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【トピックス】	 
学術会議	 「軍事的安全保障研究に関する声明」を幹事会で決定	 	 	 ３月２４日	 	 	 再掲	 

	 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-s243.pdf	 

学術会議総会	 報告「軍事的安全保障研究について」（安全保障と学術に関する検討委員会）を承認	 ４月１３日	 

	 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170413.pdf	 

文科省	 次期学習指導要領を公示	 	 	 ３月３１日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm	 

衆議院	 天皇退位等についての立法府の対応について	 	 	 最新更新	 ３月１７日	 

	 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/taii_index.html	 

「核兵器禁止条約」国連会議始まる	 	 	 	 ３月２７日	 	 再掲	 

	 	 https://www.un.org/disarmament/ptnw/	 

	 ＊参考サイト	 

	 Reaching Critikal Will 
	 	 http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/nuclear-weapon-ban	 

	 反核法律家協会	 	 

http://www.unfoldzero.org/ban-treaty-should-affirm-current-illegality-of-the-threat-and-use-of-nuclear-weapo

ns/	 

東京私大教連	 私立大学新入生の家計負担調査２０１６年度）を発表	 	 	 ４月５日	 再掲	 

	 http://www.tfpu.or.jp/2016kakeihutan-essence20170405.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	 核融合科学技術委員会（第１０回）	 	 	 	 	 	 	 ４月１２日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/shiryo/1384445.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 第9期核融合科学技術委員会の運営について（非公開）	 

	 	 ２	 原型炉開発総合戦略タスクフォースの設置について	 

	 	 ３	 第9期核融合科学技術委員会における審議事項について	 

	 	 ４	 核融合分野における国内の研究開発の進捗状況について	 

	 	 ５「原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）」の策定について	 

	 	 ６	 その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 第 9期核融合科学技術委員会委員名簿	 

	 	 資料2	 核融合科学技術委員会運営規則（案）	 

	 	 資料3	 原型炉開発総合戦略タスクフォースの設置について（案）	 

	 	 資料4	 量子科学技術研究開発機構における核融合研究開発の概況	 	 （PDF:3194KB）	 	 

	 	 資料5	 核融合科学研究所における学術研究の現状	 	 （PDF:4152KB）	 	 
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	 	 資料6	 第 9期核融合科学技術委員会の主な検討課題について（案）	 

	 	 資料7	 当面の検討スケジュール（予定）	 

	 	 資料8-1	 原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）（原案）	 

	 	 資料8-2	 チェック・アンド・レビュー項目の見直しについて（案）	 （PDF）	 

	 	 参考資料1	 核融合科学技術委員会（第9回）	 議事録	 

	 	 参考資料2	 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則	 

	 	 参考資料3	 「ITER計画（建設段階）等の推進」の中間評価結果（案）	 	 （PDF:1802KB）	 

◎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１２回）	 ４月１２日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/078/shiryo/1384655.htm	 

	 議題；	 

	 	 １原型炉開発総合戦略タスクフォースの議事運営等について（非公開）	 

	 	 ２原型炉設計合同特別チーム報告について	 

	 	 ３「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」の策定について	 

	 	 ４「原型炉開発に向けたアクションプラン」について	 

	 	 ５その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 原型炉開発総合戦略タスクフォース委員名簿	 

	 	 資料2	 核融合科学技術委員会運営規則	 

	 	 資料3	 原型炉開発総合戦略タスクフォースの設置について	 

	 	 資料4	 原型炉設計合同特別チームの平成28年度事業報告・平成29年度事業計画	 	 （PDF:2737KB）	 	 

	 	 資料5-1	 核融合原型炉研究開発の推進に向けて（原案）	 	 （PDF:271KB）	 	 

	 	 資料5-2	 チェック・アンド・レビュー項目の見直しについて（案）	 （PDF）	 

	 	 資料6	 アクションプラン構成表（新）	 	 （PDF:384KB）	 	 

	 	 資料6-参考	 アクションプラン構成表（旧）	 	 （PDF:373KB）	 	 

	 	 資料7	 核融合エネルギーフォーラムITER・BA技術推進委員会ダイバータ研究開発加速戦略方策検討評価ワーキン

ググループ	 平成28年度活動の概要報告	 	 （PDF:799KB）	 	 

	 	 資料8	 当面の検討スケジュール（予定）	 

	 	 参考資料1	 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）	 議事録	 

◎学術分科会	 研究環境基盤部会（第８７回）	 	 	 	 	 ３月２８日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/010/gijiroku/1384971.htm	 

	 配布資料；不明	 

◎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６２回）	 ３月３０日	 追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/021/gijiroku/1385080.htm	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/021/siryo/1384313.htm	 

	 	 資料1－1	 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会について	 	 （PDF:27KB）	 	 

	 	 資料1－2	 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会運営規則	 	 （PDF:80KB）	 	 

	 	 資料1－3	 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会の設置について	 

	 	 資料1－4	 科学技術・学術審議会	 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

委員名簿	 

	 	 資料2－1	 ロードマップに基づく学術研究の大型プロジェクトの推進について	 	 （PDF:550KB）	 	 

	 	 資料2－2	 大規模学術フロンティア促進事業について	 	 （PDF:204KB）	 	 

	 	 資料2－3	 大規模学術フロンティア促進事業の年次計画について	 	 （PDF:199KB）	 	 

	 	 資料3	 第 9期	 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会	 主な調査事項について	 

	 	 資料4	 「学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）」に関する意見募集の結果につい

て	 	 （PDF:156KB）	 	 

	 	 資料5－1	 ロードマップ2017策定方針（案）	 	 （PDF:88KB）	 	 

	 	 資料5－2	 ロードマップ2017の審査予定について	 	 （PDF:52KB）	 	 
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	 	 資料5－3	 ロードマップ2017策定に関する評価の進め方（案）	 	 （PDF:334KB）	 	 

	 	 資料5－4	 ロードマップ2017策定に係る評価の考え方（案）	 	 （PDF:76KB）	 	 

	 	 資料5－5	 マスタープラン2017	 重点大型研究計画策定に向けたヒアリング対象計画一覧	 	 （PDF:152KB）	 	 

	 	 資料6	 今後の審議スケジュールについて	 

	 	 参考資料1	 学術研究の大型プロジェクトの推進方策の改善の方向性（案）	 	 （PDF:160KB）	 	 

	 	 参考資料2	 学術研究の大型研究計画検討分科会	 学術大型研究計画の公募【区分1】応募フォーム	 	 （PDF:137KB）	  

◎学術分科会	 第９期研究費部会（第１回）	 	 	 	 	 	 ４月２４日 
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/041/kaisai/1384310.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 部会長及び部会長代理の選任について	 

	 	 ２	 科研費をめぐる政策動向について	 

	 	 ３	 第9期研究費部会における検討課題及び議論の進め方について	 

	 	 ４	 その他	 

	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

◎学術分科会	 第９期学術情報委員会（第１回）	 	 	 	 ４月１２日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/040/shiryo/1384544.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 議事運営等について	 

	 	 ２	 第9期学術情報委員会における審議事項について	 

	 	 ３	 その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 第 9期	 科学技術・学術審議会学術分科会	 学術情報委員会	 名簿	 

	 	 資料2-1	 科学技術・学術審議会の概要	 

	 	 資料2-2	 学術分科会における委員会の設置について	 

	 	 資料3-1	 科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会運営規則（案）	 

	 	 資料3-2	 科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会の公開の手続について（案）	 

	 	 資料4-1	 第 9期学術情報委員会の審議事項について（案）	 

	 	 資料4-2	 第 8期学術分科会における主な審議経過及び今後の検討課題（抄）	 

	 	 資料5	 今後の学術情報委員会の日程について	 

◎測地学分科会	 地震火山部会（第２７回）	 	 	 	 	 	 	 ４月４日	 	 	 	 	 	 ＊議事録、配布資料等未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu6/kaisai/1383874.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会長及び部会長代理の選任について	 

	 	 ２	 議事運営等について	 

	 	 ３	 今後の調査審議等について	 

	 	 ４「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の平成29年度年次計画の修正について	 

	 	 ５「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の平成28年度年次報告について	 

	 

●国立大学法人評価委員会	 

◎国立大学評価委員会（第５５回）	 	 	 	 ３月２日	 	 	 	 	 議事録公表・追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/1385313.htm	 

	 

●調査研究協力者会議等	 	 	 	 

◎学びを通じた地域づくりの推進に関する調査研究協力者会議  「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育

