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【トピックス】
･防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度 ２９年度新規採用研究課題・応募状況 公表

８月２９日

http://www.mod.go.jp/atla/funding/kadai.html#h29
･２０１８年度一般会計概算要求・要望額

９月６日

先行掲載

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2018/sy290906.pdf
･２０１８年度文部科学省概算要求のポイント

８月

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/08/30/1394952_1.pdf
同主要事項；http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/08/30/1394952_2.pdf
同高等教育局主要事項；
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/08/31/1394955_01.pdf
同私学助成関係の説明；
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/08/30/1394955_2.pdf
同科学技術関係概算要求の概要１；
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/08/30/1394956_1.pdf
＊科学技術関係概算要求の概要は、１〜９に分割されているので、以下のサイトから参照されたい、なお、文科省の他
分野の概算要求もここから参照できる。
http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h30/1394881.htm
･内閣府２０１８年度概算要求の概要

８月

http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h30/gaiyou_h30.pdf
･防衛省２０１８年度概算要求の概要

８月

http://www.mod.go.jp/j/yosan/2018/gaisan.pdf
＊「安全保障技術研究推進制度」の予算は今年度同額の１１０億円、しかし新たな研究開発予算も要求
･科学技術イノベーション総合戦略２０１７
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/h29/3kai/siryo2.pdf
骨太方針２０１７（経済財政運営と改革の基本方針２０１７）
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
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html

再掲
再掲
再掲

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

再掲

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201701/detail/1386489.htm
◎平成２９年度年次経済報告－技術革新と働き方改革がもたらす新たな成長－

再掲

http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je17/index_pdf.html

【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 原子力研究開発基盤作業部会（第３回）
８月８日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/087/shiryo/1394110.htm
議題；
1. 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
2. 原子力施設供用の在り方について

3. その他
配布資料；
資料 1 試験研究炉ならびに設備に関する課題・要望
資料 2 国が持つべき研究開発機能について （PDF:222KB）
資料 3 JMTR 廃炉にともなう材料照射研究の現状と短期的・長期的課題 （PDF:890KB）
資料 4 国内で実施されている施設共用に係る取組紹介 （PDF:2011KB）
資料 5 原子力研究開発の基盤に関する課題
参考資料 1-1 科学技術・学術審議会組織図（抜粋） （PDF:47KB）
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 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
◎研究計画・評価分科会 核融合科学技術委員会（第１１回）
７月１４日
議事録公表
議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/gijiroku/1389072.htm
◎研究計画・評価分科会 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会（第２回）
８月８日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/015-8/shiryo/1393681.htm
議題；
1. ナノテクノロジー・材料分野の研究開発戦略検討作業部会の検討報告
2. 研究開発課題の中間評価結果について
3. ナノテクノロジー・材料科学技術に関する最近の取組
4. その他
配布資料；
資料 1 ナノテクノロジー・材料分野の研究開発戦略の策定に向けた検討の方向性 （PDF:282KB）
資料 2-1 ナノテクノロジープラットフォームの中間評価検討会による評価結果（概要） （PDF:96KB）
資料 2-2 ナノテクノロジープラットフォームの中間評価結果（案） （PDF:480KB）
資料 3 ナノテクノロジー・材料科学技術に関する企業における研究開発 （PDF:2238KB）
参考資料 ナノテクノロジー・材料分野の現状について （PDF:2549KB）
◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会（第１４回）

８月１６日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/089/shiryo/1394516.htm
議題；
1. 国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）について
2. 量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策 報告書（案）について
3. 研究開発計画（案）について
4. 平成 30 年度概算要求に向けた重点課題の事前評価について（非公開）
配布資料；
【資料 1】戦略的国際共同研究プログラム国際産学連携共同研究提案募集について （PDF:730KB）
【資料 2-1】量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策 報告書（案）見え消し （PDF:782KB）
【資料 2-2】量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策 報告書（案）（※PDF）
【資料 2-3】量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策 報告書（案）概要（※PDF）
【資料 3】量子科学技術分野の研究開発計画（案）
【参考資料 1】研究開発計画（平成 29 年 2 月）抜粋
【参考資料 2】国の研究開発評価に関する大綱的指針（※PDF）
【参考資料 3】文部科学省における研究及び開発に関する評価指針
【参考資料 4】平成 29 年度研究計画・評価分科会における研究開発課題の評価の実施について （PDF:232KB）
◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会
報告書「量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策」

