
平成２６年度私立大学等改革総合支援事業私立学校
施設整備費補助金採択校（案）の概要

概 要

【施設】
申請校数
（校）

補助希望額
（千円）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 8 287,192 8（100.0%） 262,945

タイプ２ 4 52,095 3（75.0%） 40,114

タイプ３ 1 19,494 1（100.0%） 17,848

タイプ４ 1 82,605 1（100.0%） 75,631

合計 14 441,386 13（92.9%） 396,538

※

【装置】
申請校数
（校）

補助希望額
（千円）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 14 147,814 12（85.7%） 112,879

タイプ２ 3 22,264 3（100.0%） 20,383

タイプ３ 3 74,354 3（100.0%） 68,076

タイプ４ 1 57,834 1（100.0%） 52,951

合計 21 302,266 20（83.3%） 254,289

【ICT】 申請校数
（校）

補助希望額
（千円）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 40 780,463 32（80.0%） 448,216

タイプ２ 3 22,740 2（66.7%） 17,188

タイプ３ 0 0 － －

タイプ４ 3 31,333 3（100.0%） 28,687

合計 46 834,536 37（78.7%） 494,091

【総計】
申請校数
（校）

補助希望額
（千円）

採択校数
（校・採択率）

交付内定額
（千円）

タイプ１ 51 1,215,469 42（82.4%） 824,040

タイプ２ 6 97,099 5（83.3%） 77,685

タイプ３ 3 93,848 3（100.0%） 85,924

タイプ４ 4 171,772 4（100.0%） 157,269

合計 64 1,578,188 54（84.4%） 1,144,918

【資料9】



＜タイプ１　「教育の質的転換」・・・８校＞

1 札幌学院大学 主体的・能動的な学びを活性化するための協同的な学びの空間づくり

2 青山学院大学 間島記念館2階

3 國學院大學 120周年記念1号館1206教室・1207教室和室化工事

4 二松学舎大学 二松学舎大学 ラーニング・コモンズ設置工事

5 福井工業大学 福井工業大学　大学1号館　4階・5階・6階

6 長浜バイオ大学 グリーンイノベーションハウス

7 神戸女子短期大学
ラポール重視の伝統を基盤とした「教育の質的転換を目指す学習支援空
間」の整備と展開

8 吉備国際大学 ラーニングコモンズ整備に伴う２号館１階の改修工事

＜タイプ２　「地域発展」・・・３校＞

1 姫路獨協大学 講義室・地域学習ラボ内装改修工事

2 北里大学
「海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センターF-4号館整備事業]地
域・大学共同運営ラボ（F4号館2階）

3 兵庫大学 兵庫大学メディカルシミュレーションセンター（17号館）

＜タイプ３　「産業界・他大学等との連携」・・・１校＞

1 慶應義塾大学 慶應義塾大学（信濃町）医学部総合医科学研究棟

＜タイプ４　「グローバル化」・・・１校＞

1 早稲田大学 ２２号館（早稲田大学インターナショナルセンター）

番号 学校名 事業名等

事業名等

平成26年度私立大学等改革総合支援事業
私立学校施設整備費補助金採択校（案）

［教育研究施設］

学校名番号

番号 学校名

事業名等

事業名等

番号 学校名
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＜タイプ１　「教育の質的転換」・・・１２校＞

番号 学校名 事業名等

1 札幌学院大学 学修行動データ収集システム

2 青山学院大学
自校史教育ラーニングコモンズのためのデジタルアーカイビングシステ
ム

3 帝京大学 SimMan3GコンプリートS5

4 東京薬科大学 IVIS LuminaⅢ　Imaging System 一式

5 東京薬科大学 核磁器共鳴装置一式

6 帝京平成大学 電子ジャーナル閲覧装置

7 福井工業大学 ガスクロマトグラフ質量分析装置

8 愛知工科大学 設計製図及び製作コンピュータ支援システム

9 長浜バイオ大学 グリーンイノベーションハウス(装置分)

