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

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

	 ＊各分野の予算のポイントが上記のサイトから見られる	 

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

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

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

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

「軍学共同」にかかわる学術会議の検討状況に注目、監視を、学術会議総会は４月に開催	 

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

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

	 ＊先行情報！！検討委員会の案公表	 	 	 ３月７日（改定版３月９日）	 

	 「軍事的安全保障研究に関する声明（案）」（改定版）	 

	 	 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-siryo11-1-kaitei-tokekomi.pdf	 

	 「報告；軍事的安全保障研究について（案）（改定版）	 

	 	 http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-siryo11-2-kaitei-tokekomi.pdf	 

新学習指導要領案等	 および	 学校教育法施行規則の一部を改正する省令案等の概要	 	 ２月１４日	 

	 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000878&Mode=0	 

	 ＊パブリックコメントは上記サイトからアクセス可能	 

◎大学生協連「第５２回学生生活実態調査の概要報告」	 	 ２月２３日	 

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

	 

	 

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

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

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

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

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

	 

	 

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

◎科学技術・学術審議会（第５６回）	 	 	 	 	 １月３０日	 	 	 	 	 追加 
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/1382842.htm	 

	 議題；	 

	 	 各分科会等からの報告について	 

	 	 平成29年度予算案について	 

	 	 最近の科学技術・学術の動向について	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1−1	 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:377KB）	 	 

	 	 資料1-2-1	 日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2016年の公表について（概要）	 	 （PDF:126KB）	 	 

	 	 資料1-2-2	 日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2016年概要で公表した関係表一覧	 	 （PDF:630KB）	 	 

	 	 資料1-3-1	 科研費改革について	 	 （PDF:350KB）	 	 

	 	 資料1-3-2	 科学研究費助成事業の審査システム改革について	 

	 	 資料1-3-3	 科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について	 

	 	 資料1-3-4	 第8期学術分科会における主な審議経過及び今後の検討課題	 	 （PDF:1140KB）	 	 
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	 	 資料1-3-5	 学術研究の持続的発展と卓越した成果の創出のために（声明）‐ノーベル賞三年連続受賞を祝して‐	 

	 	 資料1-4-1	 「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の実施状況等のレビュー報告書【概要・要

旨】	 	 （PDF:283KB）	 	 

	 	 資料1-4-2	 「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の実施状況等のレビュー報告書	 	 （PDF:1057KB）	 	 

	 	 資料1-5-1	 今後の技術士制度の在り方について（概要）	 

	 	 資料1-5-2	 今後の技術士制度の在り方について	 

	 	 資料1-6-1	 博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けて【概要】（これまでの検討の整理）	 	 （PDF:580KB）	 	 

	 	 資料1-6-2	 博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けて（これまでの検討の整理）	 

	 	 資料1-7-1	 海洋科学技術に係る研究開発計画（概要）	 	 （PDF:179KB）	 	 

	 	 資料1-7-2	 海洋科学技術に係る研究開発計画	 

	 	 資料1-8	 総合政策特別委員会における第5期科学技術基本計画の実施状況のフォローアップ等に関する審議のとりま

とめ（概要）	 	 （PDF:206KB）	 	 

	 	 資料2	 平成29年度予算案関係資料	 

	 	 資料3	 科学技術・学術政策研究所報告関係資料	 

	 	 参考資料1	 科学技術・学術審議会総会（第55回）議事録	 

	 	 参考資料2	 第8期科学技術・学術審議会委員名簿 
◎研究計画・評価分科会	 原子力科学技術委員会	 核不拡散・核セキュリティ作業部会（第１１回）	 １月３１日	 	 

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

	 	 FNCA核セキュリティ・保障措置プロジェクトの取り組み	 

	 	 技術開発俯瞰図案について（骨子）（非公開）	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/076/shiryo/1381947.htm	 	 	 追加	 

	 	 FNCA	 核セキュリティ・保障措置プロジェクト（NSSP）の活動と今後の計画	 	 （PDF:1566KB）	 	 

	 	 参考資料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運営規則	 

	 	 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	 核不拡散・核セキュリティ作業部会	 

委員名簿	 

	 	 参考資料3	 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 1 回）	 １月３１日	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/087/shiryo/1381829.htm	 	 	 追加	 

	 	 資料1-1	 原子力科学技術委員会における作業部会について	 

	 	 資料1-2	 原子力研究開発基盤作業部会について	 

	 	 資料1-3	 原子力科学技術委員会	 原子力研究開発基盤作業部会構成員	 

	 	 資料1-4	 原子力研究開発基盤作業部会の公開の手続きについて（案）	 

	 	 資料2-1	 文部科学省関連試験研究炉	 	 （PDF:374KB）	 	 

	 	 資料2-2	 日本原子力研究開発機構	 施設中長期計画案の概要	 	 （PDF:638KB）	 	 

	 	 資料2-3	 日本原子力研究開発機構	 施設中長期計画案	 	 （PDF:1307KB）	 	 

	 	 資料2-4	 照射炉の照射利用ニーズに関する調査の概要	 	 （PDF:450KB）	 	 

	 	 資料2-5	 照射炉の照射利用ニーズに関する調査報告書	 	 （PDF:2932KB）	 	 

	 	 資料2-6	 原子力関係閣僚会議の開催結果について	 	 （PDF:1105KB）	 	 

	 	 参考資料1-1	 科学技術・学術審議会組織図（抜粋）	 	 （PDF:86KB）	 	 

	 	 参考資料1-2	 原子力科学技術委員会運営規則	 

◎研究計画・評価分科会	 核融合科学技術委員会（第９回）１月２５日	 	 	 議事録、配布資料の追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/gijiroku/1382318.htm	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/shiryo/1381549.htm	 

	 	 資料1	 高速点火実証実験第一期の進展	 	 （PDF:3898KB）	 	 

	 	 核融合科学技術委員会における「レーザー高速点火計画」の評価時期について	 

	 	 資料2-1	 核融合分野における研究開発計画（案）	 

	 	 資料2-1	 核融合分野における研究開発計画（案）	 	 （PDF:130KB）	 	 

	 	 資料2-2	 研究開発計画（案）	 	 （PDF:418KB）	 	 

	 	 資料2-3	 研究開発計画（案）に対する意見	 
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	 	 資料3-1	 「原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）」の策定について（案）	 

	 	 資料3-1	 「原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）」の策定について（案）	 	 （PDF:261KB）	 	 

	 	 資料3-2	 チェック・アンド・レビュー項目の見直しについて（案）	 	 （PDF:70KB）	 	 

	 	 資料4	 アクションプラン構成表	 	 （PDF:378KB）	 	 

	 	 資料5	 当面のスケジュール（予定）	 

	 	 資料6	 「ITER計画（建設段階）等の推進」の中間評価結果（案）に係る主な意見	 	 （PDF:111KB）	 	 

	 	 資料7	 ITER計画の新たなスケジュール及びコストについて（追加資料）	 	 （PDF:1080KB）	 	 

	 	 資料8-1	 「ITER計画（建設段階）等の推進」の中間評価結果（案）＜見え消し版＞（非公開）	 

	 	 資料8-2	 「ITER計画（建設段階）等の推進」の中間評価結果（案）＜溶け込み版＞（非公開）	 

	 	 参考資料1	 第8期核融合科学技術委員会委員名簿	 

	 	 参考資料2	 核融合科学技術委員会運営規則	 

	 	 参考資料3	 核融合科学技術委員会（第8回）議事録	 

	 	 参考資料4	 研究計画・評価分科会における「研究開発計画（仮称）」の策定について	 （PDF）	 

	 	 参考資料5	 平成28年度核融合科学技術委員会における研究評価計画	 

◎研究計画・評価分科会	 ライフサイエンス委員会（第８４回）１月３１日	 	 	 	 	 追加	 

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

	 	 ライフサイエンス分野の平成29年度予算案について	 

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

	 	 研究開発計画（案）について、その他	 

◎研究計画・評価分科会	 宇宙開発利用部会（第３３回）	 	 ２月１４日	 	 	 	 	 ＊配布資料等未公表	 

	 議題；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/059/kaisai/1381988.htm	 

	 	 国際宇宙ステーション長期滞在ミッション報告（大西卓哉JAXA宇宙飛行士）	 

	 	 技術試験衛星Ⅷ型（ETS-Ⅷ）の運用終了について	 

	 	 H-ⅡAロケット34号機の打上げに係る安全対策について	 

	 	 SS-520	 4号機の実験結果の原因究明結果及び対策について	 

	 	 その他	 

◎研究計画・評価分科会	 宇宙開発利用部会	 調査・安全小委員会（第２４回）	 	 ２月１３日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/060/shiryo/1382278.htm	 

	 議題；SS-520	 4号機	 実験失敗の原因究明結果及び対策について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料24-1	 SS-520	 4号機	 実験失敗の原因究明結果及び対策について	 	 （PDF:2096KB）	 	 

	 	 資料24-1（別紙1）	 	 （PDF:217KB）	 	 

	 	 資料24-1（別紙2）	 	 （PDF:115KB）	 

◎学術分科会研究環境基盤部会	 「今後の共同利用・共同研究体制の在り方について（意見の整理）	 ２月１４日	 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/010/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/02/28/1382719_00

1_1.pdf 
◎人材委員会（第７７回）	 	 １月１６日	 	 	 	 ＊議事録公表	 	 追加	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/gijiroku/1382214.htm	 

	 

●調査研究協力者会議等	 	 	 	 

◎政策評価に関する有識者会議（第４６回）	 	 	 	 ２月１０日	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/seisaku/001/gijiroku/1382557.htm	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/seisaku/001/gijiroku/1382558.htm	 

