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Ⅲ 運営状況 

３.１ 運営費会計報告 

◎平成17年度 

○収入 

事    項 予 算 額 決 算 額 差   異 

支援基盤経費（附属施設経費） 16,696,000 16,696,000 0 

支援基盤経費（研究基盤支援促進経費） 6,788,000 6,788,000 0 

教育研究設備維持運営費 18,605,000 23,451,000 △4,846,000 

産学等連携経費 600,000 1,722,420 △1,122,420 

受益者負担 37,551,960 40,134,827 △2,582,867 

収入合計（Ａ） 80,240,960 90,145,247 △9,904,287 

○支出 

事    項 予 算 額 決 算 額 差   異 

外注経費 3,439,800 3,439,800 0 

施設管理維持費 14,997,250 19,266,959 △4,269,709 

飼育管理維持費 10,408,000 9,743,951 664,049 

動物飼料・床敷経費 8,000,000 7,802,075 197,925 

廃棄物処理費 3,507,420 3,507,420 0 

実習等経費 135,000 0 135,000 

機器維持修理費 18,325,000 15,405,128 2,919,872 

液体窒素購入費 2,120,000 2,283,359 △163,359 

フィルター交換費 4,344,000 3,602,245 741,755 

機器購入費 0 1,482,442 △1,482,442 

非常勤職員経費 7,250,000 6,853,265 396,735 

予備費 7,714,490 16,007,185 △8,292,695 

支出合計（Ｂ） 80,240,960 89,393,829 △9,152,869 

収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 751,418 △751,418 
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◎平成18年度 

○収入 

事    項 予 算 額 決 算 額 差   異 

支援基盤経費（附属施設経費） 16,696,000 16,696,000 0 

支援基盤経費（研究基盤支援促進経費） 6,788,000 6,788,000 0 

教育研究設備維持運営費 17,975,000 20,756,000 △2,781,000 

産学等連携経費 2,400,000 2,414,648 △14,648 

受益者負担 39,131,974 38,843,160 288,814 

収入合計（Ａ） 82,990,974 85,497,808 △2,506,834 

○支出 

事    項 予 算 額 決 算 額 差   異 

外注経費 3,423,960 3,423,960 0 

施設管理維持費 16,252,000 17,749,448 △1,497,448 

飼育管理維持費 10,980,000 9,985,871 994,129 

動物飼料・床敷経費 8,000,000 8,652,065 △652,065 

廃棄物処理費 2,925,552 2,925,552 0 

機器維持修理費 21,570,000 20,618,274 951,726 

液体窒素購入費 2,300,000 2,347,669 △47,669 

フィルター交換費 4,327,000 3,052,350 1,274,650 

非常勤職員経費 7,250,000 7,250,000 0 

予備費 5,962,462 9,221,309 △3,258,847 

支出合計（Ｂ） 82,990,974 85,226,498 △2,235,524 

収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 271,310 △271,310 
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３.２ 運営委員会報告 

◎平成17年度 

●富山医科薬科大学生命科学先端研究センター運営委員会 

○第１回 

月日：平成17年４月19日 

議題：①副委員長の選出について 

②センター，分野の英文名称（案）について 

○第２回 

月日：平成17年７月12日 

議題：①平成16年度運営費決算について 

②平成17年度運営費予算（案）について 

③センター利用研究員取扱規程（案）について 

○第３回 

月日：平成17年８月31日 

議題：①センター利用研究員の受入および使用料金について 

②センター利用に係る経費の振替予算区分の選択について 

③センター規則等について 

●富山大学生命科学先端研究センター運営委員会 

○第１回 

月日：平成17年11月21日（持ち回り） 

議題：①センター利用研究員の受入について 

○第２回 

月日：平成18年１月21日 

議題：①非常勤職員の雇用について 

②運営委員会委員の構成について 

③平成19年度概算要求について 

○第３回 

月日：平成18年３月10日 

議題：①センター利用研究員の受入について 

②センター長候補者の推薦について 

③教授ポストの要望について 

④運営委員会委員の構成について 

◎平成18年度 

○第１回 

月日：平成18年４月５日 

議題：①センター利用研究員の受入について 

②センター長候補者の選出方法について 

③教授ポストの要望について 
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④運営委員会委員の構成について 

○第２回 

月日：平成18年７月27日 

議題：①平成17年度運営費決算について 

②平成18年度運営費予算（案）について 

○第３回 

月日：平成18年12月19日 

議題：①寄附講座のセンター使用について 

○第４回 

月日：平成19年２月８日 

議題：①教員の資格審査について 

②センター運営委員会規則の改正について 

③センターの整備について 

○第５回 

月日：平成19年２月23日 

議題：①教員の資格審査について 

②センターの組織および管理体制の見直し（案）について 

③センター利用研究員の受入について 

○第６回 

月日：平成19年３月16日 

議題：①センターの組織および管理体制の見直し（案）について 

②センター長候補者の推薦について 

○第７回 

月日：平成19年３月22日（持ち回り） 

議題：①センター諸規則の改正（案）について 

３.３ 関連委員会報告 

３.３.１ 動物実験委員会杉谷キャンパス専門部会 

◎平成17年度 

○第１回 

月日：平成17年11月１日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（６件）の審査について 

○第２回 

月日：平成18年１月13日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（６件）の審査について 

○第３回 

月日：平成18年２月23日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（５件）の審査について 
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◎平成18年度 

