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【トピックス】  
� 国連会議、「核兵器禁止条約」を採択                   ７月７日 

 http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2017/05/BanDraft.pdf 

 国連の関連サイト 

  https://www.un.org/disarmament/ptnw/conference-documents.html 

 ＊参考サイト 

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

 反核法律家協会  

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

weapons/ 
 ＊核兵器禁止条約全文の同協会による仮訳が見られる 

� 国連 持続可能な開発目標   https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/    ７月２０日 

  The Sustainable Development Goals Report 2017 by Secretary General, UN 

･科学技術イノベーション総合戦略２０１７（案）                     再掲 

 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/h29/3kai/siryo2.pdf 

� 骨太方針２０１７（経済財政運営と改革の基本方針２０１７）               再掲 
 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  再掲 

 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html 

� 国立大学協会                            ６月１４日    再掲 

 提言「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて」 

   http://www.janu.jp/news/files/20170703-wnew-governance.pdf 

 「高等教育における国立大学の将来像」（中間まとめ）公表 

   http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen2.pdf 

� 政府関係平成２９年度白書等の一覧 （以下のサイトから２０１７年度の政府の白書がみられます）   

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

◎平成２９年度科学技術白書                               再掲 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201701/detail/1386489.htm 

◎２０１７年版通商白書                                 再掲 

 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2017/pdf/2017_00-all.pdf 

 概略版；http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2017/pdf/2017_gaiyou.pdf 

◎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－      ７月２１日 

 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     

◎科学技術・学術審議会（第５８回）                     ７月２５日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/1388442.htm 

 議題； 

1. 各分科会等の審議状況について 

2. 基礎科学力の強化について 

3. オープンイノベーションの推進について 

4. 科学技術・学術協力強化に向けた国際展開について 

5. 最近の科学技術・学術の動向について 
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6. その他 

 配布資料； 

  資料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:398KB）  

  資料2-1 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－（概要） 

  資料2-2 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） 

  資料3-1 オープンイノベーションの本格的駆動に向けて 構成 

  資料3-2 オープンイノベーションの本格的駆動に向けて 要点 

  資料3-3 オープンイノベーションの本格的駆動に向けて 

  資料4-1 第8期国際戦略委員会報告書 ～科学技術・学術協力強化に向けた国際展開について～ 概要 

  資料4-2 第8期国際戦略委員会報告書 ～科学技術・学術協力強化に向けた国際展開について～ 

  資料5-1～5-4 科学技術・学術政策をめぐる最近の動向について  （PDF:2746 KB）  

  資料5-5 経済財政運営と改革の基本方針2017について（※内閣府のホームページへリンク） 

  資料5-6 平成30年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（※財務省のホームページへリン

ク）  

  資料6-1 科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP定点調査2016）  （PDF:1084KB）  

  資料6-2 論文を生み出した研究活動に用いた資金と人的体制(論文実態調査)  （PDF:702KB）  

  資料6-3 科学技術・学術政策研究所 研究成果報告一覧  （PDF:1026KB）  

  資料7 科研費改革の進展 KAKENHI Reform 2018（※PDF） 

◎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 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/shiryo/1388254.htm 

 議題； 

1. 第20回ITER理事会の開催結果について 

2. 「原型炉開発に向けたアクションプラン」について 

3. 「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」の策定について 

4. 長期的視点に立った新たな人材育成方策の策定について 

5. その他 

 配布資料； 

  資料1 第20回ITER理事会の開催結果について  （PDF:309KB）  

  資料2 アクションプラン構成表  （PDF:922KB）  

  資料3-1 核融合原型炉研究開発の推進に向けて（原案） 

  資料3-1 核融合原型炉研究開発の推進に向けて（原案）  （PDF:316KB）  

  資料3-2 核融合原型炉研究開発の推進に向けて（原案）要旨 

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

  資料4-1 長期的視点に立った新たな人材育成方策の策定について（案） 

  資料4-2 核融合原型炉研究開発の推進に向けた人材の育成・確保について（骨子案） 

  参考資料1 核融合科学技術委員会（第10回）議事録 

  参考資料2 アクションプラン構成表（英語版）  （PDF:482KB）  

◎研究計画・評価分科会 核融合科学技術委員会 原型炉開発総合戦略タスクフォース（第１３回） ７月２６日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/078/shiryo/1388593.htm 

 議題； 

1. 第20回ITER理事会の開催結果について 

2. 「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」の策定について 

3. 原型炉開発ロードマップの策定について 

4. アクションプランのフォローアップ方策について 

5. その他 

 配布資料； 

  資料1 第20回ITER理事会の開催結果について （PDF） 

  資料2-1 核融合原型炉研究開発の推進に向けて（原案） 
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  資料2-1 核融合原型炉研究開発の推進に向けて（原案）  （PDF:325KB）  

  資料2-2 核融合原型炉研究開発の推進に向けて（原案）要旨 

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

  資料3 原型炉開発ロードマップの策定について（案） 

  資料4 アクションプランのフォローアップ方策について（案） 

  参考資料1 原型炉開発総合戦略タスクフォース（第12回）議事録 

  参考資料2 核融合エネルギー実用化に向けたロードマップと技術戦略（抄）（2008年6月 核融合エネルギーフ

ォーラムITER・BA技術推進委員会）  （PDF:147KB）  

  参考資料3 アクションプラン構成表・項目別解説  （PDF:899KB）  

  参考資料4 アクションプラン構成表（英語版）  （PDF:225KB）  

◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会（第１３回）  ６月３０日    追加 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/089/shiryo/1387730.htm 

 議題； 

1. ロードマップ検討について（量子情報処理（主に量子シミュレータ・量子コンピュータ）、量子計測・センシ

ング、極短パルスレーザー、次世代レーザー加工） 

2. 推進方策の検討について 

 配布資料； 

  【資料1-1】 量子情報処理（主に量子シミュレータ・量子コンピュータ）に係るロードマップ

（案）  （PDF:168KB）  

  【資料1-2】 量子計測・センシングに係るロードマップ（案）  （PDF:274KB）  

  【資料1-3】 極短パルスレーザーに係るロードマップ（案）  （PDF:174KB）  

  【資料1-4】 次世代レーザー加工に係るロードマップ（案）  （PDF:283KB）  

  【資料2-1】 量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策（案） 見え消し  （PDF:199KB）  

