
平成２４年度国立大学法人等施設整備実施事業

＜補正予算（第１号）＞

平成２５年２月２６日

大臣官房文教施設企画部計画課

【事業内容の見方】 
 
 ○予算区分欄 
  ・ 単･･･････単年度事業 
  ・ 00-00････平成00年度から平成00年度までに国庫債務負担行為により実施する事業 
  ・【0-0】･･･0年間の国庫債務負担行為により実施する事業の0年目 
   （例） 
    24-25 
    【2-1】･･･平成24年度から平成25年度までに国庫債務負担行為により実施する事業の1年目 
 
 ○構造階欄 
   ・ R･････････RC造 （鉄筋コンクリート造） 
    ・ RS････････RS造 （建物の上部が鉄骨造、下部が鉄筋コンクリート造） 
    ・ SR････････SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造） 
    ・ S･････････S造  （鉄骨造） 
  ・ W･････････W造 （木造） 
  ・ B･････････B造 （組積造） 
   （例） 
     R4････････RC造 地上4階建て 新増改築工事 
    S6-1･･････S造 地上6階 地下1階建て 新増改築工事 
       R･････････RC造 改修工事 
  
 ○面積欄 
  ・（ ）書き：改修面積 
  ・（ ）なし：新増改築面積 
  ・〈 〉書き：国庫債務負担行為により実施する事業 

７５国立大学法人        ８９事業 
 ３大学共同利用機関法人     ３事業 
２３国立高等専門学校(1法人）   １事業 
             計  ９３事業 

※実施予定事業（平成25年1月15日公表時点）からの変更点：事業単位を，「老朽対策等基盤整備事業」， 
    「老朽対策等基盤整備事業（国債）」，「最先端研究基盤事業」に区分したため，事業数表記が異なる。 
 
※実施事業に関する建物配置図については，文部科学省ホームページ（2月28日以降掲載予定）， 
 情報公開・個人情報保護窓口及び文教施設企画部計画課において閲覧いただけます。 



改修 新増改築

㎡ ㎡

1 (9,367) 5,960

2 <(10,830)>

(4,330)

3 3,040

4 (4,730)

5 (1,410) 820

6 930

7 1,290

8 (3,880)