システムの構築に向けて 論点の整理（概要）」     ３月２８日 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/035/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/04/20/1384543_1.pdf	 

◎学びを通じた地域づくりの推進に関する調査研究協力者会議（第６回）    ３月２１日       議事録追加 
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 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/035/gijiroku/1384379.htm	 

◎全国的な学力調査に関する専門家会議（第１５回）                ３月２９日        議事録追加 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/112/gijiroku/1383314.htm	 

◎教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会（第４回）	 	 	 	 ３月２７日	 	 	 	 	 追加	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/126/shiryo/1384154.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 教職課程の目標設定に関するワーキンググループからの報告	 

	 	 ２	 教職課程コアカリキュラム作成の背景と考え方（案）について	 

	 	 ３	 その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会（第3回）議事要旨	 

	 	 資料2-1	 教職課程の目標設定に関するワーキンググループの検討経過等について	 

	 	 資料2-2	 各事項に係るコアカリキュラム（案）	 	 （PDF:513KB）	 	 

	 	 資料3	 教職課程コアカリキュラム作成の背景と考え方（案）	 

	 	 資料4	 教職課程コアカリキュラム参考資料（案）	 	 （PDF:384KB）	 	 

	 	 資料5	 今後のスケジュール（案）	 

	 	 参考資料1	 教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会の設置について	 

	 	 参考資料2	 	 教職課程の目標設定に関するワーキンググループの設置について	 

	 	 参考資料3	 教員養成・研修	 外国語（英語）コア・カリキュラム【ダイジェスト版】	 	 （PDF:1368KB）	 	 

	 	 参考資料4	 中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（別添1）教職実践演習（仮称）

について	 	 （PDF:168KB）	 	 

	 	 （委員提出資料）高野委員提出資料	 

	 	 （委員提出資料）渡邊委員提出資料 

◎障害のある学生の修学支援に関する検討会	 	 

	 	 「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第二次まとめ）について」	 	 	 	 ３月２９日 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.htm	 

◎モデル・コア・カリキュラム改定に関する連絡調整委員会（第３回）	 	 ３月２４日	 	 議事録追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/033-2/index.htm	 

◎理工系人材育成に関する産学官円卓会議	 	 「人材需給ワーキンググループ取りまとめ」について	 ４月１２日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/068/gaiyou/1384425.htm	 

◎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６回）	 ＊議事録公表	 追加	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/077/gijiroku/1384943.htm	 

◎先導的経営人材養成機能強化促進委託事業推進委員会	 	 	 

	 「先導的経営人材養成機能強化促進委託事業について（報告）」	 	 	 	 	 ４月２５日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/079/gaiyou/1385093.htm	 

◎大学における工学系教育の在り方に関する検討委員会（第３回）          ４月２７日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/081/gijiroku/1385318.htm	 

	 議題；工学教育改革（中間とりまとめ）について 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 工学系教育改革（中間とりまとめ）の具体的方策のイメージ	 	 （PDF:428KB）	 	 

	 	 資料2	 今後のスケジュール	 	 （PDF:56KB）	 	 

	 	 資料3	 第 2回議事録	 

◎研究力強化に向けた研究拠点の在り方に関する懇談会	 	 	 	 	 	 	 ４月２４日	 

	 研究力強化に向けた研究拠点の在り方について【本文】	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/04/24/1384664_01.pdf	 

	 報告参考資料は、http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/044/gaiyou/1384664.htmからアクセス可能	 

	 

●中央教育審議会	 	 	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/	 
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◎生涯学習分科会（第８５回）	 	 	 	 	 	 	 	 ３月２２日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 追加	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/1384240.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 分科会長の選任等について	 

	 	 ２	 生涯学習分科会の運営について	 

	 	 ３	 第8期生涯学習分科会の審議の状況について	 

	 	 ４	 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について	 

	 	 ５	 その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1第9期中央教育審議会生涯学習分科会委員名簿	 	 （PDF:93KB）	 	 

	 	 資料2生涯学習分科会運営規則（案）	 	 （PDF:79KB）	 	 

	 	 資料3生涯学習分科会の審議の状況について	 	 （PDF:1011KB）	 	 

	 	 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（※PDF）	 

	 	 資料4-2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（概要）（※PDF）	 

	 	 参考資料1-1中央教育審議会生涯学習分科会について	 	 （PDF:77KB）	 	 

	 	 参考資料1-2生涯学習振興の経緯等について	 	 （PDF:91KB）	 	 

	 	 参考資料2-1中央教育審議会運営規則	 	 （PDF:82KB）	 	 

	 	 参考資料2-2中央教育審議会の会議の公開に関する規則	 	 （PDF:75KB）	 	 

	 	 参考資料2-3中央教育審議会の会議の運営について	 	 （PDF:38KB）	 	 

	 	 参考資料3家庭教育支援の具体的な推進方策について（「家庭教育支援の推進方策に関する検討委員会」報告書）	 

	 	 参考資料4平成29年度「早寝早起き朝ごはん」国民運動推進のための新規委託事業について	 	 （PDF:87KB）	  

◎初等中等教育分科会（第１１１回）	 	 	 	 ４月１８日	 	 	 	 	 ＊議事録、配布資料等未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1384409.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 第8期初等中等教育分科会の審議の状況について	 

	 	 ２「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の

標準に関する法律等の一部を改正する法律」及び「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」について	 

	 	 ３	 学習指導要領について	 

	 	 ４「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基本指針」について	 

	 	 ５「フリースクール等に関する検討会議」の報告について	 

	 	 ６	 その他 

◎大学分科会	 報告「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」	 	 ２月１４日	 	 再掲	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2017/03/06/1382996_1.pdf	 

◎大学分科会（第１３５回）	 	 	 	 ４月１１日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/1384455.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 我が国の高等教育に関する将来構想について	 

	 	 ２	 地方大学の振興等について	 

	 	 ３	 その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 高等教育の将来構想に関する検討の観点例	 

	 	 資料1-2	 高等教育の将来構想に関する基礎データ	 	 （PDF:3942KB）	 	 

	 	 資料2	 地方大学の振興、東京における大学の新増設の抑制、地方移転の促進に関する論点	 	 （PDF:495KB）	 	 

	 	 資料3-1	 「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」論点整理（案）	 	 （PDF:163KB）	 	 

	 	 資料3-2	 「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」今後の議論に向けて	 	 （PDF:184KB）	 	 

	 	 資料3-3	 今後の進め方	 	 （PDF:88KB）	 	 

	 	 資料4	 地方大学の振興等の検討のための基礎資料1/2	 	 （PDF:4695KB）	 	 

	 	 資料4	 地方大学の振興等の検討のための基礎資料2/2	 	 （PDF:4198KB）	 	 

	 	 参考資料1	 前回の大学分科会における主な御意見	 
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	 	 参考資料2	 地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議の開催について	 	 （PDF:160KB）	  

 
●教科用図書検定審議会	 平成２８年度教科用図書検定審議会総会	 	 	 	 	 	 ３月２４日	 	 	 追加	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/106/shiryo/1383603.htm	 

	 議題；	 

	 	 １	 平成28年度教科用図書検定の実施状況・審議結果等について	 

	 	 ２	 教科書の改善について（論点整理）（平成29年1月23日）	 

	 	 ３	 次期会長の選出等について	 

	 	 ４	 その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 教科用図書検定調査審議会委員名簿（平成29年3月24日現在）	 

	 	 資料2	 教科用図書検定調査審議会令	 

	 	 資料3	 平成28年度教科用図書検定結果の概要	 	 （PDF:101KB）	 	 

	 	 資料4	 教科用図書検定結果の公開について	 

	 	 資料5	 教科書の改善について（論点整理）	 	 （PDF:407KB）	 	 

	 	 資料6	 教科用図書検定調査審議会総括部会委員名簿（平成29年4月1日予定）	 

	 	 参考資料1	 教科書検定の改善について（審議要請）（平成28年9月8日総会資料）	 

	 	 参考資料2	 教科書検定の改善に関する検討課題（平成28年9月8日総会資料） 

	 

●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	 	 	 	 再掲	 

	 

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

	 全国学力・学習状況調査、教育過程実施状況調査、OECD の教育関連調査結果などの資料をみることができる	 

◎平成29年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について	 	 	 	 	 	 ４月１４日実施	 

	 http://www.nier.go.jp/17chousa/17chousa.htm	 

	 ＊同調査解説資料；http://www.nier.go.jp/17chousa/pdf/17kaisetsu_pr.pdf	 

	 