８月１６日

報告書本文；http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/08/29/13948
87_1_1.pdf
報告書概要；http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/08/29/13948
87_2_1.pdf
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◎学術分科会 研究環境基盤部会（第９０回）

８月２２日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/010/siryo/1394182.htm
議題；
1. 今後の共同利用・共同研究体制の在り方について
2. ロードマップ 2017 について（報告案件）
3. その他
配布資料；
資料 1 共同利用・共同研究拠点の国際化に関する各委員のご意見
資料 2 共同利用・共同研究拠点の国際化に関する論点整理の方向性（案）
資料 3 学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想ロードマップの策定―ロードマップ 2017― （PDF）
資料 4 研究環境基盤部会における今後の検討課題について
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） （PDF）
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
参考資料 3 科学技術・学術分野の国際展開について―我が国の国際競争力の向上に向けて―（議論のまとめ）
（PDF）
◎学術分科会 第９期研究費部会（第３回）

８月４日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/041/shiryo/1393813.htm
議題；
1. 科研費改革に関する作業部会における検討状況について
2. 概算要求等について
3. 科研費改革の取組状況について
4. その他
配布資料；
資料 1-1 科研費改革に関する作業部会における検討状況について （PDF:96KB）
資料 1-2 科研費改革に関する作業部会関係資料 （PDF:415KB）
資料 2-1 科研費改革の当面の取組について（案）-平成 30 年度概算要求 に向けた考え方等- （PDF:94KB）
資料 2-2 7 月 3 日開催第 2 回研究費部会における平成 30 年度概算要求に関する主な御意見
資料 2-3 平成 30 年度概算要求に向けた考え方等に関する関係資料 （PDF:1256KB）
資料 2-4 今後の「基盤研究（B）」に係る助成規模等の在り方について（案） （PDF:159KB）
資料 2-5 科研費による国際共同研究の推進（イメージ） （PDF:149KB）
資料 2-6 「海外学術調査」の発展的見直しの意義・必要性（案）
資料 2-7 「帰国発展研究」の発展的見直しの意義・必要性（案） （PDF:123KB）
資料 2-8 「「海外学術調査」の発展的見直しの意義・必要性(案)」に関する海外調査専門委員会から文部科学省
への要望書 （PDF:343KB）
資料 3-1 前期「研究費部会提言」を踏まえた改革の具体的取組状況等について （PDF:646KB）
資料 3-2 平成 29 年度「挑戦的研究」応募・採択状況 （PDF:140KB）
資料 3-3 平成 29 年度「挑戦的研究」の公募の総括について （PDF:417KB）
資料 3-4 「若手研究者」による平成 29 年度「挑戦的研究（開拓）」採択課題の概要 （PDF:1310KB）
●国立大学法人評価委員会
●国立研究開発法人審議会
◎国立研究開発法人審議会（第１０回）

８月３日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/1395379.htm
議題；
1. 業務の実績に関する評価（年度評価、見込評価、及び期間実績評価）、中長期目標期間終了時の業務及び組織の
見直しについて（非公開）
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2. 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（非公開）
配布資料；
【資料 2-1】理化学研究所の中長期目標期間終了時の業務及び組織の見直し内容（案）
【資料 2-2】宇宙航空研究開発機構の中長期目標期間終了時の業務及び組織の見直し内容（案）（調整中）
【参考資料 1】「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」概要 （PDF:196KB）
【参考資料 2】文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準（平成 27 年 6 月 30 日文部科学大臣決定、平成
29 年 4 月 1 日一部改訂） （PDF:299KB）
◎物質・材料研究機構部会（第８回）

７月２６日

追加

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/007/kaisai/1388098.htm
＊他の部会情報は、http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/index.htmから。
●調査研究協力者会議等
◎初等中等教育 全国的な学力調査に関する専門家会議（第２回）

