
支出元会計区分：一般会計
支出元（目）名称：私立学校施設整備費補助金 平成30年3月31日現在

法人名 学校名 事業名等 区分
補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

1 旭川大学 旭川大学短期大学部 旭川大学短期大学部校舎耐震改修工
事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

2 東日本学園 北海道医療大学 薬学部棟バリアフリー駐車場整備工事 バリアフリー 平成30年3月1日
弘前学院大学校舎2号館耐震補強工事

耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日

弘前学院大学体育館耐震補強・非構造
部材耐震対策工事 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日

4 八戸工業大学 八戸工業大学 自然災害予測および防災技術のため
の並列演算装置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日

5 岩手医科大学 岩手医科大学 高分解能核磁気共鳴装置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日
6 いわき明星大学 いわき明星大学 6号館エレベーターのバリアフリー化工

事 バリアフリー 平成30年3月1日

構内通路改修工事 バリアフリー 平成30年3月1日
教室入口等のスライドドア化改修工事 バリアフリー 平成30年3月1日
経済学部１号館１１１教室特定天井改
修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

第2体育館外部建具改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日
9 埼玉医科大学 埼玉医科大学短期大学 埼玉医科大学短期大学エントランス･講

義室吊り天井落下防止及びガラス飛散
防止対策工事

耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

10 国際学院 国際学院埼玉短期大学 大宮キャンパス本館バリアフリー化事
業 バリアフリー 平成30年3月1日

11 山村学園 山村学園短期大学 教育棟南・東外壁タイル浮き工事 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日
12 東京キリスト教学園 東京基督教大学 通学路段差解消・寮手すり設置工事 バリアフリー 平成30年3月1日

清和大学短期大学部校舎耐震改築事
業 耐震改築 平成29年11月1日

清和大学短期大学部校舎耐震改築事
業 耐震改築 平成30年3月16日

14 千葉明徳学園 千葉明徳短期大学 千葉明徳短期大学　別館外壁南面・西
面爆裂改修工事 耐震改修（非構造） 平成29年12月15日

15 青山学院 青山学院大学 Ａ棟天井改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月16日
16 跡見学園 跡見学園女子大学 新座キャンパス体育館照明組込架台落

下対策工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

17 学習院 学習院大学 黎明会館耐震補強工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
ロータリーケージワッシャー ブランディング研究装置 平成30年2月16日
フロアローディング型　高圧蒸気滅菌装
置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日

フロアローディング型　高圧蒸気滅菌装
置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日

第一グラウンド避難場所指定によるトイ
レ設備強化工事 防災機能強化 平成30年3月1日

A3号館3階車いす使用者用トイレ改修
工事 バリアフリー 平成30年3月1日

医学部M1号館5階アスベスト対策工事
アスベスト 平成30年3月16日

国立音楽大学1号館耐震改築工事（第
一期工事、平成29年度分） 耐震改築 平成29年11月1日

国立音楽大学1号館耐震改築工事（第
二期工事、7号館新築工事） 耐震改築 平成30年3月16日

7

8

13

18

19

弘前学院 弘前学院大学

国際医療福祉大学 国際医療福祉大学

関東学園 関東学園大学

君津学園 清和大学短期大学部

北里研究所 北里大学

3

国立音楽大学 国立音楽大学

平成29年度　私立学校施設整備費補助金（大学・短大・高専分）交付決定一覧
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三田キャンパス東館６階グローバルリ
サーチラボ ブランディング研究施設 平成29年11月1日

三田キャンパス東館６階グローバルリ
サーチラボ多面・高精細ディスプレイシ
ステム

ブランディング研究装置 平成29年11月1日

慶應義塾大学（矢上）１２棟階段アスベ
スト除去工事 アスベスト 平成30年3月1日

21 工学院大学 工学院大学 新宿キャンパス特定天井耐震対策工事
耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

国士舘大学町田キャンパス第３体育館
アスベスト除去工事 アスベスト 平成29年11月1日

国士舘大学町田キャンパス第3体育館3
階アリーナ天井等アスベスト除去工事 アスベスト 平成30年3月1日

駒澤大学 第２研究館トイレ改修工事 バリアフリー 平成30年3月1日
駒澤大学 ４号館トイレ改修工事 バリアフリー 平成30年3月1日
駒澤大学 本館地下ボイラー改修工事
（アスベスト除去） アスベスト 平成30年3月1日

クラスタマシン (ゲノム情報解析用高性
能コンピュータ) ブランディング研究装置 平成30年2月16日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編
事業（仮称）新研究棟建設 耐震改築 平成30年3月16日