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

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

	 

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）	 ２０１６年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）	 	 ２０１６年６月２日	 
	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.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	 

◎「産業競争力の強化に関する実行計画」（２０１７年版）	 	 	 	 ２月１０日	 	 再掲	 

	 概要；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/keikaku_gaiyou_170210.pdf	 

	 本文；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/keikaku_honbun_170210.pdf	 
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◎未来投資会議（第７回）「新たな医療・介護・予防システムの構築に向けて」	 	 	 ４月１４日	 

	 議事次第；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/gijisidai.pdf	 

	 配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/index.html	 

	 	 	 ＊官民戦略プロジェクト１０取組状況；	 

	 	 	 	 	 	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/sankou.pdf	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/gijiyousi.pdf	 

	 記者会見要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/kaikenyoshi.pdf	 

◎未来投資会議（第６回）	 ３月２４日	 	 	 	 議事要旨部分	 追加	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai6/gijiyousi.pdf	 

◎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。個別には全ては掲載しないので、上記のサイトを参照されたい	 

◎未来投資会議	 構造改革徹底推進会合「第４次産業革命（Society5.0）・イノベーション」会合（イノベーション）	 
（第４回）・「企業関連制度改革・産業構造改革‐長期投資と大胆な再編の促進」会合（ベンチャー）（第３回）合同会

合	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４月２８日 
	 議題；	 

	 	 １	 産学連携の強化に向けた大学のインセンティブ改革 
	 	 ２ 研究開発の重点投資分野 
	 配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/innovation_dai4/index.html	 

◎未来投資会議構造改革徹底推進会合	 第４次産業革命人材育成推進会議（第５回）	 	 	 ４月１７日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/jinzaiikusei_dai5/index.html	 

	 

●経済財政諮問会議	 

◎経済財政諮問会議（第５回）	 	 ４月１２日	 

	 記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0412/interview.html	 

	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0412/gijiyoushi.pdf	 

	 説明資料等；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0412/agenda.html	 

	 	 資料１	 消費の活性化参考資料（内閣府）（PDF形式：461KB）	 

	 	 資料２－１	 消費の持続的拡大に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：245KB）	 

	 	 資料２－２	 消費の持続的拡大に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：381KB）	 

	 	 資料３－１	 医療・介護をはじめとする社会保障制度改革の推進に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：328KB）	 	 

	 	 資料３－２	 医療・介護をはじめとする社会保障制度改革の推進に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF

形式：698KB）	 

	 	 資料４	 予防・健康・医療・介護のガバナンス改革（塩崎臨時議員提出資料）（PDF形式：1,566KB）【分割版】１（PDF

形式：795KB） ２（PDF形式：864KB）３（PDF形式：729KB）	 

	 	 配付資料	 医療提供状況の地域差～評価・分析WG（４月６日）	 藤森委員提出資料より～（内閣府）（PDF形式：422KB）	 

◎経済財政諮問会議（第６回）	 	 ４月２５日	 

	 記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0425/interview.html	 

	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0425/gijiyoushi.pdf	 

	 説明資料ほか；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0425/agenda.html	 

	 	 資料１	 人材投資・文教参考資料（内閣府）（PDF形式：373KB）	 

	 	 資料２－１	 人材への投資に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：425KB）	 

	 	 資料２－２	 人材への投資に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：533KB）	 

	 	 資料３－１	 生産性の高い社会資本整備実現に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：305KB）	 

	 	 資料３－２	 生産性の高い社会資本整備実現に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：739KB） 	 

	 	 配付資料１	 ペンス副大統領の訪日について（麻生議員提出資料）（PDF形式：308KB）	 
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	 	 配付資料２	 高等教育の一体改革について（松野臨時議員提出資料）（PDF形式：2,155KB）【分割版】１（PDF形式：

911KB）２（PDF形式：665KB）３（PDF形式：884KB）４（PDF形式：466KB）５（PDF形式：836KB）	 

	 	 配付資料３	 地方創生の新展開（山本（幸）臨時議員提出資料）（PDF形式：584KB）	 

	 	 配付資料４	 農地集積の加速化と森林施業の集約化（山本（有）臨時議員提出資料）（PDF形式：1,510KB）【分割版】

１（PDF形式：400KB）２（PDF形式：797KB）３（PDF形式：654KB）	 

	 	 配付資料５	 経済社会の豊かな成長を実現する社会資本整備に向けて（石井臨時議員提出資料）（PDF形式：2,160KB）

【分割版】１（PDF形式：200KB）２（PDF形式：1,097KB）３（PDF形式：611KB）４（PDF形式：938KB）５（PDF形式：

312KB） 	 

◎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	 再掲	 

	 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	 

	 ＊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	 	 	 	 	 再掲	 

	 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	 

◎経済・財政一体改革推進委員会（第１７回）	 	 	 	 	 ４月２８日	 

	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/290428/agenda.html	 

	 議題；	 各ＷＧにおいて示された今後の対応の方向等について	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 社会保障ＷＧにおいて示された今後の対応の方向等	 (PDF形式：305KB)	 

	 	 資料1-2	 国と地方のシステムＷＧにおいて示された今後の対応の方向等	 (PDF形式：281KB)	 

	 	 資料1-3	 経済社会の活力ＷＧにおいて示された今後の対応の方向等	 (PDF形式：230KB)	 

	 	 資料2	 経済・財政一体改革推進委員会における議論の政策形成への反映（事例）	 (PDF形式：233KB)	 

	 	 資料3	 榊原主査提出資料	 (PDF形式：90KB)	 

	 	 参考資料1	 医療提供状況の地域差（都道府県別、二次医療圏別、市区町村別）	 (PDF形式：338KB)	 

	 	 参考資料2	 各ＷＧにおいて示された今後の対応の方向等	 (PDF形式：886KB)	 

	 	 参考資料3-1	 統計改革推進会議中間報告（概要）	 (PDF形式：335KB) 	 

	 	 参考資料3-2	 統計改革推進会議中間報告	 (PDF形式：386KB)	 

◎経済・財政一体改革推進委員会	 社会保障ワーキンググループ（第１９回）	 	 ４月１１日	 

	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/summary_19th.p	 

	 配布資料等；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/290411/agenda.html	 

	 	 議題；(1)	 薬価制度、薬剤の適正使用等	 (２)	 生活保護制度、生活困窮者自立支援制度	 

	 	 資料1	 調剤・薬剤費の動向分析（内閣府政策統括官（経済財政分析担当））	 （PDF形式：1108KB）	 

	 	 資料2	 伊藤由希子委員提出資料	 （PDF形式：50KB）	 

	 	 資料3	 薬価制度、薬剤の適正使用等(厚生労働省提出資料)-印刷用	 （PDF形式：1445KB）	 

	 	 資料4	 生活保護制度、生活困窮者自立支援制度（厚生労働省提出資料)	 （PDF形式：889KB）	 

	 	 参考資料1	 印南委員提出資料（第2回評価・分析WG資料1）	 （PDF形式：1326KB） 	 

◎経済・財政一体改革推進委員会	 社会保障ワーキンググループ（第２０回）	 	 ４月２５日	 

	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/290425/agenda.html	 

	 議題；	 

	 	 	 	 (1)「見える化」の深化	 

	 	 	 	 (2)	 関係府省ヒアリング	 

	 	 	 	 (3)	 経済・財政一体改革推進委員会への報告について	 

	 配布資料；	 

	 	 	 資料1	 医療費、介護費の地域差分析等(厚生労働省提出資料)-印刷用	 （PDF形式：1929KB）	 
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	 	 資料2	 待機児童解消に向けた取組（厚生労働省提出資料）	 （PDF形式：972KB）	 

	 	 資料3	 企業主導型保育事業について(内閣府子ども・子育て本部提出資料)	 （PDF形式：589KB）	 

	 	 資料4-1	 財務省提出資料-印刷用	 （PDF形式：2404KB）	 

	 	 資料4-2	 財務省提出資料(参考資料)-印刷用	 （PDF形式：3430KB）	 

	 	 参考資料1	 印南委員提出資料（第2回評価・分析WG資料1）	 （PDF形式：1326KB）	 

	 	 参考資料2	 藤森委員提出資料（第2回評価・分析WG資料2）	 （PDF形式：1177KB） 	 

	 	 参考資料3	 社会保障WGの今後の検討課題について（第17回社会保障WG資料1）	 （PDF形式：289KB）	 

◎経済・財政一体改革推進委員会	 経済社会の活力ワーキング・グループ（第４回）	 	 	 ４月２１日	 

	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg7/290421/agenda.html	 

	 議題；（１）文部科学省ヒアリング	 （２）経済・財政一体改革推進委員会への報告について	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 文部科学省提出資料	 （PDF形式：3239KB）	 