9 (2,910) 300

10 (34,980) 13,920

11 (2,330) 900

12 (2,340) 20

13 (3,976) 7,400

14 (10,110) 3,360

(札幌) ライフライン再生（暖房設備等）

(札幌) 総合研究棟改修Ⅱ（保健学系）

北海道大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,W,B,R4,R3-1,S1

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

(札幌) 農学部植物園・博物館

(札幌) 農学部（旧東北帝国大学農科大学）第二農場

(函館) 講義棟改修（水産学系）

(医病) 防災機能強化（水の確保・ＥＶ）

(札幌) 図書館

(札幌) 実習棟（農学系）

最先端研究基盤事業 単 R2

(札幌) 人獣共通感染症研究拠点施設

老朽対策等基盤整備事業（国債） 24-25
【2-1】

R

(函館) 総合研究棟改修（水産学系）

(水元) ライフライン再生（暖房設備等）

帯広畜産大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R1,R

室蘭工業大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(水元) 総合研究棟改修（機械航空創造系）

(医病) 防災機能強化（ＥＶ）

北見工業大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R5

(緑が丘東) 図書館

(稲田) 総合研究棟（獣医学系）

旭川医科大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3

(文京町) 図書館改修

岩手大学 老朽対策等基盤整備事業 単 S1,R

(公園町) 総合研究棟（工学系）

弘前大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,S

(川内) 総合研究棟（国際文科学系）

(上田) 学生支援センター改修

東北大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R5,R5,R4-1,R,R2

(上田) 総合研究棟改修Ⅱ（獣医学系）

(川内) 総合研究棟改修（国際文化系）

(青葉山) 総合研究棟改修Ⅱ（理学系）

(青葉山) 総合研究棟（環境科学系）

(川内) 学生支援センター

(片平) 総合研究棟改修（２１世紀情報通信研究開発センター）

(星陵) 総合研究棟改修（歯学系）

(片平) 実験研究棟改修（流体科学研究所）

(川内) 総合研究棟改修（文科系）

(青葉山) 総合研究棟（高性能情報処理基盤拠点）

(川内) 図書館改修

(手形) 総合研究棟改修（工学資源系）

(青葉山) 量子脳疾患・がん研究センター

秋田大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

最先端研究基盤事業 単 R,R3,R1

(富沢) 電子光理学共同研究拠点施設

(小白川) 総合研究棟改修（文学系）

(本道) ライフライン再生（実験排水設備）

(医病) 防災機能強化（ヘリポート）

(手形) ライフライン再生（給水設備等）

(本道) ライフライン再生（暖房設備等）

(飯田) がん研究センター

(米沢) 総合研究棟（グリーンマテリアル加工研究所）

(米沢) ライフライン再生（暖房設備等）

(飯田) ライフライン再生（給排水設備等）

山形大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,W,R3,R4,R5

(金谷川) 総合研究棟改修（経済経営学類）

(金谷川) ライフライン再生（暖房設備等）

(米沢) 旧米沢高等工業学校本館

福島大学 老朽対策等基盤整備事業 単 SR,R,R4
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改修 新増改築

㎡ ㎡

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

（福島大学）

15 (2,960)

16 (6,550)

17 6,000

18

19 (9,840)

20 (5,040)

21

22 (9,740) 720

23 (41,110)

24 (6,200)

25 (550) 1,030

26 (5,810)

27 (2,560)

28 9,540

29 (8,580)

30 (8,410) 200

(金谷川) 図書館

(下田) 実験研究棟改修（臨海実験センター）

(文京) ライフライン再生（排水設備等）

(中成沢) 総合研究棟改修（生命工学系）

茨城大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(中成沢) 総合研究棟改修（分子機能生命系）

(筑波) 基幹・環境整備（太陽光発電設備）

(筑波) 総合研究棟改修（全学共用）

(筑波) ライフライン再生（電気設備）

(筑波) ライフライン再生（給水設備）

筑波大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

筑波技術大学 老朽対策等基盤整備事業 単 -

(天久保他) ライフライン再生（給水設備）

最先端研究基盤事業 単 SR6

(筑波) 国際統合睡眠医学研究棟

(峰町) 講義棟改修

(陽東) 総合研究棟改修（電気電子工学系）

宇都宮大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(陽東) 総合研究棟改修（工学系）

(荒牧) 管理棟改修

(荒牧) 総合研究棟改修（教育学系）

群馬大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(昭和) 講義棟改修

埼玉大学 老朽対策等基盤整備事業 単 -

(大久保) ライフライン再生（空調設備等）

(荒牧) ライフライン再生（給水設備等）

(医病) 防災機能強化（水の確保・ＥＶ）

(亥鼻) 総合研究棟改修（看護系）

(亥鼻) 講堂改修

千葉大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,R2

(西千葉) 図書館改修Ⅱ

(本郷) ライフライン再生（防災設備）

(医病) 防災機能強化（水の確保）

東京大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(西千葉) ライフライン再生（防災設備等）

(松戸) 基幹・環境整備（豪雨対策）

(本郷) 総合研究棟改修（工学系）

(医病) 防災機能強化（ＥＶ）

(本郷) 総合研究棟改修（化学系）

(本郷) 総合研究棟改修（法文学系）

(本郷他) ライフライン再生（通信設備）

(柏) 基幹・環境整備（キャンパス環境）

(湯島) 動物実験施設改修

(医病) 防災機能強化（水の確保・ＥＶ・ヘリポート）

東京医科歯科大学 老朽対策等基盤整備事業 単 SR

(湯島) 総合研究棟改修（歯学系）

東京芸術大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(取手) ライフライン再生（給排水設備等）

東京農工大学 老朽対策等基盤整備事業 単 RS1,R,S

(小金井) 屋内運動場改修

(大岡山) 総合研究棟改修（電子物理工学系）

最先端研究基盤事業 単 S6-1,R3-1

(大岡山) 基幹・環境整備（太陽光発電設備）

(上野) 総合研究棟改修（美術系）

東京工業大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(品川) 図書館改修

(大岡山) 地球生命研究所研究棟

東京海洋大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(すずかけ台) 元素戦略研究拠点施設

お茶の水女子大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R2,S,R

(品川) 総合研究棟改修（海洋生物資源系）

(越中島) 明治丸
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改修 新増改築

㎡ ㎡

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

31 2,520

32 (2,130)

33 450

34 (5,250)

35 老朽対策等基盤整備事業（国債） R <(8,150)>

(3,260)

