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■-------------------------------------------------------------------- 
【御案内】令和４年度代表派遣会議の推薦追加募集について 
--------------------------------------------------------------------■ 
 令和４年度代表派遣会議の推薦追加募集を開始しました。 
 
 日本学術会議では、世界の学界との連携、国際学術団体の運営への参画、学 
術に関する動向の把握、研究の連絡並びに情報の収集及び交換等を行うため、 
外国で開催される学術に関する国際会議等に学術会議の代表を派遣しています。 
 
 令和４年度代表派遣事業につきまして、若干の予算の余裕が生じる見込みと 
なりましたので、追加募集を行うこととなりました。 
 
今回の募集は追加案件となりますので、梶田隆章会長・高村ゆかり国際委員 
会委員長と協議の上、特に代表派遣会議として重要の高いものを、予算等を鑑 
みながら選考・決定することになります。応募の際は、追加で応募することの 
必要性を説明下さい。同一会議への２人目の参加についても応募いただけます。 
選考結果については、後日ご連絡申し上げます。 
 
・「追加募集」の対象となる会議： 
 会議開催初日が令和５年１月１日(日)～令和５年３月３１日（金）開催のもの 
・追加募集締切：８月３１日(水)正午必着 
 日程に余裕がなく申し訳ございませんがご検討をよろしくお願いいたします。 
 
【手続き】 
 申請手続きは、関係委員長からの推薦が必要となりますので、関係委員長ま 
でご相談下さい。 
 
【代表派遣会議 HP】 
 http://www.scj.go.jp/ja/int/haken/index.html 
 
ご質問等ございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。 
 



＜問い合わせ先＞ 
 日本学術会議事務局参事官（国際業務担当）室 代表派遣担当 
 TEL：03-3403-5731  FAX：03-3403-1755 
 E‐mail: kokusaidaihyohaken.group@cao.go.jp 
 
■-------------------------------------------------------------------- 
【環境再生保全機構】 
 環境研究総合推進費：令和５年度新規課題公募説明会開催のお知らせ 
--------------------------------------------------------------------■ 
 独立行政法人 環境再生保全機構は環境省所管の競争的研究費である「環境 
研究総合推進費」の配分業務を実施しております。 
 推進費は環境政策貢献型の競争的研究費であり、本年度も９月 16 日（金）よ 
り、環境研究総合推進費の令和５年度新規課題公募を開始する予定でございま 
す。 
 つきましては、「環境研究総合推進費」制度を広く研究者の皆様へ知ってい 
ただく為の公募説明会を開催いたします。 
 
○第１回公募説明会（オンライン開催） 
 日時：８月 22 日（月）14：00～15：45 
 概要：環境研究総合推進費制度や推進費戦略の概要について、ERCA 及び環境 
   省より説明いたします。 
    プログラムオフィサーによる研究マネジメントのアドバイス、現在実 
   施中の課題の研究代表より体験談をお話しいたします。 
 対象：「環境研究総合推進費」に興味のある研究者、URA 等の研究活動の企 
   画・マネジメント等に携わる方々 
 
〇第２回公募説明会（オンライン開催） 
 日時：９月 27 日（火）（予定） 
 概要：令和４年度新規課題公募の内容、申請書作成の留意点等について、 
   ERCA 及びプログラムオフィサーより説明いたします。また、今年度は公 
   募要領に提示された行政要請研究テーマ（行政ニーズ）の内容について、 
   環境省担当課室より説明いたします。 
 対象：申請を予定又は検討している研究者、URA 等の研究活動の企画・マネ 
   ジメント等に携わる方々 
 
 ※第 1 回と第 2 回では内容が一部重複いたします。 
 
 ご参加の申し込みや詳細に関しましては、下記のホームページにて随時更新 



を行って参ります。 
 
（独）環境再生保全機構 環境研究総合推進費 公募説明会 
 https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r05_koubo_1.html 
 
※お知らせの内容は、転載・リンク等は自由ですので、お心当たりの方に共有 
いただけますと幸いです。 
 
【問い合わせ先】 
 独立行政法人 環境再生保全機構 
 環境研究総合推進部 研究推進課 
 TEL：044-520-9646 FAX：044-520-9660 
 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 
 ミューザ川崎セントラルタワー9 階 
 e-mail erca-suishinhi@erca.go.jp 
 
*********************************************************************** 
       学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから 
           http://jssf86.org/works1.html 
*********************************************************************** 
======================================================================= 
 日本学術会議ニュースメールは転載は自由ですので、関係団体の学術誌等へ 
の転載や関係団体の構成員への転送等をしていただき、より多くの方にお読み 
いただけるようにお取り計らいください。 
 過去のメールニュースは、日本学術会議ホームページに掲載しております。 
https://www.scj.go.jp/ja/other/news/index.html 
 
【日本学術会議ウェブサイトの常時暗号化について】 
日本学術会議ウェブサイトは 2021 年 10 月 1 日より常時暗号化通信（TLS1.2） 
対応いたしました。 
新 URL:https://www.scj.go.jp 
日本学術会議ウェブサイトへのリンク、お気に入り等設定している場合は、 
お手数ですが「https」への修正をお願いいたします。 
 
【本メールに関するお問い合わせ】 
 本メールは、配信専用のアドレスで配信されており返信できません。 
 本メールに関するお問い合わせは、下記の URL に連絡先の記載がありますの 
で、そちらからお願いいたします。 



======================================================================= 
 発行：日本学術会議事務局 https://www.scj.go.jp/ 
     〒106-8555 東京都港区六本木 7-22-34 
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