	 	 資料1-2	 文部科学省提出資料	 （PDF形式：235KB）	 

	 	 資料1-3	 文部科学省提出資料	 （PDF形式：359KB）	 

	 	 資料1-4	 文部科学省提出資料	 （PDF形式：75KB）	 

	 	 資料1-5	 文部科学省提出資料	 （PDF形式：260KB） 	 

	 	 資料1-6	 文部科学省提出資料	 （PDF形式：224KB）	 

＊この経済・財政一体改革推進委員会のもとには、全体で６つのワーキンググループが活動しているので、関心のあるむ

きは、http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/index.htmlにアクセスしていただきたい	 

	 

●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２７回）	 	 	 ３月２８日	 	 	 	 	 	 議事要旨	 追加	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai27/gijisidai.html	 

	 議事；	 

	 	 １	 行政事業レビューについて 
	 	 ２	 調達改善について 
	 	 ３	 歳出改革ワーキンググループについて 
	 配布資料；	 

	 	 資料１	 行政事業レビュー実施要領の一部改正について（案）	 

	 	 資料２−１	 平成28年度上半期調達改善の取組に関する点検結果（概要）（案）	 

	 	 資料２−２	 平成28年度上半期調達改善の取組に関する点検結果（案）	 

	 	 資料３	 歳出改革ワーキンググループ構成員について（案）	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai27/gijiyousi.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１５回）	 	 	 ４月１４日	 

	 議事・配布資料；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170414/agenda.html	 

	 	 議事；	 

	 	 	 １．地方における規制改革について（地方六団体との意見交換） 
	 	 	 ２．需給の構造変化を踏まえた移動・輸送サービス活性化のための環境整備について 
	 	 	 ３．規制改革ホットラインについて 
	 	 配布資料；	 

	 	 	 資料1	 「地方における規制改革」に関するこれまでの経緯（PDF形式：230KB）	 	 

	 	 	 資料2	 警察庁説明資料（PDF形式：357KB）	 	 

	 	 	 資料3-1	 規制改革ホットラインの運用状況について（PDF形式：30KB）	 	 	 

	 	 	 資料3-2	 各ワーキング・グループ等で更に精査・検討を要する提案事項（案）（PDF形式：77KB）	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170414/gijiroku0414.pdf	 
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	 記者会見議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170414/interview0414.pdf	 

◎規制改革推進会議（第１６回）	 	 	 ４月２５日	 

	 議事・配布資料；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170425/agenda.html	 

	 	 議事；	 

	 	 	 １．診療報酬の審査支払機関の在り方について 
	 	 	 ２．介護保険内・外サービスの柔軟な組合せに関する意見について 
	 	 	 ３．官民データ活用の推進に関する意見について 
	 	 	 ４．遠隔教育の推進に関する意見について 
	 	 	 ５．労働基準監督業務の民間活用タスクフォースにおける検討状況について 
	 	 	 ６．地方における規制改革について 
	 	 配布資料；	 

	 	 	 資料1-1	 「診療報酬の審査支払機関の在り方について」これまでの議論の経緯（PDF形式：9KB）	 

	 	 	 資料1-2	 診療報酬の審査支払機関の在り方について（厚生労働省、社会保険診療報酬支払基金提出資料）	 

	 	 	 資料1-3	 社会保険診療報酬支払基金の見直しに関する意見（案）	 

	 	 	 	 	 	 ※最終版については、社会保険診療報酬支払基金の見直しに関する意見（平成29年4月25日）	 

	 	 	 資料2	 介護保険内・外サービスの柔軟な組合せに関する意見（案）	 

	 	 	 資料3	 官民データ活用の推進に関する意見（案）	 

	 	 	 資料4	 遠隔教育の推進に関する意見（案）	 

	 	 	 	 	 	 資料5	 労働基準監督業務の民間活用タスクフォースにおける検討状況について	 

	 	 	 資料6	 「地方における規制改革」（地方の様式・書式）に関する検討について	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170323/gijiroku0323.pdf	 

◎規制改革推進会議（第１４回）	 	 	 ３月２９日	 	 	 	 	 	 議事録・会見要録追加	 

	 議事・配布資料；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170329/agenda.html	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170329/gijiroku0329.pdf	 

	 会見議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170329/interview0329.pdf	 

◎行政手続部会（第１３回）	 	 	 	 	 ４月６日	 	 	 

	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170406/agenda.html	 

	 議事；基本計画策定のための作業方針について 
	 配布資料；	 

	 	 資料1	 基本計画策定のための作業方針の骨格（たたき台）（PDF形式：17KB）	 	 

	 	 参考資料1	 行政手続部会の開催実績（平成29年４月～）と今後の予定（PDF形式：9KB）	 	 

	 	 参考資料2	 行政手続部会取りまとめ	 ～行政手続コストの削減に向けて～（PDF形式：227KB）	 	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170406/gijiroku0406.pdf	 

	 記者会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170406/interview0406.pdf	 

◎行政手続部会（第１４回）	 	 	 	 	 ４月１７日	 

	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170417/agenda.html	 

	 議事；	 

  	 １．基本計画策定のための作業方針について 
  	 ２．「行政への入札・契約に関する手続」の今後の進め方 
  	 ３．「調査（統計調査以外）」の今後の進め方 
	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 基本計画策定のための作業方針（案）（PDF形式：371KB）	 

	 	 資料1-2	 「基本計画策定のための作業方針の骨格（たたき台）」（第13回行政手続部会	 資料）に対する各省庁の主

な意見、質問（事務局による整理）	 

	 	 資料3	 行政への入札・契約に関する手続の検討について	 

	 	 資料4	 調査（統計調査以外）の検討について	 

	 	 参考資料1	 行政手続部会の開催実績（平成29年４月～）と今後の予定	 

	 	 参考資料2	 行政手続部会取りまとめ	 ～行政手続コストの削減に向けて～	 
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	 	 参考資料3	 基本計画策定のための作業方針の骨格（たたき台）	 

	 	 参考資料4	 入札・契約制度の概要	 

◎行政手続部会（第１２回）	 	 	 	 	 ３月２９日	 	 	 	 議事録追加	 

	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170329/agenda.html	 

	 議事；とりまとめ	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 行政手続部会取りまとめ～行政手続コストの削減に向けて～（PDF形式：680KB）	 

	 	 資料２	 参考資料集（行政手続部会取りまとめ関係）【後日掲載予定】（PDF形式：114KB）	 	 

	 	 資料３	 行政手続部会取りまとめ	 ～行政手続コストの削減に向けて～（概要）（PDF形式：31KB）	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170329/gijiroku0329.pdf	 

◎労働基準監督業務の民間活用タスクフォース（第２回）	 	 	 ４月６日	 

	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/roudou/20170406/agenda.html	 

	 議事；労働基準監督業務における民間活用について 
	 	 （１）全国社会保険労務士会連合会からのヒアリング 
	 	 （２）厚生労働省からのヒアリング 
	 配布資料；	 

