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【トピックス】
学術会議 第一部 人文・社会科学の役割とその振興に関する分科会
提言「学術の総合的発展をめざして－人文・社会科学からの提言」
６月１日
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t242-2.pdf
骨太方針２０１７（経済財政運営と改革の基本方針２０１７）
６月９日
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2017/2017_basicpolicies_ja.pdf
「未来投資戦略２０１７－Society 5.0（ソサエティ 5.0）の実現に向けた改革－」閣議決定
６月９日
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html
「核兵器禁止条約」国連会議 草案（議長案）追加版
６月３０日
http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2017/05/BanDraft.pdf
＊＊同条約案は、７月７日の国連会議において採択されました。
国連の関連サイト
https://www.un.org/disarmament/ptnw/conference-documents.html
＊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/
科学技術イノベーション総合戦略２０１７（案）
再掲
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/h29/3kai/siryo2.pdf
国立大学法人評価委員会 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果
６月６日
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386169.htm
委員長所見；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386169.htm
概要；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/06/1386173_01_1.pdf
国立大学協会
６月１４日
提言「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて」
http://www.janu.jp/news/files/20170703-wnew-governance.pdf
「高等教育における国立大学の将来像」（中間まとめ）公表
http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen2.pdf
政府関係平成２９年度白書等の一覧 （以下のサイトから２０１７年度の政府の白書がみられます）
http://www.kantei.go.jp/jp/hakusyo/
◎平成２９年度科学技術白書

６月

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201701/detail/1386489.htm
◎平成２９年度通商白書
６月
http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2017/pdf/2017_00-all.pdf

【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 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１３回）６月１４日 追加
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/076/shiryo/1386875.htm
議題；
1. 今後の核不拡散・核セキュリティ研究開発の進め方について（中間とりまとめ）（案）
2. 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（第 3 回核鑑識）の報告

配布資料；
資料 1-1 今後の核不拡散・核セキュリティ研究開発の進め方について（中間とりまとめ）（案）
資料 1-2 今後の核不拡散・核セキュリティ研究開発の進め方について（中間とりまとめ）（概要）（案）
資料 2 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（第 3 回核鑑識）報告 （PDF:548KB）
参考資料 1 技術開発俯瞰図の策定に向けた本作業部会の公開の在り方
◎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２回）

５月２９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/087/shiryo/1386563.htm
議題；
１ 大学が保有する試験研究炉等の現状について
２ 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
３ 照射炉の代替機能について
４ 「もんじゅ」サイトを活用した新たな試験研究炉の調査について
５ 原子力機構が保有する施設の運営・供用体制について
６ その他
配布資料；
資料 1 原子力研究開発基盤作業部会（第 1 回）における主な指摘事項
資料 2 京都大学の研究用原子炉施設 （PDF:3236KB）
資料 3 近畿大学試験研究炉（UTR-KINKI）の現状について （PDF:177KB）
資料 4 国として最低限持つべき研究開発機能とその機能に必要な原子力施設の充足状況につい
て （PDF:293KB）
資料 5 照射炉の代替機能について （PDF:672KB）
資料 6 「もんじゅサイトを活用した新たな試験研究炉の在り方に関する調査」委託業務概要
資料 7 原子力機構の主な供用施設における実績と課題 （PDF:645KB）
参考資料 1-1 科学技術・学術審議会組織図（抜粋） （PDF:574KB）
参考資料 1-2 原子力科学技術委員会運営規則
参考資料 1-3 原子力科学技術委員会における作業部会について
参考資料 1-4 第 9 期原子力科学技術委員会 原子力研究開発基盤作業部会 委員名簿
参考資料 1-5 原子力科学技術委員会 原子力研究開発基盤作業部会の概要
参考資料 1-6 施設中長期計画 （PDF:2833KB）
◎研究計画・評価分科会 原子力科学技術委員会 原子力施設廃止措置等作業部会（第２回） ５月２９日 追加
議事録； http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/088/gijiroku/1387286.htm
配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/088/shiryo/1386704.htm
資料 1-1 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力科学技術委員会における作業部会につい
て （PDF:77KB）
資料 1-2 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力科学技術委員会 原子力施設廃止措置等作業部会委
員構成員
資料 2-1 日本原子力研究開発機構 施設中長期計画の概要 （PDF:590KB）
資料 2-2 日本原子力研究開発機構 施設中長期計画(分割 1) （PDF:3821KB）
資料 2-2 日本原子力研究開発機構 施設中長期計画(分割 2) （PDF:3383KB）
資料 3-1 第 1 回作業部会における主なご意見について （PDF:61KB）
資料 3-2 原子力機構が保有する原子力施設等の廃止について(1) （PDF:357KB）
資料 3-3 原子力機構が保有する原子力施設等の廃止について(2) （PDF:1043KB）
参考資料 1 科学技術・学術審議会組織図(抜粋） （PDF:36KB）
参考資料 2 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力科学技術委員会運営規則 （PDF:73KB）
◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会（第１２回）