	 	 資料1-1政策評価結果の政策への反映状況（案）について	 	 （PDF:393KB）	 	 

	 	 資料1-2	 事業等の概要	 

	 	 資料2	 諸外国における評価に関する指標及び評価手法（中間報告）（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）	 

◎私立大学等の振興に関する検討会議（第１１回）	 	 １月２５日	 	 ＊議事録は未公表	 	 	 	 	 再掲	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/kaisai/1381314.htm	 
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	 議題；私立大学等の財政基盤の在り方について、その他	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/gijiroku/1381731.htm	 	 	 追加	 

	 	 資料1-1	 私立大学等の財政基盤の在り方に関する主な意見について	 

	 	 資料1-2	 財政基盤の在り方の審議に関する参考資料（1）	 	 （PDF:783KB）	 	 

	 	 資料1-2	 財政基盤の在り方の審議に関する参考資料（2）	 	 （PDF:2158KB）	 	 

	 	 資料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（案）（平成29年1月25日	 中央教育審議会大学

分科会配布資料）	 

	 	 資料3	 まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）	 

	 	 資料4	 「私立大学等の振興に関する検討会議」前回（第10回）の主な意見	 

	 	 資料5	 今後の予定について（案）	 

◎私立大学等の振興に関する検討会議（第１２回）	 	 ２月９日	 	 	 	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/kaisai/1381884.htm	 

◎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（第３回）	 	 ２月２日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gijiroku/1382049.htm	 

	 議題；	 

	 	 インターンシップ推進のための課題及び具体的効果・有用性に関する調査結果（概要版）について	 

	 	 インターンシップの推進方策について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 インターンシップ推進のための課題及び具体的効果・有用性に関する調査研究（概要版）	 	 （PDF:683KB）	 	 

	 	 資料2-1	 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	 議論の取りまとめ（骨子案）	 	 （PDF:155KB）	 	 

	 	 資料2-2	 インターンシップの意義・課題（案）	 	 （PDF:89KB）	 	 

	 	 資料2-3	 インターンシップの在り方（案）	 	 （PDF:175KB）	 	 

	 	 資料2-4	 インターンシップの推進方策（案）	 	 （PDF:128KB）	  
◎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５回）	 	 ２月２２日	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/077/gijiroku/1383194.htm	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/077/gijiroku/1382628.htm	 

	 	 資料1	 第4回までの意見に基づく主な項目の課題と方向性	 

	 	 資料2	 第4回までの意見集	 

	 	 資料3	 国立教員養成大学・学部をめぐる3つの制度（渡邊委員提出資料）	 	 （PDF:355KB）	 	 

	 	 資料4	 アンケート調査票	 	 （PDF:956KB）	 	 

	 	 資料5	 第4回会議発言要旨	 

	 	 資料6	 今後のスケジュール（案）	 

◎大学における工学系教育の在り方に関する検討委員会（第１回）	 	 	 １月１７日	 	 追加	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/081/gijiroku/1381709.htm	 

	 議題；	 

	 	 会議の運営について	 

	 	 大学における工学系教育の在り方に関する検討の論点について	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 大学における工学系教育の在り方に関する検討委員会について	 

	 	 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の公開について（案）	 

	 	 資料3	 大学における工学系教育の経緯・背景について	 	 （PDF:1403KB）	 	 

	 	 資料4	 大学における工学系教育の在り方に関する検討の論点について	 	 （PDF:93KB）	 	 

	 	 資料5	 工学系教育の在り方に関する調査研究ワーキンググループの設置について（案）	 

	 	 資料6	 今後のスケジュール	 	 （PDF:56KB）	 	 

◎学習指導要領における各項目の分類・整理や関連付け等に資する取組の推進に関する有識者会議（第 1 回）	 

	 	 	 ２月２４日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/127/shiryo/1382912.htm	 

	 議題；主査の選任等	 	 会議の趣旨及び論点について	 	 ヒアリング	 	 意見交換	 
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	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 有識者会議設置要項	 

	 	 資料1-2	 委員名簿	 

	 	 資料2	 会議の公開の取扱いについて	 

	 	 資料3	 学習指導要領における各項目の分類・整理や関連付け等に資する取組の推進に関する論点（案）	 

	 	 資料4-2	 各団体・研究所における学習指導要領の各項目の分類・整理や関連付け等に関する取組について（緒方委員

御発表資料）	 	 （PDF:4059KB）	 	 

	 	 資料4-3	 各団体・研究所における学習指導要領の各項目の分類・整理や関連付け等に関する取組について（教科書協

会御発表資料）（1）	 	 （PDF:1917KB）	 	 

	 	 資料4-3	 各団体・研究所における学習指導要領の各項目の分類・整理や関連付け等に関する取組について（教科書協

会御発表資料）（2）	 	 （PDF:3408KB）	 	 

	 	 資料4-4	 各団体・研究所における学習指導要領の各項目の分類・整理や関連付け等に関する取組について（全国図書

教材協議会御発表資料）	 	 （PDF:1749KB）	 	 

	 	 資料 4-5	 各団体・研究所における学習指導要領の各項目の分類・整理や関連付け等に関する取組について（日本教

育情報化振興会・ICT	 CONNECT21御発表資料）	 	 （PDF:1329KB）	 	 

◎全国的な学力調査に関する専門家会議（第１４回）	 ２月２４日	 	 	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/112/shiryo/1382682.htm	 

	 議題；	 

	 	 全国学力・学習状況調査における分析指標の設定等について	 

	 	 全国学力・学習状況調査のデータの貸与の在り方について	 

	 	 「全国的な学力調査の今後の改善方策について（まとめ）」の意見交換	 

	 	 平成28年度英語教育改善のための英語力調査（速報版）についての報告	 

	 	 「全国学力・学習状況調査における中学校の英語の実施に関する最終報告（素案）」についての意見交換	 

	 	 その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1−1	 全国的な学力調査の今後の改善方策について（まとめ）（案）	 ※1ページから54ページまで	 	 （PDF:3674KB）	 	 

	 	 資料1−1	 全国的な学力調査の今後の改善方策について（まとめ）（案）	 ※55ページから100ページまで	 	 （PDF:2520KB）	 	 

	 	 資料1−2	 全国的な学力調査の今後の改善方策について（まとめ）（案）（見え消し）	 	 （PDF:553KB）	 	 

	 	 資料2	 平成28年度英語力調査結果（中学3年生）の速報（前半）（PDF:3634KB）	 

	 	 資料2	 平成28年度英語力調査結果（中学3年生）の速報（後半）（PDF:1396KB）	 

	 	 資料3−1	 全国学力・学習状況調査における中学校の英語の実施に関するスケジュール・イメージ改訂

（案）	 	 （PDF:306KB）	 	 

	 	 資料3−2	 全国学力・学習状況調査における中学校の英語の実施に関する最終報告（素案）	 	 （PDF:1509KB）	 	 

	 	 資料3−3	 中学3年生の英語調査・イメージ（案）	 	 （PDF:212KB）	 	 

	 	 資料3−4	 全国学力・学習状況調査における中学校の英語の実施に関する最終報告（素案）	 基礎資料	 ※表紙から71

ページまで	 	 （PDF:3443KB）	 	 

	 	 資料3−4	 全国学力・学習状況調査における中学校の英語の実施に関する最終報告（素案）	 基礎資料	 ※72ページか

ら121ページまで	 	 （PDF:3422KB	 

◎小学校におけるカリキュラム・マネジメントの在り方に関する検討会議	 報告書	 	 ２月１４日	 

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/new/__icsFiles/afieldfile/2017/02/14/1382237_1_1.pdf	 

◎フリースクール等に関する検討会議	 報告「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充

実～個々の児童生徒の状況に応じた環境づくり～」	 	 	 	 ２月１３日	 

	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/02/20/1382195_1.pdf	 

	 参考資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/107/houkoku/1382197.htm	 からアクセス	 

◎北極域研究船検討会	 	 報告「	 今後の北極域研究船の在り方の検討結果について」	 	 １月３１日	 	 追加	 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/021/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2017/01/31/1381651_001.

pdf	 

◎研究力強化に向けた研究拠点の在り方に関する懇談会（第５回）	 	 	 ２月９日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/044/shiryo/1382463.htm	 

	 議題；研究力強化に向けた研究拠点の在り方について、その他	 
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	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 「研究力強化に向けた研究拠点の在り方に関する懇談会」とりまとめ（たたき台）	 

	 	 資料1-2	 これまでの意見の概要	 

	 	 資料2	 今後のスケジュール（案）	 

	 	 参考資料1	 拠点施策関連資料	 

	 	 参考資料2	 平成29年度学術関係予算案について（科学技術・学術審議会学術分科会（第65回）配布資料）	 

◎原子力損害賠償紛争審査会（第４４回）	 	 	 １月３１日	 	 	 議事録	 追加	 

	 	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/gijiroku/1382217.htm	 

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

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

	 議題；第二次まとめの取りまとめ、その他	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gijiroku/1381982.htm	 

	 	 資料1	 第二次まとめ（案）	 

	 	 資料2	 高等教育局主要事項	 ―平成29年度（案）―（「社会で活躍する障害学生支援センター形成事業（仮称）」

抜粋）	 	 （PDF:59KB）	 	 

	 	 資料3	 当面の検討会のスケジュールについて（案）	 

	 

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

◎中央教育審議会（第１１０回）	 	 	 ２月２３日	 	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/kaisai/1381576.htm	 