○第１回 

月日：平成18年４月24日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（176件）の審査について 

○第２回 

月日：平成18年６月11日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（11件）の審査について 

○第３回 

月日：平成18年７月５日 

議題：①実験動物感染防止マニュアル（案）について 

②実験動物の範囲について 

○第４回 

月日：平成18年８月11日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（２件）の審査について 

○第５回 

月日：平成18年８月25日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（６件）の審査について 

○第６回 

月日：平成18年９月27日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（７件）の審査について 

○第７回 

月日：平成18年10月24日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（２件）の審査について 

○第８回 

月日：平成18年11月30日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（４件）の審査について 

○第９回 

月日：平成18年12月４日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（１件）の審査について 

○第10回 

月日：平成18年12月26日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（３件）の審査について 

○第11回 

月日：平成19年１月17日 

議題：①国立大学法人富山大学動物実験取扱規則（案）について 

○第12回 

月日：平成19年２月９日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（３件）の審査について 
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３.３.２ 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会杉谷キャンパス専門部会 

◎平成17年度 

○第１回 

月日：平成17年11月28日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②遺伝子組換え生物等規制法関連法令の周知および遵守の徹底について 

③審査方法について 

○第２回 

月日：平成17年12月14日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②遺伝子組換え実験講習会の開催について 

③委員の任期について 

○第３回 

月日：平成18年２月８日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②遺伝子組換え実験講習会について 

③文部科学省告示について 

○第４回 

月日：平成18年３月20日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

◎平成18年度 

○第１回 

月日：平成18年４月27日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②遺伝子組換え生物の譲渡等に係る情報について 

○第２回 

月日：平成18年６月８日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②申請内容の変更に伴う事務手続きについて 

○第３回 

月日：平成18年７月10日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

○第４回 

月日：平成18年８月31日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

○第５回 

月日：平成18年10月３日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 
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○第６回 

月日：平成18年12月21日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②遺伝子組換え実験講習会の開催について 

○第７回 

月日：平成19年１月23日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②遺伝子組換え実験講習会の開催について 

○第８回 

月日：平成19年２月23日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

②遺伝子組換え実験講習会の開催について 

○第９回 

月日：平成19年３月26日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書の確認について 

３.３.３ 杉谷キャンパス放射線管理委員会 

◎平成17年度 

●富山医科薬科大学放射線管理委員会 

○第１回 

月日：平成17年６月６日 

議題：①委員長の選出について 

②委員長代理の選出について 

③平成17年度教育訓練実施計画（案）について 

④平成16年度放射線管理報告書について 

⑤文部科学省放射線規制室長通知に係る点検結果報告書について 

⑥放射線障害防止法関連法令の改正について 

○第２回 

月日：平成17年９月28日 

議題：①放射線障害予防規程等の一部改正について 

②国際規制物資使用者解散届等について 

③平成17年度上期核燃料物質管理報告書について 

◎平成18年度 

○第１回 

月日：平成18年６月７日 

議題：①平成18年度教育訓練実施計画（案）について 

②平成17年度放射線管理報告書について 

③再発防止対策の状況について 
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○第２回 

月日：平成19年１月23日（持ち回り） 

議題：①平成19年度教育訓練（再教育）の開催（案）について 

３.４ 月例検討会報告 

◎平成17年度 

○第１回 

月日：平成17年４月14日 

内容：①センター・分野の英文名称（案）について 

②受益者負担の支払方法（案）について 

③SPP事業（二次募集）の申請について 

④各施設の業務報告について 

○第２回 

月日：平成17年５月12日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第３回 

月日：平成17年６月９日 

内容：①大学院部局化に係る設備要求について 

②各施設の業務報告について 

○第４回 

月日：平成17年７月７日 

内容：①SPP事業の実施について 

②各施設の業務報告について 

○第５回 

月日：平成17年８月４日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第６回 

月日：平成17年９月４日 

内容：①各施設の業務報告について 

②利用者負担の振替予算区分について 

○第７回 

月日：平成17年10月６日 

内容：①センター教員の学部教育の参画について 

②各施設の業務報告について 

③機器予約システムについて 

○第８回 

月日：平成17年11月10日 

内容：①各施設からの要求事項について 
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②科学研究費の予算振替について 

③各施設の業務報告について 

○第９回 

月日：平成17年12月６日 

内容：①各施設の業務報告について 

②センターリーフレットの作成について 

○第10回 

月日：平成18年１月12日 

内容：①各施設の業務報告について 

②設備整備の要求について 

○第11回 

月日：平成18年２月23日 

内容：①運営費予算の執行状況について 

②各施設の業務報告について 

③設備整備マスタープランについて 

○第12回 

月日：平成18年３月24日 

内容：①各施設の業務報告について 

◎平成18年度 

○第１回 

月日：平成18年４月17日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第２回 

月日：平成18年５月12日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第３回 

月日：平成18年６月９日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第４回 

月日：平成18年７月11日 

内容：①各施設の業務報告について 

②センター運営費について 

③センター機器の利用について 

○第５回 

月日：平成18年８月11日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第６回 

月日：平成18年10月３日 
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内容：①各施設の業務報告について 

②教職員アンケートの集計結果について 

○第７回 

月日：平成18年11月７日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第８回 

月日：平成18年12月１日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第９回 

月日：平成19年１月12日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第10回 

月日：平成19年２月９日 

内容：①各施設の業務報告について 

②運営費予算の執行状況について 