５月３０日

追加

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/089/shiryo/1387163.htm
議題；
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１ 前回の議論の確認
２ 動向の紹介
３ ロードマップ検討について（進捗報告）
４ 推進方策の検討について
５ その他
配布資料；
【資料 1】フォトニック結晶の現状と今後の展開可能性について（案）
【資料 2-1】官民研究開発投資拡大プログラムについて （PDF:3,713KB）
【資料 2-2】未来社会創造事業 （PDF:754KB）
【資料 4】量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策・素案 （PDF:162KB）
【参考資料 1】量子科学技術委員会 ロードマップの検討について
【参考資料 2】光格子時計の現状と今後の展開可能性について
◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会
報告「フォトニック結晶の現状と今後の展開可能性について」

６月２２日（公表）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/089/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2017/06/22/1387062
.pdf
◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会 量子ビーム利用推進小委員会（第９回）

６月２９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/090/shiryo/1387580.htm
議題；
軟 X 線向け高輝度放射光源やその利用について（高輝度放射光源に係る地域構想の調査について、計画案の検討に
あたっての留意点について）
その他
配布資料；
【資料 1】高輝度放射光源に係る国の主体候補について
【資料 2】量子ビーム利用推進小委員会における高輝度放射光源に係る地域構想の調査結果について
【資料 3-1】計画案の検討にあたって配慮すべき点について
【資料 3-2】計画案の検討にあたっての留意点について
【資料 3-3】官民地域パートナーシップの検討にあたって （PDF:121KB）
◎学術分科会 研究環境基盤部会（第８８回）

５月３１日

追加

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/010/siryo/1386441.htm
議題；今後の共同利用・共同研究拠点の在り方について、その他
配布資料；
資料 1 共同利用・共同研究体制について （PDF:983KB）
資料 2 今後の共同利用・共同研究体制の在り方―前回の研究環境基盤部会における主な意見―
資料 3 国際共同利用・共同研究拠点構想 （PDF:2547KB）
資料 4 今後のスケジュールについて
参考資料 1 今後の共同利用・共同研究拠点の在り方について（意見の整理）
参考資料 2 大学共同利用機関及び共同利用・共同研究拠点のエビデンスデータ（1／2） （PDF:2336KB）
参考資料 2 大学共同利用機関及び共同利用・共同研究拠点のエビデンスデータ（2／2） （PDF:4310KB）
参考資料 3 基礎科学力の強化に向けて（議論のまとめ）
◎学術分科会 第９期学術情報委員会（第２回）

５月３１日

追加

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/040/shiryo/1386600.htm
議題；電子化の進展を踏まえた学術情報流通基盤の整備と大学図書館機能の強化等について、その他
配布資料；
資料 1 学術情報委員会（第 1 回：平成 29 年 4 月 12 日）における主な意見
資料 2-1 図書館資料費の状況 （PDF:109KB）
資料 2-2 資料の電子化と図書館業務 （PDF:51KB）
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資料 3 機関リポジトリの現状 （PDF:146KB）
資料 4-1 大容量情報ネットワーク・データプラットフォーム融合拠点の形成－日本における SINET の優位性－（平
成 29 年 5 月 12 日 第 8 回未来投資会議 五神議員提出資料） （PDF:291KB） （※首相官邸ホームページにリンク）
資料 4-2 学内ネットワークの整備状況（学内 LAN、対外接続） （PDF:61KB）
資料 5 今後の学術情報委員会の日程について
参考資料 1 第 9 期学術情報委員会の審議事項について（案）（平成 29 年 4 月 12 日 第 1 回学術情報委員会 資料
4-1）
参考資料 2 未来投資会議の開催について（平成 29 年 9 月 12 日 第 1 回未来投資会議 資料 1） （PDF:95KB） （※
首相官邸ホームページにリンク）
●国立大学法人評価委員会
◎国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果

６月６日 重複

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386169.htm
＊各法人の評価結果は、上記サイトから閲覧可能
●調査研究協力者会議等
◎私立大学等の振興に関する検討会議

「議論のまとめ」

５月１５日

追加

本文；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/gaiyou/1386778.htm
参考資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/gaiyou/1386836.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８回）

６月１９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/077/gijiroku/1387127.htm
議題：議論のまとめ案の検討、その他
配布資料：
資料 1 議論のまとめ案 （PDF:362KB）
資料 2 「組織・体制について」のこれまでの意見や状況の整理 （PDF:184KB）
資料 2 （別紙） （PDF:442KB）
資料 3 第 7 回会議発言要旨
資料 4 今後のスケジュール（案）
◎先導的経営人材養成機能強化促進委託事業について（コアカリキュラムパンフレット）

