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学術関連情報 1803    科学・技術、学術政策をめぐる主な動き             180404 

 

復興を加速 

★180309第 20 回復興推進会議・第 46 回原子力災害対策本部 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-1/20180309091806.html 

（資料１）復興７年間の現状と課題 ：発災から７年が経過 

○地震・津波被災地域においては、・復旧は概ね終了、住宅の再建も着実に進捗 ・被災者の心身のケアや、産業の再生が重要 

○福島においては、順次、避難指示が解除され、・住民の帰還に向けた環境整備を進める必要 ・風評払拭に向けた取組や放射線に

関する正しい知識の情報発信等を強化 

（資料２）原子力災害からの福島復興の進捗について  

（参考資料１）復興推進会議構成員  （参考資料２）原子力災害対策本部構成員 （参考資料３）「風評払拭・リスクコミュニケー

ション強化戦略」のポイント （参考資料４）福島の環境再生に向けた取組の現状 （参考資料５）復興に係る国際広報について  

経済 

人生 100 年時代構想会議 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsei100nen/index.html 

★180323（６）https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinsei100nen/dai6/siryou.html リカレント教育 

（アベ挨拶）リカレント教育は、人づくり革命のみでなく、生産性革命を推進する上で、鍵となるものです 

資料１リカレント教育 参考資料、 資料２品川泰一議員 提出資料 、 資料３高橋 進議員 提出資料 、 資料４樋口美

雄議員 提出資料、 資料５鎌田薫 議員 提出資料、 資料６松尾 清一議員 提出資料 、 資料７宮本恒靖議員 提出資

料、資料８林文部科学大臣 提出資料、 資料９野田女性活躍担当大臣 提出資料、資料 10 世耕経済産業大臣 提出資

料、 資料 11 加藤厚生労働大臣 提出資料 

未来投資会議 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html  

■180331（14）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai14/index.html 

資料１： 坂本氏提出資料：高度自動運転社会の実現   

資料２：佐治氏提出資料：自動運転バスの2019年度サービス実施に向けて 

資料３： 佐々木氏提出資料： 中小企業の生産性向上とデジタルガバメントの課題 

資料４： 竹中議員提出資料： 第４次産業革命のネクストフェーズに向けて（デジタル・トランスフォーメーション、PPP/PFIト 

  ランスフォーメーション） 

資料５： 竹中議員・金丸議員提出資料  世界最先端のデジタル・ガバメントの実現に向けて 

資料６： 五神議員提出資料  GoodシナリオとしてのSociety5.0の実現へ 

資料７： 内閣府特命担当大臣（科学技術政策）提出資料： 「デジタル・ガバメント」及び「自動運転」の推進について 

資料８： 経済産業大臣提出資料： 経済産業省の自動走行とデジタルガバメントに向けた取組 

資料９： 総務大臣提出資料： 行政からの生産性革命の推進について～総務省の取組～ 

資料１０：榊原議員提出資料： 行政からの生産性革命について 

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/suishinkaigo2018/index.html 

「第 4 次産業革命」会合 

（PPP/PFI） 

■180227（３）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/ppp/dai3/index.html 

１．ＰＰＰ／ＰＦＩの活用促進について ２．ソーシャル・インパクト・ボンドについて 

資料 1-1：内閣府（民間資金等活用事業推進室）提出資料：「未来投資戦略 2017」の進捗状況・推進会合での議論に関する検討
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状況 

資料 1-2：文部科学省提出資料：文教施設におけるコンセッション事業の具体化目標に向けた今後の取組 

資料 1-3：厚生労働省提出資料①：「未来投資戦略２０１７」の進捗状況（１） 

資料 1-4：経済産業省提出資料①： 公営発電施設・工業用水道事業における検討・取組状況 

資料 1-5：国土交通省提出資料：「未来投資戦略２０１７」の進捗状況 

資料 1-6：農林水産省提出資料：民間提案の取りまとめと課題の整理（これまでにない長期・大ロットで民間事業者が立木の伐

採・販売を行う提案） 

資料 1-7：総務省提出資料：下水道事業における公営企業会計の適用の状況 

資料 1-8：株式会社東京証券取引所提出資料：上場インフラファンド市場に係る制度改正の検討について 

資料 2-1：神戸市提出資料： 神戸市における SIB を活用した糖尿病性腎症等重症化予防事業 

資料 2-2：厚生労働省提出資料②：保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業 

資料 2-3：法務省提出資料： 再犯防止推進計画（平成 29 年 12 月閣議決定） 

資料 2-4：経済産業省提出資料②： 新しい官民連携の仕組み:ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB） 

の概要とその動向 

「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合 

（イノベーション） 

■180315（３）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/innov/dai3/index.html 