２０１７年度３号館西側階段等アスベス
ト撤去補修工事 アスベスト 平成29年12月15日

2017年度上智大学12号館ＢＣＰ対応改
修工事 防災機能強化 平成30年3月1日

26 専修大学 石巻専修大学 大型水槽一式（附帯工事を含む） ブランディング研究装置 平成29年11月1日
バッグ型屋外プランクトン培養装置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日
直立型屋外プランクトン培養装置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日

淑徳大学 東京キャンパス３号館特定天井撤去工
事（大学） 耐震改修（非構造） 平成29年12月15日

淑徳大学短期大学部 東京キャンパス３号館特定天井撤去工
事（短期大学部） 耐震改修（非構造） 平成29年12月15日

ゲート急開放式水流発生装置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日
還流発生装置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日

30 津田塾大学 津田塾大学 大学ホール煙突撤去他工事 アスベスト 平成29年11月1日
31 東京家政学院 東京家政学院大学 東京家政学院大学町田キャンパス3号

棟外壁剥落防止等改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

32 東京歯科大学 東京歯科大学 東京歯科大学千葉校舎体育館耐震補
強事業（大学） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

33 東京工芸大学 東京工芸大学 建築環境工学実験棟耐震診断・耐震補
強工事 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日

東邦大学薬学部ＮＫ館耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
医学メディアセンター改修工事にともな
うアスベスト除去工事 アスベスト 平成29年12月15日

35 二松学舎 二松学舎大学 柏キャンパス貯水槽耐震化工事 防災機能強化 平成30年3月1日
36 日本大学 日本大学 保健体育審議会練馬学生寮アスベスト

除去工事 アスベスト 平成29年12月15日

37 日本歯科大学 日本歯科大学 日本歯科大学本館地下２階廊下天井
材アスベスト撤去改修工事 アスベスト 平成29年11月1日

25

27

大乗淑徳学園28

29

34

20

22

23

24

中央大学

東邦大学 東邦大学

慶應義塾大学慶應義塾

国士舘 国士舘大学

駒澤大学駒澤大学

順天堂 順天堂大学

上智大学上智学院

創価大学 創価大学

中央大学
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法人名 学校名 事業名等 区分
補助金交付決定等に係る支出
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目白図書館耐震改築工事 耐震改築 平成29年11月1日
三泉寮セミナーハウス耐震補強工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
成瀬記念講堂耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
西生田大学体育館耐震補強工事 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日
成瀬記念講堂アスベスト含有建材撤去
工事事業 アスベスト 平成30年3月1日

西生田大学体育館アスベスト除去工事
事業 アスベスト 平成30年3月1日

目白図書館耐震改築工事(第二期) 耐震改築 平成30年3月16日
成瀬記念講堂耐震改修工事(第二期) 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月16日

39 根津育英会武蔵学園 武蔵大学 武蔵大学バリアフリー推進事業（8号館
1階事務室自動ドア化工事） バリアフリー 平成30年3月1日

アスベスト撤去工事 アスベスト 平成29年11月1日
講堂兼体育館非構造部材撤去工事 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日
明治学院大学　横浜校地体育館セミ
ナー室非構造部材耐震対策工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

明治大学菅平セミナーハウス　アスベス
ト対策工事 アスベスト 平成29年11月1日

タッカーホール講堂　非構造部材耐震
対策 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

メーザーライブラリー記念館新館　外壁
落下対策 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

立教大学新座キャンパス　5号館　外壁
落下対策 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

早稲田キャンパス大規模天井耐震改修
工事（Ⅲ期17号館） 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

早稲田キャンパス大規模天井耐震改修
工事（Ⅲ期 18号館） 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

早稲田キャンパス大規模天井耐震改修
工事（Ⅲ期 30号館） 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 8号館106室大規模天井
耐震改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 14号館201室大規模天
井耐震改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

83号館 伊豆川奈ｾﾐﾅｰﾊｳｽ ｱｽﾍﾞｽﾄ撤
去工事 アスベスト 平成30年3月1日

早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ周辺 緊急時一斉放送設
備整備工事 防災機能強化 平成30年3月1日

早稲田キャンパス 6号館バリアフリー改
修工事 バリアフリー 平成30年3月1日

44 自治医科大学 自治医科大学 ナノ粒子解析システム ブランディング研究装置 平成30年2月16日
ふじみ野キャンパス ミューズ天井落下
防止対策工事 耐震改修（非構造） 平成29年12月15日

