古屋議定書第２回締約国会合

（国連生物多様性会議	 メキシコ・カンクン2016）の結果について［PDF	 956KB］	 

	 	 資料7-1：国立公園満喫プロジェクトについて［PDF	 604KB］	 

◎中央環境審議会	 環境保健部会（第３７回）	 １月３０日	 

	 https://www.env.go.jp/press/103516.html#shiryo	 

	 議題；公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償標準給付基礎月額等の改定について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償標準給付基礎月額等の改定について_1	 [PDF	 1914KB]	 

	 	 資料２公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償標準給付基礎月額等の改定について_2	 [PDF	 5138KB]	 

	 	 資料３−１石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について（概要）	 [PDF	 59KB]	 
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	 	 資料３−２石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について（平成28年12月	 中央環境審議会環境保健部会

石綿健康被害救済小委員会）	 [PDF	 205KB]	 

	 	 資料４−１化学物質審査小委員会の審議状況について	 [PDF	 644KB]	 

	 	 資料４−２「今後の化学物質対策の在り方について」の審議状況について	 [PDF	 538KB]	 

	 	 資料４−３今後の化学物質対策の在り方について（案）	 [PDF	 208KB]	 

	 	 資料５第４次環境基本計画の化学物質分野における進捗状況の点検結果について	 [PDF	 249KB]	 

	 	 資料６残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画の改定等について	 [PDF	 608KB]	 

	 	 資料７平成２７年度化学物質環境実態調査の結果について	 [PDF	 643KB]	 

	 	 資料８	 	 

化学物質の環境リスク初期評価（第15次取りまとめ）の結果について	 [PDF	 104KB]	 

	 	 資料９−１水銀等による環境の汚染の防止に関する計画（案）について	 [PDF	 111KB]	 

	 	 資料９−２水銀等による環境の汚染の防止に関する計画（案）	 [PDF	 1060KB]	 

	 	 資料９−３水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン	 [PDF	 113KB]	 

	 	 資料１０東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策について	 [PDF	 

2208KB]	 

	 	 参考資料１中央環境審議会関係法令等	 [PDF	 196KB]	 

	 	 参考資料２中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について	 [PDF	 66KB]	 

	 	 参考資料３平成２９年度予算（案）の概要（環境保健部）１平成２９年度予算（案）の概要（環境保健部）_2	 [PDF	 1916KB]、

２	 [PDF	 1521KB]	 

	 

●経済産業省	 	 	 

１２月、１月度の各種経済産業動向速報、調査報告等	 

	 http://www.meti.go.jp/statistics/index.html	 

	 ＊経産省関連の審議会・研究会情報は、以下のものを含め、次のサイトからアクセスが可能	 

	 	 http://www.meti.go.jp/committee/index.html	 

◎発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会	 

「発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会における検討結果概要」	 	 １月１３日	 

	 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170113001_01.pdf	 

◎産業構造審議会	 通商・貿易分科会	 安全保障貿易管理小委員会（第３回）	 １月１９日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/tsusho_boueki/anzenhoshou/003_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/tsusho_boueki/anzenhoshou/003_haifu.html	 

	 	 資料1	 議事次第（PDF形式：60KB）	 

	 	 資料2	 委員名簿（PDF形式：66KB）	 

	 	 資料3	 安全保障貿易管理の現状と課題	 ～制度普及に向けた取組～（PDF形式：322KB）	 

	 	 資料4	 安全保障貿易管理小委員会中間報告（案）（PDF形式：200KB）	 

	 	 参考資料1	 （三島委員提出資料）安全保障貿易管理に関する国立大学協会としての考え方（PDF形式：176KB）	 

	 	 参考資料2	 （安井委員提出資料）産構審小委員会で開始された安全保障輸出管理に係る制度改正について（意見）（PDF

形式：364KB）	 

	 	 参考資料3	 （菱山委員提出資料）安全保障貿易管理制度変更に係る懸念について（PDF形式：244KB）	 

◎産業構造審議会	 通商・貿易分科会	 安全保障貿易管理小委員会‐中間報告	 	 １月２３日	 

	 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170123001_01.pdf	 

◎産業構造審議会	 通商・貿易分科会	 不公正貿易政策・措置調査小委員会（第４１回）	 １月２４日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/041_giji.html	 