６月１３日

神戸大学・経営系専門職大学院（ビジネス分野）におけるコアカリキュラム
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1386737_1_1.pdf
山口大学・MOT教育コアカリキュラム平成28年度版
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1386737_2.pdf
◎インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議

６月１６日

「インターンシップの更なる充実に向けて 議論の取りまとめ」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1386864_001
_1.pdf
◎大学における工学系教育のあり方に関する検討委員会（第４回）

５月２４日

＊議事録公表

議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/081/gijiroku/1386830.htm
◎「大学における工学系教育のあり方について（中間まとめ）」について

６月２７日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/081/gaiyou/1387267.htm
＊公表主体は、文科省高等教育局専門教育課
◎ゲノム医療実現のための研究基盤の充実・強化に関する検討会（第４回）

６月１９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/047/shiryo/1386965.htm
配布資料；
資料 1 オーダーメイド医療の実現プログラム事後評価報告書（案）（机上配布のみ）
資料 2 ゲノム医療実現のための研究基盤の充実・強化に関する検討会 とりまとめ（案）
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参考資料 大学が整備しているバイオバンク （PDF:174KB）
◎「もんじゅ」廃止措置評価専門家会議（第１回）

５月３０日

追加

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/022/shiryo/1386413.htm
議題；「もんじゅ」の廃止措置に関する基本方針について
配布資料；
資料 1－1 「もんじゅ」廃止措置評価専門家会合
資料 1－2 「もんじゅ」廃止措置評価専門家会合 運営規則（案）
参考資料 「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針 （PDF:485KB）
参考資料 「もんじゅ」廃止措置方針決定後の立地自治体との関係について
参考資料 新たな「もんじゅ」廃止措置体制の構築（三位一体） （PDF:232KB）
参考資料 「もんじゅ」の廃炉に係る実施体制及び周辺地域の新たな拠点化 （PDF:812KB）
◎国際リニアコライダー（ILC）に関する有識者会議 体制及びマネジメントの在り方検証作業部会（第５回）
６月２日
議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/038/038-4/gijiroku/1387036.htm
配布資料；
資料 1 ITER 計画における事業運営体制とマネジメントの経験 （PDF:494KB）
資料 2 ALMA 計画における体制及びマネジメントについて （PDF:2619KB）
資料 3 報告書骨子（案）
資料 4 今後のスケジュール（予定）
参考資料 1 「大型国際共同プロジェクト等の国際協力事例に関する調査分析」報告書概要版（※PDF 第 3 回本作
業部会資料）
参考資料 2 研究者コミュニティにおいて想定されている ILC の概要（※PDF 第 3 回本作業部会資料）
◎国立大学法人等施設整備に関する検討会（第１回）

５月１９日

追加

議事要旨；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/046/gijiroku/1386974.htm
配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/046/shiryo/1386976.htm
資料 1 国立大学等施設の老朽化の現状と課題 （PDF:1380KB）
資料 2 国立大学法人等の施設整備に関連する国家戦略等の動向 （PDF:812KB）
資料 3 第 3 次・第 4 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画の実績 （PDF:79KB）
資料 4 戦略的な施設マネジメント～大学経営に求められる施設戦略～（リーフレット）
資料 5 平成 30 年度国立大学法人等施設整備の方向性（案） （PDF:1391KB）
資料 6 国立大学法人等における PFI 事業の考え方（平成 30 年度概算要求に向けて） （PDF:812KB）
資料 7 今後のスケジュール
参考 1 国立大学法人等施設整備に関する検討会について（設置要綱等）
参考 2 第 4 次国立大学法人等施設整備 5 か年計画（リーフレット） （PDF）
参考 3 先進的・効果的な施設マネジメントの実践事例（平成 29 年 3 月）（冊子）
参考 4 平成 29 年度国立大学法人等施設整備事業評価の結果概要 （PDF:205KB）
◎国立大学法人等施設整備に関する検討会 「平成３０年度国立大学法人等施設整備の方向性」

５月１９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/046/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/27/1386972_01
.pdf
●国立大学法人評価委員会
◎国立大学法人評価委員会「国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結
果について」