本郷キャンパスB'sダイニング天井落下
防止対策工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

ふじみ野キャンパス東館西面外壁タイ
ル補修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

２２号館新築工事 耐震改築 平成29年12月15日
１４号館屋内プール天井落下防止対策
工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月16日

47 関東学院 関東学院大学 関東学院大学金沢八景キャンパスＳＣ
Ｃベンネットホール特定天井耐震改修
工事

耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

48 相模女子大学 相模女子大学 相模女子大学８号館出入口等バリアフ
リー化整備事業 バリアフリー 平成30年3月1日

49 フェリス女学院 フェリス女学院大学 フェリス女学院山手キャンパス2018年
度大学天井耐震改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月16日

38

40

41

日本女子大学 日本女子大学

三室戸学園 東邦音楽大学

明治学院 明治学院大学

42

43

45

46

早稲田大学 早稲田大学

文京学院大学文京学園

城西大学城西大学

立教学院 立教大学
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法人名 学校名 事業名等 区分
補助金交付決定等に係る支出
負担行為ないし意思決定の日

50 幾徳学園 神奈川工科大学 細胞活性検出・選別分収システム 戦略研究装置 平成29年11月1日
51 ソニー学園 湘北短期大学 1号館外部避難階段新設工事 防災機能強化 平成29年11月1日

和泉短期大学　防災井戸設置工事 防災機能強化 平成29年11月1日
和泉短期大学　食堂天井耐震補強工
事(非構造部材の耐震対策) 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

53 国際大学 国際大学 国際大学体育館バスケットゴール耐震
補強工事 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

54 新潟青陵学園 新潟青陵大学・新潟
青陵大学短期大学
部

大学短大棟改築Ⅱ期工事

耐震改築 平成29年11月1日

55 北陸大学 北陸大学 北陸大学バリアフリー改修工事 バリアフリー 平成30年3月1日

金沢学院大学 第１体育館耐震改修工事（大学） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

金沢学院短期大学 第１体育館耐震改修工事（短大） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
57 福井仁愛学園 仁愛女子短期大学 Ｆ館耐震改築工事（Ⅰ期） 耐震改築 平成30年3月1日

愛知学泉大学 屋内体育施設非構造部材落下防止事
業 耐震改修（非構造） 平成29年12月15日

愛知学泉大学
愛知学泉短期大学

旧3号館耐震改築工事
耐震改築 平成30年3月16日

59 梅村学園 中京大学 豊田キャンパスアイスアリーナサブリン
ク改修工事　天井耐震化工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月16日

60 名古屋電気学園 愛知工業大学 愛知工業大学　鉀徳館・7号館アスベス
ト除去工事 アスベスト 平成30年3月1日

至学館大学 1000号館第二体育館天井等耐震改修
工事(大学) 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

至学館大学短期大学部 1000号館第二体育館天井等耐震改修
工事(短大) 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

62 藤田学園 藤田保健衛生大学 メタボロミクスシステム ブランディング研究装置 平成30年2月16日
光デバイス結晶作製装置 ブランディング研究装置 平成29年11月1日
AFM-ラマン装置 ブランディング研究装置 平成30年2月16日

愛知みずほ大学 愛知みずほ大学瑞穂高等学校西体育
館及び愛知みずほ大学・短期大学部２
号館改修工事（大学）

アスベスト 平成29年11月1日

愛知みずほ大学短
期大学部

愛知みずほ大学瑞穂高等学校西体育
館及び愛知みずほ大学・短期大学部２
号館改修工事（短大）

アスベスト 平成29年11月1日

食物アレルギー教育研究トレーニング
ルーム ブランディング研究施設 平成29年11月1日

アレルギー対応食調理方法開発の収
録及び編集システム ブランディング研究装置 平成29年11月1日

修文大学 修文大学8号館耐震改修工事(大学分） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

修文大学短期大学部 修文大学8号館耐震改修工事(短期大
学部分） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

67 純美禮学園 滋賀短期大学 正面玄関通路バリアフリー化工事 バリアフリー 平成30年3月1日
第2体育館耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
図書館　点字等　バリアフリー工事 バリアフリー 平成30年3月1日
徳照館階段等天井アスベスト除去工事 アスベスト 平成29年11月1日
松蔭寮耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
明徳館M21非構造部材等耐震改修工
事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

育真館西側アリーナ非構造部材等耐震
改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

扶桑館昇降機棟建設工事 バリアフリー 平成30年3月1日
図書館昇降機設置工事 バリアフリー 平成30年3月1日
明徳館昇降機設置工事 バリアフリー 平成30年3月1日
神学館昇降機設置工事 バリアフリー 平成30年3月1日