	 議題；	 

	 	 第 2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（案））	 

	 	 第 3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方について	 

	 	 第 8期中央教育審議会の総括について	 

	 	 生涯学習分科会の審議の状況について	 

	 	 初等中等教育分科会の審議の状況について	 

	 	 大学分科会の審議の状況について	 

	 	 実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会の審議の状況について	 	 

	 	 平成29年度文部科学関係予算案及び税制改正等について	 	 9.	 その他	 

	 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	 	 （PDF:686KB）	 	 

	 	 資料1-2	 第 3期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（概要）	 	 （PDF:369KB）	 	 

	 	 資料2-1	 第 2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（案））（概要）	 	 （PDF:284KB）	 	 

	 	 資料2-2	 第 2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（案））（1／3）	 	 （PDF:4494KB）	 	 

	 	 資料2-2	 第 2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（案））（2／3）	 	 （PDF:4633KB）	 	 

	 	 資料2-2	 第 2次学校安全の推進に関する計画の策定について（答申（案））（3／3）	 	 （PDF:580KB）	 	 

	 	 資料３-1	 第 8期中央教育審議会の主な答申、報告等について	 	 （PDF:147KB）	 	 

	 	 資料3-2	 教育振興基本計画部会の審議の状況について	 	 （PDF:203KB）	 	 

	 	 資料4	 生涯学習分科会の審議の状況について	 	 （PDF:2459KB）	 	 

	 	 資料5	 初等中等教育分科会の審議の状況について	 	 （PDF:2081KB）	 	 

	 	 資料6	 大学分科会の審議の状況について	 	 （PDF:2116KB）	 	 

	 	 資料7	 実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会の審議の状況について	 	 （PDF:707KB）	 	 	 	 

資料8-1	 平成29年度文部科学関係予算（案）のポイント	 	 （PDF:621KB）	 	 

	 	 資料8-2	 平成29年度文部科学関係税制改正事項	 	 （PDF:1583KB）	 	 

◎生涯学習分科会における議論の整理	 	 	 	 １月２５日	 	 	 追加	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/toushin/1330378.htm	 

◎教育振興基本計画部会（第８期）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

「第 3 期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方について（報告）」	 	 	 １月１９日	 

報告 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/02/06/1381849_01_1.pdf

概要；http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/02/06/1381849_02_1.pdf

◎大学分科会	 報告「今後の各高等教育機関の役割・機能の強化に関する論点整理」	 	 ２月１４日	 	 	 	 	 

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

◎大学分科会	 大学院特別分科会（第７８回）	 	 	 ２月１３日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/012/siryo/1382224.htm	 

	 議題；	 

	 	 法科大学院教育状況調査について	 

	 	 法科大学院法学未修者等選抜ガイドラインについて	 
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	 	 法科大学院特別委員会における今後の審議について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 平成28年度法科大学院教育状況調査結果	 	 （PDF:280KB）	 	 

	 	 資料2	 法科大学院法学未修者等選抜ガイドライン（案）	 	 （PDF:264KB）	 	 

	 	 資料3	 法曹志願者に対する教育の在り方に関するこれまでに指摘された主な論点（案）	 

	 	 参考資料1	 法学部・法科大学院関係データ集	 	 （PDF:3542KB）	 	 

	 	 参考資料2	 法学部教育等の在り方に関するヒアリング対象大学説明資料（法科大学院特別委員会（平成28年11月 30

日）資料）	 	 （PDF:4375KB）	 	 

	 	 参考資料3	 法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査結果	 	 （PDF:907KB）	 	 

	 

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

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

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

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

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

	 

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

	 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」	 再掲	 
	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/pdf/innovationkangaekata.pdf	 

	 ＜参考＞	 

	 「経済財政運営と改革の基本方針 2016」（閣議決定）	 ６月２日	 
	 	 	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2016/2016_basicpolicies_ja.pdf	 

	 「日本再興戦略 2016」（閣議決定）	 	 ６月２日	 
	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf	 

	 	 

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

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

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

	 ＊内閣府がまとめた再興戦略2016のポイント	 

◎未来投資会議（第４回）	 １月２７日	 	 	 	 ＊議事要旨公表	 	 	 	 追加	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai4/gijiyousi.pdf	 

	 記者会見要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai4/kaikenyoshi.pdf	 

◎未来投資会議（第５回）	 ２月１６日	 	 	 	 ＊議事要旨は未公表	 

	 記者会見要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai5/kaikenyoshi.pdf	 

	 配布資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai5/index.html	 

	 	 ＊３人の議員、２人の大臣の提出資料	 

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

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

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

本年９月以降に活動を本格化させている。個別には掲載しないが、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２回）	 	 ２月１５日	 
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	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0215/gijiyoushi.pdf	 

	 大臣記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0215/interview.html	 

	 議事次第；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0215/shidai.pdf	 

	 会議資料；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0215/agenda.html	 

	 	 資料１	 日米首脳会談等の結果報告（岸田臨時議員提出資料）（PDF形式：688KB）	 

	 	 資料２	 米国等の国際経済について（内閣府）（PDF形式：298KB）	 

	 	 資料３	 黒田議員提出資料（PDF形式：182KB）	 

	 	 資料４	 最近の金融・経済情勢について（内閣府）（PDF形式：351KB）	 

	 	 資料５−１	 金融・物価集中審議に際して（有識者議員提出資料）（PDF形式：231KB）	 

	 	 資料５−２	 金融・物価集中審議に際して（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：540KB）	 

	 	 配付資料	 経済財政諮問会議の今後の課題・取組について（PDF形式：315KB）	 

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

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

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

◎経済・財政一体改革推進委員会「経済・財政再生アクション・プ ロクラム	 2016」公表	 １２月２２日	 再掲	 

	 ＊上記の資料にある（案）の確定版；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/index.htmlから	 

◎「２０３０年展望と改革タスクフォース」報告書	 	 	 １月２５日	 	 	 	 	 再掲	 

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

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

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

◎経済・財政一体改革推進委員会（第１６回）	 	 	 ２月１６日	 

	 議事；経済・税制一体改革推進委員会の今後の進め方	 

	 配布資料；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/290216/agenda.html	 

  資料1	 「経済・財政一体改革推進委員会」の設置について(平成29年1月25日一部改正)	 (PDF形式：88KB)	 

	 	 資料2	 経済・財政一体改革推進委員会	 運営規則（改正案）	 (PDF形式：65KB)	 

	 	 資料3	 経済・財政一体改革推進委員会の検討体制（改正案）	 (PDF形式：205KB)	 

	 	 資料4〜11	 各委員提出資料	 (PDF形式)	 	 

	 	 参考資料1	 経済財政諮問会議の今後の課題・取組について（平成29年２月15日経済財政諮問会議提出）	 (PDF形式：

321KB)	 

	 	 参考資料2	 中長期の経済財政に関する試算（平成29年1月25日経済財政諮問会議提出）	 (PDF形式：756KB)	 

	 	 参考資料3	 各ＷＧにおける当面の検討事項（案）	 (PDF形式：271KB) 
	 

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

	 

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

◎規制改革推進会議（第９回）	 	 １月２６日	 	 	 	 	 	 追加	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170126/gijiroku0126.pdf	 

	 記者会見議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170126/interview0126.pdf	 

	 配布資料等；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170126/agenda.html	 

	 	 資料１	 診療報酬の審査の効率化と統一性の確保について（厚生労働省提出資料）	 

	 	 資料１参考	 データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会報告書（厚生労働省提出資料）	 

	 	 資料２−１	 行政手続部会における検討状況について	 

	 	 資料２−２	 諸外国における取組と我が国の取組に向けた示唆	 

	 	 資料２−３	 事業者ニーズ の把握について	 	 

	 	 資料２−４	 「重点分野」、「削減目標」、「計画的な取組の推進」についての考え方（たたき台）	 

	 	 資料３	 法定休暇付与の早期化に関する意見	 

	 	 資料３参考	 関連法律及び年次有給休暇制度の国際比較	 
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	 	 資料４−１	 ・農業ワーキング・グループ関連の提案内容	 ・人材ワーキング・グループ関連の提案内容	 ・医療・介護・

保育ワーキング・グループ関連の提案内容	 ・投資等ワーキング・グループ関連の提案内容	 ・本会議関連の提案内容	 

	 	 資料４−２	 各ワーキング・グループ等で更に精査・検討を要する提案事項	 

	 	 資料５	 規制改革実施計画のフォローアップについて	 

◎規制改革推進会議（第１０回）	 	 ２月７日	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170207/gijiroku0207.pdf	 

	 記者会見議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170207/interview0207.pdf	 

	 配布資料等；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170207/agenda.html	 

	 	 資料１	 配車アプリ等をはじめとした最新のタクシーの取組について（日本交通株式会社提出資料）	 

その１（PDF形式：379KB）	 その２（PDF形式：861KB）	 その３	 

	 	 資料２	 Ｗｅｂ登録型相乗りマッチングサービスについて（株式会社notteco	 提出資料）	 

	 	 資料３	 過疎地の社会インフラ維持に向けた規制改革提言（ヤマト運輸株式会社提出資料）	 

	 	 資料４	 乗合バス事業者採用の運転士に限定した大型第二種免許の取得要件の緩和（株式会社みちのりホールディン

グス提出資料）	 

◎規制改革推進会議（第１１回）	 	 ２月２３日	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170223/gijiroku0223.pdf	 

	 配布資料等；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170223/agenda.html	 

	 	 資料１	 民泊新法の検討状況について（観光庁・厚生労働省提出資料）	 

	 	 資料２	 旅館業に関する規制について（厚生労働省提出資料）	 

	 	 資料２参考	 旅館業規制の見直しに関する意見（平成28年12月6日規制改革推進会議）	 

	 	 資料３−１	 規制改革ホットラインの運用状況について	 	 	 	 

	 	 	 各分野別の提案内容（・人材ワーキング・グループ関連の提案内容	 ・投資等ワーキング・グループ関連の提案内容	 ・

本会議関連の提案内容）	 

	 	 資料３−２	 各ワーキング・グループ等で更に精査・検討を要する提案事項	 

◎規制改革推進会議公開ディスカッション「介護サービスの提供と利用の在り方について」	 	 ２月２日	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/discussion/170221/gijiroku0221.pdf	 