６月６日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/houkoku/1386111.htm
委員長所見；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386171.htm
評価結果の概要；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386173.htm
各法人の評価結果（北海道・東北地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386151.htm
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各法人の評価結果（関東地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386155.htm
各法人の評価結果（甲信越・北陸地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386156.htm
各法人の評価結果（東海地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386157.htm
各法人の評価結果（近畿地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386158.htm
各法人の評価結果（中国・四国地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386160.htm
各法人の評価結果（九州・沖縄地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386161.htm
各法人の評価結果（大学共同利用機関法人）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386162.htm
法人の平成２７年度及び第２期実績報告書； http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386176.htm
＊参照資料；http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kokuritsu/kekka_h28/
●国立研究開発法人審議会
◎国立研究開発法人審議会（第９回）
６月１日
議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/1387274.htm
配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/1386768.htm
【資料 1】第 2 期文部科学省国立研究開発法人審議会委員名簿
【資料 2】文部科学省国立研究開発法人審議会令
【資料 3】文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則
【資料 4】議決権の特例等について
【資料 5】文部科学省国立研究開発法人審議会の公開に関する規則
【資料 6】国立研究開発法人審議会について （PDF:403KB）
【資料 7】文部科学省所管の国立研究開発法人一覧 （PDF:183KB）
【資料 8】部会の設置について
【資料 9】「国の研究開発評価に関する大綱的指針」改定のポイント （PDF:293KB）
【資料 10】文部科学省国立研究開発法人審議会における主な指摘事項について
【資料 11】特定国立研究開発法人制度の概要 （PDF:116KB）
【資料 12】平成 29 年度の中期目標策定及び法人評価スケジュール
【資料 13】各部会からの報告事項（案） （PDF:146KB）
【資料 14】「国立研究開発法人の理事長によるマネジメントに関する調査」概要 （PDF:349KB）
【資料 15-1】日本原子力研究開発機構の中長期目標・中長期計画の変更について
【資料 15-2】日本原子力研究開発機構の中長期目標・中長期計画（新旧対応表） （PDF:174KB）
【資料 15-3】日本原子力研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標における「研究開発の成果の最大化そ
の他の業務の質の向上に関する事項」の評価に関する主な評価軸等について （PDF:185KB）
【参考資料 1】～【参考資料 12】
●教科用図書検定調査審査会
◎平成２９年度総括部会（第１回）
５月２３日
議事録部分追加
議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/016-3/gijiroku/1387175.htm
◎報告「教科書の改善について」
５月２３日
再掲
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/05/31/1386149_001.pdf
●大学設置・学校法人審議会
◎答申「平成30年度からの私立大学等の収容定員の増加に係る学則変更予定一覧」
６月２９日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/toushin/attach/__icsFiles/afieldfile/2017/06/29/1387419_1.pdf
●中央教育審議会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/
◎大学分科会 第９期将来構想部会（第２回）
６月２８日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/042/siryo/1387518.htm
議題；我が国の高等教育に関する将来構想について、その他
配布資料；
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資料 1 「我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）」の検討事項
資料 2 大学における工学系教育の在り方に関する検討委員会中間まとめ （PDF:1936KB）
資料 3 「新産業構造ビジョン」一人ひとりの、世界の課題を解決する日本の未来 （PDF:3115KB）
参考資料 1 高等教育の将来構想に関する参考資料 1/2 （PDF:4501KB）
参考資料 1 高等教育の将来構想に関する参考資料 2/2 （PDF:4281KB）
参考資料 2 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）
参考資料 3 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）（概要） （PDF:234KB）
◎大学分科会 専門職大学院ワーキンググループ（第２回）

６月５日

議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/040/gijiroku/1387159.htm
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 29 年 5 月 30 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 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:159KB）
資料 5 学校教育法の改正を踏まえた専門職大学院の改善方策について （PDF:122KB）
資料 6 教員組織の改正方針（ダブルカウント・みなし専任教員等）について（案） （PDF:500KB）
資料 7 国立大学経営系修士課程へのヒアリング結果について（報告） （PDF:213KB）
資料 8 専門職大学院 WG 今後のスケジュール（案） （PDF:34KB）
参考資料 1-1「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:1106KB）
参考資料 1-2「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:3724KB）
参考資料 2-1「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）各調査研究結果概要 （PDF:478KB）
参考資料 2-2「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）ビジネス分野のコアカリキュラ
ムパンフレット（※PDF）
参考資料 2-2「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）MOT 分野のコアカリキュラムパン
フレット（※PDF）
参考資料 3 「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:394KB）
参考資料 4-1 我が国の高等教育に関する将来構想について(諮問)(平成 29 年 3 月 6 日)1/2 （PDF:142KB）
参考資料 4-1 我が国の高等教育に関する将来構想について(諮問)(平成 29 年 3 月 6 日)2/2
参考資料 4-2 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（2017 年 2 月中央教育審議会大学分科
会まとめ） （PDF:333KB）
参考資料 5 我が国の経営学大学院教育のあり方について～高度専門職業人教育を中心にして～（平成 29 年 5 月 9
日日本学術会議経営学委員会経営学大学院教育のあり方検討分科会）（※PDF 日本学術会議ホームページにリンク）
●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」
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
●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」２０１４年 再掲
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/pdf/innovationkangaekata.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）

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）

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
◎日本経済再生本部会議（第２６回）

６月９日

配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai26/siryou.pdf
「未来投資戦略２０１７（案）」
◎「未来投資戦略２０１７－Society 5.0（ソサエティ5.0）の実現に向けた改革－」閣議決定