69

63

52

56

58

61

64

68

65

66 修文学院

名城大学

足立学園 愛知文教女子短期大学

安城学園

至学館

名城大学

瀬木学園

京都産業大学 京都産業大学

同志社大学同志社

和泉短期大学 和泉短期大学

金沢学院大学
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立命館大学BKCエポック立命21　４１７
号バリアフリー化工事 バリアフリー 平成30年3月1日

立命館大学衣笠キャンパス　ランゲー
ジセンター改修によるBBP整備工事 バリアフリー 平成30年3月1日

立命館アジア太平洋大学 立命館アジア太平洋大学バリアフリー
化事業 バリアフリー 平成30年3月1日

深草キャンパス12号館（体育館）安全対
策工事（大学） アスベスト 平成29年11月1日

犯罪学リテラシー研究支援システム一
式 ブランディング研究装置 平成29年11月1日

龍谷大学短期大学部 深草キャンパス12号館（体育館）安全対
策工事（短期大学部） アスベスト 平成29年11月1日

72 平安女学院 平安女学院大学 室町館耐震補強事業 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月16日
広島国際大学呉キャンパス教育会館
（仮称）新築工事 耐震改築 平成30年3月16日

広島国際大学呉キャンパス クラブハウ
ス新築等工事 耐震改築 平成30年3月16日

74 大手前学園 大手前大学 大手前大学さくら夙川キャンパスH29バ
リアフリー化工事 バリアフリー 平成30年3月1日

東アジア文化研究オープンプラット
フォームシステム ブランディング研究装置 平成30年2月16日

関西大学キャンパス・バリアフリー化工
事（凜風館階段、イノベーション創生セ
ンター階段、法文研究室１号棟階段）

バリアフリー 平成30年3月1日

東大阪キャンパス22号館D棟耐震改修
工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

北海道バイオコークス研究所 ブランディング研究施設 平成29年11月1日
精密万能試験機 ブランディング研究装置 平成29年11月1日
東大阪キャンパス改築工事 耐震改築 平成30年3月1日
３１号館２階～８階講義室入口建具改
修工事 バリアフリー 平成30年3月1日

聖救主礼拝堂（チャペル）特定天井耐
震対策工事 耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

聖バルナバ館特定天井耐震対策工事 耐震改修（非構造） 平成29年12月15日
78 玉手山学園 関西女子短期大学 短大２号館他耐震改築事業 耐震改築 平成30年3月1日

千里金蘭大学　４・５・７号館　耐震補強
工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

千里金蘭大学　５号館　外壁アスベスト
除去工事 アスベスト 平成30年3月1日

80 関西学院 関西学院大学 関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス
学生会館旧館２階ホール天井耐震補強
工事

耐震改修（非構造） 平成29年11月1日

81 神戸女学院 神戸女学院大学 神戸女学院講堂・総務館耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日
82 神戸学院 神戸学院大学 神戸学院大学有瀬キャンパス図書館ア

スベスト対策工事 アスベスト 平成30年3月1日

学院記念館　耐震補強工事（大学） 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日
高架水槽・受水槽　地震発生時漏水対
策工事（大学） 防災機能強化 平成30年3月1日

東館1階・2階　出入口自動扉更新工事
（大学） バリアフリー 平成30年3月1日

学院記念館　耐震補強工事(短期大学
部） 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日

高架水槽・受水槽　地震発生時漏水対
策工事（短期大学部） 防災機能強化 平成30年3月1日

東館1階・2階　出入口自動扉更新工事
（短期大学部） バリアフリー 平成30年3月1日

70

71

73

75

76

77

79

83

常翔学園 広島国際大学

関西大学関西大学

近畿大学近畿大学

桃山学院大学桃山学院

金蘭会学園 千里金蘭大学

武庫川学院 武庫川女子大学

武庫川女子大学短
期大学部

立命館 立命館大学

龍谷大学 龍谷大学
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神戸山手大学 神戸山手大学・短期大学１号館（本館・
西館）耐震補強事業(大学) 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

神戸山手短期大学 神戸山手大学・短期大学１号館（本館・
西館）耐震補強事業(短大) 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

85 関西看護医療大学 関西看護医療大学 セラピー活用支援モデル ブランディング研究施設 平成29年11月1日

産業技術短期大学 2号館耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

産業技術短期大学 4号館耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
87 日ノ本学園 姫路日ノ本短期大学 短期大学教室棟耐震改築工事 耐震改築 平成30年3月16日