	 記者会見；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/discussion/170221/interview0221.pdf	 

	 配布資料等；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/discussion/170221/agenda.html	 

	 	 資料１−１〜２	 林委員提出資料	 

	 	 資料２	 埼玉県和光市	 提出資料	 

	 	 資料３	 一般社団法人日本在宅介護協会	 提出資料	 

	 	 資料４	 事務局	 提出資料	 

	 	 資料５	 社会福祉法人全国社会福祉協議会	 提出資料	 

	 	 資料６	 一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会	 提出資料	 

	 	 資料７	 厚生労働省	 提出資料	 

	 	 参考資料１〜３	 事務局提出資料	 

	 ＊映像録画は、政府インターネットテレビで視聴可能	 

◎行政手続部会（第１０回）	 	 	 	 	 ２月２日	 	 	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170202/gijiroku0202.pdf	 

	 記者会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170202/interview0202.pdf	 

	 配布資料等；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170202/agenda.html	 

	 	 資料１	 「重点分野」、「削減目標」、「計画的な取組の推進」についての考え方	 （たたき台）	 

	 	 資料２	 法務省提出資料	 

	 	 資料３	 厚生労働省提出資料	 

	 	 資料３参考	 厚生労働省提出資料	 

	 	 資料４	 国土交通省提出資料	 

	 	 参考資料	 行政手続部会の開催実績と今後の予定	 

	 ＊１月開催の９回の議事録、記者会見議事概要、下記のサイトからアクセス可能	 
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	 	 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html	 

◎人材WG、農業、医療・介護・保育WG、投資等WGが２月に開催	 	 ＊以下のサイトからアクセス（議事要旨等未公表

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

	 

●総合科学技術・イノベーション会議	 

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

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

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

◎総合科学技術・イノベーション会議（第２６回）	 	 	 ２月２４日	 

	 議事要旨；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/giji/giji-si027.pdf	 

	 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui027/haihu-027.html	 

	 	 諮問第13号「特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の一部変更（案）について」に

対する答申（案）（PDF形式：430KB）	 

	 	 参考資料1 特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の一部変更（案）	 新旧対照表（PDF

形式：224KB）	 

	 	 参考資料2 特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の一部変更について（概要）（PDF

形式：180KB）	 

	 	 参考資料3 諮問第13号「特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の一部変更（案）に

ついて」（PDF形式：78KB）	 

◎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	 	 	 ２月９日	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/170209giji.pdf	 

	 配布資料；	 

	 	 創１−１ 特定国立研究開発法人における新たな調達方式の導入について（１）	 

	 	 創１−２ 特定国立研究開発法人における新たな調達方式の導入について（２）	 

	 	 創１−３ 「特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針」の改定（案）	 新旧対照表	 

	 	 創１−４ 特例随意契約が可能となる調達及び研究開発において期待される効果について	 

	 	 創２−１ 産総研の第４期(平成27～31年度)中長期目標の変更について（PDF形式：411KB）	 

	 	 創２−２ 国立研究開発法人産業技術総合研究所	 中長期目標	 新旧対照表（案）（PDF形式：193KB）	 

	 	 創２−３ 国立研究開発法人産業技術総合研究所第４期中長期目標の変更について（諮問）	 （PDF形式：219KB）	 

◎科学技術イノベーション官民投資拡大推進費	 ターゲット領域検討委員会（第１回）	 	 ２月９日	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/target/1kai/giji.pdf	 

	 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/target/1kai/1kai.html	 

	 	 資料1-2	 科学技術イノベーション官民投資拡大推進費ターゲット領域検討委員会の設置等について（平成29年1月26

日総合科学技術・イノベーション会議）（PDF形式：185KB）	 

	 	 資料1-2 科学技術イノベーション官民投資拡大推進費ターゲット領域検討委員会委員名簿（PDF形式：132KB）	 

	 	 資料1-3 科学技術イノベーション官民投資拡大推進費ターゲット領域検討委員会議事運営規則（案）（PDF形式：208KB）	 

	 	 資料1-4 「科学技術イノベーション官民投資拡大推進費」に係るこれまでの検討状況（PDF形式：103KB）	 

	 	 資料1-5 ターゲット領域について（PDF形式：570KB）	 

	 	 資料1-6 今後の検討の進め方（PDF形式：214KB）	 

	 	 参考資料1-1 科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ＜最終報告＞（PDF形式：349KB）	 

	 	 参考資料1-2 Society5.0について（PDF形式：113KB）	 

	 	 参考資料1-3 戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）概要（PDF形式：208KB）	 

◎科学技術イノベーション官民投資拡大推進費	 ターゲット領域検討委員会（第２回）	 	 ２月２３日	 

	 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/target/2kai/2kai.html	 	 ＊議事録準備中	 

	 配布資料；	 

	 	 資料2-1 ターゲット領域について（PDF形式：324KB）	 

	 	 資料2-1 産業競争力懇談会提出資料	 	 1（PDF形式：758KB）	 	 2（PDF形式：876KB）	 	 3（PDF形式：1007KB）	 	 4（PDF

形式：174KB）	 	 5（PDF形式：492KB）	 
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	 	 資料2-3 総務省提出資料（PDF形式：1337KB）	 

	 	 資料2-4 文部科学省提出資料（PDF形式：1011KB）	 

	 	 資料2-5 経済産業省提出資料（PDF形式：19KB）	 

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

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

	 	 	 	 ２月には、第７、８回目の会合を持っている	 

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

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

	 

●一億総活躍国民会議	 

◎「ニッポン一億総活躍プラン」（６月２日閣議決定）	 	 再掲	 

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

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

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

◎働き方改革実現会議	 第８回	 	 	 	 ２月２２日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai8/gijisidai.html	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 第７回働き方改革実現会議	 議事録、	 

	 	 資料２〜９	 各議員提出資料	 

	 

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

◎まち・ひと・しごと創生会議	 

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

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

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

◎地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議（第２回）	 	 	 ２月１６日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29-02-16.html	 

	 配布資料	 

	 	 資料１	 地方大学の振興及び若者雇用等に関する基本資料（追加分）	 

	 	 資料２	 論点と主な意見の対照表	 

	 	 資料３	 全国市長会提出資料	 

	 	 資料４	 日本私立大学団体連合会提出資料	 

	 	 資料５	 公立大学協会提出資料	 

	 	 資料６	 国立大学協会提出資料	 

	 	 資料７	 日本私立短期大学協会提出資料	 

	 	 資料８	 全国高等学校PTA連合会提出資料	 

	 	 資料９	 今後の進め方	 

◎地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議	 	 	 

	 ＊最終報告「地域の課題解決のための地域運営組織」	 	 	 	 １２月１３日	 	 再掲	 

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

	 	 	 rmo_yushikisyakaigi-saishuuhoukoku.pdf	 

◎国家戦力特別区域諮問会議（第２８回）	 	 ２月２１日	 

	 大臣記者会見要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai28/daijin_kaiken.pdf	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai28/gijiyoushi.pdf	 

	 配布資料等；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai28/shiryou.html	 

	 	 (説明資料)	 

	 	 資料1	 区域計画の認定について（PDF形式：157KB）	 	 

	 	 資料2	 国家戦略特区における近未来技術実証（PDF形式：1,176KB）	 	 

	 	 資料3	 国家戦略特区における追加の規制改革事項等について（PDF形式：346KB）	 	 

	 	 資料4	 国家戦略特区	 追加の規制改革事項について（有識者議員提出資料）（PDF形式：164KB）	 	 
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	 （配布資料）	 

	 	 次世代モビリティビジョン（ゴーン日産自動車株式会社取締役会長、最高経営責任者提出資料）（PDF形式：932KB）	 	 

	 	 国家戦略特区における近未来技術実証について（野波株式会社自律制御システム研究所代表取締役ＣＥＯ提出資料）

（PDF形式：902KB）	 	 

	 	 ”日本初”ではなく、”日本発”。もう一度、日本が技術大国になり、世界をリードするためには。（牧浦仙北市近

未来創造アドバイザー提出資料）（PDF形式：410KB）	 	 

	 （参考資料）	 

	 	 参考資料1	 「東京都	 自動走行サンドボックス分科会」の設置について（PDF形式：498KB）	 	 

	 	 参考資料2	 国家戦略特区における重点分野について（PDF形式：572KB）	 	 

	 	 参考資料3	 国家戦略特別区域	 区域計画（案）（PDF形式：282KB）	 

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

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

	 

