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北海道尚志
学園

41,987,000 北海道工業大学 3,078,000 バリアフリー 図書館・食堂バリアフリー化改修工事

26,071,000 研究装置 全自動X線分析システム

北海道薬科大学 12,838,000 バリアフリー
図書館・第１校舎バリアフリー化改修工
事

北海学園 184,823,000 北海学園大学 184,823,000 耐震 北海学園大学校舎２号館耐震改修工事

東日本学園 5,510,000 北海道医療大学 5,510,000 バリアフリー
空中歩廊に連結する階段昇降機設置事
業

八戸工業大
学

6,483,000 八戸工業大学 6,483,000 エコキャンパス 八戸工業大学エコキャンパス推進事業

東北学院 31,417,000 東北学院大学 21,420,000 アスベスト対策
東北学院大学多賀城キャンパス6号館ア
スベスト対策工事

9,997,000 耐震
東北学院大学土樋キャンパス大学院棟
耐震改修工事

東北薬科大
学

30,975,000 東北薬科大学 30,975,000 研究装置 トリプル四重極LC-MS/MSシステム

宮城学院 28,924,000
宮城学院女子大
学

26,279,000 エコキャンパス 省エネルギー工事

2,645,000 アスベスト対策 講義館１階アスベスト除去工事（２０１０）

東北芸術工
科大学

12,829,000
東北芸術工科大
学

12,829,000 ICT
東北芸術工科大学　平成22年度ＩＣＴ活
用推進事業

郡山開成学
園

17,445,000 郡山女子大学 4,447,000 エコキャンパス
エコキャンパス推進工事（第２期）（大学
分）

3,595,000 ICT
郡山女子大学・同短期大学部 学内ＬＡＮ
更新（大学分）

郡山女子大学短
期大学部

4,056,000 エコキャンパス
エコキャンパス推進工事（第２期）（短大
分）

5,347,000 ICT
郡山女子大学・同短期大学部 学内ＬＡＮ
更新（短大分）

白鴎大学 5,930,000 白鴎大学 5,930,000 耐震
白鴎大学マルベリーホール耐震補強工
事

国際医療福
祉大学

18,354,000
国際医療福祉大
学

18,354,000 教育装置 モーションキャプチャーシステム

高崎健康福
祉大学

23,625,000
高崎健康福祉大
学短期大学部

23,625,000 エコキャンパス ３号館太陽光発電システム等導入事業

高崎商科大
学

3,652,000 高崎商科大学 3,652,000 エコキャンパス 太陽光発電及び空調機器設置事業

埼玉医科大
学

265,790,000 埼玉医科大学 70,575,000 研究装置
マルチトランスミット機能搭載型3.0T超電
導磁気共鳴診断撮影（MRI）システム

78,497,000 研究装置
２管球同時曝射型X線CT装置による高
機能･高精度画像解析システム

116,718,000 研究装置 ３．０T超電導磁気共鳴診断システム

私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費
（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））

平成22年度交付実績一覧
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智香寺学園 6,801,000 埼玉工業大学 6,801,000 バリアフリー 埼玉工業大学バリアフリー推進事業