36 4,180

37 (5,670) 9,200

38 (5,840) 310

39 (3,920) 810

40 (8,260) 500

41 (8,030) 2,150

42 (820) 7,740

43 (6,420) 6,010

（お茶の水女子大学） (大塚他) ライフライン再生（排水設備等）

電気通信大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R2

(調布) 屋内運動場

(大塚(附幼)) 園舎改修

(大塚(附小)) 校舎改修

(国立) ライフライン再生（給水設備等）

(国立) ライフライン再生（空調設備）

(小平) 図書館改修

(調布) ライフライン再生（空調設備）

一橋大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(旭町) 総合研究棟改修Ⅱ（歯学系）

(鎌倉（附中）) 武道場

新潟大学 老朽対策等基盤整備事業 単 SR,R

横浜国立大学 老朽対策等基盤整備事業 単 S1

(常盤台) ライフライン再生（給水設備等）

(五十嵐) 総合研究棟改修（工学系）

長岡技術科学大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R6,R1

(旭町) ライフライン再生（暖房設備）

(五十嵐) 総合研究棟改修（災害・復興科学研究所）

24-25
【2-1】

(五福) 情報処理センター改修

(上富岡町) ライフライン再生（給水設備）

(上富岡町) ライフライン再生（エレベータ設備等）

(上富岡町) 実験研究棟(原子力システム安全工学）

(五福) ライフライン再生（ガス設備等）

(高岡) ライフライン再生（給水設備等）

(五福) 総合研究棟（工学系）

(杉谷) ライフライン再生（空調設備等)

富山大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,R4,R4,R2,R3,R5

(宝町) 総合研究棟改修（医学系）

(杉谷) 総合研究棟（医学薬学系）

(医病) 防災機能強化（水の確保・ヘリポート）

(五福) 学生支援センター改修

(杉谷) 図書館改修

(角間Ⅱ) 基幹・環境整備（自家発電設備）

(宝町) 学生支援センター改修

(小木) ライフライン再生（給水設備等）

(辰口) 実験研究棟改修（環日本海域環境研究センター）

金沢大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R2,R

(文京) ライフライン再生（給水設備）

(文京) 総合研究棟改修（工学系）

(八ツ島（附特）) 校舎改修

(医病) 防災機能強化（ＥＶ）

福井大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R2,R

(下河東) 講義棟改修（医学系）

(武田) 総合研究棟改修（教育学系）

(下河東) 総合研究棟（融合研究臨床応用推進センター）

(医病) 防災機能強化（ＥＶ・ヘリポート）

山梨大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R2,R

(上田) 総合研究棟改修（繊維学系）

(長野) 総合研究棟改修（情報工学系）

(松本) 総合研究棟改修（保健医学系）

(武田) 学生支援センター改修

信州大学 老朽対策等基盤整備事業 単 S3,R,S2,S2

(柳戸) 実験研究棟（工学系）

(柳戸) 図書館改修

(柳戸) ライフライン再生（排水設備等）

(長野（附特）) 校舎等

岐阜大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R4,R3,R

静岡大学 老朽対策等基盤整備事業 単 RS1,RS1,RS1,R3,R
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改修 新増改築

㎡ ㎡

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

44 (1,380)

45 (22,500) 2,140

46 6,400

47

48 (10,050)

49 (8,300) 1,250

50 1,940

51 (1,140) 640

52 (10,129) 590

53 <(1,720)>

(680)

54 7,080

(大谷) 総合研究棟改修（人文社会科学系）

(駿府町（附中）他) 武道場

（静岡大学） (城北) 図書館等

(東山(附中高)) 校舎改修

(半田) 講義棟改修

名古屋大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,S,R4,S1

(大谷) ライフライン再生（給水設備等）

浜松医科大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(東山) 管理棟改修

(東山) 実験研究棟改修（工学系）

(東郷) ライフライン再生（排水設備等）

(東山) 総合研究棟改修（農学系）

(東山) 総合研究棟改修（工学系）

(東山) ライフライン再生（中央監視設備）

最先端研究基盤事業 単 SR6

(東山) トランスフォーマティブ生命分子研究所

(東山) 図書館改修

(医病) 防災機能強化（ＥＶ）

豊橋技術科学大学 老朽対策等基盤整備事業 単 SR,R

(天伯) ライフライン再生（排水設備等）

愛知教育大学 老朽対策等基盤整備事業 単 -

(井ヶ谷) ライフライン再生（排水設備）

(上浜) 実験研究棟改修（化学系）

(天伯) 講義棟改修

三重大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,S,W,R2

(天伯) 総合研究棟改修（機械建設）

(天伯) 実験研究棟改修（電気情報）

(上浜) ＲＩ実験施設改修

(上浜) 学生支援センター改修

(上浜) ライフライン再生(排水設備）

(上浜他) 実験研究棟改修(生物資源学系)