●財務省	 

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

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

◎税制調査会（第９回）	 １月２７日	 	 	 	 	 追加	 	 	 ＊議事録、記者会見録未公表	 

	 会議資料；http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/28zen9kai.html	 

  [総9-1]	 財務省説明資料（平成29年度税制改正等について）	 （PDF形式：3813KB）	 	 

	 	 [総9-2]	 総務省説明資料（平成29年度税制改正等について（地方税））	 （PDF形式：3126KB）	 	 

	 	 [総9-3]	 納税実務等を巡る近年の環境変化への対応に向けた海外調査について（案）	 （PDF形式：103KB）	 	 

	 	 [総 9-4]	 意見書（神津特別委員）	 （PDF形式：189KB）	 	 

◎平成２９年度予算書データベース	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２月６日	 

	 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/	 

◎厚労省	 賃金構造基本統計調査	 結果の概況	 ２月２２日	 

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

	 ＊事項別概況および統計表は、上記サイトからアクセス可	 

◎社会保障審議会	 福祉部会福祉人材確保専門委員会	 	 	 ２月７日	 

	 配布資料等；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150795.html	 

	 	 資料１	 ソーシャルワークに対する期待について（PDF：346KB）	 

	 	 	 	 	 	 鎌倉委員提出資料	 地域共生社会の実現に求められるソーシャルワーク（PDF：1,086KB）	 

	 	 	 	 	 	 上野谷委員提出資料	 ソーシャルワーク機能の強化に向けた教育のめざすべき方向（PDF：427KB）	 

	 	 資料２	 新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会での議論について（PDF：188KB）	 

	 	 参考資料	 地域力強化検討会中間とりまとめの概要等（PDF：396KB）	 

◎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１回）	 ２月１４日	 

	 議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154286.html	 

	 資料等；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000151521.html	 

	 	 資料１	 社会保障審議会企業年金部会確定拠出年金の運用に関する専門委員会について（PDF：41KB）	 

	 	 資料２	 社会保障審議会企業年金部会確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員名簿（PDF：58KB）	 

	 	 資料３	 社会保障審議会企業年金部会確定拠出年金の運用に関する専門委員会運営規則（PDF：44KB）	 

	 	 資料４	 確定拠出年金における運用の改善について（運用商品提供数の上限・指定運用方法の基準）（PDF：1,166KB）	 

	 	 参考資料	 社会保障審議会関係法令・規則（PDF：1,278KB）	 

◎社会保障審議会	 障害者部会（第８４回）	 	 	 ２月２２日	 

	 動画；https://www.youtube.com/watch?v=TJUWNryuYnM&feature=youtu.be	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152285.html	 

	 議題；これからの精神保健医療福祉のあり方検討会の報告書について、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 これからの精神保健医療福祉のあり方検討会報告書（概要）（PDF：169KB）	 

	 	 資料１	 これからの精神保健医療福祉のあり方検討会報告書（概要）（テキストデータ）（Word：18KB）	 
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	 	 資料１−２	 これからの精神保健医療福祉のあり方検討会報告書（PDF：275KB）	 

	 	 資料１−２	 これからの精神保健医療福祉のあり方検討会報告書（テキストデータ）（Word：79KB）	 

	 	 資料１−３	 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の概要（PDF：111KB）	 

	 	 資料１−３	 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の概要（テキストデータ）（Word：16KB）	 

	 	 資料２	 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案等について（PDF：323KB）	 

	 	 資料２	 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案等について（テキストデータ）

（Word：20KB）	 

	 	 資料３	 障害者総合支援法対象疾病（難病等）の見直しについて（PDF：644KB）	 

	 	 資料３	 障害者総合支援法対象疾病（難病等）の見直しについて（テキストデータ）（Word：28KB）	 

	 	 参考資料１	 資料１に関する参考資料（PDF：1,121KB）	 

	 	 参考資料２	 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案（第７

次地方分権一括法案）の概要（PDF：163KB）	 

	 	 参考資料３	 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン（案）（PDF：382KB）	 

◎社会保障審議会	 介護保険部会（第７１回）	 ２月２７日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153161.html	 

	 議事；基本指針について	 	 

	 配布資料；	 

	 	 議事次第（PDF：48KB）	 

	 	 資料１	 基本指針について（PDF：562KB）	 

	 	 参考資料１	 基本指針について（参考資料）（PDF：1,021KB）	 

	 	 参考資料２	 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（PDF：477KB）	 

	 	 参考資料３	 介護保険制度の見直しに関する意見（平成２８年１２月９日）（PDF：780KB）	 

	 	 参考資料４	 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント（PDF：1,037KB）	 	 

	 	 委員名簿	 社会保障審議会介護保険部会委員名簿（PDF：99KB）	 

◎厚生科学審議会	 厚生科学審議会（第１５回）	 	 	 	 ２月６日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150745.html	 

	 議事；1.会長選出及ひ会長代理の指名について	 2.医薬品医療機器制度部会の設置について	 3.分科会及ひ部会の活動状

況について 	 
	 配布資料；	 

	 	 資料１−１	 医薬品医療機器制度部会の設置について（PDF：30KB）	 

	 	 資料１−２	 厚生科学審議会の構成（PDF：33KB）	 

	 	 資料１−３	 厚生科学審議会組織の構成（PDF：70KB）	 

	 	 資料２	 分科会及び部会の活動状況について（PDF：167KB）	 

	 	 参考資料１	 厚生科学審議会委員名簿（PDF：75KB）	 

	 	 参考資料２	 厚生科学審議会関係規程等（PDF：318KB）	 

◎厚生科学審議会	 予防接種・ワクチン分科会	 副反応検討部会（第２５回）	 	 ２月２７日	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153074.html	 

	 	 資料１	 	 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（MR）の副反応疑い報告状況（PDF：266KB）	 

	 	 資料２	 	 乾燥弱毒生麻しんワクチンの副反応疑い報告状況（PDF：141KB）	 

	 	 資料３	 	 乾燥弱毒生風しんワクチンの副反応疑い報告状況（PDF：182KB）	 

	 	 資料４	 	 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチンの副反応疑い報告状況（PDF：185KB）	 

	 	 資料５	 	 乾燥弱毒生水痘ワクチンの副反応疑い報告状況（PDF：210KB）	 

	 	 資料６	 	 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチンの副反応疑い報告状況（PDF：122KB）	 

	 	 資料７	 	 23価肺炎球菌ワクチンの副反応疑い報告状況（PDF：1,970KB）	 

	 	 資料８	 	 インフルエンザワクチンの副反応疑い報告状況（PDF：4,283KB）	 

	 	 遵守事項等資料（PDF：851KB）；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153075.html	 

	 	 遵守事項等資料（申請資料等関与）（PDF：119KB）;同上	 

◎厚生科学審議会	 	 科学技術部会（第９９回）	 ２月２７日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153462.html	 

	 議事；	 

	 	 議題１	 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針の改定について	 

	 	 議題２	 平成29年度厚生労働科学研究費補助金公募研究事業（二次公募）について（案）	 

	 	 報告事項、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１−１	 「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」改定について（PDF：974KB）	 

	 	 資料１−２	 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針改定	 新旧対照表（PDF：35,111KB）	 

	 	 資料１−３	 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針改定案（PDF：6,960KB）	 
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	 	 資料２−１	 平成29年度厚生労働科学研究費補助金の公募状況について（PDF：56KB）	 

	 	 資料２−２	 平成29年度厚生労働科学研究費補助金二次公募課題（案）一覧（PDF：130KB）	 

	 	 資料２−３	 平成29年度厚生労働科学研究費補助金公募要項（二次）（案）（PDF：537KB）	 

	 	 資料３	 各種ガイドライン等の改正について（PDF：76KB）	 

	 	 資料４	 「厚生労働科学研究費補助金等取扱規程第３条第３項に定める補助金を交付しない期間の取扱いについて」

（平成２５年３月２９日科発０３２９第６号厚生科学課長決定）等の取扱いについて（運用方針）（PDF：135KB）	 

	 	 資料５	 「健康・医療戦略」及び「医療分野研究開発推進計画」改定の概要（PDF：1,274KB）	 

	 	 資料６	 平成30年度研究事業実施方針（案）の作成に向けた意見伺いについて（PDF：1,008KB）	 

	 	 参考資料１	 厚生科学審議会科学技術部会	 委員名簿（PDF：66KB）	 

	 	 参考資料２	 国の研究開発評価に関する大綱的指針（PDF：1,128KB）	 

	 	 参考資料３	 平成29年度厚生労働科学研究費補助金公募要項（二次）（案）の審議について（PDF：388KB）	 

	 	 参考資料４−１「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の一部改正について

（PDF：372KB）	 

	 	 参考資料４−２「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）について」の一部改正につい

て（PDF：756KB）	 

	 	 参考資料４−３「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict	 of	 Interest：COI）の管理に関する指針」の一部改

正について（PDF：170KB）	 

	 	 参考資料４−４「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について」の一部改正

について（PDF：147KB）	 

	 	 参考資料５	 健康・医療戦略（PDF：584KB）	 

	 	 参考資料６	 医療分野研究開発推進計画（PDF：520KB）	 

	 	 参考資料７−１	 平成29年度研究事業実施方針（PDF：1,132KB）	 

	 	 参考資料７−２	 AMED	 実用化研究【概要版】（PDF：3,005KB）	 

	 	 参考資料７−３	 厚労科研政策研究【概要版】（PDF：2,944KB）	 

	 	 参考資料８	 厚生科学審議会関係規程等（PDF：620KB）	 

◎疾病対策部会	 難病対策委員会（第４７回）	 	 ２月２４日	 

	 議題；今後の難病対策の在り方について、その他	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153104.html	 

	 	 資料１−１	 難病医療支援ネットワークのあり方について（PDF：51KB）	 

	 	 資料１−２	 （別添）難病医療支援ネットワーク（PDF：333KB）	 

	 	 資料１−２	 難病医療支援ネットワークの事務局機能における主な論点（PDF：42KB）	 

	 	 資料１−３	 難病医療支援ネットワークにどのような機能を期待するか？（PDF：913KB）	 

	 	 資料１−４	 小児慢性特定疾病情報センターによる情報提供の現状と今後の展望（PDF：2,098KB）	 

	 	 資料２−１	 難病の遺伝子関連検査の実施体制の在り方について（PDF：53KB）	 

	 	 資料２−２	 難病領域におけるゲノム解析及びその活用のための基盤整備について（PDF：2,376KB）	 

	 	 参考資料１	 難病情報センターHPと国立がん研究センターがん対策情報センターHPについて（PDF：449KB）	 

	 	 参考資料２	 難病医療提供体制整備事業に定められている難病医療コーディネーターの役割（PDF：91KB）	 

◎厚生科学審議会	 (再生医療等評価部会（第１７回）	 	 	 ２月１日	 

	 議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153763.html	 

	 配布資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146442.html	 

	 	 資料１	 遺伝子治療等臨床研究に関する実施施設からの報告について（PDF：387KB）	 

	 	 資料２	 遺伝子治療等臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会の設置について（案）（PDF：68KB）	 