	 	 資料１	 全国社会保険労務士会連合会提出資料 
	 	 資料２	 厚生労働省提出資料	 	 

◎人材WG、農業、医療・介護・保育WG、投資等WGが２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	 

＊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２９回）	 	 	 ４月２１日	 

	 議事要旨；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/giji/giji-si029.pdf	 

	 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui029/haihu-029.html	 

	 	 議題；	 

	 	 １．官民研究開発投資拡大プログラムに係るターゲット領域及び推進体制について	 

	 	 ２．科学技術イノベーション総合戦略2017の検討状況について	 

	 	 ３．国家的に重要な研究開発の評価について	 

	 	 ４．Society	 5.0の推進と政府研究開発投資目標の達成に向けて	 

	 	 資料1-1	 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について（PDF形式：545KB）	 

	 	 資料1-2	 官民研究開発投資拡大プログラムに係る研究開発投資ターゲット領域（案）（PDF形式：354KB）	 

	 	 資料1-3	 官民研究開発投資拡大プログラムに係る推進体制について（案）（PDF形式：76KB）	 

	 	 資料1-4「官民研究開発投資拡大プログラムに係るガバニングボード」の開催について（案）（PDF形式：119KB）	 

	 	 資料2-1	 科学技術イノベーション総合戦略2017【素案の概要】（PDF形式：126KB）	 

	 	 	 資料2-2	 科学技術イノベーション総合戦略2017（素案）（PDF形式：679KB）	 

	 	 資料3-1	 総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価「アルマ計画」の事後評価結

果（案）概要（PDF形式：115KB）	 

	 	 資料3-2	 総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価「アルマ計画」の事後評価結

果（案）（PDF形式：437KB）	 

	 	 資料4	 Society	 5.0の推進と政府研究開発投資目標の達成に向けて（案）（PDF形式：171KB） 	 

	 	 参考資料1	 第24回総合科学技術・イノベーション会議・平成28年第21回経済財政諮問会議	 合同会議	 議事録（案）

（PDF形式：336KB	 

	 ＊第２９回本会議の決定事項一覧；http://www8.cao.go.jp/cstp/output/ketteijikou.html	 

・官民研究開発投資プロジェクトに係る研究開発投資ターゲット領域	 
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・官民研究開発投資拡大プログラムに係る推進体制について	 

・「官民研究開発投資プログラムに係るがバニングボード」の開催について	 

・総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価	 「アルマ計画」の事後評価結果	 

・Soceiety5.0 の推進と政府研究開発投資目標の達成に向けて	 

◎総合科学技術・イノベーション会議	 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（平成２９年度）	 	 	 	 	 	 	 	 ４月１３日 

	 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20170413.html	 

	 	 議題；国家的に重要な研究開発の評価について	 

	 配布資料；	 

	 	 	 	 評−１	 国家的に重要な研究開発の評価	 「アルマ計画」の事後評価結果（案）概要（PDF形式：351KB） 	 

	 	 	 評－２	 総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価	 「アルマ計画」の事後評価結

果（案）（PDF形式：432KB）	 

◎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（第４回）	 	 	 	 	 ４月４日	 

	 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/target/4kai/4kai.html	 

	 議題；	 

	 	 	 （１）エビデンスに基づく政策立案の推進に向けて	 －ターゲット領域の検討材料の提供（試行）－	 

	 	 	 （２）ターゲット領域の選定に向けた議論	 

	 配布資料；	 

	 	 	 エビデンスに基づく政策立案の推進に向けて－ターゲット領域の検討材料の提供（試行）－	 	 1（PDF形式：526KB）	 	 2

（PDF形式：949KB）	 	 3（PDF形式：222KB）	 

	 	 資料4-2ターゲット領域検討に向けた全体俯瞰図（PDF形式：488KB） 	 

	 	 資料4-3環境省提出資料（PDF形式：277KB）	 

◎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（第５回）	 	 	 	 	 ４月１３日 
	 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/target/5kai/5kai.html	 

	 議題；ターゲット領域の選定に向けた議論 
	 配布資料； 
	 	 研究開発投資ターゲット領域の選定について（案）（PDF 形式：587KB） 
	 	 資料 5-2 ターゲット領域検討に向けた全体俯瞰図（PDF 形式：677KB） 
	  資料 5-3 ターゲット領域採点整理表（PDF 形式：484KB）  
	 	 資料 5-4 十倉議員提出資料（PDF 形式：211KB）  
	 	 資料 5-5 研究開発投資ターゲット領域候補（案）（PDF 形式：230KB） 
	 ＊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	 

	 	 	 ＊２月には、第９、１０回目の会合を持っている	 

	 ＊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/tyousakai/index.html	 

	 

●一億総活躍国民会議	 

◎「ニッポン一億総活躍プラン」（２０１６年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	 第９回	 	 	 	 ３月１７日	 

	 議事録；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/gijiroku.pdf	 

	 配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/gijisidai.html	 

	 	 資料１	 時間外労働の上限規制等に関する政労使提案（PDF／473KB）	 

	 	 資料２	 働き方改革実行計画（骨子案）（PDF／139KB）	 

	 	 資料３	 第８回働き方改革実現会議	 議事録（PDF／359KB）	 

	 	 資料４	 同一労働同一賃金の実現に向けた検討会	 報告書（PDF／2,982KB）	 
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	 	 資料５〜１０	 ６人の議員提出資料	 

	 	 資料１１〜１３	 ３人の大臣提出資料	 

◎働き方改革実現会議	 第１０回	 	 	 ３月２８日	 	 	 	 	 	 	 	 	 議事録追加	 

	 議事次第；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/gijisidai.pdf	 	 	 

	 配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/gijisidai.html	 

	 	 資料１	 働き方改革実行計画（案）	 

	 	 資料２	 第９回働き方改革実現会議議事録	 

	 	 資料３〜７	 ５人の議員提出資料	 

	 議事録；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/gijiroku.pdf	 

◎働き方改革実現会議	 	 「働き方改革実行計画」	 	 	 	 	 	 ３月２８日	 	 	 追加	 

	 本文；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/honbun_h290328.pdf	 

	 工程表；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/kouteihyou.pdf	 

	 	 別添１	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/betten1_h281220.pdf	 

	 	 	 ＊同一労働同一賃金ガイドライン案	 

	 	 別添２	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/betten2_h290313.pdf	 

	 	 	 ＊時間外労働の上限規制等に関する労使合意	 

	 	 概要；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/gaiyou_h290328.pdf	 	 

	 	 参考資料	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/sankou_h290328.pdf	 

	 

●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	 

◎地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議（第４回）	 	 	 ４月３日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29-04-03.html	 

◎地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議（第５回）	 	 	 ４月１８日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29-04-18.html	 

◎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」	 	 １２月	 	 	 	 	 再掲	 

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

	 	 	 rmo_yushikisyakaigi-saishuuhoukoku.pdf	 

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

	 	 	 rmo_yushikisyakaigi-saishuuhoukoku-gaiyou.pdf	 

◎国家戦力特別区域諮問会議	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html	 

◎国家戦力特別区域会議	 	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kuikikaigi.html	 

	 ＊１０の区域会議の情報が見られる	 

◎地方創生インターシップ推進会議（第２回）	 	 	 	 	 ４月１１日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/internship_suishinkaigi/h29-04-11.html	 

	 

●文科省	 	 

◎次期学習指導要領「生きる力」公示	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３月３１日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383995.htm	 

	 	 パブリック・コメントに寄せられた御意見等について	 （電子政府の総合窓口（e-Gov）へリンク）；	 

	 	 	 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000878&Mode=2	 

	 	 学校教育法施行規則の一部を改正する省令；	 

	 	 	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1383995_0_1.pdf	 

	 	 幼稚園教育要領；	 	 	 	 

	 	 	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1383995_1_1.pdf	 

	 	 小学校学習指導要領；	 

	 	 	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1383995_2_1.pdf	 

	 	 中学校学習指導要領；	 

	 	 	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1383995_3_1.pdf	 
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●内閣府	 

◎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	 	 	 	 	 	 再掲 
	 http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai3.pdf	 

	 

●財務省	 

◎平成２９年度予算書データベース	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

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

	 ＊各年度の予算書・決算書データベースへのアクセス	 http://www.bb.mof.go.jp/hdocs/bxsselect.html	 

◎財政制度等審議会（第１２回）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４月７日	 	 

	 議事録；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/soukai/	 

	 	 	 	 	 proceedings/proceedings/a290407.htm	 

	 提出資料；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/soukai/	 

	 	 	 	 	 proceedings/material/a290407.html	 

資料１	 財政制度等審議会組織図(PDF:64KB)	 

資料２	 財政制度等審議会委員名簿(PDF:73KB)	 

資料３	 財政制度等審議会議事規則(PDF:52KB)	 

資料４	 財政制度等審議会運営方針(PDF:106KB)	 

資料５	 各分科会への付託について(PDF:69KB)	 

資料６	 財政制度等審議会関係法令(PDF:249KB)	 