  【資料2-2】 量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策（案） 

  【参考資料1】 量子科学技術委員会 ロードマップの検討について 

  【参考資料2】 ロードマップ検討グループ グループ会合の開催結果概要 

◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会 量子ビーム利用推進小委員会  

 報告「高輝度放射光源に係る国の主体候補について」（５月２９日付）    ７月４日 公表 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/090/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2017/07/04/1387617

_1_1.pdf 

◎研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会 量子ビーム利用推進小委員会（第９回）   ６月２９日 

 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/090/gijiroku/1388617.htm    追加 

◎研究計画・評価分科会 宇宙開発利用部会（第３６回）     ７月４日 

 決定事項；H-ⅡA ロケット36号機の打上げに係る安全対策について（調査審議結果） 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/059/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2017/07/27/1388377_

1_1.pdf 

◎学術分科会 研究環境基盤部会（第８９回）      ６月２８日     追加 

 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/010/gijiroku/1388514.htm 

 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/010/siryo/1387651.htm 

  資料1 今後の共同利用・共同研究体制の在り方について―前回（第88回）の研究環境基盤部会における主な意

見― 

  資料2 学術研究に於ける研究者の多様性の重視について 

  資料3 物性研究所における国際化の取り組み  （PDF:3345KB）  

  資料4 琉球大学熱帯生物圏研究センターにおける国際化の取り組み  （PDF:1926KB）  

  資料5 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターにおける国際化の取り組み  （PDF:1044KB）  

  資料6 「国際共同利用・共同研究拠点構想」検討に関する拠点協議会幹事会意見等について  （PDF:530KB）  

  資料7 研究環境基盤部会の今後のスケジュール 
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  参考資料1 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） 

◎学術分科会 研究環境基盤部会 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会     ７月２８日 

 「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」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/07/31/1388523_001_1_

1.pdf 

◎学術分科会 第９期研究費部会（第２回）                      ７月３日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/041/shiryo/1388021.htm 

 議題； 

1. 科研費改革の進捗状況について 

2. 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 

3. 「新学術領域研究」の見直しについて 

4. その他 

 配布資料； 

  資料1 平成29年度予算における取組  （PDF:345KB）  

  資料2-1 「科研費改革説明会～知のブレークスルーを目指して～」に関する報告  （PDF:185KB）  

  資料2-2 科研費改革の進展（KAKENHI Reform2018）－知のブレークスルーを目指して－ （PDF） 

  資料2-3 科研費改革について 学術システム研究センターからのメッセージ （PDF） 

  資料2-4 “科研費審査システム改革2018”について （PDF） 

  資料3 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:266KB）  

  資料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:179KB）  

  資料5-1 国際共同研究加速基金の概要・現況  （PDF:791KB）  

  資料5-2 「海外学術調査」の発展的見直しの意義・必要性（案）  （PDF:121KB）  

  資料5-3 「帰国発展研究」の発展的見直しの意義・必要性（案）  （PDF:124KB）  

  資料6-1 「研究費の安定性に関するアンケート（研究担当理事向け）」集計結果  （PDF:408KB）  

  資料6-2 「研究費の安定性に関するアンケート（研究者向け）」集計結果  （PDF:165KB）  

  資料7-1 「新学術領域研究（研究領域提案型）」の見直しについて  （PDF:113KB）  

  資料7-2 科学研究費助成事業「新学術領域研究（研究領域提案型）」の成果・課題について（平成28年2月24

日科学研究費補助金審査部会）  （PDF:532KB）  

◎学術分科会 学術情報委員会（第３回）      ６月２１日   追加 

 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/040/gijiroku/1388767.htm 

 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/040/shiryo/1387142.htm 

  資料1 学術情報委員会（第2回：平成29年5月31日）における主な意見 

  資料2 オープンサイエンスにかかる意見のポイント（第1回学術情報委員会） 

  資料3 機関リポジトリの現状  （PDF:175KB）  

  資料4 オープンサイエンスの推進にかかる経緯  （PDF:275KB）  

  資料5 オープンサイエンス政策の背景と現状－研究データ共有の可能性の議論のために－  （PDF:1948KB）  

  資料6 今後の学術情報委員会の日程について 

◎基礎基盤研究部会（第１回）           ７月５日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu25/siryo/1388163.htm 

 議題； 

1. 部会長の選任について（非公開） 

2. 運営規則等について（非公開） 

3. 部会の審議事項及び委員会の設置について 

4. 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）の実施状況について 

5. 戦略的創造研究推進事業及び未来社会創造事業における平成29年度目標及びテーマと今後の方向性について 

6. その他 

 配布資料； 



 

5 

 

  資料1-1 科学技術・学術審議会に置く部会及び委員会について 

  資料1-2 科学技術・学術審議会基礎基盤研究部会委員名簿 

  資料2-1 科学技術・学術審議会基礎基盤研究部会運営規則（案） 

  資料2-2 科学技術・学術審議会基礎基盤研究部会の公開の手続きについて（案） 

  資料3-1 科学技術・学術審議会基礎基盤研究部会での主な審議事項（案）  （PDF:2,258KB）  

  資料3-2 科学技術・学術審議会基礎基盤研究部会に置く委員会について（案） 

  資料4 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）の実施状況について  （PDF:1,737KB）  

