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北海道尚志学園 45,699,000 北海道工業大学 17,175,000 ICT 平成２４年度学内ＬＡＮ更新システム

北海道薬科大学 28,524,000 研究装置 核磁気共鳴装置

藤学園 6,195,000 藤女子大学 6,195,000 バリアフリー
花川校舎中央バリアフリートイレ増設改修工
事

北海学園 95,102,000 北海学園大学 15,897,000 バリアフリー
北海学園大学中空渡り廊下接続部エレベー
ター設置工事

63,623,000 ICT 豊平キャンパス学内ＬＡＮ装置

15,582,000 ICT 山鼻キャンパス教育用情報処理システム

光星学院 5,484,000 八戸大学 5,484,000 耐震等 １号館渡り廊下耐震補強工事

岩手医科大学 532,211,000 岩手医科大学 532,211,000  復興センター 災害時地域医療支援教育センター

栴檀学園 12,731,000 東北福祉大学 12,731,000 ICT
国見キャンパス学内無線LAN及び付随ネット
ワーク整備事業

東北学院 8,877,000 東北学院大学 8,877,000 ICT
2012年10月総合ネットワーク2012光ファイバ
敷設群敷設工事

東北薬科大学 22,664,000 東北薬科大学 22,664,000 戦略研究装置 Imaging Flow Cytometry (ImageStreamX)

東北芸術工科大学 173,470,000 東北芸術工科大学 138,661,000 耐震等
東北芸術工科大学　平成24年度耐震改修工
事

34,809,000 ICT
東北芸術工科大学　平成24年度基幹ネット
ワーク更新事業

富澤学園 26,123,000 東北文教大学 4,363,000 耐震等 体育館非構造部材の耐震対策

5,979,000 耐震等 3号館外壁等改修工事

東北文教大学短期大学
部

6,658,000 耐震等 体育館非構造部材の耐震対策

9,123,000 耐震等 3号館外壁等改修工事

福島学院 8,650,000
福島学院大学短期大学
部

8,650,000 耐震等 すみれ館耐震補強事業（短大）

国際医療福祉大学 37,136,000 国際医療福祉大学 32,657,000 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　第２期

4,479,000 ICT
実習棟・講義棟マルチメディア教室整備（第6
期）

明海大学 5,192,000 明海大学 5,192,000 ICT 浦安キャンパス無線LAN設置工事

埼玉医科大学 19,227,000 埼玉医科大学 11,598,000 アスベスト
埼玉医科大学本部棟階段室アスベスト含有
吹付け材除去・復旧工事

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24年度交付実績一覧
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7,629,000 ICT 医学部第３講堂のICT装置整備事業

智香寺学園 2,964,000 埼玉工業大学 2,964,000 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 61,316,000 獨協医科大学 10,500,000 アスベスト 獨協医科大学アスベスト対策事業（大学分）

28,487,000 ICT
学術系基幹ネットワーク改善・整備事業 第１
期

22,329,000 研究装置
カールツァイス共焦点レーザー顕微鏡システ
ム

千葉敬愛学園 5,090,000 敬愛大学 5,090,000 ICT
映像装置活用によるアクティブラーニング推
進事業

千葉工業大学 144,867,000 千葉工業大学 144,867,000 エコキャンパス

千葉工業大学　芝園校地　６号館　太陽光発
電システムの導入及び導入に伴う空調、照
明設備省エネ更新工事

廣池学園 29,662,000 麗澤大学 29,662,000 耐震等 第1体育館天井耐震補修工事

中央学院 40,451,000 中央学院大学 34,304,000 アスベスト 体育館アリーナ天井改修工事

6,147,000 ICT
自律型学修を支援するネットワーク基盤整備
事業

植草学園 319,000 植草学園短期大学 319,000 耐震等 緊急時一斉放送網設備工事

青山学院 48,054,000 青山学院大学 23,266,000 研究装置 極最表面観察および組成分析システム一式

24,788,000 ICT 青山学院大学　情報処理システム整備事業

跡見学園 96,266,000 跡見学園女子大学 90,020,000 耐震等 新座キャンパス１号館耐震化事業

6,246,000 教育装置 花蹊メモリアルホールAV設備更新

大妻学院 42,793,000 大妻女子大学 32,020,000 ICT
千代田キャンパス再開発プロジェクト
-Interactive Communication System（双方向
コミュニケーションシステム）-