獨協学園 34,946,000 獨協医科大学 10,500,000 アスベスト対策
獨協医科大学アスベスト対策事業（大学
分）

姫路獨協大学 24,446,000 ICT
ＩＣＴ装置を活用した教育改善充実のため
の講義棟（303D大講義室等）ＡＶ機器改
修事業

千葉工業大
学

10,061,000 千葉工業大学 10,061,000 エコキャンパス
千葉工業大学　津田沼校舎7号館　南側
サッシ　断熱改良工事

亜細亜学園 22,006,000 亜細亜大学 4,507,000 ICT
講座・講義コンテンツ収録・編集・視聴シ
ステム導入工事

17,499,000 耐震 亜細亜大学学友会館耐震補強工事

桜美林学園 17,054,000 桜美林大学 1,412,000 バリアフリー 碩学会館自動ドア設置工事

8,348,000 バリアフリー 待望館昇降機設置工事

7,294,000 エコキャンパス 又賜体育館屋上断熱化改修工事

大妻学院 4,114,000 大妻女子大学 3,210,000 アスベスト対策
加賀寮煙突内アスベスト除去工事（大
学）

大妻女子大学短
期大学部

904,000 アスベスト対策
加賀寮煙突内アスベスト除去工事（短
大）

学習院 22,061,000 学習院大学 2,428,000 バリアフリー
学習院大学図書館１階トイレ　多目的トイ
レ設置工事

2,035,000 バリアフリー
学習院大学図書館１階玄関　自動ドア設
置工事

11,802,000 アスベスト対策
学習院大学南２号館　アスベスト除去工
事

学習院女子大学 5,796,000 アスベスト対策
学習院女子大学３号館（互敬会館）　アス
ベスト除去工事

北里研究所 38,859,000 北里大学 38,859,000 ICT
相模原キャンパス　情報系教育設備の
充実

共立女子学
園

4,789,000 共立女子大学 4,789,000 エコキャンパス
神田一ツ橋本館窓日照調整フィルム貼り
事業（大学）

慶應義塾 59,069,000 慶應義塾大学 23,294,000 研究装置 ナノファブリケーションシステム

9,593,000 バリアフリー
大学（日吉）第８校舎エレベーター棟増築
工事

26,182,000 耐震
大学理工学部（矢上）教育研究実験本館
棟（２２棟）耐震補強工事

工学院大学 15,350,000 工学院大学 15,350,000 研究装置 電子線３Dトモグラフィー顕微鏡システム

国士舘 97,343,000 国士舘大学 93,464,000 耐震 国士舘大学５号館耐震補強等工事

3,879,000 アスベスト対策 8号館1階アスベスト除去工事

駒澤大学 30,363,000 駒澤大学 30,363,000 ICT 4号館PC教場システム

芝浦工業大
学

26,979,000 芝浦工業大学 26,979,000 研究装置
in vivo（生体内）蛍光実時間観察システ
ム
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順天堂 124,230,000 順天堂大学 6,520,000 アスベスト対策
順天堂大学　アスベスト対策工事（医学
部分）

33,628,000 教育装置
PBL(Problem Based Learning)・シミュ
レーション教育装置

28,591,000 研究装置
ヒューマンカロリーメーターチャンバーシ
ステム

34,803,000 研究装置 超解像レーザー顕微鏡システム

20,688,000 エコキャンパス エコキャンパス整備事業

昭和大学 80,677,000 昭和大学 29,000,000 研究装置

ダイナミックスペクトルマルチフォトンイ
メージングシステム
(ニコン社　Multi Photon レーザー顕微鏡
AR-MP1)

30,100,000 研究装置
液体クロマトグラフ質量分析装置
（QTRAP5500）

21,577,000 研究装置 分子イメージング解析システム

上智学院 308,315,000 上智大学 6,703,000 ICT マルチメディア教室2010

9,674,000 エコキャンパス 4号館トイレ改修工事

25,723,000 研究装置 光誘起磁気物性測定システム

797,000 アスベスト対策
四谷キャンパス体育館棟機械室内　アス
ベスト撤去工事

3,437,000 バリアフリー
3号館521教室段差解消（車椅子用リフト
設置）工事

3,767,000 バリアフリー 3号館エレベータリニューアル工事

204,283,000 耐震
上智大学耐震補強工事(四谷キャンパス
4号館)

18,900,000 耐震
上智大学耐震補強工事（クルップホー
ル）

35,031,000 研究装置
バイオイオニクス/ナノエレクトロニクス情
報処理研究教育システム

白百合学園 106,469,000 白百合女子大学 106,469,000 耐震 １号館・図書館耐震補強工事

成蹊学園 16,043,000 成蹊大学 16,043,000 研究装置 電界放出形走査型電子顕微鏡装置

専修大学 60,565,000 専修大学 8,068,000 耐震 生田総合体育館耐震改修工事

7,280,000 ICT 神田３号館３０３教室視聴覚設備

7,656,000 ICT 生田教育研究用ネットワーク工事

37,561,000 耐震 専修大学神田３号館耐震改修工事

大乗淑徳学
園

324,000 淑徳大学 324,000 アスベスト対策
淑徳大学千葉キャンパス1号館リニュー
アル工事に伴うアスベスト除去工事
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玉川学園 12,671,000 玉川大学 12,671,000 ICT
玉川大学　マルチメディア化教室整備事
業

