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【トピックス】	 
「国立大学法人等の平成２７年度の評価結果」	 公表	 １１月１５日	 	 

	 	 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1379043.htm	 

「国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況（平成２７年度）」	 公表	 	 １１月１５日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2016/11/15/1379520_01_1.pdf	 

	 

「軍学共同」にかかわる学術会議の検討状況に注目、監視を	 

	 「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	 

	 ＊現在、２０１７年２月４日（土）午後にこの検討委員会または学術会議主催の「シンポジウム」を開催予定。現在、

その内容が煮詰められつつあり、動向に注意	 

	 	 企画内容は、次を参照；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-siryo6-4.pdf	 

	 

内閣	 「平成２９年度予算編成の基本方針」（閣議決定）	 	 １１月２９日	 

	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2016/29_yosanhensei.pdf	 

	 

	 

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）	 	 再録	 

	 	 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	 再録	 

	 

政府関係・平成２９年度の各省の概算要求が公表されました。	 １２月は政府原案作成時期にあたります。	 注目	 

⚫「概算要求にあたっての基本的な方針について」の閣議決定	 2016年８月２日	 	 	 

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

	 ＊概算要求基準閣議了解（平成28年8月2日）	 

	 	 ・平成29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）	 

	 	 ・「平成29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」（平成28年8月2日閣議了解）の骨子	 

	 	 ・平成29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（イメージ）	 

⚫文科省・高等教育局関連概算要求（主要事項）	 
	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/08/30/1376639_1.pdf	 

⚫文科省・高等教育局・私学助成関連	 

	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/09/02/1376639_02.pdf	 

⚫文科省概算要求等の発表資料一覧	 
	 http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h29/1376627.htm	 

⚫文科省社会教育調査	 平成２７年度（中間報告）結果の概要	 
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa02/shakai/kekka/k_detail/1378657.htm	 

⚫防衛省・概算要求の概要；http://www.mod.go.jp/j/yosan/2017/gaisan.pdf	 

	 

	 

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

◎科学技術・学術審議会	 学術分科会長声明（第５５回）	 １１月１７日 
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1379568.htm	 

◎科学技術・学術審議会	 研究計画・評価分科会（第５９回）	 	 １１月２５日 
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	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/toushin/1380013.htm	 

	 「航空科学技術に関する研究開発課題の事後評価結果」	 	 	 

	 	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/12/06/1380014_1.pdf	 

	 「情報科学技術に関する研究開発課題の事後評価結果」	 	 	 

	 	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/12/06/1380014_2.pdf	 

◎科学技術・学術審議会	 研究計画・評価分科会	 防災科学技術委員会（第３４回）	 	 １１月１０日 
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/kaisai/1379394.htm	 

	 議題；日本海地震・津波調査プロジェクトの中間評価について（非公開）	 

研究開発計画（案）について、その他	 	 	 	 	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

◎科学技術・学術審議会	 情報科学技術委員会（第９６回）	 １１月２２日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/006/shiryo/1380093.htm	 

	 議題；「未来社会実現のためのICT基盤技術の研究開発」事後評価について	 

	 HPCI戦略プログラム事後評価について	 

	 研究開発計画について	 

	 配布資料；	 

	 	 資料1-1	 研究開発計画（案）	 	 （PDF:651KB）	 	 

	 	 資料1-2	 脳科学委員会（平成28年10月4日）議事録（抜粋）	 

	 	 資料1-3	 情報分野と他分野との連携に関する記載（研究開発計画（案）より抜粋）	 

	 	 資料2	 HPCI戦略プログラム事後評価結果（案）	 	 （PDF:2167KB）	 	 

	 	 資料3-1	 平成28年度情報科学技術分野における研究評価計画	 	 （PDF:265KB）	 	 

	 	 資料3-2	 情報科学技術に関する研究開発課題の評価結果（平成26年8月	 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会	 

決定）	 （PDF）	 

	 	 資料3-3	 情報科学技術に関する研究開発課題の中間・事後評価結果（平成26年8月	 科学技術・学術審議会研究計画・

評価分科会	 決定）	 （PDF）	 

	 	 資料4-1	 「社会システム・サービスの最適化のためのサイバーフィジカルIT統合基盤の研究」事後報告書書	 	 （PDF）	 	 

	 	 資料4-2	 自己点検結果報告書	 	 （PDF:2750KB）	 	 

	 	 資料4-3	 自己点検結果報告書別添（成果リスト）	 	 （PDF:615KB）	 	 

●原子力科学技術委員会（第１７回）	 	 １１月２２日	 

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

	 議題	 

	 	 研究開発計画について	 

	 	 平成29年度概算要求について	 

	 	 原子力人材育成作業部会	 中間取りまとめについて、その他	 

	 ＊議事録、配付資料等は、未公表	 

◎科学技術・学術審議会	 研究計画・評価分科会	 原子力科学技術委員会	 核不拡散・核セキュリティ作業部会（第１０回）	 

１１月２４日	 	 	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/076/kaisai/1379826.htm	 

	 議題；	 

	 	 国内外の核不拡散・核セキュリティ技術開発に関する最新の動向	 ‐核不拡散・核セキュリティを支える技術開発に	 

係るシンポジウムの報告‐	 

	 	 核不拡散・核セキュリティ技術開発の俯瞰図案について（非公開）	 

◎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	 もんじゅ研究計画作業部会（第１３回）	 	 

	 １０月２５日開催	 議事録公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/061/gijiroku/1378792.htm	 

◎科学技術・学術審議会	 研究計画・評価分科会	 核融合科学技術委員会（第８回）	 １１月２１日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/shiryo/1379735.htm	 

	 議題	 

	 	 報告事項（第19回ITER理事会の開催結果について）	 
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	 	 核融合分野における研究開発計画について	 

	 	 「原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）」の策定について	 

	 	 「ITER計画（建設段階）等の推進」の中間評価について（非公開）、その他	 

	 配布資料	 

	 	 資料1	 第19回ITER理事会の開催結果について	 	 （PDF:850KB）	 	 

	 	 資料2-1	 核融合分野における研究開発計画（案）	 

	 	 資料2-2	 研究開発計画（案）	 

	 	 資料2-3	 研究開発計画（案）に対する核融合科学技術委員会からの意見（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）	 

	 	 資料3-1別紙	 原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）（骨子案）	 

	 	 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:67KB）	 	 

	 	 資料3-2参考	 今後の核融合研究開発におけるチェック・アンド・レビュー項目（案）（「今後の核融合研究開発の推

進方策について」平成17年10月26日	 別添21）	 	 （PDF:243KB）	 	 

	 	 資料4	 当面の検討スケジュール（案）	 

	 	 資料5	 ITER計画の新たなスケジュール及びコストについて	 	 （PDF:521KB）	 	 

	 	 資料6	 「ITER計画（建設段階）等の推進」の中間評価結果（案）（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7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	 研究計画・評価分科会における研究開発計画の策定に向けた今後の予定について	 （PDF）	 

	 	 参考資料6	 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	 

◎科学技術・学術審議会	 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１０回）	 	 １１月１１日	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/078/gijiroku/1379916.htm	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/078/shiryo/1379409.htm	 

	 	 資料1	 原型炉設計合同特別チームによる研究開発の進捗状況について	 	 （PDF:3087KB）	 	 

	 	 資料2-1	 「これからの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2-1別紙	 これからの原型炉研究開発の推進に向けて（仮称）（骨子案）	 

	 	 資料2-2	 チェック・アンド・レビュー項目の見直しについて（案）	 	 （PDF:69KB）	 	 

	 	 資料2-2参考	 今後の核融合研究開発におけるチェック・アンド・レビュー項目（案）	 	 （PDF:258KB）	 	 

	 	 資料3	 当面の検討スケジュール（案）	 

	 	 参考資料1	 原型炉開発総合戦略タスクフォース	 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	 原型炉開発総合戦略タスクフォース（第9回）	 議事録	 

◎科学技術・学術審議会	 研究計画・評価分科会	 	 第８期	 環境エネルギー科学技術委員会（第７回）	 １１月１日	 

	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/075/gijiroku/1380018.htm	 

	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/075/shiryo/1379909.htm	 

	 	 資料1-3	 江守委員説明資料	 	 	 

	 	 資料3-1	 研究開発計画（環境エネルギー分野）案	 

	 	 資料3-2	 科学技術・学術審議会	 研究計画・評価分科会	 研究開発計画（案）（平成28年8月24日	 科学技術・学術

審議会	 研究計画・評価分科会	 資料1-2）	 

	 	 資料4-1	 研究開発課題の事後評価結果（原案）	 

	 	 資料4-2	 研究開発課題の事後評価結果（ナノテクノロジー・材料科学技術委員会分）（平成28年8月23日	 科学技術・

学術審議会	 研究計画・評価分科会	 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会	 資料1）	 

	 	 参考資料1	 研究計画・評価分科会における研究開発計画の策定に向けた今後の予定について	 

	 	 参考資料2	 平成28年度環境エネルギー科学技術委員会における事後評価の実施について（平成28年8月16日	 科学技

術・学術審議会	 研究計画・評価分科会	 環境エネルギー科学技術委員会	 資料6（PDF））	 
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	 	 参考資料3	 自己点検報告書（机上のみ配付）	 

	 	 参考資料4	 平成29年度	 環境エネルギー分野	 概算要求	 	 （PDF:1278KB）	 	 

◎先端研究基盤部会（第16回）・研究設備共用プラットフォーム委員会（第５回）合同会議	 １１月２９日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu17/siryo/1380053.htm	 