大妻女子大学短期大学
部

10,773,000 ICT
千代田キャンパス再開発プロジェクト
-Interactive Communication System（双方向
コミュニケーションシステム）-

学習院 165,988,000 学習院大学 11,123,000 バリアフリー 学習院大学南１号館 バリアフリー対象工事

131,591,000 耐震等 学習院大学南１号館　耐震対象工事

13,389,000 アスベスト 学習院大学北１号館　アスベスト除去工事

9,885,000 バリアフリー 学習院大学西５号館　バリアフリー工事

北里研究所 47,227,000 北里大学 3,360,000 バリアフリー
Ｓ号館事務室、図書室並びに情報科学演習
室出入口自動扉改修事業
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32,500,000 戦略研究装置
高性能質量分析計（ベンチトップ型フーリエ
変換型質量分析計）

6,244,000 ICT 相模原キャンパス　情報系教育設備の充実

5,123,000 ICT
北里大学海洋生命科学部の情報系教育設
備の充実

杏林学園 12,039,000 杏林大学 12,039,000 ICT
平成２４年度ICT活用教育のための教室・
ネットワーク環境整備事業

国立音楽大学 133,560,000 国立音楽大学 133,560,000 耐震等 国立音楽大学３号館耐震改修工事

慶應義塾 30,423,000 慶應義塾大学 30,423,000 研究装置 BD FACSAria Ⅲ セルソーター

工学院大学 22,161,000 工学院大学 22,161,000 教育装置
モノづくりが体感できるCAD/CAM/CAE演習
システム

國學院大學 34,650,000 國學院大學 34,650,000 ICT
教室マルチメディア機器のデジタル化および
リプレイス事業

国士舘 126,497,000 国士舘大学 126,497,000 耐震等
国士舘大学町田キャンパス11・13・14号館耐
震補強工事

駒澤大学 83,372,000 駒澤大学 16,649,000 耐震等 記念講堂天井落下防止工事

11,890,000 バリアフリー 1号館エレベーター新設工事

7,272,000 バリアフリー ９号館エレベーター新設工事

1,789,000 耐震等 防災用備蓄倉庫整備改修工事

37,342,000 ICT 1号館PC教場システム

6,330,000 耐震等 4号館外壁落下防止工事

2,100,000 耐震等 深沢校舎洋館外壁落下防止工事

慈恵大学 41,315,000 東京慈恵会医科大学 20,364,000 戦略研究装置 高速液体クロマトグラフ質量分析装置

20,951,000 戦略研究装置
バイオフィルム形成阻害試験自動化システ
ム

順天堂 66,349,000 順天堂大学 5,166,000 耐震等
センチュリタワーガラス屋根飛散防止フィル
ム貼り工事

1,698,000 耐震等 校舎各所窓ガラス飛散防止フィルム貼り工事

23,921,000 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（第２期事業)

6,928,000 ICT
マルチメディア教室バーチャルリアルティ・オ
ンデマンド型看護教育システム整備事業

28,636,000 研究装置 再生医療細胞調整装置一式

昭和大学 39,393,000 昭和大学 19,257,000 教育装置 マルチメディア解剖実習教育システム
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20,136,000 研究装置
生細胞の選択的細胞内シグナル伝達機構解
析システム