中央大学 148,103,000 中央大学 4,479,000 エコキャンパス
中央大学多摩キャンパス2010年度建物
ガラス断熱工事

20,328,000 アスベスト対策
中央大学多摩キャンパス2010年度吹付
材除去工事

123,296,000 耐震
中央大学多摩キャンパス2010年度耐震
補強工事

津田塾大学 1,113,000 津田塾大学 1,113,000 バリアフリー 大学ホールバリアフリー化改修工事

帝京大学 112,500,000 帝京大学 12,500,000 研究施設 医学部附属病院

100,000,000 研究装置 Da Vinci　手術システム

東海大学 6,725,000 東海大学 6,725,000 ICT
２０１０年度東海大学情報ネットワーク整
備事業

東京家政学
院

268,876,000
東京家政学院大
学

255,044,000 耐震
千代田三番町校舎１号館耐震補強及び
改修その他工事

7,859,000 バリアフリー
千代田三番町校舎耐震補強及び改修そ
の他工事(バリアフリー)

5,973,000 ICT
②調理実習室(1)(1B02)マルチメディア装
置設置工事

東京女子医
科大学

144,645,000
東京女子医科大
学

18,645,000 ICT
バーチャルスライド学習マルチタスクワー
クステーション

126,000,000 研究装置 超伝導高磁場磁気共鳴装置

東京神学大
学

3,296,000 東京神学大学 3,296,000 バリアフリー 本館棟、図書館棟バリアフリー化事業

東京電機大
学

22,691,000 東京電機大学 22,691,000 研究装置
ナノ・マイクロ構造を有する新機能材料
の表面・構造解析システム

東京農業大
学

124,593,000 東京農業大学 14,658,000 研究装置
フレバーフレグランス香気成分高度抽出
解析システム

5,873,000 バリアフリー 12号館エレベータ改修工事

29,358,000 耐震 常磐松会館耐震補強工事

24,729,000 耐震 常磐松会館道場耐震補強工事

49,975,000 研究装置 次世代シーケンス解析システム

東京理科大
学

67,167,000 東京理科大学 4,284,000 ICT 神楽坂地区・野田地区無線LANの導入

31,416,000 研究装置
高温・ガス環境制御型ナノスケール反応
解析装置

5,175,000 研究施設 組換え体温室

26,292,000 研究装置 高分解能ICP質量分析装置ATTOM
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東洋大学 160,385,000 東洋大学 40,652,000 研究装置 バイオマーカー探索システム

