
法 人 名
交 付 額
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学 校 名 交付額(円) 区分 事 業 名 等

北海学園 193,168,000 北海学園大学 10,599,000 アスベスト対策 北海学園会館アスベスト撤去改修工事

175,471,000 耐震 北海学園会館耐震改修工事

7,098,000 バリアフリー 北海学園会館バリアフリー化工事

札幌学院大学 13,004,000 札幌学院大学 13,004,000 ICT 教育研究ネットワークシステムの充実

東日本学園 17,304,000 北海道医療大学 17,304,000 ICT
学内講義室等マルチメディア教育システ
ム設置事業

青森田中学園 45,776,000 青森中央学院大学 22,429,000 ICT
学内ICT基盤の整備事業（青森中央学院
大学）

青森中央短期大学 23,347,000 ICT
学内ICT基盤の整備事業（青森中央短期
大学）

岩手医科大学 99,646,000 岩手医科大学 44,808,000 研究装置 複合タンパク質解析システム

54,838,000 研究装置 次世代シーケンサシステム

朴沢学園 13,231,000 仙台大学 13,231,000 ICT
マルチメディア情報の高速処理に対応す
る学内ローカルエリアネットワークの構築

宮城学院 31,816,000 宮城学院女子大学 31,816,000 エコキャンパス 省エネルギー工事（２０１１）

東北芸術工科大
学

132,775,000 東北芸術工科大学 20,514,000 ICT
東北芸術工科大学　平成２３年度映写室
整備事業

112,261,000 耐震
東北芸術工科大学　平成23年度　耐震改
修工事

郡山開成学園 11,487,000 郡山女子大学 4,023,000 エコキャンパス エコキャンパス推進工事（第3期）（大学）

郡山女子大学短期大
学部

5,947,000 エコキャンパス エコキャンパス推進工事（第3期）（短大）

1,517,000 耐震 83年館非構造部材の耐震対策

国際医療福祉大
学

28,893,000 国際医療福祉大学 28,893,000 ICT
専門職連携教育の質を高める双方向遠
隔授業システムの構築

高崎健康福祉大
学

13,228,000 高崎健康福祉大学 13,228,000 ICT フレキシブル･マルチメディア教室の整備

智香寺学園 4,583,000 埼玉工業大学 4,583,000 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 10,547,000 獨協大学 10,547,000 ICT
ICTによる先進的自律学習支援を目的と
した基盤ネットワーク構築事業

千葉工業大学 28,335,000 千葉工業大学 28,335,000 ICT 津田沼7号館2階コンピュータ演習室更改

廣池学園 24,624,000 麗澤大学 24,624,000 ICT
麗澤大学情報教育ネットワークシステム
2011整備計画

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23年度交付実績一覧
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亜細亜学園 6,593,000 亜細亜大学 6,593,000 ICT 講座・講義・視聴システム導入工事