政策討議「大学改革・産学連携・研究力向上」 

資料１： 文部科学省提出資料 文部科学省における今後の具体的施策 

資料２： 日本経済団体連合会提出資料  Society 5.0 の実現に向けて 

資料３： 内閣府提出資料： 政策討議「大学改革・産学連携・研究力向上」論点 

（雇用・人材） 

■180307（3）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/dai4/index.html 

Society5.0 の社会実装のための人材育成・活用力の強化 

資料 1 株式会社リクルートワークス研究所提出資料： ダイバーシティ経営・多様な採用等の視点から 

資料 2 東京ガス株式会社提出資料： 東京ガスにおける女性活躍推進の取り組み 

資料 3 一般社団法人留学生支援ネットワーク提出資料：外国人留学生の就職支援の現状と対策 

資料 4  文部科学省提出資料： 外国人留学生の就職支援について 

資料 5  経済産業省提出資料： 高度外国人材の受入れ拡大 

「健康・医療・介護」会合 

■180309（４）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/health/dai4/index.html 

技術革新を活用した多職種の関与・連携促進、保険外サービスの活用、医療・介護に関するデータ連携の促進に向けた諸課題

について （有識者・各省ヒアリング） 

資料１：厚生労働省 提出資料 

資料２：株式会社ワイズ 早見 泰弘氏 提出資料 

資料３：厚生労働省・経済産業省・総務省 提出資料 

資料４：厚生労働省・経済産業省・総務省・文部科学省 提出資料 

「地域経済・インフラ」会合 

（農林水産業） 
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■180314（９）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/nourin/dai9/index.html 

スマート林業の社会実装について 

■180307（８）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/nourin/dai8/index.html 

１．食品流通の構造改革について ２．スマート農業・水産業の実現に向けた取組方針について 

（中小企業・観光・スポーツ・文化等） 

■180316（３）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/chusho/dai3/index.html 

中小企業・小規模事業者の生産性向上について 

（インフラ） 

■180302（２）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/infla/dai2/index.html 

ＩＣＴ活用等によるインフラの生産性と機能の向上について 

裁判手続等のＩＴ化検討会 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html 

貿易手続等に係る官民協議会 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/boeki_tetsuzuki/index.html 

■180313（５）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/boeki_tetsuzuki/dai5/siryou.html 

１．港湾の渋滞緩和 ２．CY カットタイムの短縮 

法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html 

自動走行に係る官民協議会 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jidousoukou/index.html 

■180305（５）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jidousoukou/dai5/siryou.html  

国の公道実証の高度化について 制度整備大綱について 

資料１：内閣府、経済産業省、国土交通省、産業技術総合研究所、豊田通商株式会社、先進モビリティ株式会社、Ｓ

Ｂドライブ株式会社 提出資料  

参考資料１：国の公道実証プロジェクトで収集・共有するデータの基本的考え方  

参考資料２：2017 年度 自動走行 公道実証プロジェクト一覧  

経済財政諮問会議 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html 

■180329（30-3）http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0329/agenda.html 

（１） 経済・財政一体改革の中間評価 （２） 社会保障及び社会資本整備に関する中長期展望と政策対応について 

(アベ)経済財政諮問会議では、本年夏に取りまとめる経済・財政一体改革の新たな計画に向けて議論を加速 

資料 1-1 経済・財政一体改革の中間評価（経済・財政一体改革推進委員会）（PDF 形式：147KB）   

資料 1-2 経済・財政一体改革の中間評価のポイント（経済・財政一体改革推進委員会）（PDF 形式：279KB）   

資料 1-3 経済・財政一体改革の中間評価（参考資料）（経済・財政一体改革推進委員会）（PDF 形式：399KB）   

資料２ 新たな計画の策定に向けて（有識者議員提出資料）（PDF 形式：61KB）   

資料３ インフラ維持補修・更新費の中長期展望（内閣府）（PDF 形式：104KB）   

資料 4 人口減少・高齢化の進展する中での持続可能な経済財政の構築に向けて（有識者議員提出資料）  

（参考資料）（有識者議員提出資料） 

資料５ 社会資本の戦略的な維持管理・更新について（石井臨時議員提出資料）（PDF 形式：717KB）   

■180223（９）http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg7/300223/agenda.html 

文教・科学技術分野におけるこれまでの取組の評価について 

資料 1 文教・科学技術分野におけるこれまでの取組の評価について （PDF 形式：465KB）  

参考資料 1 経済・財政再生計画の KPI、「見える化」、先進・優良事例の展開の進捗状況について （PDF 形式：463KB）  

参考資料 2 経済・財政再生計画の改革工程、KPI の進捗整理表（抜粋） （PDF 形式：5219KB）  
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社会保障ワーキング・グループ  http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/index.html 

■180227（２５）http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/300227/agenda.html 

(1) 社会保障分野におけるこれまでの取組 

国と地方のシステムワーキング・グループ  http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/index.html 

■180226（１２）http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/180226/agenda.html 

(2)社会資本整備等及び地方行財政改革・分野横断的な取組分野におけるこれまでの取組の評価について 

評価・分析ワーキング・グループ http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg5/index.html 