昭和女子大学 27,467,000 昭和女子大学 27,467,000 エコキャンパス

エコキャンパス推進事業(①太陽光発電設備
導入工事②高効率型照明器具への更新工
事③省エネ型エアコンへの更新工事）

女子美術大学 4,713,000 女子美術大学 4,713,000 ICT 杉並・相模原校舎通信速度等改善事業

清泉女子大学 8,883,000 清泉女子大学 4,165,000 アスベスト 環境衛生に伴うアスベスト撤去工事

1,991,000 バリアフリー 自動ドア設置及び設置に伴う内装工事

2,727,000 耐震等 １号館天井改修工事

専修大学 110,569,000 専修大学 67,207,000 耐震等 生田１号館耐震改修工事

36,143,000 耐震等 生田会館耐震改修工事

7,219,000 耐震等 生田女子体育寮耐震改修工事

創価大学 8,585,000 創価女子短期大学 8,585,000 ICT
iPadと連動した教室マルチメディア装置整備
事業

大正大学 34,268,000 大正大學 3,074,000 耐震等 13号館書架耐震対策事業

31,194,000 ICT
5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

中央大学 76,871,000 中央大学 26,775,000 バリアフリー
中央大学多摩キャンパス８号館１１号館間バ
リアフリー化工事

33,577,000 ICT
2012年度多摩・後楽園キャンパス基幹ネット
ワーク機器更新・無線LAN増設工事

10,803,000 耐震等
中央大学多摩キャンパス第１体育館アリーナ
窓ガラスフィルム貼付他工事

5,716,000 ICT
2012年度後期多摩・後楽園・市ヶ谷キャンパ
ス基幹ネットワーク機器更新・無線LAN増設
工事

津田塾大学 7,497,000 津田塾大学 7,497,000 耐震等
図書館開架書庫・資料落下防止装置設置計
画

帝京大学 54,290,000 帝京大学 30,200,000 ICT
教育の情報化推進のための情報通信環境
整備（ネットワークの整備）

24,090,000 研究装置 超高精細三次元走査電子顕微鏡システム

東海大学 636,766,000 東海大学 38,393,000 耐震等
東海大学防災機能等強化緊急特別推進事
業(湘南校舎６号館Ａ棟耐震補強工事)

193,486,000 耐震等
東海大学防災機能等強化緊急特別推進事
業（湘南校舎11号館耐震補強工事）
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229,900,000 耐震等
東海大学防災機能等強化緊急特別推進事
業（熊本校舎本館耐震補強工事）

147,130,000 耐震等
東海大学防災機能等強化緊急特別推進事
業（阿蘇校舎１号館耐震補強工事）

22,457,000 ICT ２０１２年度東海大学ＩＣＴ活用推進事業

5,400,000 ICT
２０１２年度東海大学ＩＣＴ活用推進事業　伊
勢原校舎プロジェクタシステム

東京医科大学 24,616,000 東京医科大学 24,616,000 研究装置 細胞分離解析装置システム

東京工芸大学 7,241,000 東京工芸大学 7,241,000 教育装置 ゲーム制作演習室システム

東京女子大学 19,053,000 東京女子大学 19,053,000 耐震等
非常放送設備整備工事（防災機能強化事
業）

東京電機大学 23,689,000 東京電機大学 23,689,000 教育装置 次世代建築設計教育支援システム

東京農業大学 26,868,000 東京農業大学 26,868,000 研究装置 細胞イメージング解析システム

東京理科大学 85,481,000 東京理科大学 25,496,000 バリアフリー 長万部キャンパスバリアフリー工事

20,920,000 戦略研究装置 大気圧走査電子顕微鏡

39,065,000 研究装置
再凝縮装置付き高感度磁気特性測定システ
ム

東邦大学 144,199,000 東邦大学 86,140,000 耐震等 東邦大学理学部Ⅱ号館耐震改修工事

49,875,000 戦略研究装置 高分解能透過型電子顕微鏡

8,184,000 エコキャンパス 本館トイレ整備他工事

東洋大学 161,011,000 東洋大学 99,771,000 戦略研究装置 原子分解能透過電子顕微鏡

61,240,000 研究装置 生体細胞内微細構造解析システム

二階堂学園 8,846,000 日本女子体育大学 8,846,000 耐震等 記念体育館耐震補強事業

日本大学 783,319,000 日本大学 11,716,000 耐震等 水泳部室内プール天井崩落防止補強工事

48,222,000 耐震等
文理学部４号館耐震補強及び屋上防水その
他工事

13,169,000 耐震等
日本大学理工学部船橋校舎12号館耐震補
強工事（大学）

150,136,000 耐震等
松戸歯学部体育館併設食堂棟耐震補強そ
の他工事

500,129,000 耐震等
松戸歯学部校舎（Ａ・Ｂ・Ｄ）棟耐震補強その
他工事
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17,386,000 耐震等
日本大学生物資源科学部下田校舎宿泊棟
耐震補強その他工事