８月３１日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/130/shiryo/1394963.htm
議題；
1. 平成 29 年度全国学力・学習状況調査の結果について（概要）
2. 平成 28 年度全国学力・学習状況調査における経年変化分析調査の結果公表について
3. その他
配布資料；
資料 1-1 平成 29 年度全国学力・学習状況調査の結果について（概要） （PDF:916KB）
資料 1-1 平成 29 年度全国学力・学習状況調査の結果について（概要） （PDF:2790KB）
資料 1-2 平成 29 年度全国学力・学習状況調査 別紙 （PDF:4011KB）
資料 1-2 平成 29 年度全国学力・学習状況調査 別紙 （PDF:2910KB）
資料 2-1 平成 28 年度全国学力・学習状況調査経年変化分析調査実施報告（概要） （PDF:96.2KB）
資料 2-2 平成 28 年度全国学力・学習状況調査経年変化分析調査 別紙 （PDF:424KB）
参考資料 都道府県・指定都市平均正答率一覧 （PDF:464KB）
参考資料 平成 30 年度以降の全国学力・学習状況調査について （PDF:125KB）
◎「もんじゅ」廃止措置評価専門家会合（第２回）

７月１９日

追加

議事要旨；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/022/gijiroku/1393879.htm
配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/022/shiryo/1393867.htm
U.S. DOE Experience with D&D of EBR-2 and FFTF （PDF:1185KB）
DECOMMISSIONING OF SODIUM FAST REACTORS：Presentation of French experience （PDF:3437KB）
●中央教育審議会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/
◎専門職大学の設置基準の制定等について（諮問）
８月２３日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1394417.htm
関連資料；
専門職大学設置基準案について （PDF:287KB）
専門職短期大学設置基準案について （PDF:280KB）
新旧対照表 （学位関係） （PDF:117KB）
新旧対照表 （学教法施行規則） （PDF:93KB）
新旧対照表 （細目省令） （PDF:74KB）
新旧対照表 （専門職大学院設置基準） （PDF:57KB）
◎教育振興基本計画部会（第１５回）

８月８日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/1393659.htm
議題；審議経過報告に向けた議論の状況
配布資料；
資料 1-1 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・総論 （PDF:396KB）
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資料 1-2 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・各論 （PDF:344KB）
資料 1-3 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・指標の例 （PDF:296KB）
資料 2 生涯学習分科会における主な意見 （PDF:176KB）
資料 3 今後の日程について （PDF:23KB）
資料 4 委員提出資料 （PDF:199KB）
◎教育振興基本計画部会（第１６回）

８月２８日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/1394796.htm
議題；審議経過報告（素案）について
配布資料；
資料 1-1 第 3 期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（概要） （PDF:175KB）
資料 1-2 今後 5 年間の教育政策の目標と主な施策群（ロジックモデル） （PDF:417KB）
資料 1-3 第 3 期教育振興基本計画について（審議経過報告（素案）） （PDF:600KB）
資料 2-1 生涯学習分科会における主な意見 （PDF:131KB）
資料 2-2 初等中等教育分科会における主な意見 （PDF:140KB）
資料 2-3 大学分科会における主な意見 （PDF:142KB）
資料 3 今後の日程について （PDF:21KB）
◎生涯学習分科会（第８６回）