	 議題	 	 	 	 ＊議事録は未公表	 

	 	 第５期科学技術基本計画及び先端研究基盤共用促進事業のフォローアップについて	 

	 	 共用プラットフォームの進捗状況について	 

	 	 技術専門職に関する課題の検討について、その他	 

	 配布資料	 

	 	 資料1	 第5期科学技術基本計画のフォローアップについて	 	 （PDF:2064KB）	 	 

	 	 資料2-1	 アトミックスケール電磁場解析プラットフォームの進捗について	 	 （PDF:335KB）	 	 

	 	 資料2-2	 アトミックスケール電磁場解析プラットフォーム	 	 （PDF:2517KB）	 	 

	 	 資料2-3	 風と流れのプラットフォーム・シンポジウム2016	 	 （PDF:2057KB）	 	 

	 	 資料3-1	 共用プラットフォームを支える技術専門職に関する課題の検討について（案）	 

	 	 資料3-2	 先端研究基盤共用促進事業キックオフ・シンポジウム	 パネルディスカッションでの主な意見	 	 （PDF:930KB）	 	 

	 	 資料3-3	 「風と流れのプラットフォーム」における教育・訓練カリキュラム作成、及び風洞技術者能力認定制度検討

について	 	 （PDF:174KB）	 	 

	 	 資料4	 量子ビーム利用推進小委員会における当面の調査検討について	 	 （PDF:217KB）	 	 

	 	 参考資料1	 第5期科学技術基本計画の推進に向けて	 	 （PDF:1925KB）	 	 

	 	 参考資料2	 文部科学省における第5期科学技術基本計画の実施状況について（全体版）	 	 （PDF:1414KB）	 	 

	 	 参考資料3	 先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業データ集	 	 （PDF:299KB）	 	 

◎科学技術・学術審議会	 人材委員会（第７６回）	 １１月２４日	 	 	 ＊配布資料は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/1379845.htm	 

	 議題；博士人材の社会の多様な場での活躍促進について、その他	 

	 配布資料	 

	 	 資料1	 これまでの関連する取組の実施状況について（「博士人材のキャリアパス多様化」関連）	 	 （PDF:3984KB）	 	 

	 	 資料2-1	 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）（概要案）	 	 （PDF:534KB）	 	 

	 	 資料2-2	 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）（素案）	 	 （PDF:4237KB）	 	 

	 	 資料3	 第8期人材委員会の検討スケジュールについて（案）	 

◎科学技術・学術審議会	 第8期国際戦略委員会（第２回）	 	 １１月２９日	 	 	 ＊議事録、配布資料は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu24/kaisai/1379774.htm	 

	 議題；科学技術分野における国際的な状況について	 

	 	 	 	 大学におけるグローバルな取組について	 

	 	 	 	 SDGｓと政府科学助言について	 

	 

●調査研究協力者会議等	 

◎国立大学法人評価委員会（第５５回）・国立大学法人分科会（第３０回）合同会議	 	 １１月１５日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/1379421.htm	 

	 議題	 

	 	 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の平成27年度の業務の実績に関する評価について	 

	 	 国立大学法人評価委員会が処理することとされている事項の国立大学法人分科会への付託、及び国立大学法人分科会

が処理することとされている事項の指定国立大学法人部会への付託について	 

	 	 その他	 

	 配布資料	 

	 	 資料1-1	 国立大学法人等の平成27年度評価結果について（案）	 	 （PDF:1822KB）	 	 

	 	 資料1-2	 機能強化に向けた取組状況一覧（案）	 	 （PDF:390KB）	 	 

	 	 資料1-3	 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況（案）【平成27年度】	 	 （PDF:673KB）	 	 

	 	 資料1-4	 平成27年度評価に係る評価方法、審議経過等について	 	 （PDF:105KB）	 	 
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	 	 資料2-1	 国立大学法人評価委員会が処理することとされている事項の国立大学法人分科会への付託について（案）	 	 

	 	 資料2-2	 国立大学法人分科会が処理することとされている事項の指定国立大学法人部会への付託について（案）	 	 	 

	 	 参考資料1	 指定国立大学法人部会の設置について	 	 （PDF:41KB）	 	 

	 	 参考資料2	 国立大学法人法の一部を改正する法律の概要	 	 （PDF:84KB）	 	 

	 	 参考資料3	 財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年11月4日開催）資料（国立大学法人運営費交付金関係）につ

いての文部科学省の見解	 	 （PDF:741KB）	 	 

◎国立大学法人評価委員会	 「国立大学法人等の平成２７年度に係る業務実績の評価結果」	 １１月１５日	 公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/houkoku/1379522.htm	 

	 上記サイトより、評価の概要、審議経過、各国立大学法人等の評価結果にアクセスが可能	 

◎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改革推進状況」	 １１月１５日	 公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2016/11/15/1379520_01_1.pdf	 

◎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３回）	 	 １１月８日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/077/gijiroku/1379402.htm	 

	 議題；委員等からのヒアリング、ほか	 

	 配布資料	 

	 	 資料1	 大学の教員養成に期待すること（平本校長ヒアリング資料）	 	 （PDF:805KB）	 	 

	 	 資料2	 教員養成系大学・学部への期待（高岡委員ヒアリング資料）	 	 （PDF:1194KB）	 	 

	 	 資料3	 教職大学院に関する話題提供（松木委員提出資料）	 	 （PDF:4675KB）	 	 

	 	 資料4	 第2回発言要旨	 

	 	 資料5	 今後のスケジュール（案）	 

◎教科用図書検定調査審議会	 総括部会	 総括部会（第２回）	 	 １１月２１日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/kaisai/1379590.htm	 

	 議題	 

	 	 教科書検定の改善に関する中央教育審議会教育課程部会長からの意見発表	 

	 	 教科書検定の改善に関する関係団体からの意見発表	 

	 	 教科書検定の改善について（意見交換）、その他	 	 	 ＊議事録、配布資料等は未公表	 

＜参考１＞今年度第１回会議（９月８日）の議事録は、以下のサイトを参照	 

	 	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/016-2/gijiroku/1379634.htm	 

＜参考２＞今年度の教科用図書検定調査審議会総会（第１回）（９月８日開催）の議事録等は以下参照	 

	 	 議事録；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/106/gijiroku/1379633.htm	 

	 	 配布資料；http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/tosho/106/shiryo/1378151.htm	 

◎私立大学等の振興に関する検討会議（第９回）(１１月１０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/1378962.htm	 

	 議題；学校法人の経営の強化・改善について、その他	 

◎これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議（第７回）	 １１月２１日）	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/034/shiryo/1379834.htm	 

	 配布資料；資料、参考資料（略）	 

◎いじめ防止対策協議会	 「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」	 １１月２日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/124/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2016/11/02/1379121_001

_1.pdf	 

◎全国的な学力調査に関する専門家会議（第１２回）	 １１月３０日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/112/kaisai/1379784.htm	 

	 議題	 

	 	 平成29年度全国学力・学習状況調査における質問紙調査について（非公開）	 

	 	 平成29年度全国学力・学習状況調査について	 

	 	 分析指標の設定等について、その他	 

	 

●中央教育審議会	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/	 
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◎教育振興基本計画部会（第８期〜第９回）	 	 １１月１６日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/kaisai/1379262.htm	 

	 議題；教育政策の基本的な方針の検討について、その他	 	 ＊議事録、配付資料等は未公表	 

◎生涯学習分科会	 生涯学習分科会企画部会（第４回）	 １１月７日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/011/siryou/1379494.htm	 

	 議題；有識者からの意見発表、その他	 

	 配布資料	 

	 	 資料1高齢社会の現状と文部科学省の施策等について	 	 （PDF:2385KB）	 	 

	 	 資料2長寿社会に生きる※秋山弘子氏（東京大学高齢社会総合研究機構特任教授）の発表資料	 	 （PDF:4567KB）	 	 

	 	 資料3高齢者の社会参加による“Win-win”型健康づくり※藤原佳典氏（東京都健康長寿医療センター研究所社会参加

と地域保健研究チーム研究部長）の発表資料	 	 （PDF:4383KB）	 	 

	 	 資料4長寿化と生涯学習「多世代交流」と「学習と活動の循環」～三鷹市の事例から～※清原委員の発表発表資料料	 	 	 

	 	 資料5生涯学習分科会企画部会におけるこれまでの主な意見	 	 （PDF:225KB）	 

◎生涯学習分科会	 生涯学習分科会企画部会（第５回）	 １１月２８日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/kaisai/1379778.htm	 

	 議題；有識者会議の検討状況について、その他	 	 	 ＊配付資料は未公表	 

◎大学分科会（第１３１回）	 	 １１月３０日	 	 	 ＊議事録は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/siryo/1379805.htm	 

	 議題；	 

	 	 今後の各高等教育機関の役割・機能の強化に関する作業チームについて	 

	 	 社会人の学び直しについて、その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 財政制度等審議会（平成28年11月17日開催）平成29年度予算の編成等に関する建議	 （国立大学法人運営費交

付金関係）についての文部科学省の見解	 	 （PDF:699KB）	 	 

	 	 資料2	 作業チームにおける今後の高等教育機関の役割・機能の強化に関する主な論点	 

	 	 資料3-1	 第3回働き方改革実現会議	 松野文部科学大臣配付資料	 	 （PDF:758KB）	 	 

	 	 資料3-2	 社会人の学び直しに関する課題等について	 	 （PDF:1415KB）	 	 

	 	 資料3-3	 社会人の学び直しに関する論点（例）	 

	 	 資料4	 学位に付記する専攻分野の名称について	 	 （PDF:146KB）	 	 

	 	 参考資料1	 今後の高等教育政策の在り方について（当面の検討事項）	 	 （PDF:76KB）	 	 

	 	 参考資料2	 社会人の学び直しに関する現状等について	 	 （PDF:2854KB）	 	 

	 	 参考資料3	 平成27年度	 学位に付記する専攻分野の名称一覧（学士）	 	 （PDF:97KB）	 

◎大学分科会	 法科大学院特別委員会	 	 １１月３０日	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/kaisai/1379618.htm	 

	 議題	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＊議事録、配付資料等は未公表	 

	 	 平成28年司法試験予備試験の結果等について	 

	 	 法科大学院法学未修者選抜ガイドライン等に関する検討ワーキンググループの審議状況について	 

	 	 法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの見直しについて	 

	 	 法学部教育等の在り方について、その他	 	 	 	 

◎大学分科会	 法科大学院特別委員会「法科大学院教育の抜本的かつ総合的な改善・充実方策について（提言）」	 

	 １０月９日	 	 	 	 追加	 

	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/11/19/1353567_1_1.pdf	 

	 参考資料１、２、附属資料は以下のサイトからアクセス可能；	 	 	 

	 	 	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1353566.htm	 

◎初等中等教育分科会（第１０７回）	 	 １１月１４日	 	 議事録は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/1379698.htm	 