 資料5-1 戦略的創造研究推進事業の平成29年度戦略目標等について（報告）  （PDF:1,137KB）  

  資料5-2 未来社会創造事業の平成29年度テーマ設定について  （PDF:1,388KB）  

  資料5-3 科学技術振興機構（JST）の研究開発ファンディング改革について  （PDF:613KB）  

  資料6 今後の予定について（案） 

  参考資料1 科学技術・学術審議会の概要  （PDF:613KB）  

  参考資料2 戦略目標策定指針（※PDF） 

  参考資料3 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）に関する評価・改善点 

  参考資料4 数学イノベーション推進に必要な方策について（※PDF） 

  参考資料5 数学イノベーションについて（戦略的基礎研究部会での審議及び取組） 

  参考資料6 数学アドバンストイノベーションプラットフォーム  （PDF:201KB）  

  参考資料7 研究力強化に向けた研究拠点の在り方について（※PDF） 

  参考資料8 オープンイノベーション共創会議 これまでの検討項目のまとめ  （PDF:1,128KB）  

  参考資料9 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－（概要）（※PDF） 

 

●国立大学法人評価委員会 

◎国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果  ６月６日 再掲 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386169.htm ＊各法人の評価結果はこのサイトから閲覧可能 

◎国立大学法人評価委員会（第５７回）                     ６月６日      追加 

 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/1388371.htm 

 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/1386665.htm 

  資料1 第2期中期目標期間評価に係る審議経過等について  （PDF:48KB）  

  資料2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）

（案）  （PDF:4480KB）  

  資料3 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果原案に対する意見の申立てへの対応について

（案）  （PDF:77KB）  

  資料4 国立大学法人の第1期中期目標期間から第3期中期目標期間に向けた取組の高度化につい

て  （PDF:397KB）  

  資料5 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価について（委員

長所見）  （PDF:65KB）  

  資料6－1 第3期中期目標期間評価の国立大学法人評価について  （PDF:71KB）  

  資料6－2 第3期中期目標期間における研究費の不正使用・不正受給に対する評価の取扱いについて

（案）  （PDF:42KB）  

  参考資料1 大学改革支援・学位授与機構が実施した国立大学法人等の第2期中期目標期間における教育研究の

状況に係る評価結果について  （PDF:327KB）  

  参考資料2－1 研究費の不適切な経理事例に対する評価の取扱いについて（平成24年11月7日 国立大学法人

評価委員会決定）  （PDF:68KB）  

  参考資料2－2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人における研究費の管理・使用について（平成29年3月

24日付事務連絡）  （PDF:204KB）  

 

●調査研究協力者会議等    
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◎私立大学等の振興に関する検討会議  「議論のまとめ」  ５月１５日       再掲 

 本文；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/073/gaiyou/1386778.htm 

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

◎「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」検討・準備グループ（第１１回）    ７月１０日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/083/gijiroku/1388193.htm 

 議題；大学入学共通テスト実施方針（案）について、その他 

 配布資料； 

  資料1 高大接続改革の進捗状況に対する関係団体(高等学校・大学等)からの意見  （PDF:2046KB）  

  資料2-1 高大接続改革の進捗状況に対する意見募集の結果について  （PDF:187KB）  

  資料2-2 高大接続改革の進捗状況に対する意見募集への回答（案）について  （PDF:119KB）  

  資料3 高大接続改革（大学入学者選抜改革）  （PDF:137KB）  

  資料4 大学入学共通テスト実施方針（案）  （PDF:312KB）  

  資料5 大学入学共通テスト実施方針策定に当たっての考え方（案）  （PDF:793KB）  

  参考資料 検討・準備グループ委員名簿  （PDF:62KB）  

 

●国立大学法人評価委員会 

◎国立大学法人評価委員会「国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結

果について」                   ６月６日                                再掲 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/houkoku/1386111.htm 

 委員長所見；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386171.htm 

 評価結果の概要；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386173.htm 

 各法人の評価結果（北海道・東北地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386151.htm 

 各法人の評価結果（関東地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386155.htm 

 各法人の評価結果（甲信越・北陸地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386156.htm 

 各法人の評価結果（東海地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386157.htm 

 各法人の評価結果（近畿地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386158.htm 

 各法人の評価結果（中国・四国地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386160.htm 

 各法人の評価結果（九州・沖縄地区）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386161.htm 

 各法人の評価結果（大学共同利用機関法人）；http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386162.htm 

 法人の平成２７年度及び第２期実績報告書； http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386176.htm 

 ＊参照資料；http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kokuritsu/kekka_h28/ 

 

●国立研究開発法人審議会 

◎国立研究開発法人審議会（第９回）    ６月１日                                再掲 

 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/1387274.htm 

 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/1386768.htm 

  【資料1】第2期文部科学省国立研究開発法人審議会委員名簿 

  【資料2】文部科学省国立研究開発法人審議会令 

  【資料3】文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則 

  【資料4】議決権の特例等について 

  【資料5】文部科学省国立研究開発法人審議会の公開に関する規則 

  【資料6】国立研究開発法人審議会について  （PDF:403KB）  

  【資料7】文部科学省所管の国立研究開発法人一覧  （PDF:183KB）  

  【資料8】部会の設置について 

  【資料9】「国の研究開発評価に関する大綱的指針」改定のポイント  （PDF:293KB）  

  【資料10】文部科学省国立研究開発法人審議会における主な指摘事項について 

  【資料11】特定国立研究開発法人制度の概要  （PDF:116KB）  

  【資料12】平成29年度の中期目標策定及び法人評価スケジュール 
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  【資料13】各部会からの報告事項（案）  （PDF:146KB）  

  【資料14】「国立研究開発法人の理事長によるマネジメントに関する調査」概要  （PDF:349KB）  

  【資料15-1】日本原子力研究開発機構の中長期目標・中長期計画の変更について 

  【資料15-2】日本原子力研究開発機構の中長期目標・中長期計画（新旧対応表）  （PDF:174KB）  

  【資料15-3】日本原子力研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標における「研究開発の成果の最大化そ

の他の業務の質の向上に関する事項」の評価に関する主な評価軸等について  （PDF:185KB）  

  【参考資料1】～【参考資料12】 

 

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

◎教育振興基本計画部会（第１４回）             ７月２４日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/1388513.htm 