７月１４日

配布資料、議事録 追加

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/kaisai/1387750.htm
議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/1393971.htm
配布資料；
資料 1 障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について（1／2） （PDF:3170KB）
資料 1 障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について（2／2） （PDF:3171KB）
資料 2 これからの専修学校教育の振興のあり方について（報告）（※PDF)
資料 3-1 自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育
力の向上（第十次提言）（平成 29 年 6 月 1 日教育再生実行会議）概要（※PDF)
資料 3-2 自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育
力の向上（第十次提言）（平成 29 年 6 月 1 日教育再生実行会議）本文・参考資料（1／2）（※PDF)
資料 3-2 自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育
力の向上（第十次提言）（平成 29 年 6 月 1 日教育再生実行会議）本文・参考資料（2／2）（※PDF)
資料 4-1 経済財政運営と改革の基本方針 2017（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）（生涯学習関連部分抜
粋） （PDF:255KB）
資料 4-2 未来投資戦略 2017（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）（生涯学習関連部分抜粋） （PDF:296KB）
資料 4-3 まち・ひと・しごと創生基本方針 2017（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）（生涯学習関連部分抜
粋） （PDF:125KB）
資料 5-1 第 3 期教育振興基本計画基本的な考え方 3 に関する検討の視点 （PDF:77KB）
資料 5-2 第 3 期教育振興基本計画による教育政策の検証改善サイクル（平成 29 年 7 月 10 日第 13 回教育振興基本
計画部会資料）（※PDF)
資料 5-3 今後 5 年間の教育政策の目指すべき方向性と主な施策群（ロジックモデル）（平成 29 年 7 月 10 日第 13
回教育振興基本計画部会資料）（※PDF)
資料 5-4 第 3 期教育振興基本計画における指標・施策群の考え方（基本的な方針 1）（平成 29 年 7 月 10 日第 13
回教育振興基本計画部会資料）（※PDF)
資料 5-5 第 3 期教育振興基本計画における指標・施策群の考え方（基本的な方針 3）（平成 29 年 7 月 10 日第 13
回教育振興基本計画部会資料）（※PDF)
資料 5-6 第 3 期教育振興基本計画における指標・施策群の考え方（基本的な方針 5）（平成 29 年 7 月 10 日第 13
回教育振興基本計画部会資料）（※PDF)
資料 6 今後の日程について （PDF:41KB）
参考資料 1 生涯学習分科会における主な意見（平成 29 年 5 月 24 日第 12 回教育振興基本計画部会資料）（※PDF)
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参考資料2 平成29 年7 月10 日第13 回教育振興基本計画部会における主な意見
（生涯学習政策関係）（PDF:102KB）
参考資料 3 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
◎生涯学習分科会（第８７回）

８月２３日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/1394369.htm
議題；
1. 社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について
2. 検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドラインについて
3. 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況について
4. その他
配布資料；
資料 1-1「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について（案）」の概要 （PDF:213KB）
資料 1-2 社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について（案） （PDF:457KB）
資料 2-1 検定試験の評価等に関するガイドラインの経緯について （PDF:41KB）
資料 2-2「検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドライン（案）」について（概要） （PDF:55KB）
資料 2-3「検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドライン（案）」について（1／2） （PDF:4044KB）
資料 2-3「検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドライン（案）」について（2／2） （PDF:2669KB）
資料 3-1 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・総論 （PDF:643KB）
資料 3-2 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・各論 （PDF:636KB）
資料 3-3 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・指標等の例 （PDF:740KB）
◎初等中等教育分科会 学校における働き方改革特別部会（第２回）

８月４日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/1393809.htm
議題；論点の整理について、その他
配布資料；
資料 1-1 諸外国の学校の役割と教職員等指導体制の比較 （PDF:455KB）
資料 1-2 「学校が担うべき業務の在り方」「教職員及び専門スタッフが担うべき業務の在り方及び役割分担」に
係る取組事例等 （PDF:1879KB）
資料 2-1 法令等で学校に義務付けられている業務等（一覧） （PDF:1810KB）
資料 2-2 教育委員会から学校宛ての調査・照会（例） （PDF:168KB）
資料 3 検討事項にかかるこれまでの主な意見の整理 （PDF:260KB）
資料 4 「学校における働き方改革特別部会」への意見（橋本委員提出資料） （PDF:116KB）
参考資料 1 学校における働き方改革に関する特別部会 委員名簿 （PDF:44KB）
参考資料 2 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～（平成 29 年 6 月 9 日閣議
決定）【抄】 （PDF:48KB）
参考資料 3 教員勤務実態調査の実施方法等に関する補足説明 （PDF:925KB）
◎初等中等教育分科会 学校における働き方改革特別部会（第３回）

８月２９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/1395044.htm
議題；
1. 業務の適正化・役割分担等に関する具体的な論点について
2. 緊急提言について
配布資料；
資料 1 業務の適正化・役割分担等に関する具体的な論点 （PDF:496KB）
資料 2 学校における働き方改革に係る緊急提言 （PDF:173KB）
参考資料 1 学校における働き方改革特別部会 委員（名簿）
参考資料 2 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～（平成 29 年 6 月 9 日閣議
決定）【抄】
参考資料 3 教員の行うべき仕事とは”指導文化”への挑戦と役割分担の検討（試案）（妹尾委員提出資
料） （PDF:191KKB）
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◎初等中等教育分科会 「学校における働き方改革に係る緊急提言」

８月２９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/__icsFiles/afieldfile/2017/09/04/1395249_1.
pdf
◎初等中等教育分科会（第１１３回）