知的財産戦略本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html 

■180323（４）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/senryaku_vision/dai4/gijisidai.html 

(1)全体ディスカッション   ○知的財産戦略ビジョンの実現のための全体的な枠組について 

(2)グループワーク   ○知的資産に関するシステム（個別テーマ）について 

資料 1-1：知的財産戦略ビジョンの策定に向けた論点整理（案） 

資料 1-2：知的財産戦略ビジョンの実現のための全体的な枠組の例 

 

外交・安全保障  

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

国家安全保障会議 開催状況 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyoukaigi/kaisai.html 

サイバーセキュリティ戦略本部 https://www.nisc.go.jp/conference/cs/index.html 

 ▼180116 第 16 回サイバーセキュリティ戦略本部 

MOD 防衛省 http://www.mod.go.jp/ 

ATLA 防衛装備庁 http://www.mod.go.jp/atla/  

防衛装備庁の概要 http://www.mod.go.jp/atla/soubichou_gaiyou.html 

安全保障技術研究推進制度 http://www.mod.go.jp/atla/funding.html  略称として，「安保技術研究」という表現． 

2018/3/20 平成３０年度安全保障技術研究推進制度の新規研究課題の公募を開始しました。NEW! 

平成 30 年度公募要領全文（2232KB）<保護> 

MIC 総務省 

METI 経済産業省 http://www.meti.go.jp/ 

●180300 我が国産業における人材力強化に向けた研究会-報告書 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180319001.html 

「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」報告書（PDF 形式：5,280KB）   

人材力研究会アクションプラン（概要）（PDF 形式：376KB）   

「人生 100 年時代の社会人基礎力」と「リカレント教育」について（PDF 形式：1,998KB）   

人材力強化に取り組む企業事例集（後掲）  

人生 100 年時代の社会人基礎力（仮称）アンケート調査結果（後掲）  

中核人材確保ガイドブック（後掲）  

中核人材確保に係るデータ集（後掲）  

中核人材確保に向けて仲介事業者が果たす機能の整理～仲介事業者ヒアリング結果のまとめ（後掲）  

（参考）我が国産業における人材力強化に向けた研究会 

●1803（第３回）↑ 
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●180129（第２回）http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/jinzairyoku/002_haifu.html 

●171106（第 1回）http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/jinzairyoku/001_haifu.html 

必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ（人材像ワーキング・グループ） 

●171016（第 1回）～●180216（第７回） 

 

内閣府ホーム > 内閣府の政策 >  科学技術・イノベーション http://www8.cao.go.jp/cstp/stmain.html 

内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 科学技術・イノベーション > イノベーション戦略調整会議 

◆180319 第２回 イノベーション戦略調整会議 http://www8.cao.go.jp/cstp/senryakukaigi.html 

「統合イノベーション戦略」の策定に向けて早急に検討調整すべき事項 

資料 1「統合イノベーション戦略」の策定に向けて早急に検討調整すべき事項（PDF 形式：392KB）  

 １．大学改革等（産学連携、若手研究者活躍等）  

 〇大学の経営力の強化を図るため、組織の在り方を見直し、国立大学法人法の見直し、大学ガバナンスコードの策定等に取り

組むこと。 〇大学等連携再編の推進（国立大学の一法人複数国立大学経営を可能化）、国公私の枠組みを越えて大学等の機能

分担や連携を促進する新制度の創設に向け、法整備も含め具体的な検討を進めること。 ○産学官が総力をあげて大学改革を

支援するため、「大学改革支援産学官コンソーシアム」（仮称）を創設すること。 

２．政府事業のイノベーション化  ３．人工知能（AI） ４．農業 ５．環境エネルギー 

資料 1別添統合イノベーション戦略に盛り込むべき事項（PDF 形式：517KB）  

参考資料 1統合イノベーション戦略策定のプロセス（イノベーション戦略調整会議（第１回）資料１）（PDF 形式：512KB）  

大学教員も「役職定年」政府会議が検討へ 日本経済新聞 2018 年 3 月 19 日 19:35  

政府は 19 日、イノベーション戦略調整会議を開き、今夏の統合イノベーション戦略の取りまとめに向けた論点を示した。若

手の大学研究者の待遇を改善するため年俸制を拡大するほか、民間企業の「役職定年」の仕組みを大学にも導入して能力ある

若手が教員ポストを得やすくすることを検討する。国立大学が複数の国立大を経営できるようにすることも検討する。 

同会議はこのほか、人工知能（AI）に通じた人材の育成や、農業、環境エネルギー分野での IT の活用策を議論する。 

◆180202 第１回 イノベーション戦略調整会議 http://www8.cao.go.jp/cstp/senryakukaigi.html  

（議事録）【小野寺防衛大臣】我が国の高い技術力は防衛力の基盤であり、国民の命と平和な暮らしを守るためには、政府が一

体となって、科学技術の優位性を高めていくことが不可欠です。防衛大臣として、イノベーション戦略調整会議に参画し、産学官

連携を一層強化するなど、国民の安全・安心の確保に直結する科学技術政策を推進してまいります。 

内閣府の政策  > 科学技術・イノベーション  >総合科学技術・イノベーション会議 http://www8.cao.go.jp/cstp/index.html 

総合科学技術・イノベーション会議本会議 http://www8.cao.go.jp/cstp/giji.html 

■180329（３７）http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui037/haihu-037.html 