青山学院 40,132,000 青山学院大学 40,132,000 耐震 青山学院大学２号館校舎耐震補強工事

大妻学院 45,030,000 大妻女子大学 24,732,000 アスベスト対策
狭山台校アスベスト撤去工事（大学体育
館、大学２号館附属棟、寮管理棟）

20,298,000 エコキャンパス 多摩校　トイレ改修工事

学習院 2,846,000 学習院女子大学 2,846,000 耐震
学習院女子大学　3・5・6号館　耐震対策
工事

北里研究所 15,750,000 北里大学 15,750,000 ICT
相模原キャンパス　情報系教育設備の充
実

杏林学園 51,389,000 杏林大学 7,836,000 ICT
杏林大学保健学部講堂等マルチメディア
化事業

43,553,000 研究装置
高感度ハイブリッド型質量分析計システ
ム

国立音楽大学 1,441,000 国立音楽大学 1,441,000 アスベスト対策 国立音楽大学４号館アスベスト除去工事

慶應義塾 37,325,000 慶應義塾大学 11,766,000 バリアフリー
大学（日吉）第２校舎エレベーター設置工
事

25,559,000 研究装置 2波長X線源搭載型単結晶構造解析装置

工学院大学 77,091,000 工学院大学 17,325,000 アスベスト対策 犬目校舎体育館天井アスベスト除去工事

16,191,000 教育装置 3次元時系列速度場可視化実験装置

43,575,000 研究装置
フィールドエミッションオージェマイクロプ
ローブ

國學院大學 50,615,000
國學院大學北海道短
期大学部

50,615,000 耐震
國學院大學北海道短期大学部 校舎・体
育館 耐震補強工事

駒澤大学 32,083,000 駒澤大学 6,016,000 耐震 １号館耐震改修工事

26,067,000 耐震 駒澤大学６号館耐震補強工事

慈恵大学 26,355,000 東京慈恵会医科大学 26,355,000 研究装置 細胞解析装置ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞセルｿｰﾀｰ

芝浦工業大学 182,798,000 芝浦工業大学 133,750,000 ICT
大宮キャンパス３・４号館・齋藤記念館教
育環境整備事業

23,151,000 研究装置 分析走査電子顕微鏡

25,897,000 研究装置 試料振動型磁力計
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順天堂 330,215,000 順天堂大学 137,655,000 ICT
順天堂大学センチュリータワーＩＣＴ化教
育基盤整備事業

2,835,000 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）

31,377,000 研究装置 次世代ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ解析装置一式

19,896,000 研究装置 共焦点レーザースキャン顕微鏡一式

69,140,000 研究装置
共焦点レーザースキャン顕微鏡
LSM7DUO NLO

29,820,000 研究装置
超高感度等温滴定型カロリメータシステ
ム

39,492,000 研究装置
ライフイノベーションを目指した基礎研究
のための透過型電子顕微鏡システム

昭和大学 104,073,000 昭和大学 19,612,000 教育装置
参加型臨床実習のための技能向上支援
システム

22,440,000 教育装置 マルチメディア遠隔授業教育システム

19,612,000 研究装置
低・高分子未知微量成分高精度解析シス
テム

19,613,000 研究装置
液体クロマトグラフ質量分析装置
（TripleTOFTM5600 System)

22,796,000 研究装置 細胞バイオジェネティックス解析装置

上智学院 49,063,000 上智大学 18,722,000 バリアフリー 中央図書館エレベータリニューアル工事

30,341,000 研究装置 高感度・高分解能ICP元素分析システム

女子美術大学 21,177,000 女子美術大学 21,177,000 ICT
女子美術大学杉並キャンパス7号館マル
チメディア化整備事業

清泉女子大学 16,370,000 清泉女子大学 16,370,000 バリアフリー

床段差解消工事及びスロープ設置工事、
自動ドア設置工事、身障者用エレベータ
設置工事、多目的トイレ設置とそれに伴う
内外装工事

専修大学 14,157,000 専修大学 14,157,000 ICT 専修大学教育研究用ネットワーク工事

大正大学 52,807,000 大正大學 29,124,000 ICT 学内LANネットワーク更新工事

19,501,000 ICT
3号館における新たな教育・学修環境を創
造するマルチメディアの活用（教室等）

4,182,000 ICT MACパソコン教室マルチメディア設備

高千穂学園 17,527,000 高千穂大学 17,527,000 耐震 ８号館耐震補強工事

拓殖大学 10,765,000
拓殖大学北海道短期
大学

10,765,000 バリアフリー
本館棟身障者用エレベーター設置工事事
業

玉川学園 21,226,000 玉川大学 21,226,000 研究装置 透過型電子顕微鏡システム
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中央大学 28,571,000 中央大学 4,968,000 バリアフリー
中央大学多摩キャンパス３号館, ５・６・７
号館連結棟自動扉設置工事