31,750,000 研究装置
多機能低真空分析電子顕微鏡評価シス
テム

49,628,000 研究装置 光トポグラフィ装置

38,355,000 研究装置
多目的高密度プラズマドライエッチング
装置

文化学園 8,500,000 文化女子大学 8,500,000 研究施設 住環境デザインモデルルーム

二階堂学園 824,000
日本女子体育大
学

824,000 アスベスト対策 日本女子体育大学　アスベスト対策工事

日本大学 45,354,000 日本大学 9,757,000 ICT
日本大学経済学部本館３０・３６・３９・４
９・５４教室AVシステムモニター新設工事

6,257,000 アスベスト対策
生産工学部津田沼校舎23号館アスベス
ト除去工事

29,340,000 耐震
日本大学生物資源科学部水上校舎実習
所棟耐震補強その他工事

日本医科大
学

83,529,000
日本獣医生命科
学大学

17,546,000 研究装置
タイムラプス機能付属共焦点レーザース
キャン顕微鏡

日本医科大学 30,983,000 研究装置 高感度蛋白質解析統合システム

35,000,000 研究装置 多光子励起顕微鏡装置

日本女子大
学

158,686,000 日本女子大学 9,053,000 ICT 西生田キャンパス・教育ICT設備

9,886,000 耐震 日本女子大学西生田楓寮耐震改修工事

26,229,000 耐震 日本女子大学泉山寮耐震改修工事

73,581,000 耐震 日本女子大学潜心寮耐震改修工事

39,937,000 教育装置 物理･情報教育･実験実習支援ｼｽﾃﾑ

法政大学 34,762,000 法政大学 34,762,000 研究装置 電界放出形透過電子顕微鏡システム

武蔵野女子
学院

20,725,000 武蔵野大学 20,725,000 エコキャンパス
太陽光発電を利用した高効率空調機導
入

武蔵野美術
大学

82,500,000 武蔵野美術大学 82,500,000 研究施設 美術資料図書館旧棟・造形研究センター

明治大学 78,444,000 明治大学 9,194,000 ICT 和泉校舎教室のメディア設備改善

4,049,000 ICT 生田地区教室のプレゼン化

33,908,000 研究装置 多光子励起レーザ走査型顕微鏡

29,563,000 研究装置 生体分子ネットワーク解析システム一式

1,730,000 バリアフリー 和泉体育館連絡橋補助リフト設置工事
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明星学苑 1,767,000 いわき明星大学 1,767,000 バリアフリー 講義館西棟バリアフリー化工事

立教学院 86,719,000 立教大学 1,169,000 バリアフリー
池袋キャンパス８号館バリアフリー事業
（８号館東側エントランス自動ドア改修）

85,550,000 ICT 池袋キャンパス無線LAN環境の整備

早稲田大学 353,183,000 早稲田大学 20,391,000 ICT 早稲田キャンパス等情報環境整備

6,273,000 ICT 図書館情報環境整備

4,178,000 エコキャンパス
屋上遮熱塗装および二重サッシへの改
修工事

9,346,000 バリアフリー 各所バリアフリー改修工事

20,507,000 研究装置
グリーン・コンピューティング・システム研
究開発センター情報環境機器

6,548,000 耐震 ４２－２号館耐震改修工事

239,738,000 耐震 早稲田キャンパス２号館耐震補強工事

46,202,000 エコキャンパス ６０号館太陽光発電等改修工事

渡辺学園 12,096,000 東京家政大学 12,096,000 ICT
大学1７号館マルチメディア活用AV視聴
覚教育システム整備事業

佐野学園 5,054,000 神田外語大学 5,054,000 ICT
マルチメディア活用教育の拡充のための
ＩＴ環境整備

聖学院 8,393,000 聖学院大学 4,581,000 ICT 聖学院大学ICT施設（4202教室）

3,812,000 ICT
マルチメディア機器等の活用による教
育・学習方法の改善事業

江戸川学園 62,574,000 江戸川大学 27,089,000 エコキャンパス
L棟太陽光発電設備設置・第2・第3変電
所キュービクル更新工事

35,485,000 エコキャンパス
D・E棟(大学講義棟)太陽光発電設備設
置・照明器具更新工事

目白学園 23,326,000 目白大学 22,333,000 ICT 多目的マルチメディア教育装置の整備

993,000 バリアフリー 目白学園記念館エンジンドア工事（大学）

十文字学園 53,287,000
十文字学園女子
大学

38,875,000 耐震 十文字学園女子大学　耐震補強事業

14,412,000 エコキャンパス
トイレ及び洗面器の節水型器具設置工
事

嘉悦学園 10,336,000 嘉悦大学 10,336,000 ICT
ＩＣＴによる少人数双方向授業のための
「ＫＡＬＣ（Kaetsu Active Learning
Classroom)」整備事業（第3期）

新渡戸文化
学園

12,656,000
東京文化短期大
学

12,656,000 耐震
学校法人新渡戸文化学園　2号館耐震補
強工事

神奈川大学 8,613,000 神奈川大学 8,613,000 エコキャンパス
神奈川大学横浜キャンパス２０号館トイ
レ改修工事
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交 付 額
法 人 計
( 円 )

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

湘南工科大
学

18,900,000 湘南工科大学 18,900,000 アスベスト対策
学校法人湘南工科大学アスベスト除去
工事

相模女子大
学

17,303,000 相模女子大学 13,827,000 アスベスト対策
アスベスト飛散防止(除去)対策工事(大
学)