◎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‐中間取りまとめ	 １月３１日	 

	 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170131001_01.pdf	 

◎第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会（第１回）	 １月１３日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_kyousou/001_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_kyousou/001_haifu.html	 
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	 	 資料1	 議事次第（PDF形式：47KB）	 

	 	 資料2	 「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会」について（PDF形式：95KB）	 

	 	 資料3	 第四次産業革命に向けた横断的制度研究会報告書の概要（PDF形式：547KB）	 

	 	 資料4	 事務局説明資料（PDF形式：625KB）	 

◎CGS 研究会（コーポレート・ガバナンス・システム研究会）（第８回）	 １月１２日	 
	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/cgs_kenkyukai/008_haifu.html	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 議事次第・委員名簿（PDF形式：210KB）	 

	 	 資料2	 本日の資料・議事等の公開について（案）（PDF形式：78KB）	 

	 	 資料3	 産業人材政策室説明資料（非公開）	 

	 	 資料4	 経済社会政策室説明資料（非公開）	 

	 	 資料5	 事務局説明資料(1)（方向性案）（非公開）	 

	 	 資料6	 事務局説明資料(2)（報告書案）（非公開）	 

	 	 資料7	 事務局説明資料(3)（アンケート公表案）（非公開）	 

◎持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）研究会（第６回）	 １月１０日	 

	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/jizokuteki_kachi/003_haifu.html	 

	 配布資料	 

	 	 資料1	 議事次第（PDF形式：18KB）	 

	 	 資料2	 参加者名簿（PDF形式：14KB）	 

	 	 資料3	 座席表（当日配布のみ）	 

	 	 資料4	 事務局資料（PDF形式：255KB）	 

	 	 資料5	 青山学院大学	 大学院	 北川教授	 資料（当日配布のみ）	 

	 	 資料6	 論点案（PDF形式：19KB）	 

	 	 資料7	 インベストメントチェーン、コーポレートガバナンス、ESG、長期投資（PDF形式：36KB）	 

	 	 参考資料	 第4次産業革命への対応の方向性	 横串課題についての議論（企業経営と資金循環）（PDF形式：2,027KB）	 

	 	 参考資料	 無形資産に対する投資（人材への投資、研究開発・イノベーション投資	 等）の事例（PDF形式：811KB）	 

◎電力インフラのデジタル化研究会（第２回）	 	 １月２３日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/e-tech/002_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/e-tech/001_haifu.html	 

	   	  資料1	 委員等名簿（PDF形式：86KB）	 

	 	 	 	 資料2	 電力インフラのデジタル化研究会（E-Tech	 研究会）の設置について（PDF形式：98KB）	 

	 	 	 	 資料3	 本研究会の運営について（案）（PDF形式：66KB）	 

	 	 	 	 資料4	 赤峰委員プレゼン資料（PDF形式：515KB）	 

	 	 	 	 資料5	 浅野委員プレゼン資料（PDF形式：989KB）	 

	 	 	 	 資料6	 検討の背景と方向性案（PDF形式：699KB）	 

	 	 	 	 資料7-1	 電気保安のスマート化に係る検討状況（電力安全課）	 （PDF形式：775KB）	 

	 	 	 	 資料7-2	 APEC	 質の高い電力インフラガイドラインについて（国際課）（PDF形式：590KB）	 

	 	 	 	 資料7-3	 電力流通設備のアセットマネジメントに関する国際標準の策定（国際電気標準課）	 （PDF形式：501KB）	 

	 	 	 	 資料7-4	 水道事業における	 IoT	 活用の実証状況（情報通信機器課）（PDF形式：1,570KB）	 

◎【廃炉・汚染水対策ポータルサイト】	 

	 http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/index.html	 

	 

●内閣官房	 http://www.cas.go.jp/index.html	 

	 

●防衛省	 	 	 	 http://www.mod.go.jp	 

◎防衛省「防衛生産・技術基盤戦略」（６月）	 	 再掲	 

	 http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/soubiseisakuseisan/2606honbun.pdf	 