(観音寺（附小）) 屋内運動場

(上浜) 実験研究棟改修（地域イノベーション学系)

(瀬田月輪) 講義棟改修

(石山) ライフライン再生（給水設備等）

(彦根) ライフライン再生（空調設備)

滋賀大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3

(彦根) 総合研究棟（文科系）

(医病) 防災機能強化（水の確保・ヘリポート）

京都大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,W,R2

(瀬田月輪) ライフライン再生（暖房設備等）

(瀬田月輪) 総合研究棟（医学系）

滋賀医科大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,R3

(吉田) ライフライン再生（給水設備等）

(宇治) ライフライン再生（排水設備等）

(吉田) 基幹・環境整備（自家発電設備）

(桂) 基幹・環境整備（自家発電設備）

(堅田) 流域災害研究センター（白浜海象観測所）

(吉田) ライフライン再生（電気設備）

(医病) 防災機能強化（ＥＶ）

(関田) 清風荘

(宇治) 総合研究棟改修（研究所本館）

(宇治) 基幹・環境整備（防災システム）

(長陽) 総合研究棟改修（火山研究センター）

(瀬戸) 実験研究棟改修（瀬戸臨海実験所）

最先端研究基盤事業 単 S5-2,R3

(吉田) 総合先端研究棟（iPS）基幹整備（給水センター・薬草園移設等）

老朽対策等基盤整備事業（国債） 24-25
【2-1】

R

(熊取) 総合研究棟改修（原子炉研究所）

(吉田) 総合先端基盤研究棟（iPS）
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改修 新増改築

㎡ ㎡

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

55 (5,080) 590

56 (7,830) 3,890

57 (5,891) 2,000

58 老朽対策等基盤整備事業（国債） R1-1,R <(14,730)> <780>

(5,880) 310

59 (2,680) 890

60 (8,400)

61 (8,180)

62 6,120

63 (1,180) 980

64 (4,870)

65 1,570

66 (6,650) 650

67 (6,150)