相模女子大学短
期大学部

3,476,000 アスベスト対策
アスベスト飛散防止(除去)対策工事(短
大)

聖マリアンナ
医科大学

10,456,000
聖マリアンナ医
科大学

9,833,000 アスベスト対策 大学病院本館アスベスト対策工事

623,000 アスベスト対策 医学部本館アスベスト対策工事

フェリス女学
院

10,384,000
フェリス女学院
大学

8,573,000 ICT
CALLを使用する正課内外の外国語教育
の実施（英語、フランス語、ドイツ語、スペ
イン語、中国語、朝鮮語）

1,811,000 バリアフリー
身障者トイレ及び歩行時バリアフリー対
策

新潟科学技
術学園

11,488,000 新潟薬科大学 7,180,000 エコキャンパス 太陽光発電システム整備事業

新潟工業短期大
学

4,308,000 耐震 新潟キャンパス体育館耐震改修事業

新潟平成学
院

6,358,000
新潟国際情報大
学

6,358,000 ICT
125,128,140,221,222,261,262,264教室AV
システムの改修

新潟総合学
園

2,915,000
新潟医療福祉大
学

2,915,000 バリアフリー 厚生棟出入口バリアフリー化事業

富山国際学
園

7,866,000 富山国際大学 7,866,000 バリアフリー
平成２２年度富山国際大学東黒牧キャン
パスバリアフリー整備工事

金沢工業大
学

329,447,000 金沢工業大学 3,149,000 アスベスト対策 １７号館 アスベスト撤去工事

69,087,000 耐震 １７号館 耐震改修補強工事

90,491,000 研究施設 ＦＭＴ研究所（７４号館）

23,905,000 研究装置 生活支援装置開発用計測制御装置

142,815,000 研究装置 混相流援用高度加工洗浄システム

朝日大学 13,680,000 朝日大学 13,680,000 耐震 朝日大学　耐震補強事業（3号館講義棟）

静岡理工科
大学

74,125,000 静岡理工科大学 74,125,000 研究施設 静岡理工科大学先端機器分析センター

光産業創成
大学院大学

5,827,000
光産業創成大学
院大学

5,827,000 エコキャンパス
研究棟を利用した全学エコキャンパス化
事業

愛知学院 55,106,000 愛知学院大学 55,106,000 ICT
愛知学院大学ネットワーク更改（AGU-
NET10ネットワークシステム部分）

栗本学園 5,475,000 名古屋商科大学 5,475,000 エコキャンパス
エコキャンパス推進事業（節水型ﾄｲﾚ便
器更新事業）

名古屋自由
学院

40,782,000 名古屋芸術大学 17,556,000 エコキャンパス
西キャンパス太陽光発電・トランス・照明
改修工事

23,226,000 耐震 11号館耐震改修工事
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( 円 )
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名古屋電気
学園