８月２２日

資料等未公表

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1388882.htm
議題；
1. 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況について
2. 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領等について
3. 高等学校通信教育の質の確保・向上方策について
4. 高大接続改革の実施方針等について
◎初等中等教育分科会 教育課程部会（第１０３回）

７月１８日

＊配布資料追加

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/1393834.htm
議題；
1. 特別支援学校幼稚部教育要領，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領について
2. 小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領等に関する移行措置等について
3. その他
配布資料；
資料 1-1 特別支援学校学習指導要領等の改訂のポイント （PDF:154KB）
資料 1-2 特別支援学校幼稚部教育要領 （PDF）
資料 1-3 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 （PDF）
資料 2-1 学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要 （PDF）
資料 2-2 小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等について
（通知） （PDF）
資料 3 新学習指導要領の趣旨の周知に向けた取組について
資料 4-1 教員勤務実態調査（平成 28 年度）の集計（速報値）について（概要）（※学校における働き方改革特
別部会（第 1 回）配付資料（PDF）へリンク）
資料 4-2 教員勤務実態調査（平成 28 年度）の集計（速報値）について（※学校における働き方改革特別部会（第
1 回）配付資料（PDF）へリンク）
資料 4-3 教員勤務実態調査（平成 28 年度）追加資料（※学校における働き方改革特別部会（第 1 回）配付資料
（PDF）へリンク）
資料 4-4 教員の働き方改革に関する関係団体・有識者ヒアリング概要（※教員養成部会（第 96 回）配付資料へ
リンク）
資料 4-5 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関
する総合的な方策について（諮問）（※中央教育審議会（第 112 回）配付資料（PDF）へリンク）
資料 4-6 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に
関する総合的な方策について」関係資料（※中央教育審議会（第 112 回）配付資料（PDF）へリンク）
資料 4-7 初等中等教育分科会における部会の設置について（※教員養成部会（第 98 回）配付資料へリンク）
資料 5-1 児童生徒の学習評価に関するワーキンググループの設置について（案）
資料 5-2 学習評価に関する資料 （PDF:919KB）
参考資料 第 9 期中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会委員名簿
◎大学分科会 大学分科会（第１３７回）
・第９期将来構想部会（第４回）合同会議
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/1394379.htm
議題；
1. 認証評価機関の認証について
2. 専門職大学・専門職短期大学の設置基準等について
3. 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況について
4. 認可基準の改正について
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８月２３日

5. 大学等の連携・統合について
配布資料；
資料 1-1 公益財団法人大学基準協会の審議結果について （PDF:861KB）
資料 1-2 認証評価機関の認証について（答申）（案）
資料 2-1 専門職大学設置基準の制定等について（諮問）
資料 2-2 専門職大学設置基準の制定等について（答申）（案）
資料 2-3 「専門職大学設置基準（案）」等に関する意見募集の結果について （PDF:484KB）
資料 3 認可基準の改正について （PDF:417KB）
資料 4-1 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・総論 （PDF:672KB）
資料 4-2 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・各論 （PDF:635KB）
資料 4-3 第 3 期教育振興基本計画に関する審議経過報告に向けた議論の状況・指標等の例 （PDF:733KB）
資料 5 地域における質の高い高等教育機会の確保のための方策について ―連携と統合の可能性
― （PDF:2324KB）
資料 6 将来構想部会 制度・教育改革ワーキンググループの審議状況 （PDF:393KB）
資料 7 中央教育審議会大学分科会将来構想部会の今後の日程について
◎大学分科会 制度・教育改革ワーキンググループ（第２回）

８月９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/1393770.htm
議題；
1. 認証評価について
2. 情報公開及び学修成果の可視化について
3. その他
配布資料；
資料 1-1 認証評価制度のあり方について
資料 1-2 認証評価関係基礎資料 （PDF:791KB）
資料 1-3 社会の観点から見た中長期で考える認証評価制度・情報公開の在り方について （PDF:255KB）
資料 1-4 大学の質保証の仕組みと課題 （PDF:430KB）
資料 1-5 認証評価の検証において把握している主な課題
資料 1-6 認証評価制度に対する意見
資料 1-7 短期大学基準協会の現状と課題 （PDF:426KB）
資料 2 情報公開及び学修成果の可視化に関する取組について 1 （PDF:127KB）
資料 2 情報公開及び学修成果の可視化に関する取組について 2 （PDF:372KB）
資料 3 制度・教育改革ＷＧ（第 1 回）での意見
参考資料 1 高等教育の将来構想に関する参考資料 1 （PDF:4031KB）
参考資料 1 高等教育の将来構想に関する参考資料 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:118KB）
◎大学分科会 制度・教育改革ワーキンググループ（第３回）