	 ＊軍学共同の動きに関連して、追加資料として掲げた。	 
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	 	 概要版は、http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/soubiseisakuseisan/2606gaiyou.pdf	 

◎防衛省「防衛技術戦略」（８月）	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

	 http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/plan/senryaku.pdf	 

	 ＊軍学共同の動きに関連して、追加資料として掲げた。	 

	 	 防衛技術戦略、研究開発ビジョン等の概要版は、http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/plan/zentai_gaiyo.pdf	 

◎防衛装備庁「平成２８年度中長期技術見積り」（８月）	 再掲	 

	 http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/plan/mitsumori.pdf	 

	 ＊防衛装備庁の行っている研究開発については、http://www.mod.go.jp/atla/kenkyuu.html	 を参照	 

	 ＊防衛装備庁の研究機関が大学等（九州大学、帝京平成大学、海洋研究開発機構）との共同研究の一端を紹介したサ

イト；	 http://www.mod.go.jp/atla/research/kenkyukyouryoku_domestic.html	 

◎ＭＶ－２２オスプレイへの空中給油再開について」報道	 	 １月５日	 

	 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2017/01/05a.html	 

◎防衛省統合幕僚監部「平成28年度3四半期まての緊急発進実施状況について」報道発表	 	 １月２０日	 

	 http://www.mod.go.jp/js/Press/press2017/press_pdf/p20170120_02.pdf	 

	 

●安全保障会議	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyoukaigi/index.html	 

	 ＊安保会議の開催状況については、上記のサイトからアクセス可能	 

	 

【経済界の動き】	 
●日本経済団体連合会	 	 http://www.keidanren.or.jp	 

◎「ＧＤＰ６００兆円経済への確固たる道筋をつける−経団連会長新年メッセージ−」	 	 １月１日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/speech/2017/0101.html	 

◎「２０１６	 年	 １〜６	 月実施分	 昇給・ベ ースアップ 実施状況調査結果」	 	 １月１７日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/004.pdf	 

◎「２０１６年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」	 	 	 	 	 	 	 １月１７日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/003.pdf	 

◎「２０１７年版経営労働政策特別委員会報告」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １月１７日	 

	 目次；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/002.html	 

◎「電力システム改革に関する意見	 -「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ」を中心に-	 」	 

	 本文；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/001_honbun.html#s1	 	 	 	 	 	 １月１７日	 

	 概要；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/001_gaiyo.pdf	 

◎「２０１６年６月度	 定期賃金調査結果」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １月２６日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/007.pdf	 

◎２１世紀政策研究所新書「シンポジウム	 パリ協定時代の代のわが国エネルギー・温暖化対策の展望」	 １月２０日	 

	 PDF版；http://www.21ppi.org/pocket/pdf/59.pdf	 

◎２１世紀政策研究所新書「シンポジウム	 独占禁止法審査手続の適正化に向けた課題」	 	 	 １月２０日	 

	 PDF版；http://www.21ppi.org/pocket/pdf/60.pdf	 

	 

●経済同友会	 	 http://www.doyukai.or.jp/index.html	 

◎代表幹事年頭見解「『最適化社会』構築への志を新たに」	 	 １月１日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/statement/2016/170101a.html	 

◎「代表幹事特使・米国派遣報告書」（１２月１２〜１８日の日程）	 	 １月１３日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170113a.pdf	 

◎提言「Japan2.0	 最適化社会に向けて」	 公表	 １１月２１日	 	 	 	 	 再掲	 
	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/161121a.pdf	 
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【日本学術会議の動き】	 

●日本学術会議	 	 

＊学術会議が主催する各種の公開講演会・シンポジウムの案内及び実施結果は以下のサイトで参照できる	 

	 	 http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html	 

＊２月の会議予定；http://www.scj.go.jp/ja/member/plan/pdf/2902.pdf	 

◎第７回安全保障と学術に関する検討委員会（１２月１６日）	 	 	 ＊議事録の追加	 

	 議事録；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-youshi2307.pdf	 

◎第８回安全保障と学術に関する検討委員会（１月１６日）	 

	 議事録；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-youshi2308.pdf	 

	 配付資料；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/anzenhosyo.html	 

  資料１：日本学術会議・安全保障と学術に関する検討委員会・中間とりまとめに向けて(PDF：199KB)	 