23,603,000 研究装置 蛍光標識細胞分離装置

帝京大学 32,901,000 帝京大学 32,901,000 研究装置 構造解析評価システム

東海大学 724,708,000 東海大学 35,388,000 ICT ２０１１年度東海大学ＩＣＴ活用推進事業

301,424,000 耐震
東海大学防災機能等強化緊急特別推進
事業(湘南校舎３号館耐震改修工事）

289,301,000 耐震
東海大学防災機能等強化緊急特別推進
事業（代々木校舎４号館耐震補強工事）

98,595,000 耐震
東海大学防災機能等強化緊急特別推進
事業（湘南校舎２号館耐震補強工事）

東京歯科大学 38,188,000 東京歯科大学 10,905,000 ICT
CBT対応教室整備・機器整備事業（ICT
活用推進事業）

27,283,000 ICT
平成23年度東京歯科大学水道橋キャン
パス学内情報通信ネットワーク整備事業

東京女子大学 196,442,000 東京女子大学 563,000 アスベスト対策 本館改修工事（アスベスト対策）

491,000 アスベスト対策
１４号館（通称：安井記念館）改修工事（ア
スベスト対策）

69,643,000 耐震 本館改修工事（耐震改修事業）

26,270,000 耐震
１４号館（通称：安井記念館）改修工事（耐
震改修事業）

99,475,000 耐震 講堂・礼拝堂改修工事（耐震改修事業）

東京女子医科大
学

7,346,000 東京女子医科大学 7,346,000 ICT
東京女子医科大学 教育無線LANシステ
ム

東京農業大学 16,906,000 東京農業大学 16,906,000 研究装置
生物資源由来有用成分の構造解析シス
テム

東京理科大学 73,470,000 東京理科大学 21,541,000 バリアフリー 野田校舎　６号館エレベータ新設工事

24,337,000 研究装置
複合荷重材料／構造信頼性評価システ
ム

27,592,000 研究装置 飛行時間型二次イオン質量分析装置

日本工業大学 116,799,000 日本工業大学 116,799,000 エコキャンパス
日本工業大学　博物館（11号館）太陽光
発電システム導入事業

東邦大学 124,423,000 東邦大学 5,042,000 ICT 講義室ICT環境整備事業

4,456,000 ICT
医学部 サイバーメディカルスクール・リ
ソースセンター　器材更新

57,135,000 耐震 理学部Ⅰ号館 耐震改修工事

16,633,000 研究施設 RI実験施設

8,657,000 研究施設 （仮称）マイクロミニブタ実験・飼育施設

32,500,000 研究装置 FACSAria TMⅢ セルソーター
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東洋大学 130,075,000 東洋大学 46,400,000 研究装置
大気中走査電子顕微鏡複合評価システ
ム

55,589,000 研究装置 omicsイメージング解析システム

28,086,000 研究装置
新機能性エコマテリアル・サブナノ分解能
評価システム

日本大学 124,430,000 日本大学 6,588,000 耐震 日本大学法学部１１号館耐震補強工事

117,842,000 耐震
工学部５号館（図書館・図書館２）耐震補
強工事

日本医科大学 37,485,000 日本医科大学 37,485,000 研究装置 生体内分子動態・形態総合解析システム

日本体育会 9,444,000 日本体育大学 9,444,000 耐震
日本体育大学横浜健志台キャンパス耐
震補強工事事業

ルーテル学院 3,000,000 ルーテル学院大学 3,000,000 耐震 緊急放送網設備事業

法政大学 3,396,000 法政大学 3,396,000 耐震
（市ヶ谷）外濠校舎地下２階駐車場防災
備蓄倉庫設置工事

武蔵野女子学院 23,014,000 武蔵野大学 16,629,000 ICT
武蔵野大学　平成23年度有明キャンパス
コンピュータルーム整備事業

6,385,000 ICT
武蔵野大学　平成23年度有明キャンパス
ネットワーク整備事業

明治大学 42,270,000 明治大学 23,366,000 研究装置
農業資源生物における高精度形態情報
解析システム

18,904,000 研究装置 マスクレス露光装置

明星学苑 5,410,000 いわき明星大学 5,410,000 エコキャンパス 旧式トイレ全面改修工事

明治薬科大学 43,690,000 明治薬科大学 19,917,000 ICT 薬学部6年制対応学内LAN環境整備工事

23,773,000 研究装置 ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄX線構造解析装置

立教学院 50,974,000 立教大学 38,193,000 ICT 立教大学新座キャンパス無線ＬＡＮ整備

12,781,000 バリアフリー
立教大学バリアフリー事業（池袋・新座
キャンパス各所自動ドア・トイレ整備）

立正大学学園 17,063,000 立正大学 17,063,000 教育装置 炭素・窒素安定同位体分析システム
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早稲田大学 800,270,000 早稲田大学 11,452,000 耐震 １２号館耐震改修工事