68 (6,160) 1,600

(大亀谷（附特）) 校舎改修（中高等部）

(筒井伊賀（附小）) 校舎改修

(藤森) 教育実践センター機構改修

京都教育大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,R2

(松ヶ崎) 総合研究棟（バイオ系）

(松ヶ崎) 総合研究棟改修（基盤科学系）

(松ヶ崎) 総合研究棟（キャリア開発リージョナルプラザ）

(井伊掃部（附中・幼）他) 基幹・環境整備（グラウンド等）

京都工芸繊維大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,R3,R3

(豊中他) ライフライン再生（ガス設備等）

(松ヶ崎) 総合研究棟改修（美術工芸系）

大阪大学 老朽対策等基盤整備事業 単 S2,R,W

(松ヶ崎) ライフライン再生（エレベータ設備等）

(松ヶ崎) 総合研究棟改修（設計工学系）

(吹田) 総合研究棟改修（薬学系）

(豊中他) ライフライン再生（給排水設備等）

(北浜) 緒方洪庵住宅

(吹田) 総合研究棟改修（社会経済研究所）

(吹田) 情報処理センター改修

24-25
【2-1】

(旭ヶ丘) ライフライン再生（空調設備）

(流町（附中高）) 校舎改修

(旭ヶ丘) ライフライン再生（橋脚耐震化等）

(豊中) 図書館改修

大阪教育大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3,R

(嬉野台) 屋内運動場改修

(嬉野台) 総合研究棟改修（体育学系）

兵庫教育大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,S

(嬉野台) 総合研究棟改修（芸術学系）

(六甲台) ライフライン再生（電気設備）

(六甲台) 総合研究棟改修（経済経営研究所）

神戸大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(六甲台) ライフライン再生（急傾斜地崩落対策）

最先端研究基盤事業 単 SR6

(六甲台) 先端膜工学研究拠点施設

(六甲台) 総合研究棟改修（経営学系）

(医病) 防災機能強化（ＥＶ）

(高畑) ライフライン再生（給水設備等）

奈良女子大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

奈良教育大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3,R

(高畑) 図書館改修

(栄谷) 図書館

(北魚屋) ライフライン再生（エレベータ設備）

(北魚屋) 総合研究棟改修（住環境学系）

(北魚屋) ライフライン再生（排水設備等）

(米子) 総合研究棟改修（臨床系）

(栄谷他) 基幹・環境整備（太陽光発電設備）

鳥取大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,SR,B,S2

和歌山大学 老朽対策等基盤整備事業 単 S4

(三浦) 総合研究棟改修（獣医学系）

(医病) 防災機能強化（浸水・水の確保・ＥＶ・ヘリポート）

(三浦) 管理棟改修

(米子) ライフライン再生（空調設備）

(塩冶) ＲＩ・動物実験施設改修

(塩冶) 基礎研究棟改修（医学系）

島根大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(川津) ライフライン再生（給水設備等）

(医病) 防災機能強化（浸水・水の確保）

岡山大学 老朽対策等基盤整備事業 単 RS1,R3,R
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改修 新増改築

㎡ ㎡

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

69 (9,540) 460

70 (1,950) 450

71 1,000

72 2,970

73 (11,760) 750

74 (3,650) 770

75 5,310

76 (6,800)

77 (3,740) 28,710

78 5,000

79 (2,370)

80 (9,320) 1,570

81 (4,390) 5,380

82 (2,300)

(鹿田) ライフライン再生（給水設備等）

(津島) 図書館改修

（岡山大学） (東山（附小）) 屋内運動場

広島大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,S,S1

(霞) 総合研究棟改修（臨床系Ａ）

(鹿田) 図書館改修

(医病) 防災機能強化（水の確保・ＥＶ）

(白石(附中)) 武道場

(東広島) ライフライン再生（電気設備等）

(東広島) 実験研究棟改修Ⅱ（工学系）

(霞) ライフライン再生（ＲＩ設備等）

(東広島) 図書館

(吉田) 管理棟改修

(医病) 防災機能強化（浸水・水の確保・ＥＶ）

(小串) ライフライン再生（空調設備等）

(小串) ライフライン再生（動物実験空調設備）

山口大学 老朽対策等基盤整備事業 単 RS1,R

(幸町) 図書館改修

最先端研究基盤事業 単 R6

(南常三島) フロンティア研究センター

徳島大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3

(蔵本) 総合研究棟（医学系）

(三木町医学部) ＲＩ実験施設改修

愛媛大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,S3

(幸町) 基幹・環境整備（防火設備）

(三木町農学部) ＲＩ実験施設改修

香川大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3,R

(物部) 海洋コア総合研究センター

(城北) 総合研究棟改修(法文学系)

(重信) 図書館改修

(城北) 総合研究棟改修(理学系)

(医病) 防災機能強化（水の確保）

福岡教育大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(朝倉) ライフライン再生（電気設備）

(岡豊) 総合研究棟（医学系）

高知大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3,R4

(春日原他) ライフライン再生Ⅱ（電気設備等）

(西公園他) ライフライン再生（給水設備等）

九州大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R,R1,R5,R5,R9

(赤間) 図書館等改修

(医病) 防災機能強化（水の確保）

最先端研究基盤事業 単 R4

(伊都) 理学系実験施設等

(伊都) 国際村

(塩原) 総合研究棟改修(芸術工学系)

(伊都) 加速器施設等

(本庄町) 総合研究棟改修Ⅱ（文化教育系）

(戸畑) 総合研究棟改修（機械知能工学研究系）

佐賀大学 老朽対策等基盤整備事業 単 S1,R,W2

(伊都) カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所第２研究棟

九州工業大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

(坂本) 図書館改修

(鍋島) 講義・基礎実習棟改修

長崎大学 老朽対策等基盤整備事業 単 S2,R,R5,S1,R2

(鍋島) ライフライン再生（給水設備等）

(城内（附小）) 屋内運動場等

(黒髪南) ライフライン再生（給水設備等）

(文教町(附中)) 武道場

(多以良町) 総合研究棟（環東シナ海海洋環境資源研究センター）

(坂本) 総合研究棟改修（国際連携戦略本部・原爆後障害医療）

(坂本) 総合研究棟（熱帯医学・国際保健領域）

熊本大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R
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改修 新増改築

㎡ ㎡

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

（熊本大学）

83 2,050

84

85

86 (6,790)