	 	 	 	 資料２：小松幹事コメント(PDF：222KB)	 

	 	 	 	 資料３：審議の中間とりまとめに向けての各委員からのコメント(PDF：599KB)	 

	 	 	 	 資料４：防衛装備庁から委員会委員長宛ての文書(PDF：174KB)	 

	 	 	 	 資料５：fundamental	 researchと研究の自由(PDF：267KB)	 

	 	 	 	 参考資料１：前回の議事録参照	 

	 	 	 	 参考資料２：第１７２回総会速記録（抜粋）(PDF：292KB)	 

	 	 	 	 参考資料３：民主主義科学者協会法律部会（協力学術団体）からの意見(PDF：326KB)	 

	 	 	 	 参考資料４：委員会（第１から7回）における主な意見(PDF：782KB)	 

	 	 	 	 資料１改訂版：審議経過の中間とりまとめ(PDF：198KB)	 改訂日１月２３日	 	 	 

	 ＊改訂版中間とりまとめ；	 

	 	 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-siryo8-kaitei1.pdf	 

	 ＊第９回会議は２月４日（月）１２時〜１２時３０分開催予定、日本学術会議で開催、傍聴可能（事前申し込み）	 

◎日本学術会議持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議	 １月２７日開催	 

	 https://www.omc.co.jp/sustainable/	 

	 

【大学･研究機関，学協会等をめぐる動き】	 
●国大協	 	 http://www.janu.jp	 

	 ＊国大協の基本的立場は以下の２つ文書に示されている	 	 	 	 	 

◎国立大学の将来ビジョンに関するアクションプラン	 	 	 ２０１５年９月１４日	 	 再掲	 

	 http://www.janu.jp/news/files/20150914-wnew-actionplan1.pdf	 

◎「国立大学改革」の基本的な考え方について	 	 	 	 ２０１３年５月２日	 	 	 再掲	 

	 http://www.janu.jp/pdf/kyoka_04.pdf	 

	 要約版；http://www.janu.jp/pdf/kyoka_05-2.pdf	 

	 英語版；http://www.janu.jp/pdf/20131204-Fundamental-Views-concerning-the-National-University-Reforms.pdf	 

	 英語要約版;http://www.janu.jp/pdf/20131204-Summary-Enhancing-the-Functions-of-National-Universities.pdf	 

◎「国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第１３回追跡調査について」	 	 １月１９日	 	 

	 報告；http://www.janu.jp/gender/201701houkoku_01.pdf	 

	 概要版；http://www.janu.jp/gender/201701houkoku_gaiyou.pdf	 

	 	 	 ＊調査報告書は、2016年10月21日付	 

	 

●日本私立大学団体連合会	 	 http://www.shidai-rengoukai.jp	 

◎私立大学連盟	 私立大学フォーラム（福岡会場；１２月１０日開催）	 １月１２日	 

	 開催レポート「大学入試〜私立大学の改革〜」	 

	 http://www.shidairen.or.jp/activities/forum/forum_r_fukuoka2016	 

◎私立短期大学協会	 	 http://www.tandai.or.jp/kyokai/	 
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●公立大学関係	 

◎公立大学協会	 	 http://www.kodaikyo.org	 

◎公立短期大学協会	 	 http://park16.wakwak.com/~kotan819/	 

	 

●大学改革支援・学位授与機構	 	 	 http://www.niad.ac.jp	 

◎機構ニュース	 １月号（１６４号）	 

	 http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/news/__icsFiles/afieldfile/2017/01/30/no9_1_news164.pdf	 

◎EA ワークショップ「評価力を上げるための目的・計画の作り方」１２月１６日（金）	 	 資料情報追加	 
	 関係資料公表；http://www.niad.ac.jp/n_kenkyukai/1301401_1207.html	 

	 

【その他科学･技術，学術に関する情報】	 
原子力発電問題に関する情報	 
●原子力規制委員会の配布資料	 

	 	 原子力規制委員会のニュース、調達情報、会議等の情報は、以下の URL から入手可能です	 

	 	 	 https://www.nsr.go.jp/news/201606.html	 

◎原子力規制委員会（第５２回）	 １２月２８日	 	 	 ＊議事録	 	 追加	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000174599.pdf	 