13,650,000 耐震 ４１－２号館耐震改修工事

8,762,000 耐震 ４２号館耐震改修工事

170,492,000 耐震 ５４号館耐震改修工事

21,038,000 耐震 ７５号館耐震改修工事

95,922,000 耐震
研究推進センター120-1号館、120-2号
館、120-3号館耐震改修工事

41,559,000 耐震 ７号館耐震補強工事

351,836,000 耐震 西早稲田キャンパス耐震化工事

79,806,000 耐震 ６号館耐震改修工事

5,753,000 バリアフリー 各所バリアフリー対策工事

日本赤十字学園 11,082,000
日本赤十字広島看護
大学

11,082,000 ICT
情報システム整備事業（情報基盤システ
ム）

聖学院 6,480,000 聖学院大学 6,480,000 バリアフリー 4号館エレベーターバリアフリー推進事業

文京学園 17,515,000 文京学院大学 17,515,000 ICT
平成２３年度　ふじみ野キャンパス情報教
育設備更新事業

十文字学園 16,608,000 十文字学園女子大学 16,608,000 バリアフリー バリアフリー推進事業(大学）

嘉悦学園 15,105,000 嘉悦大学 13,544,000 アスベスト対策
教室棟（A棟）渡り廊下屋根アスベスト除
去関連工事(大学）

嘉悦大学短期大学部 1,561,000 アスベスト対策
教室棟（A棟）渡り廊下屋根アスベスト除
去関連工事（短大）

白梅学園 10,799,000 白梅学園大学 10,799,000 ICT
白梅学園大学マルチメディア教育基盤整
備及びネットワーク整備事業

青葉学園 17,143,000 東京医療保健大学 17,143,000 ICT 学内ＬＡＮシステムの更新

帝京平成大学 4,255,000
帝京平成看護短期大
学

4,255,000 ICT
帝京平成看護短期大学　帝京平成大学
とのＮＷ接続及びＰＣ教室等整備事業

トキワ松学園 8,789,000 横浜美術大学 8,789,000 ICT 教育用ICT基盤整備

麻布獣医学園 19,549,000 麻布大学 19,549,000 研究装置 共焦点レーザー顕微鏡

神奈川大学 92,116,000 神奈川大学 48,236,000 ICT
２０号館314ＣＡＬＬ教室・スタジオ・編集シ
ステム

20,369,000 教育装置
身体機能パラメトリックシミュレーション装
置

23,511,000 研究装置 超高分解能観察分析システム
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湘南工科大学 12,525,000 湘南工科大学 11,290,000 ICT マルチメディア講義室更改

1,235,000 バリアフリー
湘南工科大学図書館エレベーター設置工
事事業（大学）

相模女子大学 8,598,000 相模女子大学 8,598,000 エコキャンパス 太陽光発電設備等導入事業(大学)