 議題； 

1. OECD教育政策レビューについて 

2. 第3期教育振興基本計画における指標・施策群の考え方等について 

 配布資料； 

  資料1 OECD教育政策レビューについて（中間レポート概要）  （PDF:140KB）  

  資料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  （PDF:79KB）  

  資料3 今後の教育政策に関する基本的な方針等について  （PDF:89KB）  

  資料4 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）  （PDF:412KB）  

  資料5 第3期教育振興基本計画における指標候補一覧  （PDF:242KB）  

  資料6－1 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2）  （PDF:344KB）  

  資料6－2 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4）  （PDF:349KB）  

  資料7 今後の日程について  （PDF:24KB）  

  資料8－1 委員提出資料  （PDF:2413KB）  

  資料8－2 委員提出資料（1／2）  （PDF:4453KB）  

  資料8－2 委員提出資料（2／2）  （PDF:2936KB）  

  資料8－3 委員提出資料  （PDF:2881KB）  

◎生涯学習分科会（第８６回）                ７月１４日  ＊配布資料、議事録等は未公表 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/kaisai/1387750.htm 

 議題； 

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. これからの専修学校教育の振興のあり方について 

3. 教育再生実行会議第十次提言について 

4. 経済財政運営と改革の基本方針2017、未来投資戦略2017及びまち・ひと・しごと創生基本方針2017について

（生涯学習関連部分） 

5. 第3期教育振興基本計画に盛り込むべき事項について 

6. その他 

◎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１回）  ７月１１日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/1388265.htm 

 議題； 

1. 部会長等選任 

2. 教員勤務実態調査（平成28年度）について 

3. 教員の働き方改革に関する関係団体・有識者ヒアリングについて 

4. 今後の検討事項について 

 配布資料； 

  資料1 初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会運営規則（案）  （PDF:79KB）  

  資料2-1 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）  （PDF:2489KB）  

  資料2-2 教員勤務実態調査（平成28年度）の集計（速報値）について  （PDF:4301KB）  
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  資料2-3 教員勤務実態調査（平成28年度）追加集計  （PDF:175KB）  

  資料3 教員の働き方改革に関する関係団体・有識者ヒアリング結果（概要）  （PDF:139KB）  

  資料4-1 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）  （PDF:142KB）  

  資料4-2 今後の検討すべき主な事項（案）  （PDF:107KB）  

  資料4-3 「今後の検討すべき主な事項（案）」に関する参考資料  （PDF:4651KB）  

  資料4-4 子どもたちも、教職員も元気な学校づくりに向けた提案（妹尾委員作成資料）  （PDF:708KB）  

  参考資料1 初等中等教育分科会における部会の設置について  （PDF:44KB）  

  参考資料2 中央教育審議会令（平成12年6月7日政令第280号）  （PDF:100KB）  

  参考資料3 学校における働き方改革特別部会 委員名簿  （PDF:44KB）  

  参考資料4 教員の働き方改革に関する関係団体・有識者ヒアリング結果  （PDF:337KB）  

  参考資料5 教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査の結果（速報値）及び学校現場における

業務改善に係る取組の徹底について（通知）  （PDF:147KB）  

  参考資料6 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの作成について  （PDF:115KB）  

  参考資料7 中央教育審議会（平成29年6月22日）、初等中等教育分科会（平成29年6月27日）における主

な意見  （PDF:103KB）  

  参考資料8 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:47KB）  

◎初等中等教育分科会 教員養成部会（第９８回）    ７月３日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/siryo/1387656.htm 

 議題； 

1. 「平成29年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程の認定」について【諮問】 

2. 平成28年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程の認定後に計画を変更した教職課程につ

いて【報告】 

3. 教育職員免許法施行規則の改正について【審議】 

4. 教職課程認定基準の改正について【審議】 

5. 教職課程コアカリキュラムについて【報告】 

6. 外国語（英語）コアカリキュラムについて【報告】 

7. 教育職員免許法等の改正に伴う再課程認定について【報告】 

8. 教員の働き方改革について【報告】 

 配布資料； 

  資料1-1 「平成29年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程の認定」について（諮

問）  （PDF:405KB）  

  資料1-2 平成29年度課程認定申請大学数について  （PDF:102KB）  

  資料2 平成28年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程の認定後に計画を変更した教職課

程について（報告）  （PDF:182KB）  

  資料3 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案について（概要）※暫定版  （PDF:308KB）  

  資料4-1 教職課程認定基準の改正について  （PDF:221KB）  

  資料4-2 教職課程認定基準（改正案）  （PDF:231KB）  

  資料4-3 教職課程認定基準（新旧対照表）  （PDF:218KB）  

  資料5 教職課程コアカリキュラム案  （PDF:1086KB）  

  資料6-1 外国語（英語）コアカリキュラム案 

  資料6-2 外国語（英語）コアカリキュラムについて  （PDF:300KB）  

  資料6-3 教員養成・研修 外国語（英語）コア・カリキュラム【ダイジェスト版】（※PDF 東京学芸大学ウェ

ブサイトへリンク） 

  資料7-1 教職課程認定審査の確認事項  （PDF:112KB）  

  資料7-2 平成31年度教職課程認定審査要領について  （PDF:128KB）  
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  資料8-1 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）  （PDF:2491KB）  

  資料8-2 教員勤務実態調査（平成28年度）の集計（速報値）について  （PDF:1731KB）  

  資料8-3 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 

  資料8-4 教員の働き方改革諮問文 

  資料8-5 教員の働き方改革に関する参考資料  （PDF:2716KB）  

  資料8-6 初等中等教育分科会における部会の設置について 

  参考資料 再課程認定スケジュール（平成29年7月現在）  （PDF:379KB）  

◎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、議事録等は未公表 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1388012.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 

◎大学分科会（第１３６回）               ７月３日  ＊配布資料、議事録等は未公表 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/kaisai/1387284.htm 

 議題；専門職大学・専門職短期大学の設置基準について、その他 

◎大学分科会 第９期将来構想部会（第３回）          ７月２８日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/042/siryo/1388715.htm 