◎財政制度等審議会	 財政制度分科会	 ４月７日	 

	 議事録；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/	 

	 	 	 	 	 proceedings/proceedings/zaiseia290407.htm	 

	 提出資料；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/	 

	 	 	 	 	 proceedings/material/zaiseia290407.html	 

	 会見の模様；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/	 

	 	 	 	 	 proceedings/conference/zaiseia290407.htm	 

◎財政制度等審議会	 財政制度分科会	 ４月２０日	 

	 議事要旨；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/	 

	 	 	 	 	 proceedings/outline/zaiseia290420.html	 

	 提出資料；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/	 

	 	 	 	 	 proceedings/material/zaiseia290420.html	 

	 会見の模様；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/	 

	 	 	 	 	 proceedings/conference/zaiseia290420.htm	 

◎財政制度等審議会	 財政投融資分科会	 

	 議事要旨；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/	 

	 	 	 	 	 proceedings/outline/zaitoa290417.htm	 

	 会議資料；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/	 

	 	 	 	 	 proceedings/material/zaitoa290417.htm	 

	 

●厚生労働省	 	 	 	 

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

◎厚労省	 ２０１６年度賃金構造基本統計調査	 結果の概況	 ２月２２日	 	 再掲	 

	 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2016/index.html	 

	 ＊事項別概況および統計表は、上記サイトからアクセス可	 

◎社会保障審議会	 介護給付費分科会（第１３７回）	 	 ４月２６日	 

	 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163532.html	 

◎社会保障審議会	 介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会（第１３回）	 	 ３月１３日	 

	 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154554.html	 

◎社会保障審議会	 人口部会（第１９回）	 	 	 	 ４月２０日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000161342.html	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 日本の将来推計人口（平成29年推計）（PDF：1,475KB）	 

	 	 資料２	 日本の将来推計人口（平成29年度推計）推計手法と仮定設定に関する説明（PDF：3,383KB）	 

◎社会保障審議会	 医療保険部会（第１０４回）	 	 	 	 ４月２６日	 	 	 
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	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163328.html	 

◎社会保障審議会	 医療部会（第５１回）	 	 	 	 	 	 	 ４月２０日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163328.html	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１－１：第７次医療計画について（PDF：2,176KB）	 

	 	 資料１－２：予防・健康・医療・介護のガバナンス改革（経済財政諮問会議（平成２９年４月１２日）資料４抜粋）

（PDF：520KB）	 

	 	 資料２：新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会報告書（PDF：703KB）	 

	 	 資料３：今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会について（PDF：109KB）	 

	 	 資料４：「働き方改革実行計画」について（PDF：977KB）	 

	 	 資料５：第１９３回通常国会に提出した法律案について（PDF：1,204KB）	 

	 	 参考資料１：医療提供体制の確保に関する基本方針（平成１９年厚生労働省告示第７０号）（PDF：270KB）	 

	 	 参考資料２：医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査（PDF：8,950KB）	 

◎厚生科学審議会	 資金運用部会（第１回）	 	 	 	 ４月２１日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162885.html	 

	 議題；	 

	 	 （１）部会長・部会長代理の選出	 

	 	 （２）社会保障審議会資金運用部会について	 

	 	 （３）今後の審議スケジュール（案）について	 

	 	 （４）公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律（ＧＰＩＦ改革関連）につ

いて	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 委員名簿（PDF：55KB）	 

	 	 資料２	 資金運用部会の設置について（PDF：46KB）	 

	 	 資料３	 社会保障審議会関係法令・規則（PDF：74KB）	 

	 	 資料４	 今後の審議スケジュール（案）（PDF：42KB）	 

	 	 資料５	 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律（ＧＰＩＦ改革関連）につ

いて（PDF：585KB）	 

	 	 参考資料	 年金積立金の運用（PDF：643KB）	 

◎厚生科学審議会	 再生医療等評価部会（第１８回）	 	 	 	 	 ４月１９日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163027.html	 

◎厚生科学審議会	 遺伝子治療等臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会（第１回）    ４月１２日 	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=436127	 

◎厚生科学審議会	 	 ヒト ES 細胞の樹立に関する審査委員会（第１回）                    ４月１９日 	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=429941	 

◎労働政策審議会	 労働条件分科会（第１３１〜１３３回）	 	 	 	 ４月７、２６、２７日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126969	 

	 ＊審議内容「時間外労働の上限規制等について」	 

	 配布資料事例（第１３１回用）；	 

	 	 資料No．1-1	 「働き方改革実行計画」について（PDF：863KB）	 

	 	 資料No．1-2	 時間外労働の上限規制等に関する労使合意（PDF：248KB）	 

	 	 資料No．2	 「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」について（PDF：518KB）	 

	 	 資料No．3	 論点（案）（PDF：57KB）	 

	 	 資料No．4	 国家戦略特区におけるテレワーク推進センターの設置について（PDF：126KB）	 

	 	 参考資料No．1	 現行の時間外労働規制の概要等（PDF：1,423KB）	 

	 	 参考資料No．2	 国家戦略特区における追加の規制改革事項等について（PDF：80KB）	 

	 	 参考資料No．3	 労働条件分科会委員名簿（PDF：110KB）	 

◎労働政策審議会	 安全衛生分科会（第１０２回）	 	 	 ４月１３日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162619.html	 	 

	 議事；	 

	 	 （１）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化について	 

	 	 （２）その他	 
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◎労働政策審議会	 職業安定分科会（第１２３回）	 	 	 	 	 	 ４月２５日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126979	 

	 議題；	 

	 	 (１)雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱（青少年の雇用の促

進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分）について（諮問）	 

	 	 (２)雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱につい

て（諮問）	 

	 	 (３)雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱につい

て（諮問）	 

	 	 (４)職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示案要綱につい

て（諮問）	 

	 	 (５)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について（諮問）	 

	 配布資料；	 

	 	 資料No.１－１	 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱（青少年

の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分）（諮問文）（PDF：245KB）	 

	 	 資料No.１－２	 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等（青少年の

雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正等（概要）（PDF：619KB）	 

	 	 	 	 資料No.２	 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱

（諮問文）（PDF：1,146KB）	 

	 	 	 	 資料No.３	 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱

（諮問文）（PDF：256KB）	 

	 	 	 	 資料No.４	 職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示案要綱

（諮問文）（PDF：88.5KB）	 

	 	 	 	 資料No.５	 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱（諮問文）（PDF：1,170KB）	 

	 	 	 	 参考資料No.３－１	 雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院厚生労働委員会）（PDF：193KB）	 

	 	 	 	 参考資料No.３－２	 雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院厚生労働委員会）（PDF：101KB）	 

◎労働政策審議会	 職業安定分科会雇用対策基本問題部会（第７８回）	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126982	 

	 議題；	 

	 	 	 （１）雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱（青少年の雇用の促

進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分）について（諮問）	 

	 	 	 （２）雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱（青少

年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正部分）について（諮問）	 

	 	 	 （３）雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱（青少

年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対

処するための指針の一部改正部分）について（諮問）	 

	 	 	 （４）高齢者雇用対策について	 

◎労働政策審議会	 能力開発分科会（第１０１回）	 	 ３月２８日	 	 	 	 議事録部分追加	 

	 議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162334.html	 

◎労働政策審議会	 雇用均等分科会（第１８２回、１８３回）	 	 	 	 ４月１２、２４日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126989	 

	 ＊審議内容は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部改正法の施行につい

て」	 	 	 配布資料は、上記サイトからアクセス可能	 

◎中央最低賃金審議会（第４７回）	 「目安制度の在り方に関する全員協議会」報告	 	 ３月２８日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/17032811.pd	 

◎中央社会保険医療協議会	 総会（第３４９回）	 	 ４月１２日	 

	 議題等；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154	 

	 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000161169.html	 

◎中央社会保険医療協議会	 総会（第３５０回）	 	 ４月２６日	 

	 議題等；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154	 

	 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162977.html	 

◎がん対策推進協議会（第６６回）	 	 	 ４月１３日	 	 	 
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	 議事等；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-gan.html?tid=128235	 

	 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000161874.html	 

◎過労死等防止対策推進協議会（第８回）   ４月２７日	 

	 議事等；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000061675.html?tid=224293	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162920.html	 

	 

●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	 

◎外務省	 外務大臣会見記録要旨（４月分）	 

	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1704.html	 

	 

●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８９回）	 	 ４月２７日	 	 	 

	 http://www.env.go.jp/council/02policy/y020-89b.html	 

	 議題；	 

	 	 （１）第四次環境基本計画の見直しについて	 

	 	 ・第五次環境基本計画の策定について	 

	 	 ・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について	 

	 	 ・重点分野の設定について	 

	 	 （２）その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 第五次環境基本計画の策定について（案）[PDF	 266KB]	 

	 	 資料２	 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について[PDF	 147KB]	 