平成 30 年度における SIP の推進について「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告（第一次）について（決定） 

資料 1-1 平成 30 年度科学技術イノベーション創造推進費について（案）（PDF 形式：207KB）  

資料 1-2 平成 30 年度戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の実施方針（PDF 形式：255KB）  

資料 1-3 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期（平成 29 年度補正予算措置分）の実施方針（案） 

資料 1-4 科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針（改正案）（PDF 形式：201KB）  

資料 2-1「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告 ～生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集

技術等の利用について～（PDF 形式：132KB）  

資料 2-2「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告第一次）～生殖補助医療研究を目的とするゲノ

ム編集技術等の利用について～（PDF 形式：392KB）  
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◆科学技術政策担当大臣とＣＳＴＰ有識者議員との会合 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/index.html 

◆180322 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20180322.html 

沖縄科学技術大学院大学 グルース学長とＣＳＴＩ議員の意見交換 

資料 1Challenges in research and education 研究・教育における課題（PDF 形式：974KB）  

0306◆180228 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20180228-2.html 

環境エネルギー・水素戦略（第２回） 

資料 1-1 脱炭素に向けた次世代技術・イノベーションについて（PDF 形式：127KB）  

資料 1-2 環境基本計画における「有識者提言」への対応状況（PDF 形式：242KB）  

資料 2-1 エネルギーマネジメントシステムにおける今後の取組の方向性について(287KB）  

資料 2-2 創エネルギー・蓄エネルギーにおける今後の取組の方向性について(25KB）  

資料 2-3 水素における今後の取組の方向性について(264KB）  

資料 3 外務省 気候変動に関する有識者会合 エネルギーに関する提言（PDF 形式：305KB）  

資料 4-1 笹川平和財団 田中伸男会長 提出資料（PDF 形式：1544KB）  

資料 4-2 丸紅経済研究所 松原弘行副所長 提出資料（PDF 形式：693KB）  

資料 4-3 東京大学生産技術研究所 荻本和彦特任教授 提出資料（PDF 形式：1952KB）  

資料 5CSTI 久間議員 提出資料（PDF 形式：693KB）  

参考資料 1 環境エネルギー分野における科学技術・イノベーション政策について 

参考資料 2 政策討議「環境エネルギー・水素戦略」補足説明資料 

 総合科学技術・イノベーション会議 > 専門調査会・懇談会等 > 重要課題専門調査会  

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

データ連携基盤サブワーキンググループ http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/datarenkei/index.html 

Society 5.0 実現のための分野横断のデータ連携基盤の整備及びそれに附帯する事項に関し調査・検討等を実施するため、「Society 5.0 重要

課題ワーキンググループ」の下に設置。 

0313▼180301（第２回）http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/datarenkei/2kai/2kai.html 

（１）データ連携基盤の技術的検討事項について （２）データ連携基盤の国際動向について 

資料 1データ連携基盤の技術的検討事項（内閣府事務局）（PDF 形式：94KB）  

資料 2データ連携基盤の国際動向（IT総合戦略室事務局）（PDF：515KB）  

参考資料 1データ連携基盤サブワーキンググループ（第１回）議事録（案）（PDF：895KB）  

参考資料 2データ連携基盤の取組（IT 総合戦略室）（PDF：954KB）  

参考資料 3データ連携基盤の構築に関する提案（江崎座長提出資料）（PDF：931KB）  

重要課題専門調査会 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/juyoukadai/index.html 

◆180222（１3）http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/juyoukadai/13kai/haifu13.html 

１．重要課題専門調査会での審議の進め方について   ２．各分野に関する論点と検討状況について （１） Society5.0 重要課

題ＷＧ報告 （２） バイオ戦略検討ＷＧ報告（３） 政策討議報告（ＡＩ、環境エネルギー）（４） その他戦略分野について （フ

ィジカル、インフラ・防災、自動走行、ものづくり・コトづくり）  

資料 1-1 戦略協議会等の設置について（PDF 形式：204KB）  

資料 1-2 重要課題専門調査会議事運営規則（PDF 形式：60KB）  

資料 2-1 統合イノベーション戦略策定プロセス・骨格（PDF 形式：292KB）  

資料 2-2ＳＩＰ/ＰＲＩＳＭの戦略的活用（PDF 形式：187KB）  
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資料 2-3 重要課題専門調査会の議論の進め方（PDF 形式：166KB）  