フェリス女学院 1,547,000 フェリス女学院大学 1,547,000 バリアフリー 自動扉等設置工事

ソニー学園 2,880,000 湘北短期大学 2,880,000 バリアフリー 体育館リフター設置

金沢工業大学 280,172,000 金沢工業大学 11,919,000 アスベスト対策 平成23年度アスベスト対策工事

76,492,000 研究施設
電気・光・エネルギー応用研究センター
（１７号館）

11,655,000 研究施設
電気・光・エネルギー応用研究センター
（１９号館）

106,795,000 研究装置
電気絶縁・ＥＨＤ・ＥＲ・ＭＲ特性評価シス
テム

37,296,000 研究装置
磁気応用エネルギー変換機器評価シス
テム

36,015,000 研究装置
光半導体素子・デバイス開発評価システ
ム

金沢学院 1,117,000 金沢学院大学 1,117,000 バリアフリー ３号館１階身障者トイレ改修工事

金井学園 108,319,000 福井工業大学 108,319,000 耐震 福井工業大学６号館　耐震補強工事

山梨学院 41,694,000 山梨学院大学 22,201,000 エコキャンパス
山梨学院大学エコキャンパス導入推進事
業

19,493,000 耐震 山梨学院７号館耐震補強改修工事

岐阜経済大学 5,400,000 岐阜経済大学 5,400,000 バリアフリー ７号館トイレバリアフリー改修工事

朝日大学 23,224,000 朝日大学 23,224,000 耐震 朝日大学　耐震補強事業（1号館中央棟）

神谷学園 1,475,000 東海学院大学 1,475,000 バリアフリー
東海学院大学バリアフリー推進事業（本
館エレベーター2号機リニューアル工事）

静岡理工科大学 32,399,000 静岡理工科大学 32,399,000 研究装置 電子線マイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）

愛知学院 19,673,000 愛知学院大学 19,673,000 研究装置
高感度・高精度アミノ酸・タンパク質同定
及び解析システム

安城学園 13,187,000 愛知学泉大学 8,082,000 耐震 白楊寮耐震補強工事（大学）

愛知学泉短期大学 5,105,000 耐震 白楊寮耐震補強工事（短大）

栗本学園 4,119,000 名古屋商科大学 4,119,000 ICT マルチメディア化整備事業

大同学園 1,652,000 大同大学 1,652,000 バリアフリー 自動ドア設置工事
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名古屋自由学院 19,322,000 名古屋芸術大学 19,322,000 エコキャンパス 東キャンパス太陽光省エネ改修工事

名古屋電気学園 85,618,000 愛知工業大学 71,224,000 耐震
愛知工業大学　附属図書館耐震補強工
事

7,914,000 耐震
愛知工業大学　学生寮食堂耐震補強工
事

6,480,000 バリアフリー 9号館バリアフリー化工事

南山学園 14,721,000 南山大学 8,759,000 ICT
2011年度瀬戸キャンパス教育研究情報
ネットワークシステムの整備

5,962,000 ICT
2011年度名古屋キャンパス教育研究情
報ネットワークシステムの整備

藤田学園 86,911,000 藤田保健衛生大学 60,702,000 耐震
藤田保健衛生大学 医療科学部５号館耐
震補強工事

26,209,000 研究装置
MoFlo Astrios ハイスピードセルソーター
システム

名城大学 29,337,000 名城大学 1,979,000 バリアフリー 天白校地　ｽﾛｰﾌﾟ新設等工事

27,358,000 研究装置 自動細胞解析分取装置

愛知医科大学 38,031,000 愛知医科大学 38,031,000 研究装置
化合物・生体分子等検出・定量および構
造解析システム

神野学園 1,054,000 岐阜医療科学大学 1,054,000 バリアフリー 校内バリアフリー化工事

鈴鹿医療科学大
学

9,090,000 鈴鹿医療科学大学 9,090,000 バリアフリー
千代崎キャンパス図書館バリアフリー整
備工事

京都産業大学 24,990,000 京都産業大学 24,990,000 研究装置
タンパク質単結晶Ｘ線結晶回折装置
（Rigaku RA-Micro7HFM RAXISVII）

京都薬科大学 9,484,000 京都薬科大学 9,484,000 エコキャンパス 太陽光発電システム導入事業

光華女子学園 23,175,000 京都光華女子大学 15,551,000 耐震
京都光華女子大学・京都光華女子大学
短期大学部　自然科学館耐震補強改修
工事（京都光華女子大学分）

6,061,000 バリアフリー

京都光華女子大学・京都光華女子大学
短期大学部　自然科学館　エレベータ設
置改修工事（京都光華女子大学分）

京都光華女子大学短
期大学部

1,563,000 バリアフリー

京都光華女子大学・京都光華女子大学
短期大学部　自然科学館　エレベータ設
置工事（京都光華女子大学短期大学部
分）

同志社 102,218,000 同志社大学 47,085,000 研究装置 ナノ結晶・磁気構造評価システム

55,133,000 研究装置
新世代低消費電力省資源超高速通信デ
バイスの開発と評価システム

花園学園 6,916,000 花園大学 5,836,000 ICT 惺々館ＩＣＴ教室整備事業

1,080,000 バリアフリー 惺々館３階大教室　段差解消機設置事業

立命館 12,000,000 立命館大学 12,000,000 バリアフリー
立命館大学衣笠キャンパス　バリアフリー
化工事
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龍谷大学 5,968,000 龍谷大学 5,968,000 研究施設
学校法人龍谷大学深草学舎21号館2階
研究施設整備工事