	 	 資料３	 重点分野の設定について[PDF	 82KB]	 

	 	 参考資料１	 中央環境審議会総合政策部会名簿[PDF	 83KB]	 

	 	 参考資料２	 中央環境審議会第88回総合政策部会議事録[PDF	 373KB]	 

	 	 参考資料３	 第四次環境基本計画の見直しスケジュール（案）[PDF	 32KB]	 

	 	 参考資料４	 持続可能な開発のための2030アジェンダ（仮訳）[PDF	 443KB]	 

	 	 参考資料５	 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針の概要[PDF	 147KB]	 

	 	 参考資料６	 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針[PDF	 167KB]	 

参考資	 	 	 	 	 	 	 	 参考資料７「低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築	 ～環境・生命文明社会創造～」

についての概要[PDF	 577KB]	 

	 

●経済産業省	 	 	 

１月、２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	 

◎東京電力改革・IF問題委員会（第９回）	 	 	 ３月２８日	 
	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/009_haifu.html	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 東電改革提言後の動き（PDF形式：527KB）	 

	 	 資料2-1	 東電改革提言と新々総合特別事業計画の骨子の構成（PDF形式：323KB）	 

	 	 資料2-2	 新々総合特別事業計画の骨子（PDF形式：408KB）	 
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	 	 資料2-3	 	 社債市場への復帰・免震重要棟の耐震性に係るご説明（PDF形式；852KB）	 

◎産業構造審議会	 産業構造審議会	 新産業構造部会（第１５回）	 	 	 ４月５日	  

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/015_haifu.html	 

◎産業構造審議会	 産業構造審議会	 新産業構造部会（第１６回）	 	 	 ４月２７日	  

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/016_haifu.html	 

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

◎総合資源エネルギー調査会	 電力・ガス基本政策小委員会（第３回）	 	 	 	 ４月２１日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/003_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/003_haifu.html	 

◎総合資源エネルギー調査会	 「電力需給検証報告書」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４月２７日	 

	 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170427001-1.pdf	 

◎「第四次産業革命を視野に入れた知的システムの在り方に関する検討会－報告書」	 ４月１９日	 

	 報告書；http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-1.pdf	 

	 報告書概要；http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-2.pdf	 

	 参考資料；http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-3.pdf	 

◎東京電力改革・１F問題委員会（第９回）	 	 	 ３月２８日	 	 	 	 	 	 再掲	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/009_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/009_haifu.html	 

	 	 資料1	 東電改革提言後の動き（PDF形式：527KB）	 

	 	 資料2-1	 東電改革提言と新々総合特別事業計画の骨子の構成（PDF形式：323KB）	 

	 	 資料2-2	 	 新々総合特別事業計画の骨子（PDF形式：408KB）	 

	 	 資料2-3	 社債市場への復帰・免震重要棟の耐震性に係るご説明（PDF形式：852KB）	 

	 ＊２０１６年１２月公表の「東電改革提言」は	 

	 	 	 	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/pdf/161220_teigen.pdf	 

	 

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

	 ＊各種本部・会議等の活動情報は、http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/index.htmlからアクセス可能	 

	 

●防衛省	 	 	 	 http://www.mod.go.jp	 

	 ＊防衛省における審議会等の情報は、http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/materials.html を参照	 

	 ＊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	 

◎防衛装備庁	 安全保障技術研究推進制度公募要領	 	 	 ３月２９日	 	 	 再掲	 

	 http://www.mod.go.jp/atla/funding.html#29koubo_setsumeikai_shiryo	 

	 説明会資料；http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/03/24/1383652_01.pdf	 

◎防衛省	 「平成２８年度防衛省と民間との間の人事交流に関する報告」	 	 ３月３１日	 	 	 再掲	 

	 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2017/03/31a.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	 

◎経団連	 提言「インターネットエコノミーに関する日米両政府への共同書簡」	 	 ４月５日 
	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/031.html	 

◎経団連	 提言「日米経済関係の強靭化に向けた基本的考え方」	 	 	 	 	 ４月１８日	 
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	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/033.html	 

◎経団連	 「２０１７年度春季労働交渉・大手企業別妥結状況」	 	 	 	 ４月２５日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/035.pdf	 

◎経団連	 「子育て支援策等の財源に関する基本的考え方」	 	 	 	 	 	 ４月２７日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/036.html	 

◎経団連	 ２０１６年度経団連規制改革要望（最終結果）	 	 	 ３月３１日	 	 	 	 再掲	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/025.html	 

	 １	 土地・住宅、都市再生；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_01.pdf	 

	 ２	 運輸・流通；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_02.pdf	 

	 ３	 農業・観光；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_03.pdf	 

	 ４	 環境（廃棄物・リサイクル）；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_04.pdf	 

	 ５	 エネルギー；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_05.pdf	 

	 ６	 防災・減災；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_06.pdf	 

	 ７	 情報通信；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_07.pdf	 

	 ８	 電子行政；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_08.pdf	 

	 ９	 雇用・労働；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_09.pdf	 

１１	 外国人；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/121_11.pdf	 

１２	 その他；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/025_12.pdf	 

	 （１０は通商・国際協力だが、空白）	 

	 

●経済同友会	 

◎提言「グローバルマーケットの新潮流を見据えて〜不確実な世界を大局的に見通す着眼点〜」	 	 	 ４月１９日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2017/pdf/170419a.pdf?170420	 

◎提言「新産業革命の幕開け〜時代を切り開く心構え」	 	 	 	 	 	 	 	 ３月２３日	 	 	 	 	 再掲	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170323a.pdf	 

◎「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方」に対する意見	 	 	 	 ４月２８日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2017/pdf/170428a.pdf	 

	 

●日本商工会議所	 

◎「２０１７年度	 経済成長・一億総活躍社会の実現のための規制･制度改革の意見」	 ３月２４日	 	 再掲	 

	 概要；http://www.jcci.or.jp/2017kisei-gaiyou.pdf	 

	 本文；http://www.jcci.or.jp/2017kisei-honbun.pdf	 

	 

【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	 

＊５月の会議予定；http://www.scj.go.jp/ja/member/plan/pdf/2905.pdf	 

◎総会（第１７３回）	 	 	 	 	 	 ４月１３日〜１５日	 

	 総会日程；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/sokai/nittei173.pdf	 

	 配布資料；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/sokai/siryo173.html	 

    資料１：日本学術会議第１７３回総会資料（PDF形式：1,379KB）	 

	 	 資料３：日本学術会議第23期2年目（平成27年10月～平成28年９月）の活動状況に関する評価（PDF形式：146KB)	 

	 	 資料４：学術研究推進のための研究資金制度のあり方に関する検討委員会及び原子力利用の将来像についての検討委

員会原子力発電の将来検討分科会報告資料（PDF形式：131KB)	 

	 	 資料５：若手アカデミー若手科学者ネットワーク分科会報告資料（PDF形式：399KB)	 

	 	 資料６：東日本大震災に係る学術調査検討委員会報告資料（PDF形式：496KB)	 

	 	 資料７：安全保障と学術に関する検討委員会報告資料（PDF形式：423KB)	 

	 	 資料８：学術の動向』報告資料（PDF形式：93KB)	 	 

◎地域研究委員会	 国際地域開発研究分科会	 提言「日本型の産業化支援戦略」	 	 	 ４月３日	 

	 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t241-3.pdf	 

◎学術研究推進のための研究資金のあり方に関する検討委員会（第１１回）	 	 ４月７日	 
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	 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/gakushikin/gakushikin.html	 

	 議事次第；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/gakushikin/pdf23/shidai2311.pdf	 

	 配布資料；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/gakushikin/gakushikin.html	 

	 	 資料１：前回議事要旨を参照	 

	 	 資料２－１：提言案（見え消し版）(PDF：905KB)	 

	 	 資料２－２：提言案（溶け込み版）(PDF：785KB)	 

	 	 資料２－３：提言案（永井先生からのメモ）(PDF：123KB)	 

	 	 資料２－４：提言案（長野先生修正案・前回資料２－３と同資料）(PDF：445KB)	 

	 	 参考１：委員名簿(PDF：48KB)	 

	 	 参考２：会議日程、及び今後の開催予定(PDF：61KB)	 

	 	 追加配布資料１：図（大沢先生より）(PDF：186KB)	 

	 	 追加配布資料２：提言案（大沢先生修正案）(PDF：913KB)	 

