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Ⅲ 運営状況 

３.１ 運営費会計報告 

◎平成25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） 19,344,000 19,344,000 0 

支援基盤経費（研究基盤支援促進経費） 5,983,000 5,983,000 0 

教育研究設備維持運営費 25,023,000 25,023,000 0 

産学等連携経費 492,000 479,078 12,922 

受益者負担 48,842,000 54,001,751 △5,159,751 

建物新営設備費 6,957,000 6,957,000 0 

移設費 18,269,000 18,269,000 0 

教育研究設備耐震対策費 21,630,000 21,630,000 0 

設備マスタープラン対応経費 50,000,000 50,000,000 0 

国立大学法人設備整備費補助金 99,576,000 99,576,000 0 

収入合計（Ａ） 296,116,000 301,262,829 △5,146,829 

 

○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 16,108,000 19,540,585 △3,432,585 

飼育管理維持費 4,550,000 6,176,044 △1,626,044 

動物飼料・床敷経費 11,000,000 9,303,823 1,696,177 

廃棄物処理費 3,081,540 3,081,540 0 

機器維持修理費 14,056,000 17,593,739 △3,537,739 

液体窒素購入費 2,468,000 2,045,455 422,545 

フィルター交換費 2,356,000 1,222,200 1,133,800 

IC登録証発行費 1,244,000 1,026,314 217,686 

非常勤職員経費 12,226,000 12,226,000 0 

動物実験施設改修工事に係る経費 51,408,150 52,297,080 △888,930 

教育研究設備耐震対策費 21,630,000 21,630,000 0 

設備マスタープラン対応経費 50,000,000 49,948,500 51,500 

国立大学法人設備整備費補助金 99,576,000 99,540,000 36,000 

予備費 2,985,110 2,056,064 929,046 

支出合計（Ｂ） 296,116,000 301,114,544 △4,998,544 

収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 148,285 △148,285 

※△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25年度 

○第１回 

月日：平成25年４月８日 

議題：①副センター長候補者の推薦について 

②動物実験施設増築改修工事竣工式・記念講演会について 

○第２回 

月日：平成25年６月28日 

議題：①仕様策定委員会委員等の選出について 

②動物実験施設増築改修工事竣工式・記念講演会について 

③平成25年度利用料金案について 

○第３回 

月日：平成25年９月10日 

議題：①平成24年度センター運営費決算案について 

②平成25年度センター運営費予算案について 

③教員の人事について 

○第４回 

月日：平成25年11月25日～29日（持ち回り） 

議題：①平成25年度計画実施状況及び平成26年度計画について 

○第５回 

月日：平成26年１月17日 

議題：①仕様策定委員会委員等の選出について 

②平成25年度センター運営費について 

③平成27年度施設整備に係る概算要求事項について 

④労働契約法の特例措置の対応について 

○第６回 

月日：平成26年２月19日 

議題：①全学共用スペースの確保について 

②平成25年度計画実施状況報告の見直しについて 

③平成26年度センター利用研究員の受入について 

○第７回 

月日：平成26年３月19日～28日（持ち回り） 

議題：①平成26年度センター利用研究員の受入について 

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25年度 

○第１回 

月日：平成25年８月９日 
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議題：①平成25年度利用料金案について 

②平成25年度飼育室・実験室割振案について 

○第２回 

月日：平成25年９月18日 

議題：①輸入サルの飼育施設の指定申請について 

○第３回 

月日：平成26年３月28日 

議題：①レンタルスペース（会議室）の利用者の選定について 

②平成26年度飼育室・実験室割振案について 

③小動物室賃貸料による設備整備案について 

④感染発生時の今後の対応について 

⑶ 動物実験委員会 

◎平成25年度 

○第１回 

月日：平成25年４月３日～９日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

○第２回 

月日：平成25年４月23日～30日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

○第３回 

月日：平成25年５月９日～16日（持ち回り） 

議題：①平成25年度動物実験に関する教育訓練について 

○第４回 

月日：平成25年６月26日～７月３日（持ち回り） 

議題：①平成24年度自己点検・評価の実施及び今後の予定について 

②動物実験計画書の記載方法について 

③飼養保管施設設置承認申請等について 

④サルの管理について 

⑤教育訓練の振替について 

○第５回 

月日：平成25年７月25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６回 

月日：平成25年10月18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 

③動物実験計画書電子審査の分担について 

④平成24年度自己点検・評価報告書について 
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⑤情報公開について 

○第７回 

月日：平成25年10月31日～11月７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８回 

月日：平成25年11月22日～29日（持ち回り） 

議題：①平成24年度自己点検・評価報告書について 

②情報公開について 

○第９回 

月日：平成25年12月11日～19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10回 

月日：平成26年１月15日～22日（持ち回り） 

議題：①情報公開について 

②動物実験計画書承認通知書（案）について 

○第11回 

月日：平成26年３月14日～24日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書の継続申請について 

②動物実験計画書継続申請の留意事項等について 

③実験室設置承認申請について 

④動物実験計画書承認通知書（案）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25年度 

○第１回 

月日：平成25年７月２日 

議題：①審査方法の変更について 

②教育訓練の実施について 

○第２回 

月日：平成25年８月２日 

議題：①審査方法の変更に伴う添付書類等について 

○第３回 

月日：平成26年３月10日～17日（メール会議） 

議題：①第８号委員の推薦について 

⑸ 杉谷キャンパス放射線管理委員会 

◎平成25年度 

○第１回 

月日：平成25年４月11日 

議題：①委員長の選出について 
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②委員長代理の選出について 

③平成25年度教育及び訓練計画について 

○第２回 

月日：平成25年６月５日～10日（持ち回り） 

議題：①教育及び訓練（再教育）の講師について 

○第３回 

月日：平成25年12月18日～27日（持ち回り） 

議題：①平成26年度教育及び訓練（再教育）について 

⑹ 生命科学先端研究センター月例検討会 

◎平成25年度 

○第１回 

月日：平成25年４月５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 

・会計実施検査について 

○第２回 

月日：平成25年５月10日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・学外者のセンター利用について 

○第３回 

月日：平成25年６月14日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第４回 

月日：平成25年７月５日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第５回 

月日：平成25年９月６日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・WindowsXP対策が必要なパソコンについて 

・竣工式・記念講演会の実施計画について 

○第６回 

月日：平成25年10月11日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第７回 

月日：平成25年11月１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 

・耐震対策の日程について 

○第８回 

月日：平成25年12月６日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・防火・防災管理等について 

・技術職員の施設担当の変更について 

○第９回 

月日：平成26年１月10日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・要望事項について 

○第10回 

月日：平成26年２月14日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・耐震対策の実施について 

○第11回 

月日：平成26年３月７日 

内容：①各施設の業務報告等について 

  