６月９日

全体版；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf
ポイント；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_point_t.pdf
具体的施策；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_sisaku_t.pdf
◎未来投資会議（第１０回）

６月９日

議事次第；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai10/gijisidai.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai9/gijisidai.pdf
配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai10/index.html
資料１ 内閣総理大臣からの諮問第３７号について
資料２ 「経済財政運営と改革の基本方針２０１７」（案）
資料３−１ 「未来投資戦略２０１７」（ポイント）（案）
資料３−２ 「未来投資戦略２０１７」（具体的施策 ）（案）
資料４ 経済財政運営と改革の基本方針２０１７人材への投資を通じた生産性の向上（案）概要（内閣府）
資料５ 成長戦略による改革後の生活・環境（Society 5.0）
資料６ 「未来投資戦略２０１７」（概要）
資料７ 未来投資戦略２０１７ Society 5.0 の実現に向けた改革
議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0609/gijiyoushi.pdf
会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0609/interview.html
◎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、昨年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
●経済財政諮問会議
◎経済財政諮問会議（第９回）

６月２日

記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0602/interview.html
議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0602/gijiyoushi.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0511/gijiyoushi.pdf
説明資料等；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0602/agenda.html
資料１ 子育て安心プラン（塩崎臨時議員提出資料）（PDF 形式：342KB）
資料２ 「経済財政運営と改革の基本方針 2017（仮称）」素案（PDF 形式：879KB）
資料３ 未来につながる地域社会に向けた地方税財政改革についての意見の概要（地方財政審議会）（高市議員提出
資料）（PDF 形式：605KB）
◎経済財政諮問会議（第１０回）

６月９日

記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0609/interview.html

8

議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0609/gijiyoushi.pdf
説明資料等；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0609/agenda.html
資料１ 内閣総理大臣からの諮問第 37 号について（PDF 形式：82KB）
資料２ 「経済財政運営と改革の基本方針 2017」（PDF 形式：911KB）
資料３－１ 「未来投資戦略 2017」（ポイント）（PDF 形式：791KB）
資料３－２ 「未来投資戦略 2017」（具体的施策）（PDF 形式：3,175KB）【
資料４ 経済財政運営と改革の基本方針 2017 人材への投資を通じた生産性向上 概要（内閣府）（PDF 形式：131KB）
資料５ 成長戦略による変革後の生活・現場(Society 5.0)（PDF 形式：317KB）
資料６ 「未来投資戦略 2017」概要（PDF 形式：227KB）
資料７ 未来投資戦略 2017 Society 5.0 の実現に向けた改革（PDF 形式：3,272KB）
◎「経済財政運営と改革の基本方針２０１７（骨太方針２０１７）」 閣議決定

６月９日

本文；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2017/2017_basicpolicies_ja.pdf
概要；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2017/summary_ja.pdf
主なポイント；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2017/point_ja.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

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

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
●行政改革推進会議
●規制改革推進会議

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyoukakusuisin/index.html
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html

◎行政手続部会（第１７回）

６月５日

議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170605/gijiroku0605.pdf
会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170605/interview0605.pdf
◎行政手続部会（第１８回）

６月１２日

議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170612/gijiroku0612.pdf
会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170612/interview0612.pdf
＊１９回（６月１９日）、２０回（６月２６日）が開催されているが、議事録、会見録ともに未公表
◎人材WG、農業、医療・介護・保育WG、投資等WGが活動中 ＊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
◎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

６月１日

議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/170601giji.pdf
配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20170601.html
基礎科学力の強化に関するタスクフォースにおける取りまとめについて
◎総合科学技術・イノベーション会議（第３０回）

６月２日

議事要旨；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/giji/giji-si030.pdf
配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui030/haihu-030.html
科学技術イノベーション総合戦略 2017【概要】（PDF 形式：811KB）
資料 1-2 諮問第 15 号「科学技術イノベーション総合戦略 2017 について」に対する答申（案）（PDF 形式：1171KB）
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資料 2-1 科学技術イノベーションの活性化を促進する制度的基盤の構築に向けて（説明資料）（PDF 形式：973KB）
資料 2-2 科学技術イノベーションの活性化を促進する制度的基盤の構築に向けて（提言）（PDF 形式：170KB）
参考資料 1 諮問第 15 号「科学技術イノベーション総合戦略 2017 について」（PDF 形式：40KB）
参考資料 2 第 29 回総合科学技術・イノベーション会議議事録（案）（PDF 形式：302KB）
＊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
◎平成２９年度科学技術イノベーション政策推進専門調査会（第３回）

５月２９日

議事録部分追加

議事録；http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/h29/3kai/giji3.pdf
配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/h29/3kai/haihu_3.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
「働き方改革実行計画」
再掲
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
●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
◎まち・ひと・しごと創生本部会合（第１４回）