	 議題	 

	 	 第2次学校安全の推進に関する計画の策定に向けたこれまでの審議経過について	 
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	 	 高等学校通信教育の質の確保・向上等について	 

	 	 平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」調査結果について	 

	 	 「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」報告について、その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料1−1	 第2次学校安全の推進に関する計画の策定に向けたこれまでの審議経過について【概要】	 

	 	 資料1−2	 第2次学校安全の推進に関する計画の策定に向けたこれまでの審議経過について【本文】1-4	 	 （PDF:360KB）	 	 

	 	 資料1−3	 学校安全部会における主な御意見	 

	 	 資料2−1	 高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインの策定について（通知）	 

	 	 資料2−2	 広域通信制高校に関する実態調査結果について（概要）【確定値】1-2（PDF：565KB）	 

	 	 資料3−1	 平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（速報値）の概要	 	 （PDF:426KB）	 	 

	 	 資料3−2	 平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（速報値）について（PDF：3.28MB）	 

	 	 資料4−1	 これからの学校図書館の整備充実について（報告）の概要（PDF：110KB）	 

	 	 資料4−2	 これからの学校図書館の整備充実について（報告）（PDF：785KB）	 

	 	 参考資料1	 初等中等教育分科会委員名簿	 

	 	 参考資料2−1	 文教・科学技術（平成28年11月４日	 財政制度等審議会	 	 財政制度分科会	 配付資料（資料2）より

抜粋）	 	 （PDF:1,184KB）	 	 

	 	 参考資料2−2	 「経済・財政再生計画」の着実な実施（文教・科学技術）（平成28年4月7日	 財政制度等審議会	 財政

制度分科会	 配付資料（資料4）より抜粋）	 	 （PDF:1,724KB）	 	 

	 	 参考資料2−3	 財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年11月4日開催）資料（義務教育費国庫負担金関係）につい

ての文部科学省の見解（PDF：3.36MB） 
◎初等中等教育分科会	 教育課程部会（第１００回）	 	 １１月２１日	 	 議事録は未公表	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/1379790.htm	 

	 議題	 

	 	 「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に関する関係団体からの意見聴取の結果等について	 

	 	 答申に向けた意見交換、その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料1-1	 関係団体からの意見聴取の結果について（※教育課程企画特別部会（第25回）配付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 資料1-2	 意見聴取実施団体	 一覧（※教育課程企画特別部会（第25回）配付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 資料2-1	 財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年11月4日）配付資料抜粋（※教育課程企画特別部会（第25回）

配付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 資料2-2	 財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年度4月7日）配付資料抜粋（※教育課程企画特別部会（第25回）

配付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 資料2-3	 財政制度等審議会財政制度分科会資料についての文部科学省の見解（※教育課程企画特別部会（第25回）配

付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 資料3	 高大接続改革の進捗状況について	 	 （PDF:1913KB）	 	 

	 	 資料4	 教育公務員特例法等の一部を改正する法律について	 	 （PDF:248KB）	 	 

	 	 資料5	 答申に向けて記述の充実を図る事項（案）（※教育課程企画特別部会（第25回）配付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 参考資料1	 関係団体からの提出資料（1）（※教育課程企画特別部会（第21回）配付資料へリンク）	 

	 	 参考資料1	 関係団体からの提出資料（2）（※教育課程企画特別部会（第22回）配付資料へリンク）	 

	 	 参考資料1	 関係団体からの提出資料（3）（※教育課程企画特別部会（第23回）配付資料へリンク）	 

	 	 参考資料1	 関係団体からの提出資料（4）（※教育課程企画特別部会（第24回）配付資料へリンク）	 

	 	 参考資料2	 第99回教育課程部会の主な御意見	 	 （PDF:121KB）	  
◎教育課程企画特別部会（第２３回）	 	 １０月３１日	 	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/1379131.htm	 

	 議題；「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に関する関係団体からの意見聴取、その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 教育課程企画特別部会	 今後のスケジュール（案）	 	 （PDF:38KB）	 	 

	 	 資料2	 本日のタイムテーブル	 	 （PDF:44KB）	 	 
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	 	 資料3	 一般社団法人国立大学協会	 御発表資料	 	 （PDF:245KB）	 	 

	 	 資料4	 日本教育大学協会	 御発表資料	 	 （PDF:276KB）	 	 

	 	 資料5	 日本私立短期大学協会	 御発表資料	 	 （PDF:111KB）	 	 

	 	 資料6	 全国都市教育長協議会	 御発表資料	 	 （PDF:68KB）	 	 

	 	 資料7	 日本私立中学高等学校連合会	 御発表資料	 	 （PDF:112KB）	 	 

	 	 資料8	 全国栄養士協議会	 御発表資料	 	 （PDF:123KB）	 	 

	 	 資料9	 公益財団法人日本体育協会	 御発表資料	 	 （PDF:1123KB）	 	 

	 	 資料10	 公益社団法人高等学校文化連盟	 御発表資料	 	 （PDF:133KB）	 	 

	 	 資料11	 公益社団法人全国公立文化施設協会	 御発表資料	 	 （PDF:123KB）	 	 

	 	 資料12	 公益財団法人日本宗教連盟	 御発表資料	 	 （PDF:167KB）	 	 

	 	 資料13	 全国都道府県教育長協議会	 御発表資料	 	 （PDF:277KB）	 	 

	 	 資料14	 日本教職員組合	 御発表資料	 	 （PDF:176KB）	 	 

	 	 資料15	 全国教育管理職員団体協議会	 御発表資料	 	 （PDF:150KB）	 	 

	 	 資料16	 一般社団法人全国高等学校PTA連合会	 御発表資料	 	 （PDF:94KB）	 	 

	 	 参考資料1	 ヒアリング等実施予定団体	 一覧	 	 （PDF:55KB）	 	 

◎教育課程企画特別部会（第２４回）	 	 １１月４日	 	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/1379284.htm	 

	 議題；「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に関する関係団体からの意見聴取、その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 教育課程企画特別部会	 今後のスケジュール（案）	 	 （PDF:38KB）	 	 

	 	 資料2	 本日のタイムテーブル	 	 （PDF:43KB）	 	 

	 	 資料3	 公益社団法人全国幼児教育研究協会	 御発表資料	 	 （PDF:223KB）	 	 

	 	 資料4	 全国特別支援学校長会	 御発表資料	 	 （PDF:155KB）	 	 

	 	 資料5	 全国養護教諭連絡協議会	 御発表資料	 	 （PDF:131KB）	 	 

	 	 資料6	 全国へき地教育研究連盟	 御発表資料	 	 （PDF:120KB）	 	 

	 	 資料7	 中核市教育長会	 御発表資料	 	 （PDF:176KB）	 	 

	 	 資料8	 全国公立短期大学協会	 御発表資料	 	 （PDF:467KB）	 	 

	 	 資料9	 日本私立大学団体連合会	 御提出資料	 	 （PDF:96KB）	 	 

	 	 資料10	 一般社団法人公立大学協会	 御提出資料	 	 （PDF:221KB）	 	 

	 	 参考資料1	 ヒアリング等実施団体	 一覧	 	 （PDF:55KB）	 	 

◎教育課程企画特別部会（第２５回）	 	 １１月１４日	 	 	 

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/1379499.htm	 

	 議題	 

	 	 「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に係る意見聴取の結果等について	 

	 	 答申に向けた意見交換、その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料1-1	 関係団体からの意見聴取の結果	 	 （PDF:80KB）	 	 

	 	 資料1-2	 意見聴取実施団体	 一覧	 	 （PDF:47KB）	 	 

	 	 資料2	 「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」への意見募集の結果（概要）	 

	 	 資料3-1	 平成29年度概算要求主要事項（初等中等教育局）（1)(2)(3)（※平成29年度文部科学省概算要求等の発表資

料一覧（PDF）へリンク）	 

	 	 資料3-2	 「次世代の学校」指導体制実現構想	 	 （PDF:1152KB）	 	 

	 	 資料3-3	 財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年度11月4日）配付資料抜粋	 	 （PDF:1811KB）	 	 

	 	 	 	 資料3-4	 財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年4月7日）配付資料抜粋	 	 （PDF:1377KB）	 	 

	 	 資料3-5	 財政制度等審議会財政制度分科会資料についての文部科学省の見解	 	 （PDF:1100KB）	 	 

	 	 資料4	 高大接続改革の進捗状況について	 	 （PDF:1704KB）	 	 

	 	 資料5-1	 平成28年度全国学力・学習状況調査公表資料作成のポイント・留意点（※国立教育政策研究所ウェブサイト

へリンク）	 
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	 	 資料5-2	 平成28年度全国学力・学習状況調査の結果（※国立教育政策研究所ウェブサイトへリンク）	 

	 	 資料5-3	 平成28年度全国学力・学習状況調査の結果（別紙）（※国立教育政策研究所ウェブサイトへリンク）	 

	 	 資料6	 英語教育に関する平成29年度概算要求等について（※教育課程部会（第99回）配付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 資料7	 教育情報化の推進に向けた取組について（※教育課程部会（第99回）配付資料（PDF）へリンク）	 

	 	 資料8	 答申に向けて記述の充実を図る事項（案）	 	 （PDF:79KB）	 	 

	 	 参考資料	 関係団体からの提出資料（1）（※教育課程企画特別部会（第21回）配付資料へリンク）	 

	 	 参考資料	 関係団体からの提出資料（2）（※教育課程企画特別部会（第22回）配付資料へリンク）	 

	 	 参考資料	 関係団体からの提出資料（3）（※教育課程企画特別部会（第23回）配付資料へリンク）	 

	 	 参考資料	 関係団体からの提出資料（4）（※教育課程企画特別部会（第24回）配付資料へリンク）	 

	 

●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	 （第２回）	 １１月３０日	 

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/taiwa/1380310.htm	 

	 	 議題	 

	 	 1．「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（案）」について	 

	 	 2．その他（ガイドラインの実行による本格的な産学官連携の拡大に向けて）	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 委員名簿	 	 （PDF:178KB）	 	 

	 	 資料2	 ワーキンググループにおける議論の状況	 	 （PDF:69KB）	 	 

	 	 資料3-2	 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」概要（※PDF）	 

	 	 資料3-2	 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」-1-3（※PDF）	 

	 	 資料3-3	 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」別紙（政府の取組）（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 イノベーション促進産学対話会議運営要綱	 