恐竜学博物館（研究実験兼展示施設） ブランディング研究施設 平成29年11月1日
レーザーアブレーションICP質量分析シ
ステム ブランディング研究装置 平成29年11月1日

千葉科学大学 次世代型陸上養殖施設 ブランディング研究施設 平成29年11月1日

川崎医科大学 川崎医科大学総合体育館耐震改修事
業 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日

川崎医療短期大学 川崎医療短期大学学生寮耐震改築事
業　第Ⅰ期工事 耐震改築 平成30年3月1日

90 鶴学園 広島工業大学 広島工業大学　新4号館耐震改修工事
耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

91 広島女学院 広島女学院大学 広島女学院大学ランバスホール講堂天
井改修工事 耐震改修（非構造） 平成29年12月15日

92 広島国際学院 広島国際学院大学 広島国際学院大学６号館耐震補強 耐震改修（改築を除く） 平成29年12月15日

比治山大学 比治山大学1号館校舎耐震補強工事
（大学） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

比治山大学短期大学部 比治山大学1号館校舎耐震補強工事
（短大） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

94 広島文化学園 広島文化学園大学 広島文化学園大学阿賀キャンパス３号
館大講義室耐震化改修工事 耐震改修（非構造） 平成30年3月1日

95 梅光学院 梅光学院大学 東館建替工事 耐震改築 平成30年3月1日
96 徳山教育財団 徳山大学 徳山大学８号館校舎耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
97 高水学園 岩国短期大学 岩国短期大学1号館耐震補強等事業 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

高松大学 体育館及び附属図書館身障用スロープ
取設工事（大学） バリアフリー 平成30年3月1日

高松短期大学 体育館及び附属図書館身障用スロープ
取設工事（短大） バリアフリー 平成30年3月1日

99 松山東雲学園 松山東雲女子大学
松山東雲短期大学

A館・C館・便所棟・旧B館改築Ⅰ期工事
( A館・便所棟・旧B館解体工事・インフ
ラ整備工事)

耐震改築 平成30年3月1日

100 久留米大学 久留米大学 久留米大学御井学舎６００号館耐震補
強工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

101 福岡大学 福岡大学 福岡大学5号館別館耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日
102 福岡工業大学 福岡工業大学 身体障害者に優しい車いす対応自動ド

ア化改造工事 バリアフリー 平成30年3月1日

103 福原学園 九州共立大学 九州共立大学　第二体育館耐震補強
工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

西南女学院大学１号館１１Ａ室及び１２
３教室アスベスト除去工事（大学） アスベスト 平成29年11月1日

西南女学院大学第一体育館耐震補強
改修工事（大学） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

西南女学院大学１号館１１Ａ室及び１２
３教室アスベスト除去工事（短期大学
部）

アスベスト 平成29年11月1日

西南女学院大学第一体育館耐震補強
改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

84

86

88

89

93

98

鉄鋼学園

岡山理科大学加計学園

川崎学園

比治山学園

四国高松学園

西南女学院大学

西南女学院大学短
期大学部

104 西南女学院

神戸山手学園
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非常放送設備工事 防災機能強化 平成29年11月1日
熊本学園大学2号館ピアノ練習棟耐震
補強工事 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日

熊本学園大学大江第二寮耐震補強工
事 耐震改修（改築を除く） 平成30年3月1日

尚絅大学 武蔵ヶ丘キャンパス管理棟階段室アス
ベスト除去工事(大学） アスベスト 平成29年12月15日

尚絅大学短期大学部 武蔵ヶ丘キャンパス管理棟階段室アス
ベスト除去工事(短期大学部） アスベスト 平成29年12月15日

107 別府大学 別府大学 別府大学学生寮耐震改築事業に伴う
既存学生寮解体事業 耐震改築 平成30年3月1日

108 溝部学園 別府溝部学園短期大学 35周年記念館耐震改修工事 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

宮崎国際大学 宮崎国際大学・宮崎学園短期大学体育
館アスベスト除去工事（大学） アスベスト 平成29年11月1日

宮崎国際大学・宮崎学園短期大学体育
館アスベスト除去工事（短大） アスベスト 平成29年11月1日

宮崎国際大学・宮崎学園短期大学体育
館耐震補強工事（短大） 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

校舎１号館耐震改築事業 耐震改築 平成29年11月1日
校舎2号館耐震改修事業 耐震改修（改築を除く） 平成29年11月1日

105

109

110

熊本学園大学熊本学園

106 尚絅学園

宮崎学園

宮崎学園短期大学

鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子短
期大学
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