６月９日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/honbukaigou/h29-06-09.html
決定事項
まち・ひと・しごと創生基本方針２０１７
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/honbukaigou/h29-06-09.html
「まち・ひと・しごと創生本部会幹事会の一部改正について
◎国家戦略特別区域諮問会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
◎国家戦略特別区域会議
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
●文科省
◎平成 29 年３月公示 新学習指導要領（次期学習指導要領）文部科学省告示
https://ictconnect21.jp/recruit-and-events/170331_next_shidoyoryo/
●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
http://www.cao.go.jp/zei-cho/shimon/28zen8kai3.pdf
◎税制調査会（第１０回）
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2017/29zen10kai.html
議事；海外調査報告について
配布資料；
[総 10-1] 政府税制調査会海外調査報告（総論） （PDF 形式：1534KB）

５月２３日 再掲

再掲
６月１９日

[総 10-2] 政府税制調査会海外調査報告（エストニア・スウェーデン）（説明資料）（PDF 形式：702KB）
[総 10-3] 政府税制調査会海外調査報告（エストニア・スウェーデン）（報告書）（PDF 形式：452KB）
[総 10-4] 政府税制調査会海外調査報告（韓国）（説明資料）（PDF 形式：602KB）
[総 10-5] 政府税制調査会海外調査報告（韓国）（報告書）（PDF 形式：324KB）
[総 10-6]政府税制調査会海外調査報告（アメリカ・カナダ）（説明資料）（PDF 形式：687KB）
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[総 10-7] 政府税制調査会海外調査報告（アメリカ・カナダ）（報告書）（PDF 形式：688KB）
[総 10-8] 政府税制調査会海外調査報告（フランス・イギリス）（説明資料）（PDF 形式：939KB）
[総 10-9] 政府税制調査会海外調査報告（フランス・イギリス）（報告書）（PDF 形式：530KB）
[総 10-10] 意見書（神津特別委員）（PDF 形式：131KB）
●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 財政制度分科会 「経済・財政再生計画」の着実な実施に向けた建議 ５月２５日 再録
本文；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/
report/zaiseia290525/04.pdf
概要；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/
report/zaiseia290525/02.pdf
参考資料；http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/
report/zaiseia290525/03.pdf
●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 介護給付費分科会介護事業経営調査委員会（第２３回）
６月２日
議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169823.html
配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166696.html
◎社会保障審議会 介護給付費分科会（第１４０回）
６月７日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167241.html
◎社会保障審議会 介護給付費分科会（第１４１回）
６月２１日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168709.html
◎社会保障審議会 生活保護基準部会（第２９回）
６月６日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166928.html
◎社会保障審議会 生活困窮者自立支援及び生活保護部会（第２回）
６月８日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167340.html
◎社会保障審議会 生活困窮者自立支援及び生活保護部会（第３回）
６月２７日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169137.html
◎社会保障審議会 医療保険部会（第１０５回）
５月１７日
議事録追加
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164992.html
議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167520.html
◎社会保障審議会 児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価委員会（第１回）
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170189.html
６月２９日
◎社会保障審議会 年金数理部会（第７４回）
６月２８日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169421.html
◎社会保障審議会 企業年金部会（第１９回）
６月３０日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169637.html
◎社会保障審議会 確定拠出年金の運用に関する専門委員会（第８回）
６月６日
議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167783.html
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166999.html
報告書「確定拠出年金の運用商品選択への支援」
６月６日
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000
166991.pdf
◎社会保障審議会 資金運用部会（第３回）
６月１５日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167855.html
◎社会保障審議会 障害者部会（第８５回）
６月２６日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168862.html
◎社会保障審議会 介護保険部会（第７２回）
６月２１日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168726.html
◎厚生科学審議会 感染症部会（第２１回）
６月１９日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168236.html
遵守事項等資料；
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http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000168616.pdf
◎厚生科学審議会 健康日本２１（第二次）推進専門委員会（第９回）
６月２９日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169572.html
◎厚生科学審議会 再生医療等評価部会（第１９回）
６月７日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167183.html
◎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２回）
６月７日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167191.html
◎労働政策審議会 労働条件分科会（第１３６回）
６月５日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166951.html
＊「時間外労働の上限規制等について」の報告案あり
◎労働政策審議会 安全衛生分科会（第１０５回）
６月６日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167160.html
◎労働政策審議会 職業安定分科会（第１２４回）
６月１６日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000168323.html
◎労働政策審議会 職業安定分科会労働力需給制度部会（第２５９回）
６月２８日
開催案内；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167301.html
◎労働政策審議会 雇用均等分科会（第１８４回）
６月５日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166888.html
◎労働政策審議会 同一労働同一賃金部会（第５回）
６月６日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165254.html
＊「同一労働同一賃金に関する法整備について（案）」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/00001
67062.pdf
◎労働政策審議会 同一労働同一賃金部会（第６回）
６月９日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165256.html
＊「同一労働同一賃金に関する法整備について（案）」（変更案）
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/00001
67397.pdf
＊同部会の報告「同一労働同一賃金に関する法整備について」
６月９日
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/00001
67471.pdf
◎中央最低賃金審議会 「目安制度の在り方に関する全員協議会」報告
再掲
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/17032811.pd
◎中央最低賃金審議会（第４８回）
６月２７日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169261.html
◎中央最低賃金審議会 目安に関する小委員会（第１回）
６月２７日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169264.html
◎中央社会保険医療協議会 総会（第３５３回）
６月１４日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167571.html
◎中央社会保険医療協議会 総会（第３５４回）
６月２８日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169030.html
◎がん対策推進協議会（第６８回）