197,108,000 愛知工業大学 74,446,000 耐震 愛知工業大学３号館耐震補強工事

44,752,000 耐震 愛知工業大学４号館耐震補強工事

48,217,000 耐震 愛知工業大学３号館別館耐震補強工事

29,693,000 耐震 愛知工業大学４号館別館耐震補強工事

南山学園 5,507,000 南山大学 5,507,000 ICT
名古屋キャンパス講義室のマルチメディ
ア設備整備事業

藤田学園 58,037,000
藤田保健衛生大
学

20,057,000 研究装置
永久磁石型1.5T　実験小動物専用MRI装
置 MRminiSA

31,125,000 研究施設 共同利用研究施設中央研究センター

6,855,000 研究施設 共同研究施設感染症研究センター

日本福祉大
学

4,616,000 日本福祉大学 4,616,000 バリアフリー
美浜キャンパス　エレベーターのバリアフ
リー化改修工事

中部大学 65,626,000 中部大学 31,023,000 アスベスト対策 体育館アスベスト除去工事

34,603,000 耐震 体育館耐震改修工事

名城大学 10,996,000 名城大学 10,996,000 バリアフリー 天白校地　新体育館バリアフリー化工事

中西学園 9,233,000 名古屋学芸大学 9,233,000 ICT ハイビジョンコンテンツ制作システム

清光学園 15,303,000
岡崎女子短期大
学

5,320,000 アスベスト対策
5号館（体育館）耐震改修及びアスベスト
対策工事（アスベスト）

9,983,000 耐震
5号館(体育館)耐震改修及びアスベスト
対策工事（耐震）

関西文理総
合学園

3,501,000 長浜バイオ大学 3,501,000 ICT
可用性を確保した学内ネットワークの構
築

京都産業大
学

42,946,000 京都産業大学 5,332,000 バリアフリー 講義棟バリアフリー化事業（大学）

37,614,000 研究装置 可視光・分光装置

同志社 51,195,000 同志社大学 4,419,000 バリアフリー
同志社大学京田辺校地 香柏館低層棟
障がい者用昇降機設置工事

2,794,000 バリアフリー
同志社大学京田辺校地　知証館南館南
側屋外スロープ設置工事

20,923,000 研究装置 電磁放射パターン計測システム

12,770,000 ICT
マルチメディア情報活用教育システム
（17）

同志社女子大学 4,964,000 耐震
同志社女子大学　みぎわ寮耐震補強工
事

5,325,000 耐震
同志社女子大学今出川キャンパス頌美
館耐震補強工事
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立命館 150,217,000 立命館大学 1,629,000 バリアフリー
立命館大学　衣笠キャンパス　アカデメイ
ア立命２１　入口自動ドア改修工事

16,663,000 バリアフリー
立命館大学　衣笠キャンパス　研心館
各階便所バリアフリー化工事

1,140,000 バリアフリー
立命館大学　衣笠キャンパス　至徳館
各階便所バリアフリー化工事

65,679,000 耐震
立命館大学　衣笠キャンパス　啓明館
耐震補強・断熱化他改修工事

57,106,000 耐震
立命館大学　衣笠キャンパス　清心館
耐震補強他改修工事

8,000,000 研究施設 創思館

龍谷大学 52,504,000 龍谷大学 18,803,000 教育装置 理工学部専門情報処理教育システム

3,763,000 バリアフリー

深草学舎紫英館（６号館）及び21号館に
おけるバリアフリー整備工事【深草学舎
６号館　教学部・教職センター及びラーニ
ングクロスローズ自動扉設置工事　２１
号館地下１階・１階　身障者トイレ　自動
扉　設置工事】

29,938,000 研究施設
龍谷大学大宮学舎　研究プロジェクト新
棟（仮称）

大覚寺学園 281,910,000
京都嵯峨芸術大
学

31,277,000 バリアフリー バリアフリー化工事（大学）

143,508,000 耐震
実習Ａ棟・Ｂ棟・講堂C棟耐震改修事業
（大学）

京都嵯峨芸術大
学短期大学部

87,956,000 耐震
実習Ａ棟・Ｂ棟・講堂C棟耐震改修事業
（短期大学部）

19,169,000 バリアフリー バリアフリー化工事（短期大学部）

大阪医科大
学

17,452,000 大阪医科大学 17,452,000 研究装置 次世代3次元タンパク質解析システム

大阪経済大
学

3,592,000 大阪経済大学 3,592,000 エコキャンパス
大阪経済大学E館・F館トイレ節水化改修
事業

大阪経済法
律学園

14,055,000
大阪経済法科大
学

14,055,000 耐震 3号館耐震改修事業

大阪薬科大
学

21,016,000 大阪薬科大学 3,870,000 ICT 遠隔講義対応教室改修事業

17,146,000 研究装置 FACSAriaⅢ　セルソーターシステム

大谷学園 10,697,000 大阪大谷大学 10,697,000 研究施設 別館（3号館）
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関西大学 277,877,000 関西大学 153,882,000 耐震 耐震改修工事（経商研究室）