 議題；我が国の高等教育に関する将来構想について、その他 

 配布資料； 

  資料1 人口減少社会と大学の再構築（吉見委員発表資料）  （PDF:238KB）  

  資料2 高等教育における国立大学の将来像（中間まとめ）  （PDF:721KB）  

  資料3 公立大学の諸課題とその将来構想に向けての議論  （PDF:927KB）  

  資料4 私立大学における将来構想について  （PDF:1358KB）  

  資料5-1 高等教育に関する基礎データ（都道府県別） ※数値精査中。（特に、埼玉県、神奈川県、山梨県に

ついては入学定員充足率【H45】の数値が実際よりも高くなっている可能性があるため、精査が必

要。）  （PDF:187KB）  

  資料5-2 高等教育の将来構想に関する都道府県別基礎データ1/2 ※数値精査中。（特に、埼玉県、神奈川県、

山梨県については入学定員充足率【H45】の数値が実際よりも高くなっている可能性があるため、精査が必

要。）  （PDF:4631KB）  

  資料5-2 高等教育の将来構想に関する都道府県別基礎データ2/2 ※数値精査中。（特に、埼玉県、神奈川県、

山梨県については入学定員充足率【H45】の数値が実際よりも高くなっている可能性があるため、精査が必

要。）  （PDF:4238KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料1/2  （PDF:4031KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料2/2  （PDF:4281KB）  

  参考資料2 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問） 

  参考資料3 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）（概要）  （PDF:234KB）  

◎大学分科会 大学院部会（第８１回）    ５月１９日      追加（７月新規公表） 

 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/004/gijiroku/1388560.htm 

 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/004/gijiroku/attach/1387773.htm 

  資料1 第9期大学分科会における部会等の設置について  （PDF:86KB）  

  資料2 第9期中央教育審議会大学分科会大学院部会委員名簿  （PDF:98KB）  

  資料3 大学院部会の会議の公開に関する規則（案）  （PDF:70KB）  

  資料4 専門職大学院ワーキンググループの設置について（案）  （PDF:55KB）  

  資料5 大学院教育の現状を示す基本的なデータ  （PDF:1219KB）  

  資料6-1 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  （PDF:4095KB）  
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  資料6-2 未来を牽引する大学院教育改革（審議まとめ）（平成27年9月 中央教育審議会大学分科会決定）概

要  （PDF:425KB）  

  資料6-3 博士課程教育リーディングプログラムの実施状況  （PDF:1927KB）  

  資料7 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）  （PDF:883KB）  

  資料8 第9期大学院部会で議論いただく事項例  （PDF:59KB）  

  参考資料1 中央教育審議会関係法令  （PDF:134KB）  

  参考資料2 専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について（平成28年8月 中

央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院ワーキンググループ決定）  （PDF:4163KB）  

  参考資料3 未来を牽引する大学院教育改革（審議まとめ）（平成27年9月 中央教育審議会大学分科会決定）

1／4  （PDF:4001KB）  

  参考資料3 未来を牽引する大学院教育改革（審議まとめ）（平成27年9月 中央教育審議会大学分科会決定）

2／4  （PDF:3036KB）  

  参考資料3 未来を牽引する大学院教育改革（審議まとめ）（平成27年9月 中央教育審議会大学分科会決定）

3／4  （PDF:4414KB）  

  参考資料3 未来を牽引する大学院教育改革（審議まとめ）（平成27年9月 中央教育審議会大学分科会決定）

4／4  （PDF:274KB）  

  参考資料4 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）  （PDF:3876KB）  

  参考資料5 博士課程教育リーディングプログラム パンフレット1／6  （PDF:3226KB）  

  参考資料5 博士課程教育リーディングプログラム パンフレット2／6  （PDF:3713KB）  

  参考資料5 博士課程教育リーディングプログラム パンフレット3／6  （PDF:3918KB）  

  参考資料5 博士課程教育リーディングプログラム パンフレット4／6  （PDF:3826KB）  

  参考資料5 博士課程教育リーディングプログラム パンフレット5／6  （PDF:2758KB）  

  参考資料5 博士課程教育リーディングプログラム パンフレット6／6  （PDF:3970KB）  

  参考資料6 平成26年度大学院活動状況調査結果（概要版）  （PDF:763KB）  

  参考資料7 平成28年度博士課程学生の経済的支援状況調査（概要速報版）  （PDF:235KB）  

  参考資料8 平成26年度の大学における教育内容等の改革状況について  （PDF:2459KB）  

◎大学分科会 法科大学院等特別委員会（第８１回）      ７月２０日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/1388460.htm 

 議題；法科大学院等の教育の改善・充実について、その他 

 配布資料； 

  【資料1】法科大学院等の教育の改善について（論点と改善の方向性）（案）  （PDF:342KB）  

  【資料2】法学部と法科大学院の教育課程の接続について（論点）  （PDF:475KB）  

  【資料3】これまでの法科大学院等特別委員会における委員の主な御意見  （PDF:232KB）  

  【参考資料1】法科大学院改革の取組状況等について  （PDF:3587KB）  

  【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  （PDF:4438KB）  

  【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:902KB）  

  【参考資料4】法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム加算対象取組一覧（1／2）  （PDF:2791KB）  

  【参考資料4】法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム加算対象取組一覧（2／2）  （PDF:1384KB）  

  【参考資料5】法学部と法科大学院の連携の状況について  （PDF:90KB）  

  【参考資料6】共通的な到達目標モデル（第二次案修正案）  （PDF:4444KB） 

◎大学分科会 制度・教育改革ワーキンググループ（第１回）     ７月２８日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/1388727.htm 

 議題； 

1. 主査の選任等について 

2. 制度・教育改革ワーキンググループの運営について 

3. 「我が国の高等教育に関する将来構想（諮問）」について 

4. 高等専門学校・短期大学の機能強化等について 
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5. その他 