６月２日

議事等；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170070.html
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166754.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２０１7」（要旨）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000250564.pdf
◎外務省 外務大臣会見記録要旨（６月分）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1706.html
●環境省
２０１７年度環境・循環型社会・生物多様性白書
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h29/pdf.html
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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
◎環境放射線等モニタリング
http://www.env.go.jp/jishin/rmp.html#monitoring
●経済産業省
最新の各種経済産業動向速報、調査報告等

http://www.meti.go.jp/statistics/
＊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
◎２０１７年版通商白書

６月２７日

http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2017/pdf/2017_00-all.pdf
概略版；http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2017/pdf/2017_gaiyou.pdf
◎２０１７年版ものづくり白書

６月６日

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2017/honbun_pdf/index.html
◎２０１７年版エネルギー白書

６月２日

http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2017pdf/
◎総合資源エネルギー調査会

「電力需給検証報告書」

再掲

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」

再掲

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 ＊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
◎再生可能エネネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会（第３回）

６月１４日

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/saisei_dounyu/003_haifu.html
配布資料；
議事次第（PDF 形式：205KB）
資料 1 前回までの御指摘事項について（PDF 形式：481KB）
資料 2 欧州洋上風力市場の COE の推移と日本が学べること（PDF 形式：4,010KB）
資料 3 世界の風力発電動向と日本における課題（PDF 形式：2,904KB）
資料 4 再生可能エネルギー大量導入時代におけるベストプラクティス（PDF 形式：327KB）
参考資料 荻本委員提出資料（PDF 形式：5,407KB）
◎再生可能エネネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会（第４回）

６月２０日

配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/saisei_dounyu/004_haifu.html
議事次第（PDF 形式：202KB）
資料 1 米国における送配電事業者と再生可能エネルギー事業者の取り組み（PDF 形式：1,476KB）
資料 2 再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題の検討（PDF 形式：630KB）
資料 3-1 送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討 WG 資料（PDF 形式：1,148KB）
資料 3-2 検討すべき論点について（PDF 形式：296KB）
資料 4 「日本版コネクト&マネージ」に関する電力広域的運営推進機関における検討状況について（電力広域的運営
推進機関提出資料）（PDF 形式：1,030KB）
資料 5 ご提案（江崎委員提出資料）（PDF 形式：1,200KB）
●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
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●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
●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

＊併せて、「週刊経団連タイムス」http://www.keidanren.or.jp/journal/times/ の特集は情報収集に便利
◎経団連 「原子力利用に関する基本的考え方（案）に対する意見

６月５日

http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/042.pdf
◎経団連 “Toward A Stronger and More Resilient U.S.-Japan Relationship”

６月８日

http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2017/043.pdf
＊日本企業の米国経済への貢献を紹介するパンフレット
◎経団連 「GDP６００兆円経済への確固たる道筋をつけるー２０１７年度事業方針」
５月３１日
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/044.html
＊参照；「『豊かで活力ある日本』の再生」（２０１５年）http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/vision.pdf
◎経団連 「骨太方針２０１７」と「未来投資戦略２０１７」に関する榊原会長コメント
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2017/0609b.html
◎経団連 第３期教育振興基本計画に向けた意見
６月２０日
本文；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/049_honbun.pdf
概要；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/049_gaiyo.pdf
●経済同友会
https://www.doyukai.or.jp
◎提言「多国間自由貿易体制の前進に向け、今こそ日本のリーダーシップをーTPP、日・EPA、RCEP の今後の方向性に係る
考え方ー」
６月２７日
本文；https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/170627a.pdf?170630
◎提言「生産性革新に向けた日本型雇用慣行の改革へのチャレンジー未来志向の「足るを知る」サスティナブルな成長社会の実
現ー」
６月２９日
本文；https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/170629a_1.pdf
概要；https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/170629a_2.pdf
●日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp
◎未来投資戦略２０１７」、「骨太の方針」の閣議決定に対する三村会頭コメント
http://www.jcci.or.jp/cat298/2017/0609171040.html

