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Ⅲ 運営状況 

３.１ 運営費会計報告 

◎平成26年度 

○収入   （単位：円） 

事    項 予 算 額 決 算 額 差   異 

支援基盤経費 13,101,000 13,101,000 0 

教育研究設備維持運営費 31,965,000 31,965,000 0 

非常勤職員人件費 13,797,061 13,797,061 0 

産学等連携経費 520,000 511,160 8,840 

受益者負担 59,176,850 62,096,001 △2,919,151 

国立大学法人設備整備費補助金 98,000,000 98,000,000 0 

収入合計（Ａ） 216,589,911 219,500,222 △2,910,311 

 

○支出   （単位：円） 

事    項 予 算 額 決 算 額 差   異 

動物実験施設運営費 34,063,000 34,029,978 33,022 

分子・構造解析施設運営費 13,974,000 13,971,765 2,235 

遺伝子実験施設運営費 11,706,000 11,703,399 2,601 

アイソトープ実験施設運営費 8,910,000 8,915,788 △5,788 

非常勤職員経費 13,797,061 13,797,061 0 

IC登録証発行費 128,000 231,660 △103,660 

設備費 17,400,000 21,712,380 △4,312,380 

返済金 1,837,500 0 1,837,500 

光熱水費拠出 0 11,164,185 △11,164,185 

国立大学法人設備整備費補助金 98,000,000 98,000,000 0 

共通経費 12,745,350 1,944,006 10,800,344 

教育研究設備維持運営費振替 4,030,000 4,030,000 0 

支出合計（Ｂ） 216,589,911 219,500,222 △2,910,311 

収支差額（Ａ）－（Ｂ） 0 0  

※△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26年度 

○第１回 

月日：平成25年５月21日 

議題：①平成25年度センター運営費決算案について 

②平成26年度センター運営費予算案について 

③規則等の一部改正について 

④教員候補者の公募について 

○第２回 

月日：平成26年６月20日 

議題：①教員候補者の公募について 

②教員の再任について 

○第３回 

月日：平成26年９月25日～10月１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 

②平成26年度機器利用料金の追加について 

○第４回 

月日：平成26年10月29日 

議題：①規則等の一部改正について 

②平成26年度計画実施状況及び平成27年度計画について 

③平成26年度機器利用料金の追加について 

④教員の再任について 

⑤実験者に対する罰則等の検討について 

○第５回 

月日：平成26年12月19日 

議題：①教員の再任について 

②教員候補者の推薦について 

③教員候補者の公募について 

④センター長候補者適任者の推薦について 

○第６回 

月日：平成27年２月25日 

議題：①センター長候補者の選考について 

②平成26年度センター運営費について 

③タンパク質立体構造解析システムの管理運営について 

④平成27年度センター利用研究員の受入について 

⑤平成27年度計画案及び平成26年度計画実施状況報告等について 

  



－57－ 

○第７回 

月日：平成27年３月23日～26日（メール会議） 

議題：①施設長候補者の推薦について 

②平成27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26年度 

○第１回 

月日：平成26年12月10日 

議題：①遺伝子組換え生物等の管理区域の設定について 

②水生動物の取扱いについて 

③施設内における重大な違反行為への対応について 

○第２回 

月日：平成27年３月23日～27日（メール会議） 

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27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 

⑶ 動物実験委員会 

◎平成26年度 

○第１回 

月日：平成26年４月４日～10日（持ち回り） 

議題：①動物実験計画書の継続申請の留意事項等について 

②実験室設置承認申請について 

③研究機関等における動物実験に係る体制整備の状況に関する調査について 

○第２回 

月日：平成26年５月16日～22日（持ち回り） 

議題：①平成26年度動物実験に関する教育訓練について 

②実験室設置承認申請について 

○第３回 

月日：平成26年６月10日～17日（持ち回り） 

議題：①平成25年度自己点検・評価の実施について 

②災害対策マニュアルについて 

○第４回 

月日：平成26年７月23日～29日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

②災害対策マニュアルについて 

○第５回 

月日：平成26年８月５日～８日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 
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○第６回 