33,760,000 耐震 耐震改修工事（経商社研究室）

23,098,000 研究装置
超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡
システム

6,500,000 研究施設 第３学舎２号館５階　Ｂ５０１教室

30,712,000 研究装置 透過電子顕微鏡

29,925,000 研究装置 含水ソフトマテリアル微細構造観察装置

関西医科大
学

45,972,000 関西医科大学 21,938,000 研究装置 ６４スライス コンピュータ断層撮影装置

24,034,000 研究装置 セルソーター

近畿大学 256,516,000 近畿大学 9,224,000 エコキャンパス
38号館・11月ホール断熱フィルム設置工
事

27,916,000 研究装置 粉末X線構造解析装置

1,226,000 バリアフリー 18号館バリアフリー化改修工事

191,900,000 耐震 33号館耐震改修工事

2,760,000 バリアフリー
生物理工学部キャンパスバリアフリー化
改修工事

23,490,000 研究装置 風洞実験装置（可変流量型）一式

樟蔭学園 26,625,000
大阪樟蔭女子大
学

26,625,000 バリアフリー
９号棟図書館エレベータ等バリアフリー
対策工事

谷岡学園 69,209,000 大阪商業大学 14,324,000 耐震
大阪商業大学学術センター耐震補強工
事

7,635,000 耐震 大阪商業大学御厨寮耐震補強工事

47,250,000 耐震
大阪商業大学　Re/Ra/Ku　耐震改修事
業

塚本学院 114,874,000 大阪芸術大学 10,969,000 バリアフリー
大阪芸術大学　15・16号館バリアフリー
改修工事

103,905,000 耐震
大阪芸術大学　15・16号館耐震補強改
修工事

帝塚山学院 40,860,000 帝塚山学院大学 40,860,000 耐震
狭山キャンパスＡ棟耐震及び大規模改
修工事

浪商学園 8,092,000 大阪体育大学 8,092,000 ICT 学内ネットワーク更新計画

天満学園 12,584,000 太成学院大学 12,584,000 ICT
パソコン実習室とICT講義室とモバイル
演習端末をリンクした、ユビキタスなICT
教育環境の実現

金蘭会学園 38,066,000 千里金蘭大学 15,905,000 ICT
省電力クライアントと仮想化サーバによ
るエコ＆セキュア・システム構築事業

22,161,000 ICT
CALLとユビキタス・モバイル環境による
自律学習基盤整備事業
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藍野学院 5,920,000 藍野大学 5,920,000 ICT
コメディカル連携のためのICT教育・研究
基盤の整備