◎労働政策審議会	 雇用均等分科会（第１８０回）	 ２月１３日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000151450.html	 

	 議事；	 

	 	 1	 男女雇用機会均等対策基本方針(第3次)について(諮問)	 	 

	 	 2	 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令案(次世代育成支	 援対策推進法及び 女性活躍推進法

関係)について(諮問)	 	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 男女雇用機会均等対策基本方針（案）（PDF：534KB）	 

	 	 資料２	 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令案要綱（PDF：545KB）	 

	 	 資料３	 認定制度関連資料（PDF：2,104KB）	 

	 	 参考資料１	 男女労働者それぞれの職業生活の動向（PDF：3,560KB）	 

	 	 参考資料２	 男女労働者をめぐる政府の動向（PDF：492KB）	 

	 	 参考資料３	 都道府県知事の意見聴取及びパブリックコメントで寄せられたご意見の概要（PDF：58KB）	 

	 	 参考資料４	 平成２９年度予算案の概要（雇用均等・児童家庭局）（PDF：591KB）	 

◎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（第１７回）	 ２月１７日	 
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	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000151999.html	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 ランク区分及び振分けについて（PDF：52KB）	 

	 	 資料２	 第 10～16 回目安制度の在り方に関する全員協議会における参考資料の在り方に関する委員の発言要旨

（PDF：94KB）	 

	 	 資料３	 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論点の中間整理（PDF：188KB）	 

◎中央社会保険医療協議会	 総会（第３４５回）	 	 ２月８日	 

	 議題および資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150605.html	 

	 	 ○医薬品の薬価収載について；総−１−１（PDF：1,413KB）	 総−１−２（PDF：103KB）	 

	 	 ○ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について；総−２（PDF：151KB）	 総−２参考（PDF：71KB）	 

	 	 ○臨床検査の保険適用について；総−３（PDF：252KB）	 

	 	 ○最適使用推進ガイドラインについて；総−４−１（PDF：333KB）	 総−４−２（PDF：1,649KB）	 総−４−３（PDF：419KB）	 

総−４−４（PDF：413KB）	 総−４−５（PDF：69KB）	 総−４−５参考（PDF：38KB）	 

	 	 ○外来医療（その１）について；総−５（PDF：2,744KB）	 

◎中央社会保険医療協議会	 総会（第３４６回）	 	 ２月２２日	 

	 議題および資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152389.html	 

	 	 ○先進医療会議の検討結果の報告について；総−１（PDF：2,470KB）	 

	 	 ○診療報酬改定結果検証部会からの報告について；総−２（PDF：6,356KB）	 

	 	 ○被災地における特例措置について；総−３−１（PDF：149KB）	 総−３−２（PDF：93KB）	 

	 	 ○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集について	 総−４（PDF：57KB）	 

	 	 ○横断的事項	 かかりつけ医機能（その１）について；総−５（PDF：2,544KB）	 

	 	 ○その他	 

	 

●外務省	 	 	 	 

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

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

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

	 ＊以上、ともに再掲	 

◎外務省	 外務大臣会見記録要旨（２月分）	 

	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1702.html	 

	 

●環境省	 	 	 	 

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

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

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

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

◎総合政策部会（第８８回）	 	 ２月２８日	 	 	 

	 http://www.env.go.jp/council/02policy/y020-88b.html	 

	 	 議事；第四次環境基本計画の見直しについて（諮問）、その他	 

	 配布資料；	 

	 	 資料１	 	 環境基本計画について（諮問）[PDF	 26KB]	 

	 	 資料２	 	 第五次環境基本計画の策定について（概要）[PDF	 119KB]	 

	 	 資料３	 	 第五次環境基本計画の策定について[PDF	 228KB]	 

	 	 資料４	 	 社会経済及び環境に関する状況[PDF	 9104KB]	 

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

	 	 参考資料２	 	 第四次環境基本計画の見直しスケジュール（案）[PDF	 32KB]	 

	 	 参考資料３−１	 中央環境審議会総合政策部会の小委員会及び専門委員会について[PDF	 49KB]	 

	 	 参考資料３−２	 総合政策部会小委員会及び専門員委員会名簿[PDF	 101KB]	 

◎中央環境審議会	 循環型社会部会（第１８回）	 ２月３日	 

	 http://www.env.go.jp/council/03recycle/y030-18b.html	 

	 議題；	 

	 （１）第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検報告書（案）について	 

	 （２）廃棄物処理制度の見直しの方向性について	 

	 （３）特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方について	 
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	 （４）その他	 

	 	 	 ①家電リサイクル法及び小型家電リサイクルの施行状況について	 

	 	 	 ②Ｇ７アライアンスワークショップ−資源効率性と低炭素社会による機会と示唆−の結果について	 

	 資料一覧	 

	 	 資料１	 第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検結果について（案）	 [PDF	 3MB]	 

	 	 資料２	 廃棄物処理制度の見直しの方向性（意見具申）（案）	 [PDF	 619KB]	 

	 	 資料３	 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制のあり方の見直しの方向性（意見具申）（案）	 [PDF	 542KB]	 

	 	 資料３（別冊）合同会議報告書	 関係資料集	 [PDF	 1.3MB]	 

	 	 参考資料１	 家電リサイクル法及び小型家電リサイクルの施行状況について	 [PDF	 3.1MB]	 

	 	 参考資料２−１	 Ｇ７アライアンスワークショップ/G7	 公開シンポジウム−資源効率性と低炭素社会による機会と示唆

−の結果について	 [PDF	 159KB]	 

	 	 参考資料２−２	 資源効率性のためのＧ７アライアンスワークショップ−資源効率性と低	 炭素社会による機会と示唆−	 

議長サマリー（仮訳）	 [PDF	 263KB]	 

	 	 参考資料３	 平成２９年度環境省重点施策(廃棄物・リサイクル対策部関係抜粋)	 [PDF	 217KB]	 

	 	 参考資料４	 平成２９年度予算（案）の概要（廃棄物・リサイクル対策部）	 [PDF	 273KB]	 

	 	 参考資料５	 平成２８年度第３次補正予算（案）について	 [PDF	 477KB]	 

	 	 参考資料６	 中央環境審議会	 循環型社会部会	 委員名簿	 [PDF	 85KB]	 

◎中央環境審議会地球環境部会（第１３５回）	 	 ２月１０日	 

	 議事録；http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-135a.html	 

	 配布資料；http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-135.html	 

	 	 議事；	 

	 （１）最近の地球温暖化対策等の状況について（報告）	 

	 （２）長期低炭素ビジョン取りまとめ（案）（報告）	 

	 （３）気候変動影響評価等小委員会の検討状況について（報告）	 

	 （４）その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料１	 中央環境審議会地球環境部会委員名簿[PDF	 59KB]	 

	 	 資料２	 地球温暖化対策を始めとする最近の動向[PDF	 5.6MB]	 

	 	 資料３−１	 長期低炭素ビジョン（素案）[PDF	 618KB]	 

	 	 資料３−２	 長期低炭素ビジョン（素案）概要[PDF	 1.3MB]	 

	 	 資料３−３	 長期低炭素ビジョン（素案）参考資料集[PDF	 15.5MB]	 

	 	 	 資料３−４	 長期低炭素ビジョン小委員会委員名簿[PDF	 47KB]	 

	 	 資料３−５	 長期低炭素ビジョン小委員会開催経緯[PDF	 119KB]	 

	 	 資料４−１	 気候変動影響評価等小委員会の中間取りまとめ骨子（案）[PDF	 217KB]	 

	 	 資料４−２	 気候変動影響評価等小委員会の検討状況[PDF	 474KB]	 

	 

●経済産業省	 	 	 

１月、２月度の各種経済産業動向速報、調査報告等	 

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

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

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

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

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

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

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

◎総合資源エネルギー調査会	 省エネルギー・新エネルギー分科会	 省エネルギー小委員会‐中間取りまとめ	 １月３１日	 

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

◎総合資源エネルギー調査会	 電力システム改革貫徹のための政策小委員会（第５回）・電力・ガス基本政策小委員会	 
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（第２回）合同会議	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２月９日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_system_kaikaku/005_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/denryoku_system_kaikaku/005_haifu.html	 