月日：平成26年９月９日～12日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

○第７回 

月日：平成26年10月16日 

議題：①平成25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８回 

月日：平成26年11月18日～21日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

○第９回 

月日：平成26年12月１日～５日（持ち回り） 

議題：①動物実験の停止に関する申し合わせの作成について 

○第10回 

月日：平成26年12月10日～12日（持ち回り） 

議題：①飼養保管施設等設置承認申請について 

○第11回 

月日：平成26年12月17日～22日（持ち回り） 

議題：①動物実験の停止に関する申し合わせの作成について 

○第12回 

月日：平成27年１月15日～21日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

○第13回 

月日：平成27年２月12日～18日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

○第14回 

月日：平成27年３月３日～６日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

②齧歯類の胎児及び新生児の安楽死法について 

○第15回 

月日：平成27年３月13日～19日（持ち回り） 

議題：①実験室設置承認申請について 

②動物実験における安楽死胎児の匹数報告について 

⑷ 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会 

◎平成26年度 

○第１回 

月日：平成26年４月７日 

議題：①大臣確認申請に係る拡散防止措置の申請について 
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○第２回 

月日：平成26年５月２日～９日（メール会議） 

議題：①電子申請・審査システムの運用方法について 

○第３回 

月日：平成26年７月８日～15日（メール会議） 

議題：①遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会規則の一部改正について 

○第４回 

月日：平成26年７月25日～８月６日（メール会議） 

議題：①DVDによる遺伝子組換え生物等使用実験に関する教育訓練の受講について 

②大臣確認申請に係る拡散防止措置の申請について 

○第５回 

月日：平成26年11月13日 

議題：①遺伝子組換え実験の管理運用に関する対応策について 

②DVDによる遺伝子組換え生物等使用実験に関する教育訓練の受講について 

第６回 

月日：平成27年２月23日～27日 

議題：①外部委員の推薦について（メール会議） 

○第７回 

月日：平成27年３月23日～26日（メール会議） 

議題：①規則の一部改正について 

⑸ 杉谷キャンパス放射線管理委員会 

◎平成26年度 

○第１回 

月日：平成26年４月４日～11日（メール会議） 

議題：①平成26年度教育訓練計画について 

○第２回 

月日：平成26年６月10日～12日（持ち回り） 

議題：①教育訓練（再教育）の講師について 

②エックス線装置の設置計画書について 

○第３回 

月日：平成26年７月８日（持ち回り） 

議題：①生命科学先端研究センター放射線障害予防規程の一部改正について 

②杉谷キャンパスエックス線装置放射線障害防止管理規程の一部改正について 

○第４回 

月日：平成27年１月５日～９日（メール会議） 

議題：①平成27年度教育訓練（再教育）の講師について 
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⑹ 生命科学先端研究センター月例検討会 

◎平成26年度 

○第１回 

月日：平成26年４月４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 

・月例検討会の開催曜日・時間について 

○第２回 

月日：平成26年５月２日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・マイクロソフト製品に関する追加調査について 

・光熱水費について 

・月例検討会の開催曜日・時間について 

○第３回 

月日：平成26年６月13日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・事務組織の名称等の変更について 

・教員業績データベース公開項目の登録について 

○第４回 

月日：平成26年７月４日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・アドビ包括ライセンス契約について 

○第５回 

月日：平成26年９月５日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・遺伝子組換え動物について 

○第６回 

月日：平成26年10月３日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第７回 

月日：平成26年11月７日 

内容：①各施設の業務報告等について 

○第８回 

月日：平成26年12月５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 

・監査調書について 

・第30回全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会総会について 

○第９回 

月日：平成27年１月９日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・平成26年度センター運営費について 

○第10回 

月日：平成27年２月６日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・IC登録証の取扱い等の案内について 

○第11回 

月日：平成27年３月６日 

内容：①各施設の業務報告等について 

②その他 

・研究推進機構（仮称）について 
・光熱水費等について 

  