	 	 参考資料2	 イノベーション促進産学官対話会議等議事要旨	 	 （PDF:564KB）	 	 

	 ＊１１月３０日付の「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（案）」（上記資料3）に注目	 

◎産学官連携深化ワーキンググループ会議（第３回）	 	 １１月２日	 

	 議事要旨；http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/taiwa/1379628.htm	 

	 配付資料；http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/taiwa/1379133.htm	 

	 	 	 資料1	 委員名簿	 

	 	 資料2	 ガイドライン策定に向け検討すべき論点、議題の進め方等について	 	 （PDF:139KB）	 	 

	 	 資料3−1	 STRATEGIC	 PUBLIC/PRIVATE	 PARTNERSHIPS	 FOR	 INNOVATION（ＯＥＣＤマリオ・セルバンテス氏提出資

料）	 	 （PDF:1340KB）	 	 

	 	 資料3−2	 産学官連携による拠点化−地域未来の基盤つくり−（高原委員提出資料）	 	 （PDF:1388KB）	 	 

	 	 資料3−3	 三重大学における産学連携推進に向けたマネジメントの在り方（三重大学西村副学長提出資料料）	 	 	 

	 	 資料4−1	 共同研究等の料金積算と費用の見える化について～採算管理の高度化をどう進めるか～（江戸川委員提出資

料）	 	 （PDF:370KB）	 	 

	 	 資料4−2	 経費の「見える化」と管理業務	 名古屋大学の取組（木村委員提出資料）	 	 （PDF:193KB）	 	 

	 	 資料4−3	 近畿大学の研究力	 コミュニケーション戦略（近畿大学世耕広報部長提出資料）	 	 （PDF:1103KB）	 	 

	 	 資料4−4	 大学知財マネジメントの重要課題（科学技術振興機構後藤理事提出資料）	 	 （PDF:1039KB）	 	 

	 	 資料5	 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（素案）	 	 （PDF:4253KB）	 	 

	 	 資料6	 当面の日程について	 

	 	 参考資料1	 イノベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について＜概要＞（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 イノベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について＜本文＞（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性につい

て＜概要＞（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性につい

て＜本文＞（※PDF）	 



10	 

	 

	 	 参考資料1	 大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性につい

て＜参考資料＞（※PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方について＜概要＞（※

PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方について＜本文＞（※

PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学等における職務発明等の取扱いについて＜概要＞（※PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学等における職務発明等の取扱いについて＜本文＞（※PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学等における職務発明等の取扱いについて＜参考資料＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜概要＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜本文＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜参考資料1-3＞（※PDF）	 

	 	 参考資料4	 イノベーションを推進するための取組について（※PDF	 経済産業省ウェブサイトへリンク）	 

	 	 参考資料5	 大学における産学連携活動マネジメントの手引き（※PDF	 経済産業省ウェブサイトへリンク）	 

	 	 参考資料6	 大学における秘密情報の保護ハンドブック＜本文＞（※PDF	 経済産業省ウェブサイトへリンク）	 

◎産学官連携深化ワーキンググループ会議（第４回）	 	 １１月２日	 

	 議事要旨；http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/taiwa/1379857.htm	 

	 配付資料；	 

	 	 資料1	 委員名簿	 

	 	 資料2−1	 ガイドライン策定に向け検討すべき論点、議論の進め方等について	 	 （PDF:150KB）	 	 

	 	 資料2−2	 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン概要」（案）	 	 （PDF:192KB）	 	 

	 	 資料3−1	 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（素案）−1	 	 （PDF:1744KB）	 	 

	 	 資料3−1	 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（素案）−2	 	 （PDF:4478KB）	 	 

	 	 資料3−1	 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（素案）−3	 	 （PDF:4520KB）	 	 

	 	 資料3−2	 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン（素案）別紙	 	 （PDF:199KB）	 	 

	 	 資料4	 長野県飯田地域における航空機システム開発について（多摩川精機株式会社	 熊谷常務取締役提出資料料）	 	 	 

資料5−1	 研究者の人事評価制度改革に向けて	 岡山大学における教員個人評価制度（岡山大学	 山本理事・副学長（研究

担当）提出資料）	 	 （PDF:1247KB）	 	 

	 	 資料5−2	 大学から企業へのクロスアポイントメントを産学連携で活用するために	 大学と企業の連携を自律的に発

展させるための施策（渡部委員）	 	 （PDF:2721KB）	 	 

	 	 資料5−3	 「連携ビジョン実現型契約を戦略的かつ柔軟に締結するための支援ツールの提供」（「大学等における知的

財産マネジメント事例に学ぶ共同研究等成果の取扱に関する調査研究」中間報告）（林委員）	 	 （PDF:528KB）	 	 

	 	 資料5−4	 ベンチャー創出からベンチャーエコシステム創成へ（渡部委員）	 	 （PDF:4228KB）	 	 

	 	 資料5−5	 ベンチャー企業育成に向けた経団連の取り組み（吉村委員）	 	 （PDF:428KB）	 	 

	 	 資料5−6	 早稲田大学における間接的経費の戦略的活用の取組（石山委員）	 	 （PDF:1311KB）	 	 

	 	 参考資料1	 イノベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について＜概要＞（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 イノベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について＜本文＞（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性につい

て＜概要＞（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性につい

て＜本文＞（※PDF）	 

	 	 参考資料1	 大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性につい

て＜参考資料＞（※PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方について＜概要＞（※

PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方について＜本文＞（※

PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学等における職務発明等の取扱いについて＜概要＞（※PDF）	 
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	 	 参考資料2	 大学等における職務発明等の取扱いについて＜本文＞（※PDF）	 

	 	 参考資料2	 大学等における職務発明等の取扱いについて＜参考資料＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜概要＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜本文＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜参考資料1＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜参考資料2＞（※PDF）	 

	 	 参考資料3	 本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について＜参考資料3＞（※PDF）	 

	 	 参考資料4	 イノベーションを推進するための取組について（※PDF	 経済産業省ウェブサイトへリンク）	 

	 	 参考資料5	 大学における産学連携活動マネジメントの手引き（※PDF	 経済産業省ウェブサイトへリンク）	 

	 	 参考資料6	 大学における秘密情報の保護ハンドブック＜本文＞（※PDF	 経済産業省ウェブサイトへリンク） 
	 

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

◎平成 28 年度	 全国学力・学習状況調査の結果について	 	 ９月２９日	 	 再掲	 

	 http://www.nier.go.jp/16chousakekkahoukoku/	 

	 ＊27 年度以前の調査結果、関連資料もこのサイトでアクセス可能	 

	 

●日本学術振興会	 	 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index.html	 

◎学術研究フォーラム第８回学術シンポジウム「科学研究のよりよき発展と倫理の確立を目指して」	 

	 １１月２９の開催案内	 	 申し込み開始	 	 	 	 	 再掲	 

	 https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html	 

◎「日本学術振興会の人材育成事業の充実方策について」（第一次提言；８月１２日）	 	 １１月１４日	 HPにアップ	 
	 https://www.jsps.go.jp/data/jsps_jinzaiikusei.pdf	 

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	 

  同概要「名目GDP600兆円に向けた成長戦略」  
	 	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/gdp_2016gaiyou.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２回）	 １１月１０日）	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai2/gijiyousi.pdf	 

	 記者会見要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai2/kaikenyoshi.pdf	 

	 配付資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai2/index.html	 

	 	 配付資料は、関係各省庁等からの提出資料	 

◎未来投資会議構造改革徹底推進会合「第４次産業革命・イノベーション」会合（第４次産業革命）第２回１１月９日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/4th_sangyokakumei_dai2/index.html	 	 

	 配付資料は、関係各省庁等からの提出資料	 

◎未来投資会議構造改革徹底推進会合「第４次産業革命・イノベーション」会合（イノベーション）第１回	 １１月２日	 
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	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/innovation_dai1/index.html	 

	 配付資料は、関係各省庁等からの提出資料	 

	 ＊この構造改革徹底推進会合は、上記の「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、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、以下のサイトを参照されたい	 

	 	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html	 

	 

●経済財政諮問会議	 

◎経済財政諮問会議（第１８回）	 	 １１月８日	 

	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1108/gijiyoushi.pdf	 

	 大臣記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1108/interview.html	 

	 配付資料；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1108/agenda.html	 

	 	 資料１	 黒田議員提出資料（PDF形式：330KB）	 

	 	 資料２	 金融政策、物価等に関する集中審議資料（内閣府）（PDF形式：344KB）	 

	 	 資料３	 金融政策、物価等に関する集中審議に際して（有識者議員提出資料）（PDF形式：320KB）	 

	 	 資料４−１	 2017年度予算編成に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：237KB）	 

	 	 資料４−２	 2017年度予算編成に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：150KB）	 

	 	 資料５−１	 生産性向上等を支える社会資本整備に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：272KB）	 

	 	 資料５−２	 社会資本整備（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：471KB）	 

	 	 資料６	 人口減少時代における社会資本整備のあり方（石井臨時議員提出資料）（PDF形式：1,163KB）【分割版】１

（PDF形式：607KB）２（PDF形式：692KB）	 

	 	 資料７	 農地集積の加速化と森林施業の集約化（山本臨時議員提出資料）（PDF 形式：2,276KB）【分割版】１（PDF

形式：459KB）２（PDF形式：1,059KB）３（PDF形式：439KB）４（PDF形式：969KB）	 

◎経済財政諮問会議（第１９回）	 	 １１月２５日	 

	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1125/gijiyoushi.pdf	 

	 大臣記者会見要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1125/interview.html	 

	 配付資料；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1125/agenda.html	 

	 	 資料１	 トランプ次期大統領の政策（PDF形式：184KB）	 

	 	 資料２	 最近の金融・経済情勢について（内閣府）（PDF形式：398KB）	 

	 	 資料３	 米国大統領選挙結果を受けて（榊原議員提出資料）（PDF形式：608KB）	 

	 	 資料４−１	 薬価制度の抜本改革等に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：354KB）	 

	 	 資料４−２	 社会保障改革（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：533KB）	 

	 	 資料５−１	 国・地方を通じた歳出改革の実現に向けて（有識者議員提出資料）（PDF形式：330KB）	 

	 	 資料５−２	 国・地方を通じた歳出改革の実現に向けて（参考資料）（有識者議員提出資料）（PDF形式：319KB）	 

	 	 資料６	 経済・財政一体改革（社会保障改革）の取組状況（塩崎臨時議員提出資料）（PDF形式：1113KB）【分割版】

１（PDF形式：572KB）２（PDF形式：967KB）	 

	 	 資料７	 経済・財政一体改革の推進に向けた地方行財政改革の取組について（高市議員提出資料）（PDF形式：693KB）	 

	 	 資料８	 内閣総理大臣からの諮問36号について（PDF形式：105KB）	 

	 	 資料９	 平成29年度予算の編成等に関する建議のポイント（麻生議員提出資料）（PDF形式：318KB）	 

	 	 資料10	 平成29年度予算編成の基本方針（案）（PDF形式：153KB）	 

◎より正確な景気判断のための経済統計の改善に関する研究会（第３回）	 １１月１０日	 

	 議事要旨；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/statistics/kaigi_03/gijiyoshi03.pdf	 

