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Ⅲ 運営状況 

３.１ 運営費会計報告 

◎平成21年度 

○収入   （単位：円） 

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 27,548,000 27,548,000 0 

産学等連携経費 2,350,000 2,390,017 △40,017 

受益者負担 46,551,708 48,466,590 △1,914,882 

学長裁量経費（マスタープラン対応経費） 60,000,000 60,000,000 0 

学長裁量経費（間接経費－マスタープラン対応経費） 0 16,770,892 △16,770,892 

部局長裁量経費 0 120,000 △120,000 

国立大学法人整備費補助金 97,440,000 97,440,000 0 

研究拠点形成費等補助金 4,356,275 4,587,144 △230,869 

収入合計（Ａ） 261,729,983 280,806,643 △19,076,660 

 

○支出   （単位：円） 

事    項 予 算 額 決 算 額 差   異 

外注経費 3,427,200 3,427,200 0 

施設管理維持費 16,901,250 18,933,080 △2,031,830 

飼育管理維持費 9,761,000 9,215,185 545,815 

動物飼料・床敷経費 10,800,000 11,138,057 △338,057 

廃棄物処理費 3,226,020 3,228,540 △2,520 

機器維持修理費 16,221,000 12,866,275 3,354,725 

液体窒素購入費 2,520,000 2,356,470 163,530 

フィルター交換費 4,635,800 3,055,500 1,580,300 

非常勤職員経費 8,620,000 8,620,000 0 

設備整備費 172,885,000 201,548,517 △28,663,517 

予備費 12,732,713 5,378,762 7,353,951 

支出合計（Ｂ） 261,729,983 279,767,586 △18,037,603 

収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 1,039,057 △1,039,057 
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３.２ 運営委員会報告 

◎平成21年度 

○第１回 

月日：平成21年５月７日 

議題：①設備整備マスタープランについて 

②センターの今後の改組について 

③副センター長の推薦について 

④センター利用研究員の受入について 

○第２回 

月日：平成21年６月11日～17日（持ち回り） 

議題：①仕様策定委員等の選出について 

○第３回 

月日：平成21年７月14日 

議題：①教員再任審査委員の選出について 

②仕様策定委員等の選出について 

③センター実験室等の使用料金について 

④平成20年度センター運営費決算について 

⑤平成21年度センター運営費予算案について 

⑥センターにおけるUSBメモリー等の取扱いについて 

○第４回 

月日：平成21年９月４日 

議題：①教員の再任審査について 

②センター実験室等の負担金について 

③動物用MRIについて 

④教育研究高度化整備事業対応予算の配分について 

⑤教員の人事について 

⑥技術職員の大学院入学について 

○第５回 

月日：平成21年９月30日 

議題：①教員の再任審査について 

②予算の執行について 

③教員候補者の公募の取扱いについて 

○第６回 

月日：平成21年12月２日 

議題：①教員候補者の推薦について 

②設備整備に関するアンケートについて 

③利用料金の追加について 

④平成23年度概算要求事項について 
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○第７回 

月日：平成21年12月16日（持ち回り） 

議題：①教員候補者の再公募について 

○第８回 

月日：平成21年12月28日～平成22年１月６日（メール会議） 

議題：①設備整備要望案について 

○第９回 

月日：平成22年１月29日～２月３日（メール会議） 

議題：①年度計画・実施状況ワークシートについて 

②マスタープラン関連設備の一部変更について 

○第10回 

月日：平成22年２月15日 

議題：①教員候補者の推薦について 

②利用研究員の受入について 

○第11回 

月日：平成22年３月１日 

議題：①寄附講座の設置場所の更新について 

○第12回 

月日：平成22年３月15日（持ち回り） 

議題：①遺伝子実験施設実験室等の長期貸付について 
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３.３ 関連委員会報告 