８月２９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/1394983.htm
議題；
1. 学位プログラムを中心とした大学制度について
2. 社会人学び直しについて
3. 将来構想部会での議論について
配布資料；
資料 1 学位プログラムを中心とした大学制度について （PDF:892KB）
資料 2 社会人の学び直しの更なる推進に向けて （PDF:1153KB）
資料 3 中央教育審議会大学分科会将来構想部会の審議状況
資料 4 中央教育審議会大学分科会将来構想部会制度・教育改革ワーキンググループの今後の日程
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◎大学分科会 専門職大学院ワーキンググループ（第４回）

８月２９日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/040/siryo/1394367.htm
議題；専門職大学院制度の改善方策について、その他
配布資料；
資料 1 「専門職大学設置基準案」等に関する意見募集の結果について （PDF:601KB）
資料 2 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:611KB）
参考資料 1 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:352KB）
参考資料 2 専門職大学院に関するデータ集 （PDF:3578KB）
●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
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
◎「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
◎「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

再掲

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 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
◎「経済財政運営と改革の基本方針２０１７（骨太方針２０１７）」 閣議決定

再掲

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
◎経済財政諮問会議 「平成３０年度予算の全体像」

７月１８日

再掲

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2017/30_yosannozentai.pdf
◎「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
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＊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１回）

８月２９日

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170829/agenda.html
議事次第；
１ 行政手続部会の今後の進め方
２ 重点分野に係る基本計画の点検のための検討チームの設置について
３ 基本計画の概要について
配布資料；
資料１ 行政手続部会の今後の進め方（PDF形式）
資料２ 重点分野に係る基本計画の点検のための検討チームの設置について（PDF形式）
資料３ 行政手続の簡素化の基本計画の概要について（PDF形式）
◎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

８月１０日

議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/170810giji.pdf
配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20170810.html
文－１科学技術指標2017（PDF形式：725KB）
文－２科学研究のベンチマーキング2017（PDF形式：415KB）
＊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
「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・しごと創生基本方針２０１７
再掲
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/honbukaigou/h29-06-09.html
◎地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議 「地方創生に資する大学改革に向けた中間報告」 再掲
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29-05-22_daigaku_chuukanhoukoku.
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８回）
８月７日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29-08-07.html
議事；
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(1) 若者雇用の創出について
(2) 大学のガバナンス改革の取組について
配布資料；
資料１ 日本経済団体連合会提出資料
資料２ 小松製作所提出資料
資料３ 高見研究員（（独）労働政策研究・研修機構）提出資料
資料４ 文部科学省提出資料
資料５ 石田委員提出資料
資料６ 委員からの意見等資料
資料７ 今後の進め方（案）
◎地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議（第９回）
８月２３日
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29-08-23.html
議事；
(1) 地方創生に資する大学の取組について
(2) 東京における大学の新増設の抑制について
配布資料；
資料１ 日本経済団体連合会提出資料
資料２ 小松製作所提出資料
資料３ 高見研究員（（独）労働政策研究・研修機構）提出資料
資料４ 文部科学省提出資料
資料５ 石田委員提出資料
資料６ 委員からの意見等資料
資料７ 今後の進め方（案）
◎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
◎オープンイノベーション協創会議 検討のまとめ「オープンイノベーションの本格的駆動に向けて」７月１０日追加
オープンイノベーションの本格的駆動に向けて；
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/open/__icsFiles/afieldfile/2017/07/12/1388096_1_1_1.pdf
オープンイノベーションの本格的駆動に向けて 構成；
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/open/__icsFiles/afieldfile/2017/07/12/1388092_02_1.pdf
オープンイノベーションの本格的駆動に向けて 要点；
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/open/__icsFiles/afieldfile/2017/07/12/1388092_03_1.pdf
＊大学等の産学官連携の状況は、次のサイトにて一覧できる
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/main7_a5.htm
●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