四條畷学園 23,480,000 四條畷学園大学 23,480,000 教育装置 三次元動作解析システム

大阪キリスト
教学院

16,350,000
大阪キリスト教
短期大学

16,350,000 耐震
大阪キリスト教学院　７号館耐震改修そ
の他工事

大阪夕陽丘
学園

35,456,000
大阪夕陽丘学園
短期大学

35,456,000 耐震
大阪夕陽丘学園北館・記念館・東館耐震
補強工事（短大）

関西学院 92,714,000 関西学院大学 26,759,000 ICT
関西学院大学　全学ネットワーク整備拡
充工事

15,433,000 ICT
関西学院大学　映像系設備拡充計画（２
０１０年度）

13,504,000 耐震 関西学院大学時計台耐震補強工事

16,380,000 耐震 関西学院大学法学部本館耐震補強工事

8,159,000 アスベスト対策 関西学院大学B号館アスベスト除去工事

6,261,000 アスベスト対策
関西学院大学学生会館新館アスベスト
除去工事（２０１０年度）

6,218,000 研究施設
応用心理科学研究センター（全学共用
棟）

甲南学園 35,073,000 甲南大学 4,257,000 エコキャンパス 甲南大学３号館複層ガラス化１期工事

3,305,000 バリアフリー
甲南大学10号館北館１階トイレバリアフ
リー化工事

10,174,000 ICT
甲南大学1号館・2号館講義室マルチメ
ディア教育システム

17,337,000 教育装置 元素分析装置付き透過型電子顕微鏡

神戸女学院 20,447,000 神戸女学院大学 4,165,000 バリアフリー デフォレスト記念館エレベータ設置工事

5,669,000 耐震 音楽学部1号館耐震補強工事

10,613,000 バリアフリー 文学部2号館エレベータ設置工事

神戸薬科大
学

53,957,000 神戸薬科大学 53,957,000 耐震 神戸薬科大学４号館耐震改修

親和学園 16,257,000
神戸親和女子大
学

8,485,000 耐震
神戸親和女子大学　２号館耐震補強改
修工事

7,772,000 耐震
神戸親和女子大学　体育館耐震補強改
修工事

行吉学園 161,997,000 神戸女子大学 161,997,000 耐震
神戸女子大学須磨キャンパスＡ館耐震
改修工事

兵庫医科大
学

13,929,000 兵庫医科大学 13,929,000 ICT
教育・研究利用のための病院情報システ
ム用ネットワークの整備
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睦学園 21,370,000 兵庫大学 5,682,000 バリアフリー 体育館バリアフリー改修工事（大学）

13,170,000 研究施設 実践食育研究センター

兵庫大学短期大
学部

2,518,000 バリアフリー 体育館バリアフリー改修工事（短大）

神戸山手学
園

30,978,000 神戸山手大学 12,391,000 耐震 体育館耐震補強事業(大学)

神戸山手短期大
学

18,587,000 耐震 体育館耐震補強事業（短大）

鉄鋼学園 4,442,000
産業技術短期大
学

4,442,000 ICT
キャンパスネットワーク高速広帯域化基
盤整備事業

川崎学園 31,786,000 川崎医科大学 18,341,000 研究装置
ImageXpress MICRO ハイコンテンツスク
リーニングシステム

川崎医療福祉大
学

13,445,000 ICT
川崎医療福祉大学教育・研究支援ネット
ワーク整備事業

鶴学園 30,647,000 広島工業大学 5,670,000 研究施設 広島工業大学　地球観測ステーション

24,977,000 研究装置 受信アンテナ制御装置

村崎学園 142,511,000 徳島文理大学 114,819,000 耐震
徳島文理大学13号館耐震補強事業（大
学）

27,692,000 研究装置 運動解析複合システム

徳島城南学
園

25,409,000
徳島工業短期大
学

25,409,000 耐震
徳島工業短期大学本館耐震補強改修工
事

久留米大学 27,490,000 久留米大学 27,490,000 研究装置 超微細生体構造ナノ解析システム

西南学院 11,831,000 西南学院大学 11,831,000 耐震 西南学院大学　耐震補強事業

中村産業学
園

29,103,000 九州産業大学 6,707,000 ICT 中央会館講義室AV設備改修計画

22,396,000 研究装置 機能性有機物解析質量分析システム

福岡大学 93,973,000 福岡大学 35,335,000 研究装置 ナノ物質精密構造解析システム

23,812,000 教育装置 プロトタイピング実習システム

34,826,000 ICT
FUTURE4　ICT活用実践⑥　専門・実務
演習教室設備

福岡工業大
学

18,109,000 福岡工業大学 12,121,000 エコキャンパス
本部棟トイレ衛生器具節水型器具への
更新事業

3,743,000 ICT 教育研究のマルチメデイア化推進事業

2,245,000 バリアフリー Ａ棟バリアフリー化事業
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法 人 名
交 付 額
法 人 計
( 円 )

学 校 名 交付額(円) 区 分 事 業 名 等

福岡歯科学
園

46,425,000 福岡歯科大学 3,539,000 ICT
実習重視型・多学年型解剖学教育のた
めの解剖実習室視聴覚機材整備事業

18,148,000 教育装置
フィルター付排気装置一体型解剖実習
台並びに水平式プッシュプル局所換気装
置

24,738,000 研究装置 in vivo マイクロX線CTスキャナ

久留米工業
大学

1,159,000 久留米工業大学 1,159,000 バリアフリー
久留米工業大学３号館玄関バリアフリー
化工事

君が淵学園 94,689,000 崇城大学 94,689,000 研究施設 ＤＤＳ研究所

志學館学園 48,089,000 志學館大学 28,089,000 バリアフリー 志學館大学バリアフリー化工事

20,000,000 研究施設 心理棟
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