	 配付資料；http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/statistics/03/kaigi_03.html	 

	 	 資料１	 統計リソースの現状と統計調査の質の確保について（PDF形式：795KB）	 

	 	 資料２	 商業動態統計調査の概要等について（PDF形式：466KB）	 

	 	 資料３	 毎月勤労統計の見直しについて（PDF形式：151KB）	 

	 	 資料４	 法人企業統計について（PDF形式：144KB）	 
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	 	 資料５	 経済社会構造の変化の把握について～多様なサービスの生産・消費動向の把握～（PDF形式：245KB）	 

	 	 資料６	 建築物リフォーム・リニューアル調査の見直しについて（PDF形式：232KB）	 

	 	 資料７	 新たなデータの活用について～行政記録情報等の活用～（PDF形式：217KB）	 

	 	 資料８	 公的統計における「法人番号」の活用に関する政府横断的な取組について（PDF形式：245KB）	 

	 	 資料９	 主要統計の地域別公表及び区分について～現状と課題～（PDF形式：164KB）	 

	 	 資料10	 統計精度向上の取組の具体化について（PDF形式：820KB）	 

	 	 参考資料１	 ＧＤＰ統計を軸とした経済統計の改善に向けて（PDF形式：269KB）	 

	 	 参考資料２	 ＧＤＰ統計を軸とした経済統計の改善に向けて（参考資料）（PDF形式：489KB）	 

	 	 参考資料３	 平成28年第17回経済財政諮問会議（2016年10月21日）議事要旨（抜粋）（PDF形式：235KB）	 

◎「２０３０年展望と改革タスクフォース」会合（第４回）	 １１月１４日	 

	 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/2030tf/281114/agenda.html	 

	 議事	 

	 	 （1）開会	 （2）社会資本について	 	 （3）対外経済関係、資源・エネルギーについて	 

	 会議資料	 	 	 	 	 	 ＊資料の分量が大きいため、分割したファイルあり（上記サイトからアクセス可能）	 

	 	 資料1	 事務局資料	 (PDF形式：1,265KB)	 

	 	 資料2	 柴崎東京大学空間情報科学研究センター教授提出資料	 (PDF形式：2,957KB)	 

	 	 資料3	 事務局資料	 (PDF形式：2,743KB)	 

	 	 資料4	 柴田委員提出資料	 (PDF形式：1,942KB)	 

	 	 資料5	 戸堂早稲田大学政治経済学術院経済学研究科教授提出資料	 (PDF形式：1,700KB) 
◎「2030	 年展望と改革タスクフォース」会合（第５回）	 １１月２８日	 	 ＊会議資料等非公表	 

	 

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

◎行政改革推進会議（第２５回）	 	 １１月２８日	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai25/gijisidai.html	 

	 議題；平成28年秋の年次公開検証等の取りまとめ	 

	 配付資料	 

	 	 資料１	 平成28年秋の年次公開検証等の取りまとめ（案）	 

	 	 資料２	 行政改革推進会議による指摘（通告）（案）	 	 	 

	 	 資料３	 基金の再点検について（案）	 

	 	 資料４	 特別会計に関する検討の結果の取りまとめ（案）	 

	 

●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４回）	 	 １１月７日	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161107/gijiroku1107.pdf	 

	 記者会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161107/interview1107.pdf	 

◎規制改革推進会議（第５回）	 	 １１月１５日	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161115/gijiroku1115.pdf	 

	 記者会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161115/interview1115.pdf	 

◎規制改革推進会議（第６回）	 	 １１月２８日	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161128/gijiroku1128.pdf	 

	 記者会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20161128/interview1128.pdf	 

◎行政手続部会（第４回）	 	 	 １１月１５日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20161115/agenda.html	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20161115/gijiroku1115.pdf	 

	 記者会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20161115/interview1115.pdf	 

◎行政手続部会（第５回）	 	 	 １１月２１日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20161121/agenda.html	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20161121/gijiroku1121.pdf	 
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	 記者会見録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20161121/interview1121.pdf	 

◎農業ワーキンググループ（第７回）	 	 １１月１１日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/nogyo/20161111/agenda.html	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/nogyo/20161111/gijiroku1111.pdf	 

◎農業ワーキンググループ（第８回）	 	 １１月１１日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/nogyo/20161111-2/agenda.html	 

	 ＊第4回未来投資会議構造改革徹底推進会合「ローカルアベノミクスの深化」会合との合同会合 
◎人材ワーキンググループ（第３回）	 	 １１月１日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/jinzai/20161101/agenda.html	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/jinzai/20161101/gijiroku1101.pdf	 

◎人材ワーキンググループ（第４回）	 	 １１月１８日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/jinzai/20161118/agenda.html	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/jinzai/20161118/agenda.html	 

◎医療・介護・保育ワーキンググループ（第３回）	 	 １１月８日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161108/agenda.html	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161108/gijiroku1108.pdf	 

◎医療・介護・保育ワーキンググループ（第４回）	 	 １１月１５日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161115/agenda.html	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161115/gijiroku1115.pdf	 

◎医療・介護・保育ワーキンググループ（第５回）	 	 １１月３０日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161130/agenda.html	 

◎投資等ワーキンググループ（第２回）	 	 １１月４日	 

	 議事録；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20161104/gijiroku1104.pdf	 

◎投資等ワーキンググループ（第３回）	 	 １１月１５日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20161115/agenda.html	 

◎投資等ワーキンググループ（第４回）	 	 １１月２１日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20161121/agenda.html	 

◎投資等ワーキンググループ（第５回）	 	 １１月２９日	 

	 議事次第；http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20161129/agenda.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２３回本会議（９月３０日）	 	 ＊議事要旨を追加	 

	 議事要旨；http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/giji/giji-si023.pdf	 

◎総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会	 １１月１０日	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/161110giji.pdf	 

◎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懇談会	 １１月１７日	 

	 議事概要；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/161117giji.pdf	 

	 配付資料；http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20161117/siryo1.pdf	 

	 	 「平成	 29	 年度科学技術関係予算の編成に向けて」（	 有識者議員の連名文書）	 

◎科学技術イノベーション政策推進専門調査会（第５回）	 	 １１月１７日	 

	 http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/h28/5kai/haihu_5.html	 

	 議題	 

	 	 （１）第５期科学技術基本計画における戦略的国際展開（Ｇ７「つくばコミュニケ」）の取組の現状について	 

	 	 （２）第５期科学技術基本計画における指標の活用に向けた検討状況について	 

	 	 （３）その他	 



15	 

	 

	 配布資料	 

	 	 資料1-1 第５期科学技術基本計画における戦略的国際展開の課題について（PDF形式：277KB）	 

	 	 資料1-2 第５期科学技術基本計画と国際連携（Ｇ７「つくばコミュニケ」）（PDF形式：297KB）	 

	 	 資料1-3 第５期科学技術基本計画とＧ７「つくばコミュニケ」の取組状況について（PDF形式：302KB）	 

	 	 資料1-4 Ｇ７茨城・つくば科学技術大臣会合について（PDF形式：445KB）	 

	 	 資料1-5 つくばコミュニケ（仮訳）（PDF形式：415KB）	 

	 	 資料2 第５期科学技術基本計画における指標の活用に向けた検討状況（PDF形式：500KB）	 

	 参考資料	 

	 	 参考資料1 従来型の企業との共同研究と大学発ベンチャー型オープンイノベーションについて	 （菅委員提出資料）

(PDF形式：658KB）	 

	 	 参考資料2 第５期科学技術基本計画、及び科学技術イノベーション総合戦略２０１６の構成(PDF形式：132KB）	 

＊この専門調査会の部会「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」１１月から活動開始	 

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

	 第１回会議（１１月１０日）、第２回会議（１１月１７日）それぞれ配付資料あり（上記サイトで閲覧可能）	 

	 

●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３回）	 １１月１６日）	 

	 議事録；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai4/siryou1.pdf	 

	 配付資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai3/gijisidai.html	 

	 	 第２回会議議事録、各委員提出資料（上記サイトからアクセス）	 

◎働き方改革実現会議（第４回）	 １１月２９日）	 

	 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai4/gijisidai.html	 

	 配付資料；第３回会議議事録、各委員提出資料（上記サイトからアクセス）	 

	 

●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（第１０回）	 	 １１月１日	 

	 議事要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/souseikaigi/h28-11-01-gijiyousi.pdf	 

	 配付資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/souseikaigi/h28-11-01.html	 

	 	 資料１総合戦略改訂にあたっての重点的な検討事項（案）	 

	 	 資料２地方創生の取組について	 

	 	 資料３〜８各委員提出資料	 

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

	 	 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	 

◎国家戦力特別区域諮問会議（第２５回）	 	 １１月９日	 

	 大臣記者会見要旨；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai25/daijin_kaiken.pdf	 