再掲

●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
●厚生労働省
＊各種統計調査 http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/
◎「働き方の未来２０３５推進本部」
８月２２日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudouseisaku.html?tid=372429
議題等；
（１）働き方の未来2035推進本部の開催について
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（２）「働き方の未来2035：一人ひとりが輝くために」懇談会報告書について
（３）働き方の未来2035推進本部について
（４）その他
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000132329.html
資料１ 「働き方の未来 2035：一人ひとりが輝くために」懇談会報告書（PDF：333KB）
資料２ 働き方の未来 2035 推進本部について（PDF：48KB）
＊「働き方の未来２０３５」報告書；
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000152713.pdf
◎社会保障審議会 介護給付費分科会（第１４４回）
８月４日
議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000177101.html
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174015.html
◎社会保障審議会 介護給付費分科会（第１４５回）
８月２３日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000175125.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６回）
８月３０日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000175657.html
◎厚生科学審議会 臨床研究部会（第１回）
８月２日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172649.html
議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176350.html
◎厚生科学審議会 臨床研究部会（第２回）
８月３１日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000175731.html
◎労働政策審議会 労働条件分科会（第１３８回）
８月３０日
資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000175847.html
◎労働政策審議会 労働政策基本部会（第１回）
７月３１日
議事録公表
議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000177442.html
◎中央最低賃金審議会 答申「平成２９年度地域別最低賃金額改定の目安について」
再掲
答申本文；http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html
◎中央社会保険医療協議会 総会（第３５８回）
８月９日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174099.html
◎中央社会保険医療協議会 総会（第３５９回）
８月２３日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174966.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）
再掲
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000250564.pdf
●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
＊環境統計；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
◎中央環境審議会
http://www.env.go.jp/council/01chuo/yoshi01.html
◎環境総合データベース http://www.env.go.jp/sogodb/index.html

再掲

●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
◎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
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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「これまでの論点整理」 ７月 再掲
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170713001_01.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 平成２９年度審査結果公表

８月２９日

http://www.mod.go.jp/atla/funding/kadai.html#h29
新規採択研究課題一覧；http://www.mod.go.jp/atla/funding/kadai/h29kadai.pdf
２９年度応募状況；http://www.mod.go.jp/atla/funding/kadai/h29oubojyoukyou.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

＊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
◎英国のEU離脱に関する緊急提言

８月４日

http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/061.html
●経済同友会
https://www.doyukai.or.jp
◎米国ミッション派遣報告書
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/170804a.pdf
◎提言 「電子政府を実現し、世界第３位を目指せ！」
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/170831a.pdf

８月４日
８月３１日

●日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp
◎「地域・中小企業におけるＩｏＴの活用推進に関する意見～第４次産業革命への対応に向けて～」 ７月２０日 再掲
要旨；http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2017/0720165520.html
本文；http://www.jcci.or.jp/it/170720iot-honbun.pdf
概要；http://www.jcci.or.jp/it/170720iot-gaiyo.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
＊８月の会議予定；http://www.scj.go.jp/ja/member/plan/pdf/2909.pdf
＊８月の学術会議幹事会の開催状況、配付資料等は、http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/index.html
◎総合工学委員会・機械工学委員会合同 提言「科学的知見の創出に資する可視化について」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t247-5.pdf
◎地域研究委員会・地球惑星科学委員会合同 地理教育分科会
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８月８日

提言「持続可能な社会づくりに向けた地理教育の充実」

８月８日

◎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
提言「学術の総合的発展と社会のイノベーションに資する研究資金制度のあり方に関する提言」８月２２日
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t248-3.pdf
◎土木工学・建築学委員会 大地震に対する大都市の防災・減災分科会
提言「大震災の起きない都市を目指して」

８月２３日

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t249-1.pdf
＊８月は、各委員会から多くの提言がまとめられ、公表されている。上記のものはその一部。以下のサイトで関心のあ
る分野の提言の存在を確認されたい。
http://www.scj.go.jp/topnews.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
◎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

再掲

６月１４日

再掲

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
本文；http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen2.pdf
概要；http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen1.pdf
◎国公立大学振興議員連盟第１０回総会