◎安全保障と学術に関する検討委員会	 報告「軍事的安全保障研究について」	 ４月１３日	 

	 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170413.pdf	 

◎幹事会（第２４４回）	 	 ４月１３日	 

	 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/siryo244.html	 

	 

【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３つの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」（平成２７年９月１４日）	 	 	 

	 	 	 http://www.janu.jp/news/files/20170303-wnew-iken.pdf	 

	 「『国立大学改革』の基本的考え方について」（平成２５年５月２日）	 http://www.janu.jp/pdf/kyoka_04.pdf	 

	 	 	 ＊概要版；http://www.janu.jp/pdf/kyoka_05-2.pdf	 

	 「国立大学の機能強化－国民への約束－」（中間まとめ）（平成２３年６月２２日）	 

	 	 	 http://www.janu.jp/voice/pdf/kyoka_02.pdf	 

	 	 	 ＊概要版；http://www.janu.jp/voice/pdf/kyoka_01.pdf	 

◎経済財政諮問会議「２０３０年展望と改革タスクフォース報告書」に関する会長声明	 ３月１５日	 再掲	 

	 http://www.janu.jp/news/files/20170317-wnew-seimei.pdf	 

◎国公立大学振興議員連盟総会（第９回）	 	 	 	 ４月２７日	 

	 http://www.janu.jp/news/whatsnew/20170427-wnew-giren.html	 

	 

●私立大学関係	 	 

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

◎日本私立大学団体連合会「学術会議声明『軍事的安全保障研究に関する声明』について」（お知らせ）４月４日	 

	 http://www.shidai-rengoukai.jp/information/h29/info0404.html	 

◎日本私立大学団体連合会「学術会議報告『軍事的安全保障研究について』の公表」（お知らせ）	 	 	 ４月１８日	 

	 http://www.shidai-rengoukai.jp/information/h29/info0418.html	 

◎私立大学協会	 	 https://www.shidaikyo.or.jp	 

◎私立大学連盟	 	 http://www.shidairen.or.jp/activities	 

◎私立短期大学協会	 	 http://www.tandai.or.jp/kyokai/	 

	 

●公立大学関係	 

◎公立大学協会	 	 http://www.kodaikyo.org	 

◎公立大学協会	 平成28年度	 公立大学政策に関する四者協議会の活動について(報告)	 	 	 ３月２７日	 再掲	 

	 http://www.kodaikyo.org/wp/wp-content/uploads/2017/03/h28yonsha.pdf	 

	 ＊四者＝総務省、文部科学省、全国公立大学設置団体協議会、一 般社団法人公立大学協会  
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◎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	 ４月号（１６７号）	 

	 http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/news/__icsFiles/afieldfile/2017/04/21/no9_1_news167_1.pdf	 

◎大学ポートレート	 	 http://portraits.niad.ac.jp	 

◎大学基本情報	 	 	 	 http://portal.niad.ac.jp/ptrt/h28.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１回）	 	 	 	 	 	 ４月５日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000184690.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000223.html	 

◎原子力規制委員会（第２回）	 	 	 	 	 	 ４月１２日	 

	 議事要旨；https://www.nsr.go.jp/data/000185546.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000225.html	 

◎原子力規制委員会（第３回）	 	 	 	 	 	 ４月１４日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000187328.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000224.html	 

◎原子力規制委員会（第４回）	 	 	 	 	 	 ４月１７日	 

	 議事概要；https://www.nsr.go.jp/data/000185909.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000226.html	 

	 ◎原子力規制委員会（第５回）	 	 	 	 	 ４月１９日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000186534.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/data/000186534.pdf	 

◎原子力規制委員会（第６回）	 	 	 	 	 	 ４月２６日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000187709.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000228.html	 

◎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/00017	 2657.pdf	 

＊個別施設に関する原子力規制委員会の決定；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/04/index.html	 

◎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	 

	 	 ＊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	 

◎放射線モニタリング情報	 	 	 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/	 

◎原子力艦寄港における放射能調査結果	 	 	 	 

	 「原子力艦に係る環境放射線モニタリングについて」（平成２９年１月）（原子力規制庁監視情報課）	 

	 	 	 https://www.nsr.go.jp/data/000180820.pdf	 

	 ＊横須賀港	 	 	 https://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/monitoring4/kanagawa.html	 

	 ＊佐世保港	 	 	 https://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/monitoring4/nagasaki.html	 

	 ＊金武中城港	 	 https://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/monitoring4/okinawa.html	 
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●原子力災害対策本部	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/	 

◎原子力災害対策本部会議（第４５回）・復興推進会議（第１８回）合同会合	 	 	 ３月１０日	 	 議事録追加	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/dai45/gijiyousi.pdf	 

	 配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/dai45/index.html	 

	 議事録；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/dai45/gijiroku.pdf	 	 

	 

●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	 	 	 	 	 再掲	 

	 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.0241） April, 2017	 
	 https://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/attached/0241.pdf	 

	 	 内容の一部	 

	 	 	 	 ＜核不拡散・核セキュリティに関する動向（解説・分析）＞	 

	 	 	 1-1	 英国、EURATOMからの脱退	 

	 	 	 1-2	 クリストファー・フォード米国国家安全保障会議上級部長(大量破壊兵器及び拡散阻止対応担当)の安全保障、核不

拡散及び核セキュリティ等に係る発言について	  

◎核不拡散動向	 	 ３月２２日版	 	 https://www.jaea.go.jp/04/iscn/archive/nptrend/nptrend.pdf	 

	 

●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/	 

◎サイバーセキュリティ戦略本部会議（第１２回）	 	 	 	 	 	 	 	 ４月１８日	 

	 報道発表資料；http://www.nisc.go.jp/conference/cs/dai12/pdf/12cs_press.pdf	 

	 「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」；	 

	 	 	 http://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/infra_rt4.pdf	 

	 「サイバーセキュリティ人材育成プログラム」；http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/jinzai2017.pdf	 

	 会議資料；http://www.nisc.go.jp/conference/cs/index.html	 

	 ＊その他、この戦略本部のもとの各種会議については、http://www.nisc.go.jp/conference/index.htmlからアクセス	 

◎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	 

◎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）	 
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その他の情報	 

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

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

◎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	 

◎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	 

◎人工知能技術戦略会議	 人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ	 	 	 	 ３月２９日	 	 再掲	 

	 http://www.nedo.go.jp/content/100862412.pdf	 

◎人工知能技術戦略会議	 人工知能技術戦略（とりまとめ）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３月３１日	 	 再掲	 

	 http://www.nedo.go.jp/content/100862413.pdf	 

	 

●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	 調査・研究	 	 http://www.boj.or.jp/research/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４月号(文部科学省大臣官房総務課広報室発行)	 	 

	 http://www.koho2.mext.go.jp	 

	 	 特集；文教・科学技術施策の動向と展開	 平成２９年度文部科学行政の推進 
◎科研費NEWS（2016Vol.4）発行	 	 	 最新版	 	 	 	 
	 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_letter/data/news_2016_vol4/news_2016_vol4.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４月号；http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/doukou_new.html	 

	 【特集:	 福島原発災害後の環境と地域社会─放射線の影響に関する研究を中心に─】	 

	 【特集:	 原発事故被災長期避難住民の暮らしをどう再建するか】	 

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

	 	 ４月号特集「検証なき原子力政策」	 

	 	 ５月号特集「＜事実＞の危機」	 

◎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	 

	 	 ５月号特集「スターショット計画」「言語学の新潮流」http://www.nikkei-science.com/page/magazine/201705.html	 

	 	 	 	 ６月号特集」インフレーション理論の現在」「恐竜から鳥へ」	 

	 

＜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      
	 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	 

◎UCS;Union of Concerned Scientists	 （憂慮する科学者同盟） 
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	 http://www.ucsusa.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	 	 	 再掲	 

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

◎大学生協連「第５２回学生生活実態調査の概要報告」	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

http://www.univcoop.or.jp/press/life/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	 

◎全国大学高専教職員組合（全大教）	 	 	 	 http://www.zendaikyo.or.jp	 

◎日本私立大学教職員組合（日本私大教連）	 http://www.jfpu.org	 

◎全国大学院生協議会（全院協）	 	 	 	 	 	 http://zeninkyo.blog.shinobi.jp	 

	 ＊毎年の大学院生の研究・生活実態アンケートの結果がみられます（2016年度は未アップ）	 

	 

(本号は，主に2017年4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。 