３.３.１ 動物実験委員会 

◎平成21年度 

○第１回 

月日：平成21年６月12日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（122件）の審査について 

○第２回 

月日：平成21年６月15日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（９件）の審査について 

○第３回 

月日：平成21年６月25日 

議題：①動物実験に係る自己点検・評価について 

②動物実験に係る検証（外部評価・相互検証プログラム）について 

③動物実験に係る情報公開について 

④富山大学動物実験計画書様式の見直しについて 

○第４回 

月日：平成21年８月４日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（８件）の審査について 

○第５回 

月日：平成21年９月14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６回 

月日：平成21年９月17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７回 

月日：平成21年10月７日 

議題：①委員長の選出について 

②副委員長の選出について 

○第８回 

月日：平成21年10月21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９回 

月日：平成21年12月11日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（５件）の審査について 

○第10回 

月日：平成21年12月11日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（８件）の審査について 
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○第11回 

月日：平成22年２月25日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（３件）の審査について 

３.３.２ 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会 

◎平成21年度 

○第１回 

月日：平成21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（10件）の審査について 

○第２回 

月日：平成21年６月15日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（５件）の審査について 

②文部科学大臣確認申請に係る拡散防止措置の選択について 

○第３回 

月日：平成21年７月15日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（８件）の審査について 

○第４回 

月日：平成21年８月10日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（６件）の審査について 

○第５回 

月日：平成21年９月16日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（３件）の審査について 

○第６回 

月日：平成21年10月７日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（２件）の審査について 

②遺伝子組換え生物等使用実験安全管理規則の改正について 

○第７回 

月日：平成21年11月16日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（１件）の審査について 

○第８回 

月日：平成22年１月13日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（８件）の審査について 

○第９回 

月日：平成22年３月17日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（18件）の審査について 
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３.３.３ 杉谷キャンパス放射線管理委員会 

◎平成21年度 

○第１回 

月日：平成21年４月28日 

議題：①委員長の選出について 

○第２回 

月日：平成21年６月11日（持ち回り） 

議題：①平成21年度教育訓練計画案について 

②平成20年度放射線管理状況報告書について 

③再発防止対策の実施状況について 

○第３回 

月日：平成21年８月19日（持ち回り） 

議題：①密封されていない放射性同位元素の使用数量および貯蔵能力の減少について 

○第４回 

月日：平成22年２月５日 

議題：①放射性物質等に関する一斉点検の実施について 

②平成22年度教育訓練（再教育）の開催について 

○第５回 

月日：平成22年３月15日（持ち回り） 

議題：①エックス線装置の設置場所の変更および廃止について 
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３.４ 月例検討会報告 

◎平成21年度 

○第１回 

月日：平成21年４月６日 

内容：①各施設の業務報告について 

②SPP事業第２次募集の申請について 

③施設運営費の決算および予算案について 

④物品請求について 

○第２回 

月日：平成21年５月11日 

内容：①各施設の業務報告について 

②センター年報第３号について 

③学術セミナーについて 

○第３回 

月日：平成21年６月１日 

内容：①各施設の業務報告について 

②設備整備マスタープランについて 

③学長裁量経費の配分について 

○第４回 

月日：平成21年７月６日 

内容：①各施設の業務報告について 

②USBメモリー等の取扱いについて 

③SPP事業について 

○第５回 

月日：平成21年９月７日 

内容：①各施設の業務報告について 

②教育研究高度化整備事業対応予算について 

○第６回 

月日：平成21年10月５日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第７回 

月日：平成21年11月２日 

内容：①各施設の業務報告について 

②派遣職員のセンター利用について 

③動物実験施設の改修工事等について 

○第８回 

月日：平成21年12月７日 

内容：①各施設の業務報告について 
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○第９回 

月日：平成22年１月４日 

内容：①各施設の業務報告について 

②設備整備に関する要望について 

○第10回 

月日：平成22年２月１日 

内容：①各施設の業務報告について 

②年度計画・実施状況ワークシートについて 

③マスタープラン関連設備の一部変更について 

④センター運営費の配分・執行状況について 

⑤平成22年度SPP事業の申請について 

○第11回 

月日：平成22年３月１日 

内容：①各施設の業務報告について 