3,490,000 バリアフリー 工学部バリアフリー化工事

4,290,000 エコキャンパス
理工学部船橋校舎１４号館外窓（西・南側）
遮熱フィルム張り工事

18,062,000 研究装置 高温エックス線回折装置

16,719,000 研究装置 半導体電子物性解析装置

日本医科大学 70,040,000 日本医科大学 28,395,000 研究装置
次世代ヒト・実験動物ゲノム・病態解析システ
ム

41,645,000 研究装置
疾患特異的・低発現遺伝子群動態定量解析
システム

日本女子大学 154,270,000 日本女子大学 145,771,000 耐震等 日本女子大学八十年館耐震改修工事

8,499,000 ICT 目白キャンパス・マルチメディア教育ICT設備

ルーテル学院 11,760,000 ルーテル学院大学 11,760,000 耐震等 図書館耐震補強事業

法政大学 7,318,000 法政大学 7,318,000 バリアフリー
法政大学多摩キャンパス　1号館バリアフ
リー化工事

星薬科大学 19,078,000 星薬科大学 19,078,000 研究装置 全自動水平型多目的Ｘ線回折装置

明治学院 18,375,000 明治学院大学 18,375,000 バリアフリー
明治学院大学　横浜校舎５号館バリアフリー
化工事

明治大学 90,994,000 明治大学 52,734,000 研究装置 分子構造解析用　質量分析システム

38,260,000 研究装置 精密質量分析および分離システム

明治薬科大学 37,564,000 明治薬科大学 37,564,000 研究装置 ハイコンテント細胞高速イメージングシステム

立教学院 61,543,000 立教大学 22,260,000 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
パス各所トイレ整備）

24,163,000 ICT 立教大学池袋キャンパスＬＡＮ整備

15,120,000 ICT
立教ファーストタームプログラム展開のため
の教育設備整備（第2期）

和光学園 4,189,000 和光大学 4,189,000 耐震等 和光大学J棟外壁改修工事

早稲田大学 419,334,000 早稲田大学 9,066,000 耐震等 １７－２号館耐震改修工事

202,008,000 耐震等
早稲田・西早稲田キャンパス耐震改修・防災
機能強化事業

132,877,000 耐震等 １６号館耐震改修工事

2,968,000 バリアフリー ５３号館エレベータ新設工事
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23,100,000 バリアフリー 100号館エレベータのバリアフリー対策工事

12,075,000 バリアフリー 各所バリアフリー対策工事

37,240,000 ICT 西早稲田キャンパス等ＡＶ機器等環境整備

自治医科大学 12,652,000 自治医科大学 12,652,000 戦略研究施設 サーカディアンリズム解析動物飼育室

片柳学園 29,837,000 東京工科大学 1,720,000 耐震等 災害トイレ新設事業（東京工科大学）

2,070,000 耐震等 八王子キャンパス外壁タイル落下防止工事

26,047,000 教育装置 デジタル映像表示装置

東洋英和女学院 5,775,000 東洋英和女学院大学 5,775,000 ICT ８１０１教室マルチメディア装置更新

田村学園 84,332,000 多摩大学 17,943,000 ICT グローカル人材育成支援装置

66,389,000 ICT 多摩大学問題解決力育成支援装置

江戸川学園 10,456,000 江戸川大学 2,340,000 バリアフリー A棟HCトイレ設置工事

8,116,000 耐震等 地下水膜ろ過システム導入工事

文京学園 5,653,000 文京学院大学 5,653,000 ICT
ふじみ野キャンパス遠隔授業対応AVシステ
ム導入

城西大学 82,788,000 城西大学 52,775,000 耐震等 城西大学　10号館耐震補強工事

30,013,000 耐震等 城西大学　11号館耐震補強工事（大学）

目白学園 4,752,000 目白大学 4,752,000 ICT 高度マルチメディア教育装置

十文字学園 70,848,000 十文字学園女子大学 70,848,000 耐震等 十文字学園女子大学　耐震補強事業

尚美学園 40,488,000 尚美学園大学 40,488,000 教育装置 音楽ホール舞台音響装置

調布学園 28,529,000 田園調布学園大学 28,529,000 ICT モバイル対応型情報教育環境構築

白梅学園 17,942,000 白梅学園大学 10,765,000 耐震等 白梅学園大学校舎B棟耐震補強改修工事

白梅学園短期大学 7,177,000 耐震等
白梅学園短期大学校舎B棟耐震補強改修工
事

戸板学園 8,727,000 戸板女子短期大学 2,795,000 ICT デザイン実習資料作成システム整備事業

5,932,000 ICT 音声映像提示システム整備事業

新渡戸文化学園 9,082,000 新渡戸文化短期大学 9,082,000 耐震等 新渡戸文化学園１号館耐震補強工事



法 人 名
交 付 額
法 人 計 ( 円 )