10
奈良学園大学奈良文化
女子短期大学部

ＭＬ教室増設事業

11 畿央大学 筋機能解析装置

12 福岡歯科大学
ラーニングコモンズを中心とした学生のアクティブラーニングを推進する
環境整備

13 日本文理大学 工学部CAD教室用教育装置一式

＜タイプ２　「地域発展」・・・３校＞

番号 学校名 事業名等

1 北里大学 海水ろ過・調温装置

2 十文字学園女子大学 呼吸循環能力測定装置整備事業

3 鶴見大学
地域防災の充実に資する歯科診療情報の管理・運用システム拠点の整
備

＜タイプ３　「産業界・他大学等との連携」・・・３校＞

番号 学校名 事業名等

1 慶應義塾大学 産学連携バイオバンク用サーバー

2 鶴見大学 種々のヒト間葉系組織中Muse細胞分離機能解析システム

3 金沢工業大学 金属光造形複合加工機

＜タイプ４　「グローバル化」・・・１校＞

番号 学校名 事業名等

1 東洋大学 超高感度原子分解能元素イメージング分析システム

［教育研究装置］
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＜タイプ１　「教育の質的転換」・・・３２校＞

番号 学校名 事業名等

1 青森中央学院大学 経営法学部における出欠データを活用した教育の質的転換事業

2 東日本国際大学 災害に強い昌平黌LAN基盤整備事業

3 千葉工業大学 津田沼校地　5号館5階　サーバー室空調強化工事

4 亜細亜大学 コミュニティコモンズ利用PC及び学内LAN、無線LANシステム拡張

5 國學院大學 120周年記念1号館1206教室・1207教室和室化に伴う学修内容確認装置設置事業

6 順天堂大学 順天堂大学センチュリータワーＩＣＴ化教育基盤整備事業（第７期事業)

7 昭和女子大学 昭和女子大学　無線LAN新設事業

8 成蹊大学 教育の質的向上を促すためのICT基盤整備事業（大学8号館）

9 淑徳大学 アクティブラーニング推進のための無線ＬＡＮ環境整備

10 二松学舎大学 二松学舎大学 ラーニング・コモンズ内LAN敷設・プレゼンテーションルーム整備事業

11 星薬科大学 星薬科大学本館第２ホール教育支援システム整備事業

12 十文字学園女子大学 キャンパス内無線LAN整備事業

13 人間総合科学大学 基幹システム・ネットワーク整備：アクティブラーニングのための無線LAN等整備事業

14 貞静学園短期大学 学生の主体的学修意欲向上のための情報モニタリングシステム構築事業

15 神奈川歯科大学 無線LANシステム構築

16 立命館大学 立命館大学　大阪いばらきキャンパス　コモンズICTシステム整備事業

17 広島国際大学 学修環境改善のための教育基盤ネットワークの整備

18 追手門学院大学 アクティブラーニング推進のための学修支援システム構築

19 関西大学 総合図書館ラーニング・コモンズの設置事業

20 桃山学院大学 聖ヨハネ館の情報機器(音声映像機器)のデジタル化

21 関西福祉科学大学 平成26年度関西福祉科学大学ICT活用推進事業

22 関西女子短期大学 平成26年度関西女子短期大学ICT活用推進事業

23 大阪人間科学大学 ポートフォリオ・データの一元化管理による証明書発行システム

24 関西学院大学 関西学院大学　教育機器デジタル化による授業でのＬＭＳ活用推進工事

25 甲南女子大学 学生カルテの整備及び統合認証基盤の拡充

26 神戸女学院大学 モバイルデバイスを利用したアクティブラーニング環境整備

27 神戸松蔭女子学院大学 講義室におけるICT機器のデジタル化

28 神戸女子短期大学 ラポール重視の伝統を基盤とした「教育の質的転換を目指す学習支援空間」の整備と展開

29 関西国際大学 主体的な学びを促すための学内インフォーメーションシステムの充実

30 吉備国際大学 学内無線LAN整備事業

31 広島文教女子大学 アクティブラーニングのための講義収録・配信システムの構築

32 今治明徳短期大学 多種類端末対応アクティブラーニングシステム設置事業

［ICT活用推進事業］
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＜タイプ２　「地域発展」・・・２校＞

番号 学校名 事業名等

1 姫路獨協大学 講義室・地域学習ラボ関連ＩＣＴ整備

2 兵庫大学 兵庫大学メディカルシミュレーションセンター（17号館）ICT設備工事

＜タイプ４　「グローバル化」・・・３校＞

番号 学校名 事業名等

1 桜美林大学 学内無線LANシステム再構築事業

2 早稲田大学 ２２号館改修工事に伴う情報環境整備

3 関西国際大学
地域の国際化への拠点になるグローバルキャンパスを目指したＩＣＴ環境
整備
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