 配布資料； 

  資料1-1 第9期中央教育審議会大学分科会における部会等について  （PDF:82KB）  

  資料1-2 第9期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委員名簿 

  資料2 第9期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会議の公開に関する

規則（案） 

  資料3-1 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問） 

  資料3-2 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:117KB）  

  資料3-3 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（平成29年2月 大学分科

会）  （PDF:339KB）  

  資料3-4 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 基礎資

料  （PDF:1737KB）  

  資料3-5 制度・教育改革ワーキンググループで議論する論点  （PDF:46KB）  

  資料3-6 中央教育審議会教育振興基本計画部会（第13回・第14回）配付資料  （PDF:528KB）  

  資料4-1 地方の短期大学の役割（安部委員発表資料）  （PDF:675KB）  

  資料4-2 地域における短期大学の役割・機能の強化について（取組の方向性案）  （PDF:136KB）  

  資料4-3 高等専門学校教育の高度化・国際化の機能強化について（取組の方向性案）  （PDF:128KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料1  （PDF:3511KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料2  （PDF:4118KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料3  （PDF:3962KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料4  （PDF:3777KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料5  （PDF:4053KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料6  （PDF:2514KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料7  （PDF:3669KB）  

  参考資料1 高等教育の将来構想に関する参考資料8  （PDF:1705KB）  

  参考資料2 短期大学の現状に関する参考資料  （PDF:335KB）  

◎大学分科会 専門職大学院ワーキンググループ（第３回）     ６月２９日     追加 

 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/040/gijiroku/1388271.htm 

 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/040/siryo/1388270.htm 

  資料1 学校教育法の改正を踏まえた専門職大学院の改善方策について  （PDF:114KB）  

  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:416KB）  

  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)（平成29年6月5日第2

回専門職大学院WG資料4）（※PDF） 

  参考資料2-1「専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について」(概

要)  （PDF:128KB）  

  参考資料2-2「専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について」(報告書)（平成

28年8月10日中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院WG）（※PDF） 

  参考資料3 公認心理師カリキュラム等検討会（報告書））（※PDF 厚生労働省ホームページにリンク） 

 

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

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

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

 

●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 
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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（第１０回）                    ６月９日  議事要旨部分追加 

 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0609/gijiyoushi.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（第１１回）              ７月１４日 

 記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0714/interview.html 

 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0714/gijiyoushi.pdf 

 説明資料等；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0718/agenda.html 

  資料１ 平成28年度決算について（麻生議員提出資料）（PDF形式：307KB）  

  資料２－１ 平成29年度内閣府年央試算（ポイント）（内閣府）（PDF形式：448KB） 

  資料２－２ 平成29年度内閣府年央試算（内閣府）（PDF形式：250KB） 

  資料３－１ 平成30年度予算の全体像に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：371KB） 

  資料３－２ 平成30年度予算の全体像に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：333KB）  

◎経済財政諮問会議（第１２回）              ７月１８日 

 記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0718/interview.html 

 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0718/gijiyoushi.pdf 

 説明資料等；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0718/agenda.html 

  資料１－１ 中長期の経済財政に関する試算（2017年７月）のポイント（内閣府）（PDF形式：300KB） 

  資料１－２ 中長期の経済財政に関する試算（内閣府）（PDF形式：578KB） 

  資料２－１ デフレ脱却・経済再生、財政健全化に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：353KB） 

  資料２－２ デフレ脱却・経済再生、財政健全化に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：290KB） 

  資料３ 平成30年度予算の全体像（PDF形式：369KB） 

  資料４ 平成 30 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（案）（麻生議員提出資料）（PDF 形式：

344KB） 

  資料５－１ 平成29年度内閣府年央試算（ポイント）（内閣府）（PDF形式：448KB）  

  資料５－２ 平成29年度内閣府年央試算（内閣府）（PDF形式：250KB）  
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◎経済財政諮問会議 「平成３０年度予算の全体像」     ７月１８日 

 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 

 ＊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  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１９回）              ７月２０日 

 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170720/agenda.html 

 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170720/gijiroku0720.pdf 

 会見要旨；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170720/interview0720.pdf 

◎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   ７月１３日 

 議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/170713giji.pdf 

 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20170713.html 

シス基－１国家的に重要な研究開発の評価(CSTI評価)の見直しに向けて（案）（PDF形式：280KB） 

  シス基－２総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価について（改定案）（PDF

形式：281KB） 

  シス基－３CSTI評価の見直しに向けた具体的な運営案（PDF形式：319KB）  

◎総合科学技術・イノベーション会議本会議（第３１回）       ７月２６日 

 議事要旨；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/giji/giji-si031.pdf 

 配布資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui031/haihu-031.html 

  官民研究開発投資拡大プログラム領域統括について（案）（PDF形式：195KB）  

  資料2-1国家的に重要な研究開発の評価の改定（案）の概要（PDF形式：300KB）  

  資料2-2国家的に重要な研究開発の評価について（改定案）（PDF形式：282KB） 

  参考資料1平成29年度 第１回医療分野の研究開発関連の調整費の実行計画（平成29年6月14日 健康・医療戦略

推進本部決定）（PDF形式：240KB） 

 ＊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 
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●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                ６月９日  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９回）        ７月２６日 

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29-07-26.html 

 議事； 

  (1) 地方創生に資する産官学連携の取組構想について 

  (2) 地方大学と東京圏の大学の学生の対流・還流について 

  (3) 専門職大学について 

 配布資料； 

  資料１ 富山県提出資料 

  資料２ 広島県提出資料 

  資料３ 石田委員提出資料 

  資料４ 桜美林大学提出資料 

  資料５ 東京理科大学提出資料 

  資料６ 専門職大学について（文部科学省提出資料） 

  資料７ 委員からの意見等資料 

  資料８ 今後の進め方（案） 

  参考資料１ 地方創生に資する大学改革に向けた中間報告 

  参考資料２ まち・ひと・しごと創生基本方針2017等抜粋 

◎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  

◎決定「高大接続改革の実施方針等の策定について」           ７月１３日 

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/07/1388131.htm 

  「高校生のための学びの基礎診断」実施方針  （PDF:788KB）  

  大学入学者選抜改革について  （PDF:2844KB）  

  （参考）高大接続改革の進捗状況について  （PDF:179KB）  

  ＜参考リンク1＞ 高大接続改革の進捗状況に関するパブリックコメント（意見公募手続）の結果について 

  ＜参考リンク2＞ 大学入学共通テストモデル問題例等について 

  「大学入学共通テスト実施方針」及び「平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告」（平成29年

7月13日公表）に関する誤植について  （PDF:41KB）  

◎「小学校学習指導要領、中学校学習指導要領の改定に伴う移行措置案に対する意見公募手続（パブリック・コメ

ント）の結果について」                          ７月７日 

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000901&Mode=2 

 