学 校 名 交 付 額 ( 円 ) 区分 事 業 名 等

立教女学院 8,460,000 立教女学院短期大学 8,460,000 ICT
立教女学院短期大学　ICT教育基盤整備事
業

神奈川大学 118,545,000 神奈川大学 17,325,000 戦略研究施設 藻類培養施設

25,654,000 戦略研究装置 Ｘ線構造解析システム

20,500,000 戦略研究装置 超高感度等温滴定型カロリメータ

55,066,000 ICT
２０号館302ＣＡＬＬ教室・316ＬＬ教室更新・改
造

関東学院 20,490,000 関東学院大学 20,490,000 研究装置 スマート構造解析用3D高分解能SEM

総持学園 634,802,000 鶴見大学 525,140,000 耐震等
鶴見大学１・２号館耐震補強改修事業（大
学）

8,501,000 ICT
１号館３階マルチメディア教育センターリプレ
イス（鶴見大学）

鶴見大学短期大学部 94,695,000 耐震等 鶴見大学１号館耐震補強改修事業（短大）

6,466,000 ICT
１号館３階マルチメディア教育センターリプレ
イス（鶴見大学短期大学部）

フェリス女学院 202,848,000 フェリス女学院大学 202,848,000 耐震等 山手キャンパス８号館耐震化等事業

幾徳学園 10,103,000 神奈川工科大学 10,103,000 教育装置 植物工場を用いた実践型教育システム

ソニー学園 782,000 湘北短期大学 782,000 バリアフリー 階段手摺設置

加茂暁星学園 9,185,000 新潟経営大学 9,185,000 ICT 多用途マルチメディア講義室の整備

金沢工業大学 9,556,000 金沢工業大学 9,556,000 アスベスト

環境衛生対策推進事業（アスベスト対策）
金沢工業大学　平成24年度アスベスト対策
工事

金沢医科大学 103,680,000 金沢医科大学 4,407,000 戦略研究施設
総合医学研究所基礎研究棟４階改修工事
（リアルタイム神経活動電位解析室）

3,887,000 戦略研究施設
総合医学研究所基礎研究棟1階改修工事
（疾患関連遺伝子解析センター）

24,937,000 戦略研究装置 高速高感度タイムラプスシステム  一式

8,693,000 戦略研究施設 脂質研究センター（臨床研究棟６－９階）

1,756,000 戦略研究施設 二光子顕微鏡室（基礎研究棟１階）

35,000,000 戦略研究装置 セルソーターシステム　一式

25,000,000 戦略研究装置 質量分析システム　一式

北陸大学 24,781,000 北陸大学 24,781,000 ICT 北陸大学ＩＣＴ教育環境整備事業



法 人 名
交 付 額
法 人 計 ( 円 )

学 校 名 交 付 額 ( 円 ) 区分 事 業 名 等

小松短期大学 21,337,000 小松短期大学 21,337,000 エコキャンパス エコキャンパス推進事業

福井仁愛学園 5,534,000 仁愛大学 2,625,000 耐震等
附属図書館カーテンウォールガラスフィルム
貼り工事

1,653,000 バリアフリー G号館前身障者用スロープ設置工事

仁愛女子短期大学 1,256,000 ICT
学内ネットワーク　レイヤ3スイッチ等増設工
事

山梨英和学院 2,296,000 山梨英和大学 2,296,000 バリアフリー
山梨英和大学教育研究施設出入口バリアフ
リー推進事業

松本歯科大学 30,180,000 松本歯科大学 30,180,000 アスベスト

学校法人松本歯科大学
本館地下（機械室、バキューム・コンプレッ
サー室、電気室）アスベスト対策工事

佐久学園 8,931,000 佐久大学 8,931,000 ICT 佐久学園　ICTシステム整備事業

朝日大学 45,883,000 朝日大学 27,938,000 耐震等 朝日大学　耐震補強事業（2号館）

17,945,000 耐震等 朝日大学　耐震補強事業（10周年記念館）

安達学園 14,740,000 中京学院大学 14,740,000 耐震等
学校法人安達学園 中京学院大学中津川
キャンパス 1号館・第1研究室棟・第2研究室
棟 耐震改修事業