	 	 資料1	 議事次第（PDF形式：116KB）	 

	 	 資料2	 委員等名簿（PDF形式：159KB）	 

	 	 資料3	 電力小売全面自由化の進捗状況（PDF形式：1,218KB）	 

	 	 資料4-1	 インバランス算定の誤りへの対応について（PDF形式：1,306KB）	 

	 	 資料4-2	 エリアインバランスの誤算定について（中部電力説明資料）（PDF形式：833KB）	 

	 	 資料4-3	 北海道におけるエリアインバランスの誤算定について（北海道電力説明資料）（PDF形式：886KB）	 

	 	 資料4-4	 インバランス再精算に関する考え方に基づいた対処方針案について（北海道電力・中部電力説明資料）（PDF

形式：182KB）	 

	 	 資料5-1	 電力システム改革貫徹のための政策小委員会	 中間とりまとめに関するパブリックコメントについて（PDF

形式：184KB）	 

	 	 資料5-2	 電力システム改革貫徹のための政策小委員会	 中間とりまとめ（PDF形式：2,709KB）	 

	 	 資料6	 制度検討作業部会（TF）の設置について（案）（PDF形式：196KB）	 

	 	 資料7	 今後の市場整備の方向性について（案）（PDF形式：556KB）	 

	 	 資料8-1	 ガスの小売全面自由化に向けた検証（PDF形式：2,894KB）	 

	 	 資料8-2	 小売全面自由化に向けた事前準備の進捗について（日本ガス協会説明資料）（PDF形式：438KB）	 

	 	 参考資料	 中間とりまとめに対する意見募集結果について（PDF形式：922KB）	 

◎電力システム改革貫徹のための政策小委員会	 中間とりまとめ	 	 	 	 ２月９日	 

	 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170209002.html	 

◎第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会（第２回）	 ２月３日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_kyousou/002_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_kyousou/002_haifu.html	 

◎第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会（第３回）	 ２月２４日	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_kyousou/003_haifu.html	 

◎CGS 研究会（コーポレート・ガバナンス・システム研究会）（第９回）	 ２月１６日	 
	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/cgs_kenkyukai/009_haifu.html	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1	 議事次第・委員名簿（PDF形式：239KB）	 

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

	 	 資料3	 事務局説明資料(1)（報告書案（見え消し版））（非公開）	 

	 	 資料4	 事務局説明資料(2)（報告書案）（非公開）	 

	 	 資料5	 事務局説明資料(3)（アンケート公表案）（非公開）	 

◎持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）研究会（第７回）	 ２月６日	 

	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/jizokuteki_esg/007_haifu.html	 

	 配布資料；	   	 
	 	 資料1	 議事次第（PDF形式：17KB）	 

	 	 資料2	 委員名簿（PDF形式：137KB）	 座席表（当日配布のみ）	 

	 	 資料3	 座席表（当日配布のみ）	 

	 	 資料4	 今後の政策対応等の検討論点（案）（PDF形式：192KB）	 

	 	 資料5	 ガイダンス策定に向けたドラフティング	 ワーキンググループの設置について（PDF形式：175KB）	 

	 	 資料6	 ガイダンス検討のためのたたき台（案）（当日配布のみ）	 

	 	 参考資料	 未来投資会議（第4回）配布資料（PDF形式：1,602KB）	 

◎電力インフラのデジタル化研究会（第３回）	 	 ２月６日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/e-tech/003_giji.html	 

	 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/e-tech/003_haifu.html	 

	   	  議事次第（PDF形式：107KB）	 



18	 

	 

	 	 資料1	 委員等名簿（PDF形式：98KB）	 

	 	 	 	 資料2	 事務局資料（PDF形式：994KB）	 

	 	 資料3	 ISO標準化を支える実質担保型マネジメントシステムのビジネス開発について（西野委員プレゼン資料）（PDF

形式：2,306KB）	 

	 	 資料4	 加速的に進化するクラウド関連技術とイノベーション（アマゾンウェブサービスジャパン株式会社プレゼン資

料）（PDF形式：5,060KB）	 

	 	 資料5	 国際標準化と事業戦略（経済産業省産業技術環境局基準認証政策課プレゼン資料）（PDF形式：1,265KB）	 

	 	 資料6	 「質の高い電力インフラ」の	 ISO規格策定～発電所の国際市場展開へ～（東京電力フュエル＆パワー株式会社

プレゼン資料）（PDF形式：1,045KB）	 

	 	 資料7	 火力発電所輸出プロジェクトと新ISO、保険、ファイナンスについて（マーシュブローカージャパン株式会社

プレゼン資料）（PDF形式：2,168KB）	 

	 	 資料8	 海外電力インフラプロジェクト向けファイナンスについて（株式会社国際協力銀行プレゼン資料）（PDF形式：

1,466KB）	 

	 	 資料 9	 デジタル化・規格化による発電事業の競争力強化に関する考察（株式会社日本政策投資銀行プレゼン資料）

（PDF形式：789KB）	 

◎【廃炉・汚染水対策ポータルサイト】	 

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

	 

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

閣議決定いれる	 

◎閣議決定「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」	 	 	 ２月７日	 

	 https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/h29bp.pdf	 

◎閣議決定「国及び 独立行政法人等における温室効果カス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針	 」の

変更	 	 	 	 	 ２月７日	 

	 http://www.env.go.jp/policy/ga/20170207kihonhoushin.pdf	 

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

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/keikaku_honbun_170210.pdf	 

	 

●防衛省	 	 	 	 http://www.mod.go.jp	 

◎防衛省「防衛生産・技術基盤戦略」（６月）	 	 再掲	 

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

	 ＊軍学共同の動きに関連して、追加資料として掲げた。	 

	 	 概要版は、http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/soubiseisakuseisan/2606gaiyou.pdf	 

◎防衛省「防衛技術戦略」（８月）	 	 	 	 	 	 	 再掲	 

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

	 ＊軍学共同の動きに関連して、追加資料として掲げた。	 

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

◎防衛装備庁「平成２８年度中長期技術見積り」（８月）	 再掲	 

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

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

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

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

◎日米防衛相共同記者会見概要	 	 	 	 	 ２月４日	 

	 http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2017/02/04.html	 

◎日米合同委員会合意	 （北部訓練場ほか）	 	 ２月９日	 

	 合意事案概要；http://www.mod.go.jp/j/press/news/2017/02/09b.pdf	 

◎日米合同委員会合意	 （横浜	 ノースドック	 ２月９日	 

	 合意事案概要；http://www.mod.go.jp/j/press/news/2017/02/09c.pdf	 



19	 

	 

◎日米合同委員会合意	 （三沢飛行場）	 	 	 	 ２月１６日	 

	 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2017/02/16a.pdf	 

◎日米合同委員会合意	 	 （横須賀海軍施設）	 ２月２３日	 

	 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2017/02/23b.pdf	 

	 

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

	 ＊安保会議の開催状況については、上記のサイトからアクセス可能	 

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

◎経団連	 「2016年版経営労働政策特別委員会報告」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １月１９日	 	 追加	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/002.html	 

◎経団連	 Society	 5.0実現による日本再興—未来社会創造にむけた行動計画ー	 	 	 	 ２月１４日	 

	 概要；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/010_gaiyo.pdf	 

	 本文；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/010_honbun.pdf	 

◎経団連	 改定「観光立国推進基本計画」に対する意見―地域主導の観光先進国の実現に向けて―	 	 ２月１４日	 

	 概要；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/012_gaiyo.pdf	 

	 本文；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/012_honbun.pdf	 

	 

●経済同友会	 

◎提言「多角的自由貿易の着実な発展に向け、日・EU 経済連携協定の進展を」	 	 ２月１日	 
	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170201a.pdf	 

◎「ダイバーシティと働き方に関するアンケート調査結果」	 	 	 ２月７日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170207a.pdf	 

◎「時間外労働規制等に関する意見」	 	 ２月１４日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170214a.pdf	 

◎「『働き方改革』に関する主要論点に係る意見」	 	 ２月２２日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170222a.pdf	 

◎提言「観光立国実現に向けて―需要喚起から供給構造の再構築へ―」	 	 ２月２４日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170224a.pdf	 

◎「2015 年度アジア・中東委員会インド・ミッション	 ＜報告書＞」	 	 	 ２月２７日	 

	 	 （2016 年 4 月 5 日～10 日	 ニューデリー）	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/170227a.pdf	 

	 

●日本商工会議所	 

◎「時間外労働規制に関する意識調査」集計結果	 	 	 	 ２月１日	 

	 http://www.jcci.or.jp/research/other/overtime%20workk.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	 

＊３月の会議予定；http://www.scj.go.jp/ja/member/plan/pdf/2902.pdf	 

◎第１０回安全保障と学術に関する検討委員会（２月１５日）	 	 	 	 

	 議事録；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-youshi2310.pdf	 

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

	 	 資料１：フォーラムプログラム(PDF：215KB)	 

	 	 資料２：学術フォーラムにおける議論を踏まえての意見（岡委員）(PDF：89KB)	 

	 	 資料３：審議経過の中間とりまとめ(PDF：201KB)	 

	 	 資料４：米軍の海外オフィスの活動と目的(PDF：237KB)	 

	 	 資料５：日本学術会議における意思の表出について(PDF：172KB)	 

	 	 参考資料１：学術フォーラムの概要について（事後報告）(PDF：101KB)	 
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	 	 参考資料２：学術フォーラム発表補足意見(PDF：52KB)	 

	 	 参考資料３：最終とりまとめ案を審議されるに当たっての要望(PDF：165KB)	 

	 	 参考資料４：防衛省	 防衛装備庁からの委託契約事務処理要領の公表についての連絡メール(PDF：169KB)	 

	 	 参考資料５：安全保障技術研究推進制度	 委託契約事務処理要領（契約書の様式等含む）の改訂点について(PDF：339KB)	 

	 	 参考資料６：「中間とりまとめ」（2017年1月23日付）案の回覧状況報告(PDF：1,780KB) 
	 ＊第１１回会議は３月７日（火）１５時〜１７時開催	 

◎提言「高等学校新設科目「公共」にむけて	 ―政治学からの提言―	 	 ２月３日 
	 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t239-2.pdf	 

◎第２３期学術の大型研究計画に関するマスタープラン（マスタープラン２０１７）	 	 ２月８日	 

	 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-23-t241-1.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２つ文書に示されている	 	 	 	 	 