●内閣府 

◎税制調査会 経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告           再掲 

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

 

●財務省 

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

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

 ＊各年度の予算書・決算書データベースへのアクセス http://www.bb.mof.go.jp/hdocs/bxsselect.html 
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◎「平成３０年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」（閣議了解）  ７月２０日 

 http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2018/sy290720.pdf 

 同骨子；http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2018/sy290720a.pdf 

 同イメージ；http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2018/sy290720b.pdf 

◎財政制度等審議会 財政投融資分科会                      ７月２５日 

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-

of_filp/proceedings/material/zaitoa290725.htm 

 

●厚生労働省    

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

◎社会保障審議会 介護給付費分科会（第１４２回）            ７月５日 

 議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174375.html 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171816.html 

◎社会保障審議会 介護給付費分科会（第１４３回）            ７月１９日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171816.html 

◎社会保障審議会 生活保護基準部会（第３０回）             ７月２６日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172389.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４回）     ７月１１日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170734.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５回）     ７月２７日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172506.html 

◎社会保障審議会 医療部会（第５２回）                 ７月２０日   

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172004.html 

◎厚生科学審議会 科学技術部会（第１０１回）              ７月２９日 

 開催案内；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172313.html 

◎厚生科学審議会 疾病対策部会難病対策委員会（第４８回、４９回）    ７月５日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170355.html 

◎厚生科学審議会 再生医療等評価部会（第２０回）            ７月５日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170143.html 

◎厚生科学審議会 遺伝子治療等臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会（第３回）   ７月５日 

 開催案内；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169436.html 

◎労働政策審議会 労働条件分科会（第１３７回）              ７月１２日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170998.html 

◎労働政策審議会 安全衛生分科会（第１０６回）              ７月２４日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172162.html 

◎労働政策審議会 職業安定分科会（第１２５回）              ７月２６日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171772.html 

◎労働政策審議会 人材開発部会（第１回）                 ７月３１日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173401.html 

 ＊旧職業能力開発部会（〜１０１回）が改称 

◎労働政策審議会 労働政策基本部会（第１回）               ７月３１日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173132.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」 ７月２７日 

 答申本文；http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html 

◎中央最低賃金審議会（第４９回）                     ７月２７日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172727.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169261.html 

◎中央最低賃金審議会 目安に関する小委員会（第２回）           ７月１２日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171065.html 

◎中央最低賃金審議会 目安に関する小委員会（第３回）           ７月２０日 

 資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172187.html 

◎中央最低賃金審議会 目安に関する小委員会（第４回）           ７月２５日 

 開催案内；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171558.html 

◎中央社会保険医療協議会 総会（第３５５回）                   ７月５日 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169792.html 

◎中央社会保険医療協議会 総会（第３５６回）                 ７月１２日 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170684.html 
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◎中央社会保険医療協議会 総会（第３５７回）                 ７月２６日 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000172241.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                  再掲 

 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 

 

●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 

 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 

◎東京電力改革・１F 問題委員会（第１１回）                    ７月２６日 

 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/011_haifu.html 

◎再生可能エネネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会（第５回）   ７月４日 

 議事概要；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/saisei_dounyu/pdf/005_giji.pdf 

 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/saisei_dounyu/005_haifu.html 

◎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 

 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170713001_01.pdf 

◎電力・ガス分野から考えるグローバルエネルギーサービス研究会（第４回）       ７月１４日 

 配布資料；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/global_energy/004_haifu.html 

 

●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 

 

●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 
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【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 

◎総合政策特別委員会企画部会 保岡興治議員（自民党憲法改正推進本部長）講演会  ７月６日 

 講演概要；http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0803_06.html 

◎日EU経済連携協定（EPA）大枠合意についての榊原会長コメント          ７月６日 

 http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2017/0706.html 

◎経団連「労働時間等実態調査集計結果」                     ７月１８日 

 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/055.pdf 

◎経団連「新たな海洋基本計画の策定に向けた提言－Society5.0時代の海洋政策」   ７月１８日 

 本文；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/054_honbun.pdf 

 概要；http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/054_gaiyo.pdf 

 第１セッション；激変する国際情勢とトランプ政権 http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0803_03.html 

 第５セッション；麻生副総理講演 http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0803_02.html 

◎経団連 夏季フォーラム２０１７                            ７月２０、２１日 

 概要；http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2017/0727_01.html 

 

●経済同友会  https://www.doyukai.or.jp 

◎日・EU経済連携協定の大枠合意について  小林代表幹事発言                  ７月６日 

 https://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/uploads/docs/9ae860c8cd694284d4e58ffbb1d8c5bedf726c1e.pdf 

◎２０１７年（第３２回）夏季セミナー「軽井沢アピール２０１７ 持続可能な社会の構築に向けて」  ７月１４日 

 本文；https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/170714a.pdf 

 

●日本商工会議所  http://www.jcci.or.jp 

◎日EU・EPAの大枠合意についての三村会頭コメント                       ７月６日 

 http://www.jcci.or.jp/cat298/2017/0706201142.html 

◎「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 

 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/2908.pdf 

◎社会学委員会社会変動と若者問題分科会 提言「若者支援政策の拡充に向けて」       ７月４日 

 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t247-2.pdf 

◎「軍事的安全保障研究に関する声明」の英訳公表                  ７月６日 

 “Statement on Research for Military Security”  http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-s243-en.pdf 