正眼短期大学 13,077,000 正眼短期大学 13,077,000 耐震等 松隠寮耐震補強事業

誠広学園 2,786,000 平成医療短期大学 2,786,000 バリアフリー 平成医療短期大学バリアフリー化工事

常葉学園 7,537,000 富士常葉大学 7,537,000 ICT
多目的用途に利用可能なﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教室と
低ｺｽﾄ化を実現するｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ環境の導入

愛知学院 17,102,000 愛知学院大学 17,102,000 ICT 歯科教育オンデマンド映像収録・配信設備

愛知大学 10,552,000 愛知大学 5,145,000 戦略研究施設
大学記念館（東亜同文書院大学記念セン
ター）

5,407,000 戦略研究施設 記念会館

金城学院 14,214,000 金城学院大学 14,214,000 ICT CALL教室整備

栗本学園 42,737,000 名古屋商科大学 5,237,000 ICT ICT教育基盤整備事業

37,500,000 耐震等 非構造部材耐震対策事業

同朋学園 2,491,000 名古屋音楽大学 2,491,000 バリアフリー
名古屋音楽大学校舎等バリアフリー化改修
工事

名古屋学院大学 33,825,000 名古屋学院大学 33,825,000 耐震等 瀬戸キャンパス図書館耐震工事

名古屋自由学院 25,880,000 名古屋芸術大学 25,880,000 バリアフリー

西ｷｬﾝﾊﾟｽB･G棟渡り廊下及びL棟体育館身
障者ﾄｲﾚ改修工事、東ｷｬﾝﾊﾟｽ4号館身障者ﾄ
ｲﾚ･玄関自動ﾄﾞｱ他改修工事



法 人 名
交 付 額
法 人 計 ( 円 )

学 校 名 交 付 額 ( 円 ) 区分 事 業 名 等

名古屋電気学園 12,053,000 愛知工業大学 7,612,000 バリアフリー 計算センターエレベータ設置工事

4,441,000 ICT 情報教育センター映像配信システム

至学館 37,046,000 至学館大学 26,524,000 耐震等 第一体育館耐震改修工事(大学）

4,301,000 ICT GAKKAN TOTAL NETWORK 2012

至学館大学短期大学部 6,221,000 耐震等 第一体育館耐震改修工事(短大）

藤田学園 166,950,000 藤田保健衛生大学 166,950,000 耐震等
藤田保健衛生大学医学部１号館平成２４年
度耐震補強工事

中部大学 5,523,000 中部大学 5,523,000 戦略研究施設 リサーチセンター

名城大学 36,055,000 名城大学 22,499,000 戦略研究装置 ウェハー接合装置

10,118,000 ICT
天白キャンパス共通講義棟南講義室ＩＣＴ整
備事業

3,438,000 バリアフリー 天白校地　2号館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事

愛知医科大学 24,849,000 愛知医科大学 24,849,000 研究装置
イメージ情報応用高速細胞解析・分離システ
ム

愛知淑徳学園 11,550,000 愛知淑徳大学 11,550,000 耐震等
愛知淑徳大学　長久手キャンパス　体育館・
緑風館天井耐震改修工事

中西学園 159,615,000 名古屋外国語大学 28,474,000 バリアフリー 名古屋外国語大学バリアフリー化事業

19,070,000 ICT
ペンタブレットを活用したアクティブラーニン
グ環境整備事業

19,036,000 ICT
電子黒板を活用したアクティブラーニング環
境整備事業

10,767,000 ICT
日進キャンパスWi－Fi環境「WiSH」整備事業
(外大分)

名古屋学芸大学 57,748,000 耐震等
名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学
部耐震補強工事事業（学芸大分）

7,757,000 ICT
日進キャンパスWi－Fi環境「WiSH」整備事業
（学芸大分）

5,811,000 ICT
映像・デザイン教育 マルチデバイスe-ラーニ
ングシステム構築事業

名古屋学芸大学短期大
学部

9,667,000 耐震等
名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学
部耐震補強工事事業（短大分）