資料 3-1Society 5.0 重要課題ＷＧ報告（PDF 形式：622KB）  

資料 3-2 バイオ戦略検討ＷＧ報告（PDF 形式：222KB）  

資料 4-1ＡＩ戦略政策討議報告（PDF 形式：964KB）  

資料 4-2 環境エネルギー政策討議報告（PDF 形式：299KB）  

資料 5 その他戦略分野について（PDF 形式：1050KB）  

官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM：プリズム）＞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 > http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/gb.html 

▼180330（第 8回）http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/gb/8kai/8kai.html 

    ム統括等の設置について 

資料 8-1 プログラム統括等の設置について（PDF 形式：110KB）  

資料 8-2 官民研究開発投資拡大プログラム運用指針（案）（PDF 形式：249KB）  

▼180222（第 7回）http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/gb/7kai/7kai.html 

   究開発投資拡大プログラムに係る事前評価について［非公開］ 

官民研究開発投資拡大プログラムに係る事前評価について（PDF 形式：216KB）  

 革新的研究開発支援プログラム（ImPACT） > 革新的研究開発推進プログラム有識者会議 > 

◆180322（第 39 回）http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/kakushintekikenkyu/yusikisha_39/39kai.html 

研究開発プログラムの見直しについて（一部非公開） 

資料 1ImPACT プログラム研究開発費の配分変更案について（PDF 形式：565KB）  

資料 2 山本 PM による研究開発プログラム説明資料（PDF 形式：345KB）  

SCJ 日本学術会議 http://www.scj.go.jp/ 

 

教育 

MEXT 文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 

★180326 平成 30 年度戦略目標及び研究開発目標の決定について 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/03/1402580.htm 

◆180320 指定国立大学法人を追加指定 〜世界のトップレベルの大学と肩を並べて人材育成や研究開発を進め、社会的課

題の解決に率先して取り組んでいくことが期待される国立大学法人に規制緩和と支援〜 

http://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2018/20180320.htm 

3 月 20 日、「東京工業大学」と「名古屋大学」を指定国立大学法人に追加指定し、林大臣から指定書の交付を行いました。 

指定国立大学法人に指定されると大きく以下の 2点が認められます。 

（1） これまで国立大学法人ではできなかった出資事業を拡大できるなど規制緩和の対象となる 

（2） 指定国立大学としての取組を始める為の経費として国からの補助金が得られる 

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

▼180308 第 3期教育振興基本計画について（答申）（中教審第 206 号） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1402213.htm 

第 3 期教育振興基本計画について（答申）  （PDF:1429KB）   

教育の普遍的な使命:改正教育基本法に規定する教育の目的である「人格の完成」、「平和で民主的な国家及び社会の形成者とし

て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」と、教育の目標を達成すべく、「教育立国」の実現に向け更なる取組が必要 
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今後の教育政策に関する基本的な方針：１ 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する ２ 社会の持続的

な発展を牽引するための多様な力を育成する ３ 生涯学び、活躍できる環境を整える ４ 誰もが社会の担い手となるための学

びのセーフティネットを構築する ５ 教育政策推進のための基盤を整備する 

（別添）「第 3 期教育振興基本計画について（答申）」に示す測定指標及び参考指標の現状  （PDF:288KB）   

第 3 期教育振興基本計画について（答申） 概要  （PDF:139KB）   

今後 5 年間の教育政策の目標と施策群（ロジックモデル）  （PDF:389KB）   

▼180302（116）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/1401997.htm 

第 3 期教育振興基本計画について（答申（案））、人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（諮問） 

資料 1－1 第 3 期教育振興基本計画について（答申（案））  （PDF:686KB）  ↑↑ 

資料 1－1（別添）「第 3 期教育振興基本計画について（答申（案））」に示す測定指標及び参考指標の現状  （PDF:525KB）   

資料 1－2 答申（素案）からの主な変更点  （PDF:101KB）   

資料 1－3 答申（案）の概要  （PDF:403KB）   

資料 1－3（別紙）今後 5年間の教育政策の目標と施策群（ロジックモデル）  （PDF:446KB）   

資料 1－4 答申（案）の参考資料  （PDF:9333KB）   

資料 2－1 人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（諮問）  （PDF:247KB）   

中央教育審議会 > 大学分科会  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/index.htm 

▼180327 大学分科会（第 140 回）・将来構想部会（第 9 期～）（第 14 回）合同会議  

我が国の高等教育に関する将来構想について 専門職大学院設置基準等の改正について 認証評価機関の認証について 

工学系教育改革について 「法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性」について 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/1403109.htm 

資料 1-1 大学の「強み」の強化と連携方策について  （PDF:547KB）   

資料 1-2 学校法人制度の改善に関する検討状況について  （PDF:280KB）   

資料 1-3 多様性を受け止めるガバナンス改革について  （PDF:955KB）   

資料 2-1 専門職大学院設置基準等の改正について（概要）  （PDF:1282KB）   

資料 2-2 専門職大学院設置基準等の改正について（諮問）  

資料 2-3 専門職大学院設置基準等の改正について（答申）（案）  

資料 3 認証評価機関の認証について  

資料 4 工学系教育改革に向けた制度改正の方向性について（案）  （PDF:3136KB）   

☛（高等教育） > 大学における工学系教育の在り方に関する検討委員会 

■170627  「大学における工学系教育の在り方について（中間まとめ）」について 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/081/gaiyou/1387267.htm 