◎原子力規制委員会（第５３回）	 １月１１日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000175226.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000193.html	 

	 	 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000193.html	 

◎原子力規制委員会（第５４回）	 １月１１日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000176177.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000194.html	 

	 	 第54回原子力規制委員会	 臨時会議の開催について（お知らせ）【PDF：180KB	 

◎原子力規制委員会（第５５回）	 １月１２日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000176177.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000196.html	 

	 	 第55回原子力規制委員会臨時会議の開催について（お知らせ）【PDF：173KB】	 

◎原子力規制委員会（第５６回）	 １月１８日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000175800.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000197.html	 

	 	 第56回原子力規制委員会の開催について（お知らせ）【PDF：181KB】	 

◎原子力規制委員会（第５７回）	 １月２５日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000176865.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000201.html	 

	 	 第57回原子力規制委員会の開催について（お知らせ）【PDF：188KB】	 

◎原子力規制委員会（第５８回）	 １月３０日	 	 	 ＊議事録は未公表	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000203.html	 

	 	 第58回原子力規制委員会	 臨時会議の開催について（お知らせ）【PDF：182KB】	 

◎原子炉安全専門審査会（第１４回）・核燃料安全専門審査会（第１３回）合同審査会	 	 	 １月５日	 

	 議事録；未公表（会議映像；https://www.youtube.com/watch?v=qB9sEXsYa9I）	 

◎東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ (平成28年12月版)	 １２月１４日	 再掲	 

	 https://www.nsr.go.jp/data/000172657.pdf	 

◎原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合	 	 	 	 会議開催状況は以下のサイトから	 

	 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plants/index.html	 

◎核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会	 	 	 	 	 会議開催状況は以下のサイトから	 

	 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/index.html	 
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	 	 ＊その他、原子力規制委員会検討チーム等については、以下のサイトからアクセス	 

	 	 	 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/index.html	 

	 	 

●原子力災害対策本部	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/	 

	 

●原子力科学技術委員会	 （科学技術・学術審議会の項の重複掲載）	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1379606.htm	 

	 

●核拡散・核セキュリティ総合支援センター	 	 http://www.jaea.go.jp/04/iscn/activity/2016-11-29/announce.html	 

◎１６年秋開催の各種フォーラム、シンポジウムの報告、配布資料等を公表	 	 １月	 

	 http://www.jaea.go.jp/04/iscn/	 から以下のシンポ等の資料へアクセス可能	 

	 ・「原子力平和利用と核不拡散・核セキュリティに係る国際フォーラム−核セキュリティ・サミット以後の国際的なモメ

ンタム維持及び核軍縮への技術的貢献−」概要報告／配布資料（１１月２９日開催）	 

	 ・「核セキュリティを支える技術開発に係る国際シンポジウム」配布資料（１０月２７日開催）	 

	 ・平成28年度第一回核不拡散科学技術フォーラム開催報告（８月９日開催）	 

◎ISCNニューズレター（No.0238）	 January,	 2017	 
	 http://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/attached/0238.pdf#page=4	 

	 内容の一部	 

	 	 ＜1.	 核不拡散・核セキュリティに関する動向（解説・分析）＞	 

	 	 	 1-1	 核セキュリティ強化のモメンタム維持に係る昨今の動向：原子力産業界及び非政府組織(NGO)の活動等	 

	 	 	 1-2	 オバマ政権の核政策の総括と今後の課題～バイデン副大統領の核政策に係る演説から～	 

	 	 	 ＜2.	 技術紹介＞	 

	 	 	 2-1	 東京電力ホールディングス福島第一原子力発電所の廃炉に関する研究開発−燃料デブリの計量管理に関する研

究開発	 

◎核不拡散動向	 	 １２月１６日	 	 再掲	 

	 http://www.jaea.go.jp/04/iscn/archive/nptrend/index.html	 

	 

