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Ⅲ 運営状況 

３.１ 運営費会計報告 

◎平成22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） 18,163,000 18,163,000 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 25,790,000 25,790,000 0 

産学等連携経費 2,050,000 2,461,796 △411,796 

受益者負担 48,481,991 47,924,701 557,290 

収入合計（Ａ） 101,272,991 101,127,497 145,494 

 

○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 17,370,400 19,582,336 △2,211,936 

飼育管理維持費 9,811,000 9,675,799 135,201 

動物飼料・床敷経費 9,700,000 10,386,324 △686,324 

廃棄物処理費 2,567,166 2,567,166 0 

機器維持修理費 15,143,500 14,642,168 501,332 

液体窒素購入費 2,520,000 2,083,639 436,361 

フィルター交換費 4,843,150 2,666,370 2,176,780 

非常勤職員経費 10,087,000 10,690,000 △603,000 

設備整備費 17,563,000 22,353,450 △4,790,450 

予備費 8,240,575 2,666,174 5,574,401 

支出合計（Ｂ） 101,272,991 100,740,626 532,365 

収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 386,871 △386,871 

※△印は予算比超過となる金額。 
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３.２ 委員会等報告 

⑴ 生命科学先端研究センター運営委員会 

◎平成22年度 

○第１回 

月日：平成22年６月９日 

議題：①平成21年度センター運営費決算について 

②平成22年度センター運営費予算案について 

③センター規則等の一部改正案について 

○第２回 

月日：平成22年７月13日 

議題：①センター規則等の一部改正案について 

②受託分析試験等取扱要項の制定について 

③動物実験施設における感染事故対策経費について 

④センター利用研究員の受入について 

○第３回 

月日：平成22年９月21日 

議題：①動物実験施設における感染事故対策経費について 

②パートタイム職員の雇用について 

③施設長について 

○第４回 

月日：平成22年９月29日，30日（メール会議） 

議題：①利用停止者の動物実験施設利用再開について 

○第５回 

月日：平成22年11月10日 

議題：①施設長候補者の推薦について 

②受託分析試験等取扱要項の制定について 

③教育研究支援施設の英語名について 

○第６回 

月日：平成23年１月21日 

議題：①平成24年度施設整備概算要求について 

②平成22年度計画実施状況および平成23年度計画について 

③遺伝子実験施設実験室等の不動産貸付の終了について 

④センター運営費（設備整備費）について 

⑤設備整備マスタープランに係る設備の導入・更新について 
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○第７回 

月日：平成23年２月21日 

議題：①設備整備マスタープランに係る設備の導入・更新について 

②センター利用研究員の受入について 

③センター長候補者推薦の日程について 

○第８回 

月日：平成23年３月７日 

議題：①遺伝子実験施設実験室等の退去猶予について 

②センター長候補者の推薦について 

③施設長候補者の推薦について 

⑵ 動物実験委員会 

◎平成22年度 

○第１回 

月日：平成22年４月28日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（51件）の審査について 

○第２回 

月日：平成22年６月10日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（15件）の審査について 

○第３回 

月日：平成22年６月29日 

議題：①動物実験施設の利用について 

②自己点検および相互検証について 

○第４回 

月日：平成22年７月１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５回 

月日：平成22年８月２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６回 

月日：平成22年９月24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７回 

月日：平成22年10月27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８回 

月日：平成22年11月19日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（11件）の審査について 

②電子申請・審査システム利用申請書（様式）について 
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○第９回 

月日：平成22年12月20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23年１月21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11回 

月日：平成23年２月９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12回 

月日：平成23年２月22日 

議題：①動物実験関係様式の改正について 

②動物実験計画の電子申請に伴う審査について 

③遺伝子改変マウスの胚・精子凍結について 

④動物実験に関する自己点検・評価について 

⑤動物実験施設の実態調査について 

⑥動物実験施設における感染事故について 

○第13回 

月日：平成23年３月９日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書（４件）の審査について 

②動物実験室設置承認申請等（３件）について 

⑶ 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会 

◎平成22年度 

○第１回 

月日：平成22年４月28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22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（18件）の審査について 

○第３回 

月日：平成22年７月23日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（16件）の審査について 

②遺伝子組換え動物の調査について 

③継続申請に係る措置について 

○第４回 

月日：平成22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（８件）の審査について 

②遺伝子組換え動物の調査等について 
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○第５回 

月日：平成22年９月24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 

②遺伝子組換え実験事故発生時の連絡系統について 

○第６回 

月日：平成22年11月５日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（９件）の審査について 

②遺伝子組換え実験事故発生時の連絡系統について 

○第７回 

月日：平成22年12月17日 

議題：①第二種使用等拡散防止措置確認申請書（９件）の審査について 

○第８回 

月日：平成23年２月９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 

②平成23年度遺伝子組換え実験教育訓練の日程について 

○第９回 

月日：平成23年３月16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 

②遺伝子組換え実験電子申請・審査システムによる審査について 

⑷ 杉谷キャンパス放射線管理委員会 

◎平成22年度 

○第１回 

月日：平成22年４月12日～16日（持ち回り） 

議題：①表示付き認証機器の使用の届出および管理について 

○第２回 

月日：平成22年６月11日 

議題：①平成22年度教育および訓練計画案について 

②放射線障害予防規程改正案について 

○第３回 

月日：平成22年10月１日～６日（持ち回り） 

議題：①放射性物質に関する一斉点検に係る点検結果報告書（最終）について 

○第４回 

月日：平成23年１月６日～11日（持ち回り） 

議題：①放射性同位元素の使用に関する変更承認申請について 

○第５回 

月日：平成23年３月１日 

議題：①教育および訓練の講師依頼について 

②教育および訓練の開催形態等について 
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⑸ 生命科学先端研究センター月例検討会 

◎平成22年度 

○第１回 

月日：平成22年４月１日 

内容：①各施設の業務報告について 

②施設運営費の決算および予算案について 

③SPP事業の申請について 

○第２回 

月日：平成22年５月10日 

内容：①各施設の業務報告について 

②施設整備に係る部局長等打合せについて 

○第３回 

月日：平成22年６月７日 

内容：①各施設の業務報告について 

②平成23年度施設整備概算要求について 

○第４回 

月日：平成22年７月５日 

内容：①各施設の業務報告について 

②今後のSPP事業の申請について 

○第５回 

月日：平成22年９月６日 

内容：①各施設の業務報告について 

②地域貢献事業について 

○第６回 

月日：平成22年10月４日 

内容：①各施設の業務報告について 

②教育研究支援施設の英語名について 

○第７回 

月日：平成22年11月８日 

内容：①各施設の業務報告について 

②受託分析試験等要項案について 

③物品管理の点検について 

○第８回 

月日：平成22年12月13日 

内容：①各施設の業務報告について 

○第９回 

月日：平成23年１月６日 

内容：①各施設の業務報告について 

②センター運営費の配分・執行状況について 
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○第10回 

月日：平成23年２月７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係る導入・更新プランについて 

③遺伝子実験施設実験室等の不動産貸付について 

○第11回 

月日：平成23年３月３日 

内容：①各施設の業務報告について 

②平成23年度版大学概要について 

  