資料 5 法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性（案）  （PDF:3801KB）   

資料 6-1 第 6 回 人生 100 年時代構想会議 配付資料  （PDF:8360KB）   

資料 6-2 第 6 回 人生 100 年時代構想会議 内閣総理大臣発言  （PDF:142KB）   

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  

参考資料 高等教育の将来構想に関する参考資料  （PDF:15054KB）   

＝大学分科会 > 将来構想部会（第 9期～）▼180221（13）我が国の高等教育に関する将来構想について  参考資料 

大学分科会 > 将来構想部会（第 9期～）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/042/index.htm 

▼180327 大学分科会（第 140 回）・将来構想部会（第 9 期～）（第 14 回）合同会議 ↑ 
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我が国の高等教育に関する将来構想について 専門職大学院設置基準等の改正について 認証評価機関の認証について 

工学系教育改革について 「法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性」について 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/1403109.htm 

大学分科会 > 大学院部会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/004/index.html 

0329▼180313（92）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/004/gijiroku/attach/1402972.htm 

資料 1 科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会 合同部会の設置について（案）   

資料 1 参考  （PDF:68KB）   

資料 2 科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会 合同部会 委員名簿（案）   

資料 3 人材委員会及び合同部会の審議スケジュール（案）  （PDF:97KB）   

資料 4 研究人材の育成・確保を巡る主な論点（案）  （PDF:203KB）   

資料 5-1 今後の高等教育の将来像の提示に向けた論点整理 概要  （PDF:423KB）   

資料 5-2 今後の高等教育の将来像の提示に向けた論点整理  （PDF:1170KB）   

資料 5-3 「今後の高等教育の将来像の提示に向けた論点整理」を踏まえた今後の審議事項について  （PDF）   

資料 6-1 大学院部会の審議の進め方（案）  （PDF:197KB）   

資料 6-2 大学院部会の審議の進め方（案）に関連するデータ （1/2）  （PDF:2786KB）   

資料 6-2 大学院部会の審議の進め方（案）に関連するデータ （2/2）  （PDF:3538KB）   

資料 7 大学院教育に係る答申等と大学院部会の今後の審議事項との関係性について  （PDF:333KB）   

資料 8 第３次大学院教育振興施策要綱（平成 28 年 3 月 文部科学大臣決定）主な事項の進捗について（平成 29 年 5

月 30 日 大学院部会資料）  （PDF:361KB）   

国立大学法人評価委員会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/index.htm 

0326◆180316（89）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/1402858.htm 

中期目標変更原案及び中期計画変更案について 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について 

資料 1－1 第 8 期国立大学法人評価委員会委員  （PDF:78KB）   

資料 1－2 第 8 期国立大学法人評価委員会の各分科会への分属  （PDF:71KB）   

資料 1－3 国立大学法人評価委員会の構成・主な所掌事務  （PDF:492KB）   

資料 1－4 国立大学法人評価について  （PDF:87KB）   

資料 2－1 国立大学法人等の中期目標変更原案及び中期計画変更案について  （PDF:744KB）   

資料 2－2 指定国立大学法人の指定に伴う中期目標及び中期計画について（報告）  （PDF:252KB）   

資料 3－1 国立大学法人の「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の追加認定について  （PDF:134KB）   

資料 3－2 国立大学法人の「戦略性が高く意欲的な目標・計画」追加申請一覧  （PDF:2953KB）   

◆調査研究協力者会議等 

（高等教育） > 高等教育段階における負担軽減措置に関する専門家会議 > 

▼180305（２）新しい経済政策パッケージを踏まえた高等教育段階における負担軽減方策の在り方について 

資料 1 検討項目（案）（PDF:263KB）  資料 2 参考資料 （PDF:1976KB）   

（高等教育） > 法曹養成制度改革連絡協議会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/071/giji_list/index.htm 

0305▼180226（９）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/071/gijiroku/1402035.htm 

企業の分野における法曹有資格者の活動領域の拡大について 

【日本弁護士連合会提出資料】資料 1～資料 3  【経済産業省提出資料】資料 4  【法務省提出資料】資料 5・資

料 6  【法科大学院協会提出資料】資料 7  【ヒアリング資料】  
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（生涯学習政策） > 平成 30 年度以降の子供の学習費調査に関する研究会 

0313▼180214（３）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/039/shiryo/1401945.htm 