８月９日

http://www.janu.jp/news/whatsnew/20170809-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「私立大学の将来構想について」（村田副会長）（於；中教審大学分科会将来構想部会）
７月２８日

http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/290728.pdf

再掲

◎「平成30年度私立大学関係政府予算に関する要望」および「平成30年度私立大学関係税制改正要望」 ８月２日
平成３０年度私立大学関係政府予算に関する要望；
本文；http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/290804_1_body.pdf
データ編；http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/290804_2_data.pdf
平成３０年度私立大学関係税制改正に関する要望；http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/290804_4_ta
x.pdf
◎私立大学協会

https://www.shidaikyo.or.jp

◎私立大学連盟

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

「多様で特色ある私立大学の地方創生の取組」の取りまとめ
http://www.shidairen.or.jp/publications
◎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
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８月２１日

◎公立大学協会の在り方検討会議「公立大学の将来構想に向けての議論の方向性と可能性」６月２７日公表 再掲
http://www.kodaikyo.org/wp/wp-content/uploads/2017/06/lead.pdf
◎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 ７月号（１７０号）
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/news/__icsFiles/afieldfile/2017/07/12/no9_1_news170_2.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２９回）
８月２日
議事録；http://www.nsr.go.jp/data/000198867.pdf
会議資料；http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000261.html
◎原子力規制委員会（第３０回）

８月３日

議事録；http://www.nsr.go.jp/data/000198762.pdf
会議資料；http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000262.html
◎原子力規制委員会（第３１回）

８月４日

議事録；http://www.nsr.go.jp/data/000200163.pdf
会議資料；http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000263.html
◎原子力規制委員会（第３２回）

８月２３日

議事録；http://www.nsr.go.jp/data/000200789.pdf
会議資料；http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000264.html
◎原子力規制委員会（第３３回）

８月３０日

議事録；http://www.nsr.go.jp/data/000201588.pdf
会議資料；http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000265.html
◎原子力規制委員会（第３４回）

８月３０日

議事録；http://www.nsr.go.jp/data/000201732.pdf
会議資料；http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000266.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
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＊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
●核不拡散・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
◎ISCNニューズレター（No.0245） August, 2017
https://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/0245.html
内容の一部
1-1 ユートラムから離脱後の英国の保障措置体制等について（英国政府の方針と容易ならざる事態）
1-2 米国2018会計年度エネルギー・水資源歳出法案等について（エネルギー省の核不拡散、核セキュリティ及び原子力
活動に係る部分のポイント等）
1-3 北朝鮮による弾道ミサイル発射等に関する決議第2371号の採択
◎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１５回）

８月２５日

http://www.nisc.go.jp/conference/cs/
議事次第；http://www.nisc.go.jp/conference/cs/dai15/pdf/15gijishidai.pdf
配布資料；
資料１ サイバーセキュリティ2017（案）
資料２ サイバーセキュリティ関係施策に関する平成３０年度予算重点化方針（案）
＊サイバーセキュリティ２０１７

http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2017.pdf

＊サイバーセキュリティ関係施策に関する平成３０年度予算重点化方針
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/yosanhoshin30.pdf
＊サイバーセキュリティ政策に係る年次報告（2016年度）；http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/jseval_2016.pdf
２０２０年及びその後を見据えたサイバーセキュリティの在り方－サイバーセキュリティ戦略中間レビュー－；
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/csway2017.pdf
サイバーセキュリティ研究開発戦略；http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/kenkyu2017.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）
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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
◎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８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/213/html5.html#page=2
特集；平成２９年度科学技術白書
◎科研費 NEWS（2017Vol.1）発行
最新版
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_letter/data/news_2017_vol1/news_2017_vol1.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９月号；http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/doukou_new.html
【特集: コミュニティを問い直す】
【特集: 危機に瀕する学術情報の現状とその将来】
◎科学（岩波書店発行） https://www.iwanami.co.jp/kagaku/
８月号特集「日本の研究力」
９月号特集「海原を駆けた旧石器人」
◎日経サイエンス(｢SCIENTIFIC AMERICAN｣日本版．日経サイエンス社発行)
９月号特集「マルチバースと多世界」
１０月号特集「日本海溝移動説」

http://www.nikkei-science.com

＜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
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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)
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 8 月の情報を扱っています．)
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