●サイバーセキュリティ戦略本部	 内閣サイバーセキュリティセンター	 http://www.nisc.go.jp/conference/cs/	 

◎戦略本部会合（第１１回）	 	 １月２５日	 

	 http://www.nisc.go.jp/conference/cs/	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次行動計画」のパブリックコメント案	 

	 	 資料２	 2020	 年及びその後を見据えたサイバーセキュリティの在り方について	 

	 	 資料３	 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のサイバーセキュリティの確保に向けたリスク評価への

取組状況	 

	 	 資料４	 2017	 年「サイバーセキュリティ月間」（２/１～３/18）について（案）	 

	 	 資料５	 政府のサイバーセキュリティに関する予算	 

	 	 参考資料１	 総務省提出資料	 

	 	 参考資料２	 経済産業省提出資料	 

	 報道発表資料；http://www.nisc.go.jp/conference/cs/dai11/pdf/11cs_press.pdf	 

◎高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/	 

	 ＊内閣に設置された IT 総合戦略本部の情報は、上記のサイトからアクセス可能	 

	 

●東京電力ホールディングス	 原子力安全改革の取組	 

	 http://www.tepco.co.jp/challenge/nuclear_safety/index-j.html	 

◎福島原子力事故に関する定期更新２０１６−２０１７	 	 

	 http://www.tepco.co.jp/press/report/index-j.html	 
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◎福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果	 

	 http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html	 

◎福島への責任（事故の総括、福島復興への責任、廃炉プロジェクト）	 

	 http://www.tepco.co.jp/fukushima/index-j.html	 

◎廃炉プロジェクト	 年表でみる廃炉の現場	 	 	 http://www.tepco.co.jp/decommision/index-j.html	 

	 ＊以上のサイトから東電の対応を知ることができる（常に更新されるので継続的監視が必要）	 

	 

その他の情報	 

●科学技術振興機構	 	 https://www.jst.go.jp/topics/index.html	 

	 ＊このサイトからJSTのプレスリリース、イベント情報、トピックスなどを見ることができる	 

◎研究会開発戦略センター（CRDS）	 	 http://www.jst.go.jp/crds/index.html	 

	 ＊CRDSの活動、イベントなどの情報は、上記のサイトから閲覧可能	 

◎研究会開発戦略センター	 俯瞰ワークショップ報告書	 環境分野の研究開発の概況／CRDS-FY2016-WR-06	 

	 http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2016/WR/CRDS-FY2016-WR-06.pdf	 

	 

●NEDO国立研究開発法人	 新エネルギー・産業技術総合開発機構	 http://www.nedo.go.jp/index.html	 

◎NEDO「省エネルギー技術戦略 2016」を策定	 	 ９月１６日	 再掲	 
	 http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100628.html	 

	 	 資料；「省エネルギー技術戦略2016」本文	 「省エネルギー技術戦略2016」添付資料	 

	 	 「省エネルギー技術戦略2016」の概要	 

◎NEDOの事業一覧、イベント情報、報告・資料等	 	 http://www.nedo.go.jp/search/?type=event	 

◎NEDOの公募情報	 	 	 http://www.nedo.go.jp/search/?type=koubo	 

	 

●日本銀行	 http://www.boj.or.jp	 

◎日本銀行	 金融政策	 	 http://www.boj.or.jp/mopo/index.htm/	 

◎日本銀行	 統計	 	 	 	 http://www.boj.or.jp/statistics/index.htm/	 

	 

【定期刊行物の特集等】	 
◎文部科学広報１月号(文部科学省大臣官房総務課広報室発行)	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/kouhou/08121808/001/1381544.htm	 

	 	 特集	 リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック競技大会について	 

	 	 	 	 ・IEA国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2015）とOECD生徒の学習到達度調査（PISA2015）の結果	 

	 	 	 	 ・「文化芸術立国の実現を加速する文化政策（答申）」について、その他	 

◎科研費NEWS（2016Vol.３）発行	 １月１２日UP	 	 	 	 
	 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_letter/data/news_2016_vol3/news_2016_vol3.pdf	 

◎日本学術会議(日本学術協力財団発行)『学術の動向』(ＳＣＪフォーラム)	 