1,285,000 ICT
日進キャンパスWi－Fi環境「WiSH」整備事業
（短大分）

桜花学園 30,292,000 名古屋短期大学 30,292,000 耐震等
名古屋短期大学　図書館他３棟耐震補強事
業

滝川学園 85,219,000 名古屋文理大学 68,249,000 ICT
Nagoya Bunri University Total Network
Reform 2012

名古屋文理大学短期大
学部

16,970,000 ICT
College of Nagoya Bunri University Total
Network Reform 2012



法 人 名
交 付 額
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東邦学園 562,133,000 愛知東邦大学 516,908,000 耐震等
愛知東邦大学キャンパス整備計画 B棟及び
扇形教室棟耐震改修工事他

45,225,000 ICT
愛知東邦大学キャンパス整備計画　ICT活用
推進工事

皇學館 24,921,000 皇學館大学 24,921,000 耐震等
平成24年度　皇學館大学耐震改修工事（記
念講堂・貞明寮）

高田学苑 3,745,000 高田短期大学 3,745,000 ICT 高田短期大学キャンパスネット整備事業

滋賀学園 8,592,000 びわこ学院大学 5,383,000 ICT マルチメディア情報教育支援システム

びわこ学院大学短期大
学部

3,209,000 ICT マルチメディア情報教育支援システム

純美禮学園 3,055,000 滋賀短期大学 3,055,000 バリアフリー 中庭舗床等バリアフリー化事業

京都産業大学 258,817,000 京都産業大学 73,491,000 バリアフリー 学内バリアフリー化工事

185,326,000 教育装置
京都産業大学学術情報統合アーカイビング
システム

京都女子学園 191,037,000 京都女子大学 191,037,000 耐震等 京都女子大学Ｃ校舎耐震補強改修工事

同志社 665,629,000 同志社大学 157,097,000 耐震等 博遠館耐震等改修工事

19,030,000 耐震等 弘風館地階及び1階耐震等改修工事

15,740,000 耐震等 光塩館耐震等改修工事

12,851,000 耐震等 明徳館地階耐震等改修工事

2,386,000 バリアフリー 博遠館エレベーターバリアフリー化工事

20,259,000 戦略研究装置 生体微量物質同定システム一式

369,781,000 ICT 次世代教育効果向上支援システム

48,275,000 研究装置 ナノトライボロジー評価システム

20,210,000 ICT 次世代教育効果向上支援システム（2）

花園学園 14,042,000 花園大学 14,042,000 ICT 自適館、無聖館ＩＣＴ教室整備事業

立命館 250,755,000 立命館大学 238,875,000 耐震等
立命館大学衣笠キャンパス　修学館耐震補
強工事

4,496,000 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改
修工事

立命館アジア太平洋大
学

7,384,000 ICT
2012年度後期立命館アジア太平洋大学教室
映像音響システム整備

龍谷大学 2,840,000 龍谷大学 2,840,000 バリアフリー 京都団地におけるバリアフリー整備工事



法 人 名
交 付 額
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瓜生山学園 63,127,000 京都造形芸術大学 63,127,000 耐震等
京都造形芸術大学　高原校舎北館・東館整
備工事

大阪経済法律学園 181,095,000 大阪経済法科大学 181,095,000 耐震等 5号館耐震改修事業

大阪電気通信大学 10,093,000 大阪電気通信大学 10,093,000 バリアフリー 車椅子用階段昇降機設置事業

大手前学園 15,773,000 大手前大学 9,224,000 バリアフリー
大手前大学　さくら夙川キャンパス　バリアフ
リー事業

6,549,000 ICT 大手前大学ICT活用推進事業

追手門学院 1,547,000 追手門学院大学 1,547,000 耐震等 追手門学院大学防災倉庫設置工事

関西大学 444,798,000 関西大学 399,000,000 耐震等
耐震改修工事（第４学舎２号館（本館棟）・第
４学舎２号館（増築分））

19,190,000 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２・３学舎、尚文館）および無線ネッ
トワーク（千里山キャンパス１次）整備