大阪産業大学 20,779,000 大阪産業大学 7,830,000 ICT
ＩＣＴを活用した環境デザイン教育支援シ
ステムの更新

大阪産業大学短期大
学部

12,949,000 教育装置 自動車走行性能実験装置

大阪歯科大學 10,733,000 大阪歯科大学 10,733,000 ICT
コンピュータ教室・マルチメディア教室整
備事業

大阪電気通信大
学

26,596,000 大阪電気通信大学 26,596,000 教育装置 Ｊ号館教育用コンピュータシステム

大阪薬科大学 62,010,000 大阪薬科大学 6,592,000 ICT 双方向授業対応教室改修事業

35,418,000 研究装置 核磁気共鳴構造解析システム

20,000,000 研究装置 生体高分子熱エネルギー解析システム

大手前学園 6,508,000 大手前短期大学 2,733,000 バリアフリー
大手前短期大学　本館（Ｎ棟・Ｗ棟）バリ
アーフリー事業

大手前大学 3,775,000 バリアフリー
大手前大学　本館（Ｎ棟・Ｗ棟）バリアフ
リー事業

追手門学院 60,289,000 追手門学院大学 51,107,000 ICT
視聴覚教室の操作性統一及びマルチメ
ディア機器整備事業

9,182,000 ICT
学内無線LAN拡張による学内ユビキタス
化事業

関西大学 89,614,000 関西大学 32,961,000 ICT

関西大学キャンパス内高速ギガビットネッ
トワーク（第４学舎１号館、２号館、第１～
６実験棟、学術フロンティア・センター、ハ
イテク・リサーチ・センター、ITセンター）

8,532,000 ICT 文献リサーチコラボレーションシステム

8,621,000 ICT デジタルアーカイヴズ統合システム

39,500,000 耐震 耐震改修工事（簡文館）

関西医科大学 62,761,000 関西医科大学 24,761,000 研究施設 病態分子イメージングセンター

38,000,000 研究装置 質量顕微鏡

近畿大学 115,009,000 近畿大学 2,047,000 アスベスト対策
国際人文科学研究所東京コミュニティカ
レッジアスベスト対策工事

8,795,000 エコキャンパス 本館・２１号館断熱フィルム設置工事

42,787,000 耐震
国際人文科学研究所東京コミュニティカ
レッジ耐震改修工事

1,800,000 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

21,645,000 バリアフリー 農学部バリアフリー化改修工事

8,217,000 バリアフリー 本館・A館トイレバリアフリー化改修工事

29,718,000 研究装置 SQUID測定装置
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谷岡学園 177,580,000 大阪商業大学 2,016,000 アスベスト対策
大阪商業大学ＲｅＲａＫｕ棟渡り廊下天井
内アスベスト撤去工事

31,602,000 耐震 大阪商業大学５号館耐震補強工事

66,281,000 耐震 大阪商業大学６号館耐震補強工事

15,324,000 耐震 大阪商業大学学生会館耐震補強工事

62,357,000 耐震 大阪商業大学谷岡記念館耐震補強工事

塚本学院 47,686,000 大阪芸術大学 47,686,000 耐震 大阪芸術大学8号館耐震補強改修工事

桃山学院 4,326,000 桃山学院大学 4,326,000 ICT
桃山学院大学ＣＡＬＬ教室におけるＡＶ機
器等の更新

村上学園 4,146,000 東大阪大学 4,146,000 ICT
教育の情報化に対応したICT学習環境の
整備

大阪キリスト教学
院

24,404,000
大阪キリスト教短期大
学

12,890,000 耐震 【8号館耐震改修その他工事】

11,514,000 バリアフリー 【8号館バリアフリー工事】

関西学院 47,504,000 関西学院大学 9,008,000 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(2011年度）