平成 32 年度以降調査に係る検討課題について 調査項目の現代化について 統計精度向上に向けた標本設計の再構築について 

資料 1 平成 32 年度以降の子供の学習費調査に係る検討課題（案）  

資料 2-1 現代の子供の生活に対応した支出項目の見直しについて  （PDF:2469KB）   

資料 2-2 世帯特性データのさらなる充実可能性について  （PDF:80KB）   

資料 3 目標精度の点検と対象数の再設定について  （PDF:32KB）   

（政策評価） > 政策評価に関する有識者会議 > 日本学生支援機構ワーキングチーム（平成 28 年度） 

0316◆160714（１）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/seisaku/001/021/shiryo/1383258.htm 

0316（議事要旨）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/seisaku/001/021/gijiroku/1382405.htm 

資料 1 政策評価に関する有識者会議高等教育・科学技術・学術分科会日本学生支援機構ワーキングチーム委員名簿  

（科学技術・学術政策） > 平成 30 年度「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」調査項目等に関

する検討会  

0305◆180130(２)http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/030/shiryo/1401918.htm 

【資料 1】サンプルサイズの抑制方法等の検討について（学校教員統計調査の使用可能性等）  

【資料 2-1】平成 30 年度 FTE 調査における新たな調査項目について  （PDF:139KB）   

【資料 2-2】平成 25 年度 FTE 調査調査票（教員用）  （PDF:122KB）   

【資料 2-3】平成 25 年度 FTE 調査調査票（大学院博士課程在籍者用）  （PDF:87KB）   

（科学技術・学術政策）> 公正な研究活動の推進に関する有識者会議 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/024/index.htm 

0302◆170912(６) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/024/shiryo/1401726.htm 

体制整備等詳細確認調査の結果及びそれを踏まえた管理条件の付与について 

0302◆170428(５) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/024/shiryo/1401464.htm 

公正な研究活動の推進に関する平成 28 年度活動実績について（報告） 

 

科学技術・学術審議会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/index.htm 

■180323（59）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/1402783.htm 

文部科学省における第５期科学技術基本計画の進捗状況の把握・分析について 最近の科学技術・学術の動向について 

資料 1-1 文部科学省における第 5期科学技術基本計画の進捗状況の把握・分析の基本方針について（案）  （PDF:133KB）   

資料 1-2 文部科学省における第 5期科学技術基本計画の実施状況について ※後日掲載予定  

資料 2 科学技術関係予算 平成 30 年度当初予算案 平成 29 年度補正予算案の概要について 

資料 3-1 「新しい経済政策パッケージ」（2017 年 12 月 8 日閣議決定）の「生産性革命」について  （PDF:257KB）   

資料 3-2 生産性革命への文部科学省の貢献（平成 30 年 2 月 1日未来投資会議林文部科学大臣提出資料） 

資料 3-3 統合イノベーション戦略の策定のプロセス   

資料 3-4 新しい経済政策パッケージ（平成 29 年 12 月 8 日閣議決定）（※PDF） （※内閣府のホームページへリンク）  

資料 4-1 今後の高等教育の将来像について（平成 30 年 2 月 8日人生 100 年時代構想会議林大臣説明資料 

資料 4-2 今後の高等教育の将来像の提示に向けた論点整理（平成 29 年 12 月 28 日大学分科会将来構想部会）  

資料 5 科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会 合同部会の設置について   

資料 6-1 科学技術・学術審議会の各分科会等における審議状況について  （PDF:408KB）   

資料 6-2 研究開発計画の一部改訂について  （PDF:1293KB）   
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資料 6-3 研究開発計画 （※PDF）  

資料 6-4 日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年の公表について（概要）  （PDF:128KB）   

資料 6-5 日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年概要で公表した関係表一覧  （PDF:2094KB）   

資料 7 新たな軟 X線向け高輝度 3GeV 級放射光源の整備等について（報告）  

資料 8 科学技術・学術政策研究所からの報告  （PDF:909KB）   

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

★180329 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の公表について（大学共同利用機関法人） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/028/houkoku/1403107.htm 

人材委員会 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/index.htm 

0313★180215（７９）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/1401690.htm 

平成 30 年度政府予算案等について 研究人材の育成・確保を巡る主な論点について 科学技術・学術審議会人材委員会・中央

教育審議会大学分科会大学院部会合同部会の設置について 

資料 1-1 平成 30 年度政府予算案について  （PDF:1111KB）   

資料 1-2 卓越研究員事業の平成 29 年度の実施状況及び平成 30 年度における改善事項  （PDF:439KB）   

資料 1-3 平成 29 年秋の年次公開検証のとりまとめ（抜粋）  

資料 1-4 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援事業の今後の方向性等に関する有識者会議の設定について  

資料 1-4 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）支援事業の今後の方向性等に関する有識者会議名簿  