	 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/tits/-char/ja	 

	 サイトに紹介されている最新号は１２月号	 

	 【特集:レギュラトリーサイエンスの理解と社会応用】	 

	 【特集:	 地方創生と土地利用変革	 ―法制度の創造的見直し―】	 

	 

◎科学（岩波書店発行）	 https://www.iwanami.co.jp/kagaku/	 

	 	 	 １月号特集「ノーベル賞2016」	 

	 	 	 ２月号特集「日本人の基層－古代の環境と暮らしを再構築する」	 

◎日経サイエンス(｢SCIENTIFIC	 AMERICAN｣日本版．日経サイエンス社発行)	  http://www.nikkei-science.com	 
	 	 	 ２月号特集「腸内細菌」「地球外生命探索」http://www.nikkei-science.com/page/magazine/201702.html	 

	 	 	 ３月号特集「脳を作る	 脳を見る」http://www.nikkeibpm.co.jp/content/files/download/316/2017_03.pdf	 
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＜参考資料＞このニュースの性格には必ずしもフィットしませんが、重要な情報源となりうるものとして、編集担当者の
個人的趣味を反映させて、以下のサイトを紹介することとしました。参考になるサイトをぜひご紹介ください。	 

＊他に、当然ながら、国連、世界銀行、WTO などの国際機関も重要な情報源です 
◎University World News     井原事務局長への取材に基づく軍学共同反対の取り組みが紹介されたサイトです！ 
	 Global	 Window	 on	 Higher	 Education	 

	 http://www.universityworldnews.com/index.php	 

	 ＊関連；UNESCO	 http://en.unesco.org	 	 ユネスコ国内委員会	 http://www.mext.go.jp/unesco/index.htm	 

◎Oxfam International (The power of people against poverty)	 世界の貧困と格差の現在を知る！ 
	 https://www.oxfam.org/en/	 

	 ＊関連；オクスファム・ジャパン；http://www.oxfam.jp	 	 
	 	 	 	 UNISEF；https://www.unicef.org	    ユニセフ日本委員会；http://www.unicef.or.jp 
◎INES(International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility) 
	 http://inesglobal.net	 

◎World Federation of Scientific Workers （世界科学者連盟）	 
	 http://fmts-wfsw.org	 

◎ICRIN((International Chernobyl Research and Information Network) 
	 International	 Chernobyl	 Portal	 of	 the	 ICRIN	 project	 	 チェルノブイリの情報にアクセス！	 

	 http://www.chernobyl.info/Default.aspx?tabid=120	 

◎オスロ平和研究所（The Peace Research Institute Oslo (PRIO)）	 	 平和研究の老舗！	 

	 https://www.prio.org	 

◎世界価値観調査（World Values Survey） 
	 http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp	 

◎大学生協連「２０１６年度保護者に聞く新入生調査」概要報告	 

	 http://www.univcoop.or.jp/press/fresh/report.html	 

	 ＊大学生協連のサイトでは、毎年、学生生活実態調査の結果を掲載しており、貴重なデータが見られる	 

	 	 http://www.univcoop.or.jp/index.html	 からアクセス	 

	 

(本号は，主に2017年1月の情報を扱っています．)	 

｢ＪＳＡ学術情報ニュース｣は，日本科学者会議学術体制部が入手し得た情報を編集して掲載します．原則と

して情報の出所のみを掲載し，編集者の論評等は加えません．詳細な情報は出典元をご確認ください．	 

過去のニュースは日本科学者会議ホームページ(http://www.jsa.gr.jp/)に掲載しています．	 

配列については、今回も変更を加えており、かえって分かりにくくなっているところもありますが、試行錯

誤のあるものとご理解いただき、ご容赦のほどお願いします。また、会議等の資料につき、開催日時と議事

録・配布資料の公表のあいだに時間的間隔がある場合、開催日時のみで後のフォローができず、ご不便をお

かけすることも多々あるかと思います。併せてご海容のほどお願いします。	 

今号から＜参考資料＞として、おまけをつけました。編者の好みによりますが、Oxfam、ICRIN、平和研究

所などは貴重な情報が満載です。大学生協連の学生生活調査は、実は、大学関係者の必見情報だと思います。 