38,496,000 耐震 関西学院大学第5別館耐震補強工事

甲南学園 11,288,000 甲南大学 11,288,000 ICT
甲南大学3号館講義室マルチメディア教
育システム

神戸女学院 9,975,000 神戸女学院大学 9,975,000 耐震 社交館耐震補強工事

松蔭女子学院 15,154,000
神戸松蔭女子学院大
学

10,045,000 ICT
神戸松蔭キャンパスネットワークの再構
築

5,109,000 バリアフリー 2号館1階、5号館バリアフリー化工事

中内学園 3,208,000 流通科学大学 3,208,000 バリアフリー
流通科学大学 講義棟Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 自動扉
化工事

鉄鋼学園 5,211,000 産業技術短期大学 5,211,000 エコキャンパス 太陽光発電等導入事業

帝塚山学園 107,271,000 帝塚山大学 107,271,000 耐震 東生駒キャンパス８号館　耐震補強工事

加計学園 26,369,000 岡山理科大学 26,369,000 研究装置 極微小単結晶X線構造解析装置

石田学園 1,447,000 広島経済大学 1,447,000 バリアフリー
宮島セミナーハウス成風館　バリアフリー
推進工事

武田学園 1,300,000 広島文教女子大学 1,300,000 バリアフリー 各棟出入り口バリアフリー工事

広島女学院 48,299,000 広島女学院大学 48,299,000 研究施設
総合学生支援センター／障がい学生高
等教育支援研究所
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福山大学 8,812,000 福山大学 3,880,000 バリアフリー
福山大学１１号館エレベーター身障者用
リニューアル改修工事

福山平成大学 4,932,000 バリアフリー
福山平成大学８号館身障者用エレベー
ター設置工事

広島文化学園 1,119,000 広島文化学園大学 1,119,000 バリアフリー
障害者用トイレの改修工事及び駐車場等
の整備事業

村崎学園 16,068,000 徳島文理大学 16,068,000 研究装置 誘導結合プラズマ質量分析装置

久留米大学 31,348,000 久留米大学 4,074,000 ICT
久留米大学御井学舎第１ＬＬ（ＣＡＬＬ教
室）システム更新

4,835,000 ICT
７１４教室及び８００号館２階演習室マル
チメディア教室整備事業

1,497,000 バリアフリー
御井メディアセンター２階自動ドア設置工
事

20,942,000 研究装置 最先端病原体解析システム

中村学園 35,409,000 中村学園大学 18,947,000 耐震
音・体育館耐震補強事業（中村学園大
学）

6,833,000 バリアフリー
音・体育館エレベータ設置事業（中村学
園大学）

中村学園大学短期大
学部

7,102,000 耐震
音・体育館耐震補強事業（中村学園大学
短期大学部）

2,527,000 バリアフリー
音・体育館エレベータ設置事業（中村学
園大学短期大学部）

福岡大学 31,603,000 福岡大学 31,603,000 ICT ２号館マルチメディア設備

福岡工業大学 5,561,000 福岡工業大学 5,561,000 エコキャンパス
Ｃ棟ﾄｲﾚ衛生器具節水型器具への更新事
業

福岡女学院 22,579,000 福岡女学院大学 22,579,000 耐震
2011年度福岡女学院大学・短期大学部2
号館耐震補強工事（大学）

久留米信愛女学
院

90,312,000
久留米信愛女学院短
期大学

10,925,000 耐震 短期大学耐震改修工事（体育館）

79,387,000 耐震 短期大学耐震改修工事（校舎）

精華学園 24,106,000 精華女子短期大学 24,106,000 耐震
精華女子短期大学３号館耐震補強改修
工事

純心女子学園 1,123,000 長崎純心大学 1,123,000 バリアフリー
長崎純心大学体育館棟出入口、スロープ
改修工事

長崎学院 7,594,000 長崎外国語大学 7,594,000 ICT 外国語学習サポートシステムの構築

鹿児島純心女子
学園

25,473,000
鹿児島純心女子短期
大学

25,473,000 耐震
鹿児島純心女子短期大学　寄宿舎　耐震
補強事業
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