87 3,910

88 2,110

89

90 2,670

91

92 3,730

93 (26,240) 2,570

(医病) 防災機能強化（浸水）

最先端研究基盤事業 単 R5

(本荘中) 基幹・環境整備（自家発電設備）

(黒髪) 総合研究棟改修（工学系）

(旦野原) ライフライン再生（電気設備等）

(医病) 防災機能強化（水の確保・ＥＶ）

(挾間) ライフライン再生（空調設備等）

(黒髪南) 国際革新技術研究拠点施設

大分大学 老朽対策等基盤整備事業 単 -

(郡元) 総合研究棟改修（電気電子工学系）

(木花) ライフライン再生（電気設備）

鹿児島大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R

宮崎大学 老朽対策等基盤整備事業 単 -

(清武) ライフライン再生（電気設備等）

(千原) ライフライン再生（エレベータ設備等）

(上原) ライフライン再生（エレベータ設備等）

(瀬底) 実験研究棟（熱帯生物圏研究センター）

(下荒田) 総合研究棟改修（水産学系）

琉球大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3,R6

(辰口) 実験研究棟（先端融合領域）

奈良先端科学技術大学院大学 老朽対策等基盤整備事業 単 -

(辰口) 図書館

(千原) 総合研究棟（島嶼防災研究センター）

北陸先端科学技術大学院大学 老朽対策等基盤整備事業 単 R3,R4

(万博記念公園（民博）) ライフライン再生（中央監視設備等）

(城内（歴博）) ライフライン再生（非常用自家発電設備）

(城内（歴博）) ライフライン再生（空調設備等）

(生駒) ライフライン再生（非常用自家発電設備)

人間文化研究機構 老朽対策等基盤整備事業 単 R2-1,R3

自然科学研究機構 老朽対策等基盤整備事業 単 -

(三鷹（天文台）) 基幹・環境整備（外構）

(城内（歴博）) 総合研究棟（融合連携）

(桂坂（日文研）) 共同研究棟（情報処理）

(谷田（遺伝研）) 総合研究棟（生命情報研究センター）

(谷田（遺伝研）) 基幹・環境整備（自家発電設備等）

情報・システム研究機構 老朽対策等基盤整備事業 単 R5,R3

(西千葉（情報研）) 基幹・環境整備（自家発電設備）

釧路工業高等専門学校 (大楽毛) 図書館改修

八戸工業高等専門学校 (上野平) 図書館改修

苫小牧工業高等専門学校 (錦岡) 校舎改修（管理棟）

(谷田（遺伝研）) 実験研究棟（動物飼育）

国立高等専門学校機構 老朽対策等基盤整備事業 単 R,S,R3,R2,R2,S2,R4

福島工業高等専門学校 (長尾) 学生寄宿舎改修

小山工業高等専門学校 (中久喜) 校舎改修（建築学系）

仙台高等専門学校 (愛島) 図書館改修

鶴岡工業高等専門学校 (沢田) 図書館改修

福井工業高等専門学校 (下司町) 地域連携テクノセンター改修

沼津工業高等専門学校 (大岡) ものづくりセンター改修

富山高等専門学校 (本郷) 図書館改修

福井工業高等専門学校 (下司町) 図書館改修

奈良工業高等専門学校 (矢田) ライフライン再生（排水設備）

松江工業高等専門学校 (直野) ライフライン再生（給水設備等）

鈴鹿工業高等専門学校 (白子町) 校舎改修（機械工学科系）

舞鶴工業高等専門学校 (白屋) 学生寄宿舎

香川高等専門学校 (勅使町) ライフライン再生（排水設備）

新居浜工業高等専門学校 (八雲) ライフライン再生（給水設備等）

津山工業高等専門学校 (沼) 学生寄宿舎改修

大島商船高等専門学校 (小松) 学生寄宿舎改修

久留米工業高等専門学校 (小森野) ものづくりセンター改修

佐世保工業高等専門学校 (沖新) 学生寄宿舎改修

大分工業高等専門学校 (明野) 学生支援センター改修

都城工業高等専門学校 (吉尾) 地域共同テクノセンター
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改修 新増改築

㎡ ㎡

法人名 事　業　名
予算
区分

構造
階

面積

（国立高等専門学校機構）

鹿児島工業高等専門学校 (国見) 校舎（都市環境デザイン工学系）

鹿児島工業高等専門学校 (国見) 学生寄宿舎改修

- 8 -