	 説明資料；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai25/shiryou.html	 

	 	 資料1	 区域計画の認定について（PDF形式：192KB）	 	 

	 	 資料2	 国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令について（PDF形式：220KB）	 	 

	 	 資料3	 国家戦略特区における追加の規制改革事項について（案）（PDF形式：188KB）	 	 

	 	 資料4	 国家戦略特区	 追加の規制改革事項などについて（有識者議員提出資料）（PDF形式：239KB）	 	 

	 	 参考資料1	 国家戦略特区における重点分野について（PDF形式：679KB）	 	 

	 	 参考資料2	 養父市国家戦略特別区域	 区域計画（案）（PDF形式：264KB）	 	 

（配布資料）	 

	 	 養父市	 中山間農業改革特区（広瀬養父市長提出資料）（PDF形式：1,932KB）	 	 

	 	 「特区民泊」の成果と全国ルールに向けての課題（上山株式会社百戦錬磨代表取締役社長提出資料）（PDF形式：1,049KB）	 	 

	 	 ウォーターフロント	 ネクスト	 ～国家戦略特区を活用したコンセッション制度（ＰＦＩ法）の問題解決について～
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（髙島福岡市長提出資料）（PDF形式：1,491KB）	 

	 

●財務省	 

◎財政制度等審議会	 平成２９年度予算の編成等に関する建議	 	 １１月１７日	 	 

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia281117/04

.pdf	 

	 同概要；	 

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia281117/02

.pdf	 

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

◎税制調査会（第８回）	 １１月１４日	 

	 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/28zen8kai.html	 

	 会議資料	 

	 	 ［総8-1]	 国税犯則調査手続の見直しについて	 （PDF形式：848KB）	 	 

	 	 	 [総8-2]	 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（案）	 （PDF形式：211KB）	 	 

	 	 	 [総8-3]	 財務省参考資料（所得税）	 （PDF形式：782KB）	 	 

	 	 	 	 	 [総8-4]	 総務省参考資料（個人住民税）	 （PDF形式：322KB）	 	 

	 	 	 	 	 [総 8-5]	 「ＢＥＰＳプロジェクト」の勧告を踏まえた国際課税のあり方に関する論点整理（案）	 （PDF形式：293KB）	 	 

	 

●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	 医療保険部会（第１００回）	 １１月１８日	 

	 議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145417.html	 

	 配付資料	 

	 	 資料１−１	 子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置の在り方について（PDF：1,282KB）	 

	 	 資料１−２	 前回までの主なご意見（PDF：716KB）	 

	 	 資料１−３	 高額介護合算療養費制度について（PDF：336KB）	 

	 	 資料１−４	 かかりつけ医の普及の観点からの外来時の定額負担について（PDF：1,353KB）	 

	 	 資料２	 国民健康保険の保険料（税）の賦課（課税）限度額について（PDF：718KB）	 

	 	 参考資料	 社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会資料（PDF：7,209KB）	 

	 	 委員提出資料	 岡崎委員提出資料（PDF：700KB）	 

◎社会保障審議会	 医療保険部会（第１０１回）	 １１月３０日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145152.html	 

	 議題；骨太2016、経済・財政再生計画改革工程表の指摘事項等に係る議論の整理（案）について	 その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料1-1	 各事項の見直しの方向性について（PDF：1,043KB）	 

	 	 資料１−２	 各事項の見直しの方向性について（参考資料）（PDF：5,299KB）	 

	 	 資料２	 任意継続被保険者制度について（PDF：784KB）	 

	 	 参考資料１	 前回までの主なご意見（PDF：782KB）	 

	 	 参考資料２	 社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会資料（PDF：9,171KB）	 

◎社会保障審議会	 介護給付費分科会（第１３２回）	 	 	 １１月１６日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143087.html	 

	 配付資料	 

	 	 議事次第（PDF：21KB）	 

	 	 資料１	 介護人材の処遇改善について（PDF：255KB）	 

	 	 資料２	 地域区分について（PDF：286KB）	 

	 	 参考資料１	 介護人材の処遇改善について（参考資料）（PDF：1,577KB）	 

	 	 参考資料２	 平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要（PDF：297KB）	 

	 	 参考資料３	 地域区分について（参考資料）（PDF：862KB）	 

	 	 参考資料４	 第122回資料（当面の検討課題及びスケジュールについて（案））（PDF：73KB）	 

	 	 参考資料５	 第122回資料（検討スケジュール案（イメージ））（PDF：197KB）	 
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	 	 参考資料６	 河村文夫委員提出資料（PDF：63KB）	 

◎社会保障審議会	 福祉部会福祉人材確保専門委員会（第７回）	 	 １１月１４日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139430.html	 

	 配付資料	 

	 	 資料１	 軽度者への支援のあり方（PDF：66KB）	 

	 	 資料２	 福祉用具・住宅改修（PDF：65KB）	 

	 	 参考資料１	 軽度者への支援のあり方（参考資料）（PDF：590KB）	 

	 	 参考資料２	 福祉用具・住宅改修（参考資料）（PDF：2,712KB）	 

	 	 参考資料３	 第３回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会資料（PDF：2,353KB）	 

◎社会保障審議会	 介護保険部会（第６８回）	 	 １１月１６日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143067.html	 

	 配付資料	 

	 	 資料１	 在宅医療・介護の連携等の推進（PDF：96KB）	 

	 	 参考資料１	 在宅医療・介護の連携等の推進（参考資料）（PDF：1,269KB）	 

	 	 参考資料２	 第４回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会資料（PDF：4,006KB）	 

	 	 栃本委員提出資料（PDF：214KB）	 

◎社会保障審議会	 介護保険部会（第６９回）	 	 １１月２５日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143913.html	 

	 配付資料	 

	 	 資料１	 利用者負担（PDF：1,201KB）	 

	 	 資料２	 費用負担（総報酬割）（PDF：22KB）	 

	 	 資料３	 介護保険制度の見直しに関する意見（素案）（PDF：670KB）	 

	 	 参考資料１	 利用者負担（参考資料）（PDF：429KB）	 

	 	 参考資料２	 費用負担（総報酬割）（参考資料）（PDF：2,836KB）	 

	 	 栃本委員提出資料（PDF：303KB）	 

◎社会保障審議会	 社会保障審議会生活保護基準部会（第２７回）	 １１月２５日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143744.html	 

	 議事	 

	 	 (1)加算制度における検証方針の基本的方向性	 	 

	 	 (2)これまで の生活保護基準部会における平成29年検証に関する議論の	 	 	 	 整理	 	 

	 	 (3)生活保護基準部会検討作業班の設置について	 	 (4)その他	 

	 配付資料	 

	 	 資料１	 加算制度における検証方針の基本的方向性（PDF：249KB）	 

	 	 資料２	 これまでの生活保護基準部会における平成２９年検証に関する議論の整理（PDF：195KB）	 

	 	 資料３	 生活保護基準部会検討作業班の設置について（PDF：91KB）	 

	 	 参考資料	 生活保護の動向(平成28年8月分速報)（PDF：124KB）	 

◎社会保障審議会	 療養病床の在り方等に関する特別部会（第５回）	 	 １１月１７日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143287.html	 

	 配付資料	 

	 	 資料１−１	 これまでの議論の整理（案）（PDF：474KB）	 

	 	 資料１−２	 療養病床に関する基礎資料（PDF：2,051KB）	 

	 	 委員提出資料１	 井上由起子委員提出資料（PDF：120KB）	 

	 	 委員提出資料２	 吉岡委員提出資料（PDF：1,316KB）	 

◎社会保障審議会	 療養病床の在り方等に関する特別部会（第６回）	 	 １１月３０日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000144533.html	 

	 配付資料	 

	 	 資料	 療養病床の在り方等に関する議論の整理（案）（PDF：1,061KB）	 

	 	 参考資料	 療養病床に関する基礎資料（PDF：2,052KB）	 

	 	 委員提出資料１	 見元委員提出資料（PDF：388KB）	 

	 	 委員提出資料２	 吉岡委員提出資料（PDF：170KB）	 

◎労働政策審議会	 雇用均等分科会（第１７７回）	 １１月２１日	 
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	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143492.html	 

	   議事	 

	 	 （１）	 経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について	 	 

	 	 （２）	 男女雇用機会均等対策基本方針(第３次)について	 

	 配付資料	 

	 	 資料１	 労働政策審議会雇用均等分科会委員名簿（PDF：188KB）	 

	 	 資料２	 経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について（PDF：156KB）	 

	 	 資料３−１	 男女雇用機会均等対策基本方針（第３次）（骨子案）（PDF：145KB）	 

	 	 資料３−２	 男女雇用機会均等対策基本方針（第３次）（案）（PDF：225KB）	 

	 	 参考資料１	 男女労働者それぞれの職業生活の動向（PDF：3,607KB）	 

	 	 参考資料２	 男女労働者をめぐる政府の動向（PDF：576KB）	 

◎労働政策審議会	 障害者雇用分科会（乳７２回）	 	 １１月２１日	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143888.html	 

	 議題；障害者雇用制度及び支援策の現状等について、その他	 

	 配付資料	 

	 	 厚労省説明資料；http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000143902.pdf	 

◎過労死等防止対策推進協議会（第７回）	 	 １０月２５日	 追加	 

	 議事録；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142808.html	 

	 配付資料；http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140846.html	 

	 	 ＊上記ページでは内容が明記されていないが、厚労省作成の平成２８年版度過労死等防止対策白書（平成２７年度

年次報告）〔骨子〕〔概要〕等が含まれている	 

	 

●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	 

	 

●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	 

◎中央環境審議会	 総合政策部会（第８７回）	 	 １０月１９日	 	 議事録公表	 追加	 

	 議事録；http://www.env.go.jp/council/02policy/y020-87a.html	 

◎中央環境審議会	 水環境部会（第４２回）	 	 	 １１月１日	 

	 議事要旨；http://www.env.go.jp/council/09water/y090-42.html	 

◎中央環境審議会	 循環型社会部会（第１６回）	 	 １１月８日	 

	 http://www.env.go.jp/council/03recycle/y030-16b.html	 

	 議題	 

	 	 （１）第三次循環型社会形成推進基本計画の点検について（産業界ヒアリング）	 	 

	 	 （２）その他	 

	 	 	 	 ①廃棄物処理制度における論点の検討について	 

	 	 	 	 ②特定有害廃棄物等の輸出入の規制の在り方に関する専門委員会について	 

	 配付資料一覧	 

	 	 資料１−１	 循環型社会の形成へ向けた産業界の取組み	 [PDF	 810KB]	 