◎地球惑星科学委員会 地球・惑星圏分科会 提言「我が国の地球衛星観測のあり方について」 ７月１４日 

 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t247-3.pdf 

◎農学委員会 農業生産・環境工学分科会 報告「持続可能な都市農業の実現に向けて」    ７月１９日 

 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170719.pdf 

◎統合生物学委員会 生態科学分科会 報告「生態学の展望」                ７月２７日 

 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170727-2.pdf 

◎総合工学委員会 エネルギーと科学技術に関する分科会 報告「パリ協定を踏まえたわが国のエネルギー・温暖化の

対策・政策の方向性について」                              ７月２７日 
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 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170727.pdf 

 

【大学･研究機関，学協会等をめぐる動き】 
●国大協  http://www.janu.jp 

 ＊国大協の基本的立場は以下の３つの文書に示されている     

 「国立大学の将来ビジョンに関するアクションプラン」（平成２７年９月１４日）   

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

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

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

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

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

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

◎「大学入学共通テスト実施方針（案）に関するコメント」                ７月１０日 

 http://www.janu.jp/news/files/20170710-wnew-exam.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 

 http://www.janu.jp/news/files/20170703-wnew-governance.pdf 

◎「高等教育における国立大学の将来像」（中間まとめ）公表           ６月１４日  再掲 

 本文；http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen2.pdf 

 概要；http://www.janu.jp/news/files/20170615-wnew-teigen1.pdf 

 

●私立大学関係  

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

◎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 

 

◎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 追加 

 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２１回）        ７月５日 
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 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000195699.pdf 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000250.html 

◎原子力規制委員会（第２２回）        ７月１０日 

 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000197804.pdf 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000251.html 

◎原子力規制委員会（第２３回）        ７月１２日     

 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000196449.pdf 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000253.html 

◎原子力規制委員会（第２４回）        ７月１２日 

 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000197525.pdf 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000252.html 

◎原子力規制委員会（第２５回）        ７月１９日 

 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000197016.pdf 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000255.html 

◎原子力規制委員会（第２６回）        ７月２６日 

 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000198009.pdf 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000256.html 

◎原子力規制委員会（第２７回）        ７月３１日 

 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000198715.pdf 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000258.html 

◎原子力規制委員会（第２８回）        ７月３１日 

 会議資料；https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000259.html 

◎東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ(平成28年12月版) １２月１４日 再掲 

 https://www.nsr.go.jp/data/00017 2657.pdf 

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

◎原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合    会議開催状況は以下のサイトから 

 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plants/index.html 

◎核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会     会議開催状況は以下のサイトから 

 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_facilities/index.html 

  ＊その他、原子力規制委員会検討チーム等については、以下のサイトからアクセス 

   https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/index.html 

◎放射線審議会総会（第１３５回）                     ７月２１日 

 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/houshasen/00000018.html 

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

◎原子力艦寄港における放射能調査結果    

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

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

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

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

 ＊金武中城港  https://www.nsr.go.jp/activity/monitoring/monitoring4/okinawa.html 

 

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

  

●原子力科学技術委員会 （科学技術・学術審議会の項の重複掲載） 

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

 

●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 
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 https://www.jaea.go.jp/04/iscn/archive/pocketbook/index.html 

◎ISCNニューズレター（No.0244） July, 2017 

  https://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/attached/0243.pdf#page=11 

  内容の一部 

    ＜包括的核実験禁止条約（CTBT）の遵守検証能力を強化するための放射性希ガス共同観測プロジェクト立ち上げにつ

いて－北海道幌延町及び青森県むつ市を観測候補地として現地調査－＞ 

 核不拡散・核セキュリティに関する動向（解説・分析）＞ 

1-1 英国のユートラムからの離脱に係る英国原子力産業協会の見解 

     1-2 核兵器禁止条約条文採択に関する報告 

◎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１４回）        ７月１３日      

 http://www.nisc.go.jp/conference/cs/ 

 議事次第；http://www.nisc.go.jp/conference/cs/dai14/pdf/14gijishidai.pdf 

 配布資料； 

  資料１ サイバーセキュリティ政策に係る年次報告（2016年度）（案） 

  資料２ サイバーセキュリティ2017（案） 

  資料３ 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（案）－サイバーセキュリティ戦略中間レビュ

ー－ 

  資料４ サイバーセキュリティ研究開発戦略（案） 

  資料５ サイバーセキュリティ基本法第25条第１項第２号に基づく監査の報告 

＊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） 

 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 
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◎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 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７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/212/html5.html#page=2 

  特集；人工知能技術の研究振興の取組について 
     日本原子力研究開発機構廃炉国際共同センター国際共同研究棟の開所について 
◎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７月号；http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/doukou_new.html 

 【特集: 科学者・技術者と軍事研究─科学・技術と研究者倫理にかかわる諸問題の科学史的検討─】 

 【特集: ITと創薬の融合─ビッグデータとスーパーコンピューティングで生命現象を解く─】 

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

  ７月号特集「被曝影響と甲状腺がん」 

  ８月号特集「日本の研究力」 

◎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 

  ８月号特集「ブラックホールをあぶり出せ」「アルツハイマー病はこう防ぐ」 

  ９月号特集「マルチバースと多世界」 

 

＜参考資料＞このニュースの性格には必ずしもフィットしませんが、重要な情報源となりうるものとして、編集担当者の

個人的趣味を反映させて、以下のサイトを紹介することとしました。参考になるサイトをぜひご紹介ください。 

＊他に、当然ながら、国連、世界銀行、WTO などの国際機関も重要な情報源です 
◎University World News      
 Global Window on Higher Education 

 http://www.universityworldnews.com/index.php 

 ＊関連；UNESCO http://en.unesco.org  ユネスコ国内委員会 http://www.mext.go.jp/unesco/index.htm 

◎Oxfam International (The power of people against poverty) 世界の貧困と格差の現在を知る！ 
 https://www.oxfam.org/en/ 

 ＊関連；オクスファム・ジャパン；http://www.oxfam.jp  
    UNISEF；https://www.unicef.org    ユニセフ日本委員会；http://www.unicef.or.jp 
◎INES(International Network of�Engineers and Scientists for Global Responsibility) 
 http://inesglobal.net 

◎World Federation of Scientific Workers （世界科学者連盟） 

 http://fmts-wfsw.org 

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

 

(本号は，主に2017年７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。 


