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Ⅲ 運営状況 

３.１ 運営費会計報告 

◎平成24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） 19,339,200 19,339,200 0 

支援基盤経費（研究基盤支援促進経費） 6,061,800 6,061,800 0 

教育研究設備維持運営費 25,352,000 25,352,000 0 

産学等連携経費 526,000 593,106 △67,106 

受益者負担 49,604,344 52,053,099 △2,448,755 

借入金 0 1,837,500 △1,837,500 

収入合計（Ａ） 100,883,344 105,236,705 △4,353,361 

 

○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 15,736,000 16,741,323 △1,005,323 

飼育管理維持費 7,057,000 6,912,130 144,870 

動物飼料・床敷経費 9,200,000 9,483,417 △283,417 

廃棄物処理費 2,694,552 2,694,552 0 

機器維持修理費 13,827,000 14,404,541 △577,541 

液体窒素購入費 2,468,000 2,079,709 388,291 

フィルター交換費 3,038,000 1,864,800 1,173,200 

非常勤職員経費 12,127,000 12,127,000 0 

動物実験施設改修工事に係る経費 27,000,000 32,513,600 △5,513,600 

放射線管理総合システム更新経費 0 1,837,500 △1,837,500 

予備費 4,308,592 854,615 3,453,977 

支出合計（Ｂ） 100,883,344 104,940,387 △4,057,043 

収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 296,318 △296,318 

※△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24年度 

○第１回 

月日：平成24年４月20日～27日（持ち回り） 

議題：①動物実験施設改修工事平面計画図案について 

○第２回 

月日：平成24年５月28日 

議題：①動物実験施設改修工事について 

②動物実験施設専門委員会要項の制定について 

③平成23年度センター運営費決算案について 

④平成24年度センター運営費当初予算案について 

⑤設備整備マスタープランについて 

⑥平成24年度センター利用研究員の受入について 

○第３回 

月日：平成24年６月29日 

議題：①動物実験施設改修工事平面計画図案について 

②動物実験施設改修工事等に関連する必要予算について 

③動物実験施設専門委員会要項の制定について 

④平成24年度センター運営費当初予算修正案について 

○第４回 

月日：平成24年７月12日 

議題：①動物実験施設Ⅰ期棟１階会議室について 

○第５回 

月日：平成24年10月26日 

議題：①動物実験施設改修工事等に関連する予算について 

②仕様策定委員等の選出について 

③地域連携推進機構運営員会委員の推薦について 

○第６回 

月日：平成24年11月21日 

議題：①平成24年度計画実施状況及び平成25年度計画について 

②ミッションの再定義に係る資料について 

③生命科学先端研究センター長選考規則の改正について 

○第７回 

月日：平成24年12月７日～12日（持ち回り） 

議題：①ミッションの再定義に係る資料の提出について 

②平成24年度センター利用研究員の受入について 
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○第８回 