	 	 資料１−２−１	 循環型資源としての鉄鋼材料	 [PDF	 1,573KB]	 

	 	 資料１−２−２	 スチール缶リサイクル年次レポート２０１６	 [PDF	 13,334KB]	 	 

	 	 	 （分割１[PDF	 5,735KB]、分割２[PDF	 4,993KB]、分割３[PDF	 3,418KB]）	 

	 	 資料１−３	 セメント産業における廃棄物・副産物の有効利用と災害廃棄物の受け入れについて	 [PDF	 1,886KB]	 

	 	 資料１−４	 住宅業界における循環型社会への取組	 [PDF	 3,637KB]	 

	 	 資料１−５	 第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検のスケジュールについて	 [PDF	 77KB]	 
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	 	 参考資料１	 廃棄物処理制度における論点の検討	 [PDF	 273KB]	 

	 	 参考資料２−１	 中央環境審議会循環型社会部会の専門委員会の設置について	 [PDF	 94KB]	 

	 	 参考資料２−２	 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会」委員名簿	 [PDF	 49KB]	 

	 	 参考資料２−３	 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する論点整理（案）[PDF	 1,033KB]	 

	 	 参考資料２−４	 本合同会議の今後の進め方（案）[PDF	 24KB]	 

	 	 参考資料３	 中央環境審議会循環型社会部会委員名簿	 [PDF	 80KB]	 

	 

●経済産業省	 

１０月、１１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	 

◎第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会（第２回）	 １１月１０日	 

	 議事録；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_chizai/002_giji.html	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 平塚委員プレゼンテーション資料（PDF形式：114KB）	 

	 	 資料2	 「各検討課題への対応策等について（討論用）」（PDF形式：176KB）	 

◎第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会（第３回）	 １１月２８日	 

	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/daiyoji_sangyo_chizai/003_haifu.html	 

	 配付資料	 

	 	 議事次第・配布資料一覧（PDF形式：107KB）	 

	 	 資料1-1	 産業構造審議会情報経済小委員会	 分散戦略WG中間とりまとめ（案）概要（平成28年11月）（PDF形式：4,485KB）	 

	 	 資料1-2	 産業構造審議会情報経済小委員会	 分散戦略WG中間とりまとめ（案）（平成28年11月）（PDF形式：2,487KB）	 

	 	 資料2	 改正個人情報保護法について（PDF形式：1,984KB）	 

	 	 資料3	 知財としてのデータに関する論点の前提整理（PDF形式：512KB）	 

	 	 資料4	 第四次産業革命に向けたデータ・知財の利活用と保護について（事務局資料）（PDF形式：1,516KB）	 

	 	 参考資料	 知的財産の利用・アクセスのオープン・クローズ（PDF形式：578KB）	 

◎「雇用関係によらない働き方」に関する研究会（第１回）	 	 １１月１７日	 

	 http://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161117005/20161117005.html	 

	 配付資料	 

	 	 【資料１】開催要領(PDF形式：98KB)	 

	 	 【資料２】研究会出席者（プロフィール）(PDF形式：1,177KB)	 

	 	 【資料３】雇用関係によらない働き方における現状と課題(PDF形式：1,203KB)	 

	 	 【資料４】働き手へのアンケートについて(PDF形式：305KB)	 

	 	 【資料５】雇用関係によらない働き手における人材育成・教育訓練のあり方について(PDF形式：2,770KB)	 

	 	 【資料６】「雇用関係によらない働き方」のネーミングについて(PDF形式：126KB)	 

	 	 【資料７】ランサーズ資料(PDF形式：251KB)	 

	 	 【資料８】Waris資料(PDF形式：315KB)	 

	 	 【資料９】勅使川原様資料(PDF形式：1,317KB)	 

	 	 【資料１０】KAIZEN	 PLATFORM資料(PDF形式：5,834KB)	 

	 	 【資料１１】平野様資料(PDF形式：1,104KB)	 

	 	 【資料１２】クラウドソーシング協会資料(PDF形式：225KB)	 

◎コーポレート・ガバナンス・システム研究会（第６回）	 	 １１月１８日	 

	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/cgs_kenkyukai/006_haifu.html	 

◎競争戦略としてのダイバーシティ経営の在り方に関する検討会（第４回）	 	 １１月１４日	 

	 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/diversity/004_haifu.html	 

◎東京電力改革・１F問題委員会（第３回）	 	 １１月１５日	 

	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/003_giji.html	 
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	 配付資料	 

	 	 事務局説明資料】非連続の経営改革に関する視点（PDF形式：650KB）	 

	 	 【廣瀬オブザーバー説明資料】今後の非連続の経営改革（連携・再編・統合）に向けた方向性（PDF形式：145KB）	 

	 	 【参考資料】1F廃炉に関する制度の検討状況（PDF形式：791KB）	 

◎東京電力改革・１F問題委員会（第４回）	 	 １１月１８日	 
	 議事要旨；http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/004_giji.html	 

	 配付資料	 

	 	 事務局資料（PDF形式：210KB）	 

	 	 別紙（PDF形式：339KB）	 

	 	 廣瀬オブザーバー説明資料（PDF形式：1,100KB）	 

	 	 原賠機構説明資料（1F廃炉の現状と課題）（PDF形式：1,149KB）	 

	 	 【参考資料1】第3回東電委員会資料（廣瀬オブザーバー説明資料）（PDF形式：141KB）	 

	 	 【参考資料2】第3回東電委員会資料（非連続の経営改革に関する視点）（PDF形式：648KB）	 

◎経済産業大臣と電力各社社長との意見交換	 	 １０月２８日	 	 	 議事要旨	 追加	 

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

◎【福島第一原子力発電所における汚染水対策】水質分析結果	 	 １１月２１日	 

	 http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/pdf/2016/161121_01a.pdf	 

	 ＊地下水バイパスに関する水質の詳細分析結果（９月４日採取分）	 

◎【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	 

	 ＊「動画で知る福島の現状」１６年版更新	 	 ９月２９日	 	 再録	 

	 https://www.youtube.com/watch?v=MdpYl0EgJ2k&feature=youtu.be	 

	 

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

◎地域経済分析システム（RESAS）の新しいマップをリリース～平成28年度開発1次リリース～９月３０日	 再掲	 

	 http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160930002/20160930002.html	 

	 	 リリースPDF版；http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160930002/20160930002.pdf	 

	 	 同説明資料；http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160930002/20160930002-1.pdf	 

◎アイヌ政策推進会議政策推進作業部会（第２８回）	 	 １１月２７日	 

	 議事概要；http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/seisakusuishin/dai28/gijigaiyou.pdf	 

	 

●防衛省	 

◎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	 

◎防衛装備庁「技術シンポジウム」開催（１１月１５−１６日）を広報	 

	 http://www.mod.go.jp/atla/research/ats2016/index.html	 
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●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	 

◎東大・経団連ベンチャー協創会議が発足	 	 １１月１６日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/109.html	 

◎当面の課題に課する考え方	 	 １１月７日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/095.html	 

◎２０１５年度福利厚生費調査結果概要	 公表	 	 １１月１４日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/103.pdf	 

◎宇宙産業ビジョンの策定に向けた提言	 	 	 １１月１５日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/105_honbun.pdf	 	 	 「安全保障への貢献」も明言	 

	 概要版；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/105_gaiyo.pdf	 

◎戦略的なインフラ・システムの海外展開に向けて	 	 １１月１５日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/106_honbun.pdf	 

	 概要版；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/106_gaiyo.pdf	 

◎外国人材受入促進に向けた基本的考え方	 	 １１月２１日	 

	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/110.html	 

	 概要版；http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/110_gaiyo.pdf	 

	 

●経済同友会	 	 http://www.doyukai.or.jp/index.html	 

◎提言「住民が自らの選択と責任え創り上げる地方自治」	 	 １１月１０日	 

	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/161110a.pdf	 

	 概要版；https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/161110a_02.pdf	 

◎提言「経済同友会2.0自ら考、自分の言葉で発信できる『異彩』集団」	 公表	 １１月２１日	 
	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/161121b.pdf	 

◎提言「Japan2.0	 最適化社会に向けて」	 公表	 １１月２１日	 
	 https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/pdf/161121a.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	 

＊１１月の会議予定；http://www.scj.go.jp/ja/member/plan/pdf/2811.pdf	 

◎日本学術会議第１７２回総会	 １０月６〜８日	 	 	 	 再掲	 

	 ＊議事の速記録は未公表（総会に併せて３つの部会が開催されている）	 

◎第６回安全保障と学術に関する検討委員会（１１月１８日）	 

	 議事録；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-youshi2306.pdf	 

	 配付資料；http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/anzenhosyo.html	 

	 	 資料１：米国防総省の研究助成制度と審査プロセス-1980年代-(PDF：214KB)	 

	 	 資料２：安全保障技術研究推進制度について(PDF：854KB)	 

	 	 資料３−１：防衛省資金の問題点について(PDF：296KB)	 

	 	 資料３−２：池内先生説明資料(PDF：212KB)	 

	 	 資料４：シンポジウムについて(PDF：203KB)	 

	 	 参考資料１：前回の議事録参照	 
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	 	 参考資料２：安全保障技術研究推進制度について質問・確認すべき事項(PDF：723KB)	 

	 	 参考資料３：安全保障について(PDF：200KB)	 

	 	 参考資料４−１：大学等における軍事転用可能技術の扱いと軍民両用研究についての要望	 (PDF：141KB)	 

	 	 参考資料４−２：大学等における軍民両用研究是非についての論(PDF：85KB)	 

	 ＊第７回会議は１２月１６日（金）１７時〜１９時の開催予定、日本学術会議で開催、傍聴可能（事前申し込み）	 

	 ＊上記資料４のシンポジウムは、２０１７年２月４日（土）１３時〜１７時、学術会議講堂にて開催予定	 

◎各分野別の「教育課程編成上の参照基準」	 以下のサイトからアクセス可能	 

	 	 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-16.html	 

◎放射性核種による汚染に係る環境浄化の基礎科学に関する委員会（第１回）	 １１月１７日	 

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

	 資料；「放射性核種による汚染に係る環境浄化の基礎科学に関する委員会」設置の経緯及び目的	 

	 