資料 2-1 研究人材の育成・確保を巡る主な論点（案）  （PDF:118KB）   

研究人材の育成・確保の意義の再確認について： 第４次産業革命やグローバル化の進展、少子高齢化・人口減少の進行など、 

研究人材を取り巻く環境が大きく変化する中で、研究人材の育成・確保の意義を再確認する必要があるのではないか。 

資料 2-2 研究人材の育成・確保を巡る現状と課題（1）  （PDF:3210KB）   

資料 2-2 研究人材の育成・確保を巡る現状と課題（2）  （PDF:2438KB）   

資料 2-3 研究人材の育成・確保の関する主な提言等について  （PDF:127KB）   

資料 3-1 科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会 合同部会の設置について（案）  

科学技術イノベーション人材の育成・活躍促進に関する方策の検討が求められているところ、特に科学技術イノベーション人材

のキャリアパスや大学の人事システム改革について集中的に調査審議するため、科学技術・学術審議会人材委員会（以下、「人

材委員会」という。）及び中央教育審議会大学分科会大学院部会（以下、「大学院部会」という。）の下に「科学技術・学術審議

会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会合同部会」（以下、「合同部会」という。）を設置する。 

資料 3-2 人材委員会及び合同部会の審議スケジュール（案）  

参考資料 1 科学技術・学術審議会人材委員会運営規則等  

参考資料 2-1 科学技術・学術審議会人材委員会（第 78 回）議事録  

参考資料 2-2 科学技術・学術審議会人材委員会（第 78 回）における主なご意見  

参考資料 3-1 第 5 期科学技術基本計画  

参考資料 3-2 未来を牽引する大学院教育改革～社会と協働した「知のプロフェッショナル」の育成～（審議まとめ）

（平成 27年 9 月 中央教育審議会大学分科会）  

参考資料 3-3 理工系人材育成に関する産学官行動計画（平成 28 年 8 月 理工系人材育成に関する産学官円卓会議）  

参考資料 3-4 博士人材の社会の多様な場での活躍推進に向けて～"共創"と"共育"による「知のプロフェッショナル」

のキャリアパス拡大～（平成 29 年 1 月 科学技術・学術審議会人材委員会）  

参考資料 3-5 「基礎科学力の強化に向けて―「三つの危機」を乗り越え、科学を文化に―（議論のまとめ）」（平成 29
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年 9月 基礎科学力の強化に関するタスクフォース）  

机上資料 参考資料 4 研究人材に関するデータ  

 

NISTEP 科学技術政策研究所 http://www.nistep.go.jp/index-j.html 

▼180320 日本の大学システムのアウトプット構造：論文数シェアに基づく大学グループ別の論文産出の詳細分析［調

査資料-271］の公表について http://www.nistep.go.jp/archives/36014 

報告書 [4MB]  報道発表資料 [513KB]  

国立大学協会 http://www.janu.jp/ 

■180330 「大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の活用に関するガイドライン」

の公表について http://www.janu.jp/news/teigen/20180330-wnew-guideline.html 

■180323 「教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計の方向性（ＷＧ報告書）」の公表について 

http://www.janu.jp/news/whatsnew/20180323-wnew-TE-TT-report.html 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計の方向性（ＷＧ報告書）〔概要〕（PDF:130.1 KB） 

教員の養成及び研修に果たす国立大学の使命とその将来設計の方向性（ＷＧ報告書）（PDF:497.5 KB） 

0315■180308 第４回通常総会の開催について（3/8）http://www.janu.jp/news/whatsnew/20180308-wnew-soukai.html 

平成２９年度第４回通常総会を開催。理事会の審議状況及び各委員会・各支部の活動状況報告後、会長から、総合科学技術イノ

ベーション会議（CSTI）及び人生 100 年時代構想会議の状況について報告がありました。また、新しい経済政策パッケージに基づ

く高等教育負担軽減方策については、国大協としての基本的な考え方を示した会長声明を公表することが了承。「大学入学共通テス

トの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題の活用に関するガイドライン（案）」について協議を行い、最終的な決定・公表は、

３月末に大学入試センターが公表する民間の資格・検定試験の認定状況等を見定めたうえで行うこととした。「教員の養成及び研修

に果たす国立大学の使命とその将来設計の方向性（WG 報告書）」について協議し、一部修正のうえ、公表することが了承。 

■180308 高等教育無償化（負担軽減）について（声明） 

http://www.janu.jp/news/files/20180308-wnew-seimei.pdf 

日本経団連  http://www.keidanren.or.jp/indexj.html 

提言等 

☆180320 戦略的なインフラシステムの海外展開に向けて－2017 年度版－http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/020.html 

☆180320 Society 5.0 時代のヘルスケア http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/020.html 

☆180320 2017 年度経団連規制改革要望 http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/022.html 

 

☆180316 経団連サイバーセキュリティ経営宣言 http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/018.pdf 

経済同友会 http://www.doyukai.o 

全国大学高専教職員組合 

2017/12/28 中央執行委員会声明（退職手当減額強行への抗議）  

http://zendaikyo.or.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=3

168&comment_flag=1&block_id=544#_544 

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

▼170626 私大助成の傾斜配分強化を求める骨太方針に対する抗議声明（ＰＤＦ） 

http://www.jfpu.org/statements2017/20170626NS_私大助成傾斜配分強化方針に対する抗議声明.pdf 

 