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

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

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

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

◎国立大学における教育の国際化の更なる推進について」第４回フォローアップ	 調査結果	 	 	 	 ２月２０日	 

	 第４回フォローアップ調査結果；http://www.janu.jp/news/files/20170220-wnew-followup1.pdf	 

	 第４回フォローアップ調査票；http://www.janu.jp/news/files/20170220-wnew-followup2.pdf	 

	 

●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「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」における検討に当たっての意見	 

	 http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/290216.pdf	 	 	 	 	 	 	 ２月１６日	 

◎日本私立大学団体連合会「明日を拓く私立大学の多様で特色ある取り組み」（増補版）	 	 ３月３日（先行紹介）	 

	 http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/290303.pdf	 

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

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

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

	 

●公立大学関係	 

◎公立大学協会	 	 http://www.kodaikyo.org	 

◎公立大学協会「高大接続改革に関する意見」	 	 	 	 ２月６日	 

	 http://www.kodaikyo.org/wp/wp-content/uploads/2017/02/27223bc7d7026e4f89105b12d22336d6.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	 ２月号（１６５号）	 

	 http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/news/__icsFiles/afieldfile/2017/02/24/no9_1_news165.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５８回）	 １月３０日	 	 	 議事録部分	 追加	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000178279.pdf	 

◎原子力規制委員会（第５９回）	 ２月１日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000177564.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000204.html	 

	 	 資料1	 「原子力利用の安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改

正する法律案」について（案）【PDF：3MB】	 

	 	 資料2	 高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置に係る研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を

改正する規則（案）及び核燃料サイクル工学研究所（再処理施設）の廃止措置に係る使用済燃料の再処理の事業に関する

規則等の一部を改正する規則（案）について【PDF：1MB】	 

	 	 資料3	 実用発電用原子炉の安全性向上評価に関する運用ガイドの一部改正（案）について【PDF：686KB】	 

	 	 資料4	 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会における新たな調査審議事項について【PDF：231KB】	 

	 	 資料5	 今後の原子力規制委員会と原子力事業者（経営責任者）との意見交換について【PDF：98KB】	 

	 	 資料6	 高浜発電所構内におけるクレーン倒壊による燃料取扱建屋等の損傷について【PDF：2MB】	 

◎原子力規制委員会（第６０回）	 ２月８日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000178264.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000205.html	 

	 	 資料1	 九州電力株式会社川内原子力発電所１号及び２号炉の審査書案に対する意見募集の結果等及び発電用原子炉設

置変更許可について（案）【PDF：1MB】	 

	 	 資料2	 原子炉建屋等の貫通部の調査結果について【PDF：3MB】	 

	 	 資料3	 高浜発電所３号機における蒸気発生器伝熱管の損傷に係る関西電力からの報告に対する評価及び今後の対応に

ついて（案）【PDF：246KB】	 

	 	 資料4	 原子力施設におけるトピックス（平成29年1月30日～2月5日）【PDF：418KB】	 

	 	 机上資料	 	 意見募集の結果	 WEB【PDF：634KB	 

◎原子力規制委員会（第６１回）	 ２月１５日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000178264.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000205.html	 

	 	 資料1	 実用発電用原子炉の燃料体に対する地震の影響の考慮について【PDF：125KB】	 

	 	 資料2	 平成28年度第3四半期の保安検査の実施状況について【PDF：1MB】	 

	 	 資料3	 新たな調査審議事項を受けた原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会での今後の対応について【PDF：

117KB】	 	 	 

	 	 資料4	 発電用原子炉施設に対する降下火砕物の影響評価に関する事業者回答及び降下火砕物の影響評価に関する検討

について【PDF：1MB】	 

	 	 資料5	 使用済燃料輸送・貯蔵兼用乾式キャスク貯蔵の基準に関する課題と対応について【PDF：175KB】	 

	 	 資料6	 原子力規制人材育成事業の進捗状況及び平成29年度新規採択事業の公募について【PDF：484KB】	 

	 	 資料7	 廃棄物埋設（中深度処分）に係る放射線防護基準について【PDF：837KB】	 

	 	 原子力施設におけるトピックス（平成29年2月6日～2月12日）【PDF：195KB】	 

◎原子力規制委員会（第６２回）	 ２月２２日	 	 	 	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000180099.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000208.html	 

	 	 資料1	 関西電力株式会社大飯発電所３号及び４号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する意

見募集等について（案）	 【PDF：2MB】	 

	 	 資料2	 高エネルギーアーク損傷に係る実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則等の一部改正等並

びにそれらの意見募集等について（案）【PDF：891KB】	 

	 	 資料3	 平成29年度	 放射線防護分野の安全研究について【PDF：346KB】	 

	 	 資料4	 平成28年度マネジメントレビュー等について【PDF：1MB】	 

	 	 原子力施設におけるトピックス（平成29年2月13日～2月19日）【PDF：808KB】	 
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◎原子力規制委員会（第６３回）	 ２月２４日	 	 	 この会議は非公開	 

	 議事概要；https://www.nsr.go.jp/data/000180721.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000209.html	 

	 	 資料1	 内部脅威対策の強化（個人の信頼性確認制度の導入等）に伴う核物質防護措置に係る委員会規則の下位の文書

の改訂について【PDF：166KB】	 

◎原子力規制委員会（第６４回）	 ２月２８日	 	 	 議事録は未公表	 	 会議資料は議事次第のみ	 

	 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000211.html	 

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

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000178701.pdf	 	 	 	 	 	 	 

◎原子炉安全専門審査会（第１５回）・核燃料安全専門審査会（第１４回）合同審査会	 	 	 ２月２日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000180594.pdf	 

	 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/roanshin_kakunen/00000015.html	 

	 	 資料１−１	 原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会からのＩＲＲＳにおいて指摘された事項に対する原子力規

制委員会の取り組み状況の評価や助言等について【PDF：75KB】	 

	 	 資料１−２	 ＩＲＲＳにおいて明らかになった課題に対する原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会における助

言・評価等、原子力規制委員会の対応状況及び今後の課題について（平成２９年１月１２日原子力規制庁）【PDF：354KB】	 

	 	 資料２	 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会における新たな調査審議事項について【PDF：231KB】	 

	 	 資料３	 原子炉安全専門審査会原子炉火山部会の活動状況について【PDF：75KB】	 

	 	 資料４	 スクリーニングの状況について【PDF：1MB】	 

	 	 参考１−１	 原子炉安全専門審査会審査委員名簿【PDF：58KB】	 

	 	 参考１−２	 核燃料安全専門審査会審査委員名簿【PDF：52KB】	 

	 	 参考２−１	 原子炉安全専門審査会	 原子炉火山部会（第一回）における主な助言【PDF：62KB】	 

	 	 参考２−２	 原子炉安全専門審査会への指示について（通知）	 （平成２８年３月２５日）【PDF：22KB】	 

	 会議映像；https://www.youtube.com/watch?v=yJgoqTKjaRE	 

◎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	 

	 

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

	 

●原子力科学技術委員会	 （科学技術・学術審議会の項の重複掲載）	 

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

	 

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

◎１６年秋開催の各種フォーラム、シンポジウムの報告、配布資料等を公表	 	 １月	 	 	 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.0239）	 February,	 2017	 
	 https://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/attached/0239.pdf	 
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	 内容の一部	 

	 	 ＜1.	 核不拡散・核セキュリティに関する動向（解説・分析）＞	 

1-1 英国のEURATOMからの脱退が必至に	 

	 	 	 1-2	 トランプ氏の大統領就任演説	 米国第一主義(America First)	 
◎核不拡散動向	 	 １２月１６日	 	 再掲	 	 http://www.jaea.go.jp/04/iscn/archive/nptrend/index.html	 

	 

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

◎戦略本部会合（第１１回）	 	 １月２５日	 	 	 議事概要を追加	 

	 議事概要；http://www.nisc.go.jp/conference/cs/dai11/pdf/11gijigaiyou.pdf	 

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

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

	 

●東京電力ホールディングス	 原子力安全改革の取組	 

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

◎福島原子力事故に関する定期更新２０１６−２０１７	 	 

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

◎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	 

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

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

	 

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

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

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

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

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

	 

●日本銀行	 http://www.boj.or.jp	 

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

◎日本銀行	 調査・研究	 	 http://www.boj.or.jp/research/index.htm/	 

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

【定期刊行物の特集等】	 
◎文部科学広報２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/index.html	 

	 	 特集１；平成２９年度文部科学関係予算（案）の概要 
	 	 特集２；教育公務員特例法等の一部を改正する法律について	 

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

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

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

	 サイトに紹介されている最新号は１月号；http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/doukou250.html	 

	 【特集:高等学校新設科目「公共」にむけて】	 



24	 

	 

	 【特集:「これからの高校理科教育のあかた方」をめぐって】	 

	 【特集:初等中等教育における算数・数学教育の改善についての提言】	 

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

	 	 	 ２月号特集「日本人の基層－古代の環境と暮らしを再構築する」	 

	 	 	 ３月号特集「科学のリスクと企業利益」、サブタイトル「原発事故と軍事誘導から考える」	 

◎日経サイエンス(｢SCIENTIFIC	 AMERICAN｣日本版．日経サイエンス社発行)	  http://www.nikkei-science.com	 
	 	 	 ３月号特集「脳を作る	 脳を見る」http://www.nikkeibpm.co.jp/content/files/download/316/2017_03.pdf	 

	 	 	 ４月号特集「運動と健康」http://www.nikkei-science.com/page/magazine/201704.html	 

	 

＜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	 

◎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」	 	 ２月２３日	 

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	 

	 

(本号は，主に2017年2月の情報を扱っています．)	 

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

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

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

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

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

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

かけすることも多々あるかと思います。併せてご海容のほどお願いします。	 

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

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