【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	 	 	 	 新規追加	 

◎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	 

	 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	 

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

	 要約版；http://www.janu.jp/pdf/kyoka_05-2.pdf	 

	 英語版；http://www.janu.jp/pdf/20131204-Fundamental-Views-concerning-the-National-University-Reforms.pdf	 

	 英語要約版;http://www.janu.jp/pdf/20131204-Summary-Enhancing-the-Functions-of-National-Universities.pdf	 

◎「財政制度等審議会における財務省の見解に関する声明」	 	 １１月９日	 

	 http://www.janu.jp/news/files/20161110-wnew-seimei.pdf	 

◎「今後の共同利用・共同研究体制の在り方に関する意見」	 	 １１月２４日	 

	 http://www.janu.jp/news/files/20161124-wnew-iken.pdf	 

	 

●日本私立大学団体連合会	 	 	 

◎「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に対する意見書	 	 １１月２４日	 

	 http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/281107.pdf	 

◎「今後の共同利用・共同研究体制の在り方」に関する意見	 	 	 １１月２４日	 

	 http://www.shidai-rengoukai.jp/information/img/281125.pdf	 

	 

●大学改革支援・学位授与機構	 

◎機構ニュース	 １１月号（１６２号）	 

	 http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/news/__icsFiles/afieldfile/2016/11/18/no9_1_news162.pdf	 

◎EA ワークショップ「評価力を上げるための目的・計画の作り方」（１２月１６日（金）開催）案内	 
	 http://www.niad.ac.jp/n_kenkyukai/1301401_1207.html	 

	 

●国公立大学振興議員連盟第８回総会	 	 １１月９日	 	 	 

	 http://www.kodaikyo.org/?p=7087	 	 	 http://www.janu.jp/news/whatsnew/20161109-wnew-giren.html	 

＊併せて、第１回公立大学特別委員会開催	 

	 ＊本年５月に「国立大学振興議員連盟」から表記のように改組・改称されていたため、タイトルを訂正した	 

	 

【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	 
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	 	 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４１回）	 １１月２日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000169234.pdf	 

	 配布資料	 	 

	 	 資料1	 検査制度の見直しに関する中間取りまとめ案に対する意見募集の結果について【PDF：2MB】	 

	 	 資料2	 発電用原子炉設置者11社からの発電用原子炉設置変更許可申請書に関する設置変更許可について（案）【PDF：

6MB】	 

	 	 資料3	 原子炉安全専門審査会審査委員及び核燃料安全専門審査会審査委員の任命について（案）【PDF：236KB】	 

	 	 資料4	 平成28年度第2四半期の保安検査の実施状況について【PDF：509KB】	 

	 	 資料5	 国際原子力機関（IAEA）・国際原子力安全諮問グループ（INSAG）会合の結果概要について【PDF：128KB】	 

	 資料6	 西欧原子力規制者会議（WENRA）総会の結果概要について【PDF：157KB】	 

◎原子力規制委員会（第４２回）	 １１月９日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000170064.pdf	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 九州電力株式会社玄海原子力発電所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	 放射性同位元素使用施設等の規制の見直しに関する中間取りまとめ（案）に対する意見募集の結果について

【PDF：2MB】	 

	 資料3	 防潮堤に作用する津波波圧評価に関する安全研究について【PDF：1MB】	 

◎原子力規制委員会（第４３回）	 １１月１６日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000170730.pdf	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 関西電力株式会社美浜発電所3号炉の運転期間延長認可及び原子炉施設保安規定変更認可について（案）【PDF：

829KB】	 

	 	 資料2	 志賀原子力発電所における原子炉建屋内への雨水流入に係るこれまでの北陸電力からの報告に対する評価及

び今後の対応について【PDF：13MB】	 

	 	 資料3	 発電用原子炉施設に対する降下火砕物の影響評価について【PDF：171KB】	 

	 	 資料4	 主要原子力施設設置者（被規制者）との意見交換について（案）【PDF：444KB】	 

	 資料5	 原子力施設に係る平成27年度放射線管理等報告について【PDF：2MB】	 

◎原子力規制委員会（第４４回）	 １１月１６日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000171691.pdf	 

	 配付資料；	 資料1	 安全性向上の自主的な取組みについて【PDF：1MB】	 

◎原子力規制委員会（第４５回）	 １１月２２日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000171262.pdf	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 東京電力改革・１Ｆ問題検討委員会の検討状況について【PDF：1012KB】	 

	 	 資料2	 仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査の結果等について【PDF：

29MB】	 

	 	 資料3	 規制基準等の見直しに係る課題と対応について（案）【PDF：436KB】	 

	 	 資料4	 IRRS課題「人的組織的要因の考慮」に関する検討状況【PDF：141KB】	 

	 資料5	 原子力規制委員会マネジメントシステムに関する改善ロードマップ(案)について【PDF：505KB】	 

◎原子力規制委員会（第４６回）	 １１月３０日	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000171757.pdf	 

	 配付資料	 

	 	 資料1	 九州電力株式会社川内原子力発電所１号炉及び２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査の結

果の案のとりまとめについて（案）【PDF：1MB】	 
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	 	 資料2	 グレーデッドアプローチ対応等に伴う核燃料施設等の基準の解釈の一部改正及び評価ガイドの制定について

【PDF：3MB】	 

	 	 資料3	 実用発電炉のＥＡＬの見直しの進め方【PDF：116KB】	 

	 	 資料4	 IAEA	 Technical	 Meeting	 への参加報告について【PDF：181KB】	 

◎原子力規制委員会	 原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会	 第１１回合同会議	 １０月２４日	 議事録追加	 

	 議事録；https://www.nsr.go.jp/data/000170323.pdf	 

◎原子力規制委員会	 原子炉安全専門審査会（第１２回）	 １１月２１日	 	 

	 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/roanshin_kakunen/00000011.html	 

	 議題	 

	 	 (1)	 	 原子炉安全専門審査会及び 核燃料安全専門審査会審査委員の追加について	 	 

	 	 (2)	 	 IRRS	 において明らかになった課題に対する取組状況について	 	 

<横断的課題1>	 	 

・規制に係る審査結果等の許認可取得者への連絡(課題	 No.5)	 	 

・原子力安全とセキュリティのインターフェース(課題	 No.6)	 	 

・定期的な規制要件及ひガイドの見直し(課題	 No.13):(審査手順を示すガイドについて)	 	 

<横断的課題2>	 	 

・設置許可段階における品質保証(課題	 No.7)	 	 

・安全性向上に関するガイド(課題	 No.16)	 	 

<個別課題>	 	 

・定期的な規制要件及ひガイドの見直し(課題	 No.13):(基準を補完するガイド	 について)	 	 

・類似の業務を担う緊急作業者に対する一貫性のある要件の適用(課題	 No.24)	 	 

	 配付資料	 

	 	 【資料１−１】原子炉安全専門審査会審査委員名簿【PDF：56KB】	 

	 	 【資料１−２】核燃料安全専門審査会審査委員名簿【PDF：51KB】	 

	 	 【資料２−１】IRRSにおいて明らかになった課題「規制に係る審査結果等の許認可取得者への連絡(No.5)」に対する取

組状況について【PDF：62KB】	 

	 	 【資料２−２】IRRSにおいて明らかになった課題「原子力安全とセキュリティのインターフェース（No.6）」に対する

取組状況について【PDF：95KB】	 

	 	 【資料２−３】IRRSにおいて明らかになった課題「定期的な規制要件及びガイドの見直し（No.13)」に対する取組状況

について（審査手順を示すガイドについて）【PDF：118KB】	 

	 	 【資料２−４】IRRSにおいて明らかになった課題「設置許可段階における品質保証（No.7）」に対する取組状況につい

て【PDF：77KB】	 

	 	 【資料２−５】IRRSにおいて明らかになった課題「安全性向上に関するガイド(No.16)」に対する取組状況について【PDF：

67KB】	 

	 	 【資料２−６】IRRSにおいて明らかになった課題「定期的な規制要件及びガイドの見直し（No.13)」に対する取組状況

について（基準を補完するガイドについて）【PDF：252KB】	 

	 	 【資料２−７】IRRSにおいて明らかになった課題「類似の業務を担う緊急作業者に対する一貫性のある要件の適用（N

o.24）」に対する取組状況について【PDF：90KB】	 

	 

●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	 

◎原子力平和利用と核拡散・核セキリュリティに関する国際フォラムの開催（１１月１９日）	 

	 http://www.jaea.go.jp/04/iscn/activity/2016-11-29/announce.html	 
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●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/	 

◎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	 福島原子力事故に関する定期更新２０１６	 	 

	 http://www.tepco.co.jp/press/report/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	 

	 ＊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	 

	 ＊このサイトからJSTのプレスリリース、イベント情報、トピックスなどを見ることができる	 

◎研究会開発戦略センター（CRDS）	 	 http://www.jst.go.jp/crds/index.html	 

	 ＊CRDSの活動、イベントなどの情報は、上記のサイトから閲覧可能	 

	 

●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	 

	 	 「省エネルギー技術戦略2016」の概要	 

◎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	 

	 

【定期刊行物の特集等】	 
◎文部科学広報１１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	 

	 特集	 "特集	 「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」開催	 

	 

◎科研費NEWS（2016Vol.２）発行	 １１月１日	 	 	 再掲	 
	 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_letter/data/news_2016_vol2/news_2016_vol2.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)	 

	 http://www.h4.dion.ne.jp/~jssf/doukou_new.html	 

	 サイトに紹介されている最新号は１１月号；【特集:防災学術連携体の設立と取組】	 

	 

◎科学（岩波書店発行）	 

	 	 	 １１月号特集「原発と国民負担」https://www.iwanami.co.jp/kagaku/	 

	 	 	 １２月号特集「ゲノム編集の現在」https://www.iwanami.co.jp/kagaku/	 

	 

◎日経サイエンス(｢SCIENTIFIC	 AMERICAN｣日本版．日経サイエンス社発行)	 

	 	 	 １２月号特集「シンゴジラの科学」	 http://www.nikkei-science.com/?category_name=new	 

	 	 	 	 １月号特集「時空と量子もつれ」「人新世を考える」http://www.nikkei-science.com/?category_name=new	 

	 

(本号は，主に2016年1１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。	 