６月９日

【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
＊７月の会議予定；http://www.scj.go.jp/ja/member/plan/pdf/2907.pdf
◎学術会議 第一部 人文・社会科学の役割とその振興に関する分科会
提言「学術の総合的発展を目指して－人文・社会科学からの提言－」

６月１日

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t242-2.pdf
◎学術会議 原子力利用の将来像についての検討委員会

６月２２日

議事次第；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/genshiriyou/pdf23/shoraizo.kento-sidai2302.pdf
配布資料；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/genshiriyou/index.html
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資料１：前回議事要旨を参照
資料２－１：分科会提言案(PDF：840KB)
資料２－２：修正の経緯(PDF：141KB)
参考１：委員名簿(PDF：126KB)
◎学術会議 学術振興の観点から国立大学の教育研究と 国による支援のあり方を考える検討委員会

６月２７日

提言「国立大学の教育・研究改革と国の支援」 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t247-1.pdf

【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
◎国立大学の学術情報の状況及び課題についてのアンケートについて

５月８日

http://www.janu.jp/news/files/20170508-wnew-academicinfo-survey.pdf
◎国立大学協会第１回通常総会 開催

６月１４日

http://www.janu.jp/news/whatsnew/20170614-wnew-soukai.html
◎提言「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて」

６月１４日

http://www.janu.jp/news/files/20170703-wnew-governance.pdf
◎「高等教育における国立大学の将来像」（中間まとめ）公表

６月１４日

本文；http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen2.pdf
概要；http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen1.pdf
●私立大学関係
◎日本私立大学団体連合会

http://www.shidai-rengoukai.jp

◎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 ６月号（１６９号）
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/news/__icsFiles/afieldfile/2017/06/23/no9_1_news169.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
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https://www.nsr.go.jp/news/201606.html
◎原子力規制委員会（第１３回）
６月７日
議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000192000.pdf
会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000238.html
◎原子力規制委員会（第１４回）

６月７日

議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000193218.pdf
会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000239.html
◎原子力規制委員会（第１５回）

６月１４日

議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000192897.pdf
会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000239.html
◎原子力規制委員会（第１６回）

６月２１日

議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000193908.pdf
会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000240.html
◎原子力規制委員会（第１７回）

６月２７日

議事概要；https://www.nsr.go.jp/data/000195213.pdf
会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000243.html
◎原子力規制委員会（第１８回）

６月２８日

議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000194987.pdf
会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000244.html
◎原子力規制委員会（第１９回）

６月２９日

会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000248.html
◎原子力規制委員会（第２０回）

６月２９日

会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000247.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
◎放射線審議会

会議開催状況は以下のサイトから

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/houshasen/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

●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
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●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

◎核不拡散ポケットブック（更新）

再掲

https://www.jaea.go.jp/04/iscn/archive/pocketbook/index.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.0243） June, 2017
https://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/attached/0243.pdf#page=11
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 トランプ政権が FY2018 予算教書を議会に提出
（核不拡散、核セキュリティ、軍備管理及び原子力利用に係る部分がポイント）
1-2 2020年NPT運用検討会議準備委員会の評価
1-3 G7タオルミーナ・サミットの概要
1-4 北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射等に関する決議第2356号の採択
1-5 JAEA低濃縮ウランバンクの施設は８月に竣工
◎核不拡散動向 最新版（３月２２日）

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/
「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
◎サイバーセキュリティ戦略本部会議（第１３回）

５月２９日

再掲

戦略本部決定「官民テータ活用推進基本計画の案に対するサイハーセキュリティ戦略本部の意見 」
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/iken20170529.pdf
●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）

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
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◎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
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
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）
再掲
http://www.nedo.go.jp/content/100862413.pdf
●日本銀行
◎日本銀行
◎日本銀行
◎日本銀行

http://www.boj.or.jp
金融政策
http://www.boj.or.jp/mopo/index.htm/
調査・研究
http://www.boj.or.jp/research/index.htm/
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６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/211/html5.html#page=2
特集；第２期スポーツ基本計画の策定について
平成２９年度「日本遺産（Japan Heritage）」の認定結果及びこれまでの取組状況と課題について
◎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６月号；http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/doukou_new.html
【特集: これからのいのちと健康と生活をまもる】
【特集: 脱タバコ社会の実現をめざしタバコ対策の再構築を】
◎科学（岩波書店発行） https://www.iwanami.co.jp/kagaku/
６月号特集「よみがえる先史沖縄の人びと」
７月号特集「被曝影響と甲状腺がん」
◎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
７月号特集「トランプ VS 科学」
８月号特集「ブラックホールをあぶり出せ」「アルツハイマー病はこう防ぐ」

＜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）
http://www.ucsusa.org
◎ICRIN((International Chernobyl Research and Information Network)
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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

｢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。
(本号は，主に 2017 年 6 月の情報を扱っています．)
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