月日：平成25年１月18日 

議題：①生命科学先端研究センター長選考規則の改正について 

②生命科学先端研究センター規則の改正について 

③生命科学先端研究センター運営委員会規則の改正について 

④生命科学先端研究センター登録証ICカード取扱要項の制定について 

⑤センター運営費について 

⑥仕様策定委員等の選出について 

○第９回 

月日：平成25年２月22日 

議題：①生命科学先端研究センター長選考規則の改正について 

②生命科学先端研究センター規則の改正について 

③改正労働契約法の施行に伴う規則改正等の検討について 

④部局版平成25年度計画について 

⑤平成25年度センター利用研究員の受入について 

⑥センター運営費について 

⑦設備整備マスタープランについて 

⑧センター登録証の券面デザインについて 

○第10回 

月日：平成25年２月28日～３月６日（持ち回り） 

議題：①生命科学先端研究センター運営委員会規則の改正について 

○第11回 

月日：平成25年３月13日 

議題：①生命科学先端研究センター運営委員会規則の改正について 

○第12回 

月日：平成25年３月15日 

議題：①設備整備マスタープランについて 

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 

④改正労働契約法への対応について 

⑵ 生命科学先端研究センター運営委員会動物実験施設専門委員会 

◎平成24年度 

○第１回 

月日：平成24年11月26日 

議題：①実験衣等使用料及び機器使用料の負担方法について 

②購入物品について 

③施設の運用開始時期等について 
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○第２回 

月日：平成24年11月26日 

議題：①施設の動線について 

②飼育装置等の設置場所について 

○第３回 

月日：平成25年２月６日 

議題：①実験室・飼育室等の室名について 

②無影灯の設置場所について 

⑶ 動物実験委員会 

◎平成24年度 

○第１回 

月日：平成24年５月１日 

議題：①平成23年度自己点検・評価の実施及び今後の予定について 

②動物を対象とした感染実験に関するガイドラインの見直しについて 

③動物実験施設における飼養保管施設及び実験室の一括承認について 

④飼養保管施設設置承認申請等について 

⑤実験動物使用数等報告書等について 

⑥サル逸走時の緊急対応マニュアル及び緊急連絡網について 

⑦平成24年度動物実験教育訓練について 

⑧その他 

・動物実験計画（変更・追加）申請の審査について 

・動物実験計画の継続申請について 

・動物実験責任者及び実施者のメールアドレスについて 

・動物実験計画の使用匹数の記入方法等について 

○第２回 

月日：平成24年６月25日～７月３日（持ち回り） 

議題：①飼養保管施設設置承認申請等について 

②動物実験・遺伝子組換え実験計画書電子申請・審査システム利用申請書について 

○第３回 

月日：平成24年７月31日 

議題：①平成23年度自己点検・評価報告書について 

②情報公開について 

③動物実験計画（追加・変更）承認申請の審査について 

④動物実験室設置承認申請について 

⑤年間飼育頭数報告書の一部変更について 

⑥飼養保管施設のモニタリングについて 

⑦動物実験における繁殖の取扱いについて 

⑧動物実験計画の継続申請について 
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○第４回 

月日：平成24年８月24日～31日（持ち回り） 

議題：①飼養保管施設設置承認申請等について 

○第５回 

月日：平成24年９月25日 

議題：①外部委員の推薦について 

②実験動物の取扱いについて 

③感染性廃棄物の処理について 

④動物実験計画書の実験方法について 

○第６回 

月日：平成25年１月25日 

議題：①動物実験計画電子申請・審査システムの機能追加について 

②実験動物使用数等報告書の変更について 

③情報公開について 

④検証結果案に対する意見の申し立てについて 

⑤動物実験施設の飼養保管施設名及び実験室名の変更に伴う対応について 

⑥飼養保管施設設置承認申請について 

⑦終了した動物実験計画書の実験動物の飼育について 

⑷ 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会 

◎平成24年度 

○第１回 

月日：平成24年４月16日 

議題：①委員長及び副委員長の選出について 

○第２回 

月日：平成24年５月29日～６月１日（メール会議） 

議題：①遺伝子組換え実験教育訓練の実施について 

○第３回 

月日：平成24年８月１日 

議題：①遺伝子組換え実験計画電子申請・審査システムに係る審査について 

②社会人等を対象とした実習の取扱いについて 

③動物実験施設の改修に伴う実験計画書について 

○第４回 

月日：平成24年８月27日～31日（メール会議） 

議題：①平成24年度第３回遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会議事要録（案）の確認

について 

○第５回 

月日：平成24年12月28日 

議題：①確認申請の個別審査（拡散防止レベル）について 
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②確認申請審査の今後の進め方について 

③実験計画を申請する実験管理者について 

○第６回 

月日：平成25年２月５日 

議題：①今後の審査方法について 

②個別の審査案件について 

⑸ 杉谷キャンパス放射線管理委員会 

◎平成24年度 

○第１回 

月日：平成24年６月14日～25日（持ち回り） 

議題：①平成24年度教育訓練計画について 

○第２回 

月日：平成24年12月17日 

議題：①平成25年度教育訓練について 

②放射線障害予防規程等の改正について 

⑹ 生命科学先端研究センター月例検討会 

◎平成24年度 

○第１回 

月日：平成24年４月９日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・施設運営費等について 

・SPP事業について 

○第２回 

月日：平成24年５月７日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・動物実験施設専門委員会要項の制定について 

○第３回 

月日：平成24年６月４日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・マスタープランについて 

○第４回 

月日：平成24年７月２日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第５回 

月日：平成24年９月10日 
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内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・動物実験施設改修工事等に関連する必要予算について 

○第６回 

月日：平成24年10月１日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・動物実験施設改修工事等に関連する必要予算について 

○第７回 

月日：平成24年11月５日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第８回 

月日：平成24年12月５日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第９回 

月日：平成25年１月７日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・センター運営費について 

・センター登録証ICカード取扱要項について 

○第10回 

月日：平成25年２月４日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・センター登録証の券面デザインについて 

・学術セミナーについて 

○第11回 

月日：平成25年３月４日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・特別経費に係る所要額調について 

・センター登録証ICカードの発行等の申請手続きについて 
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３.３ 動物実験施設増築・改修工事報告 

⑴ 概要 

工   種 改  修 増  築 

構造・階数 RC-3 S-2 

建 築 面 積 608 m2 224 m2 

延 べ 面 積 1,810 m2 465 m2 

⑵ 平面図 
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