14,500,000 耐震等 耐震対策工事（千里山中央体育館１階天井）

1,695,000 耐震等 耐震対策工事（千里山中央体育館３階窓枠）

7,300,000 バリアフリー
関西大学キャンパス・バリアフリー化（第4学
舎2号館（本館棟）・第4学舎2号館(増築分））

3,113,000 バリアフリー
関西大学キャンパス・バリアフリー化(岩崎記
念館）

関西医科大学 436,148,000 関西医科大学 248,014,000 戦略研究施設 疾患モデル動物センター

67,662,000 戦略研究施設 病態分子イメージングセンター

36,000,000 戦略研究装置
高度細胞機能解析蛍光イメージングシステ
ム

84,472,000 研究装置 陽電子放出断層撮影装置（PET/CT）

近畿大学 305,703,000 近畿大学 271,783,000 耐震等 ２２号館耐震補強工事

33,920,000 研究装置 固体核磁気共鳴装置

谷岡学園 32,811,000 神戸芸術工科大学 32,811,000 ICT 神戸芸術工科大学学内LAN整備事業

塚本学院 95,594,000 大阪芸術大学 9,899,000 バリアフリー 大阪芸術大学　7号館バリアフリー改修工事

85,695,000 耐震等 大阪芸術大学　７号館耐震補強改修工事

大阪国際学園 24,913,000 大阪国際大学 21,888,000 教育装置 全学教育用コンピュータシステム

大阪国際大学短期大学
部

3,025,000 教育装置 全学教育用コンピュータシステム

桃山学院 6,953,000 桃山学院大学 6,953,000 ICT
２号館大教室（２－２０２教室）の情報機器
（音声映像機器）のデジタル化
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羽衣学園 2,835,000 羽衣国際大学 2,835,000 バリアフリー 身体障がい者対応トイレ工事

大阪成蹊学園 4,283,000 大阪成蹊大学 4,283,000 ICT
PC教室・マルチメディア教育システムの更改
（大阪成蹊大学）

金蘭会学園 178,031,000 千里金蘭大学 137,911,000 耐震等 千里金蘭大学　校舎耐震補強等事業

40,120,000 バリアフリー
千里金蘭大学 エレベーター等　バリアフリー
対応リニューアル改修工事

大阪女学院 55,219,000 大阪女学院大学 39,206,000 耐震等 大阪女学院大学図書館耐震補強工事

大阪女学院短期大学 16,013,000 耐震等 大阪女学院短期大学図書館耐震補強工事

大阪青山学園 67,635,000 大阪青山大学 36,327,000 耐震等 耐震改修事業（大阪青山大学）

9,300,000 バリアフリー 福祉改修事業（大阪青山大学）

大阪青山短期大学 17,522,000 耐震等 耐震改修事業（大阪青山短期大学）

4,486,000 バリアフリー 福祉改修事業（大阪青山短期大学）

城南学園 12,270,000 大阪総合保育大学 7,504,000 ICT 次世代の教員養成のためのICT環境整備

大阪城南女子短期大学 4,766,000 ICT
次世代の対人援助職養成のためのICT環境
整備

関西学院 141,359,000 関西学院大学 4,425,000 アスベスト 関西学院大学 C号館アスベスト除去工事

3,179,000 アスベスト
関西学院大学　学生サービスセンターアスベ
スト除去工事

12,530,000 アスベスト
関西学院大学　学生会館新館アスベスト除
去工事(2012年度）

76,125,000 耐震等 関西学院大学　文学部本館耐震補強工事

30,999,000 戦略研究装置 ナノスケール構造評価装置

14,101,000 ICT
関西学院大学　教育機器デジタル化推進工
事

甲南学園 26,813,000 甲南大学 2,543,000 バリアフリー
甲南大学岡本キャンパス10号館北入口バリ
アフリー化工事

19,974,000 研究装置 共焦点レーザ走査型顕微鏡

4,296,000 エコキャンパス
甲南大学岡本キャンパス10号館窓ガラス複
層化工事

甲南女子学園 35,857,000 甲南女子大学 35,857,000 バリアフリー 7号館エレベータ増設工事

神戸薬科大学 64,680,000 神戸薬科大学 40,000,000 戦略研究装置
マルチフォトンレーザスキャン顕微鏡　ＬＳＭ
７　ＭＰ

24,680,000 戦略研究装置 実験動物用３ＤマイクロＸ線
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武庫川学院 8,574,000 武庫川女子大学 8,574,000 ICT
平成24年度　中央キャンパス（E館・H1館）
マルチメディアシステム教室　情報教育環境
整備事業

行吉学園 2,800,000 神戸女子短期大学 2,800,000 バリアフリー 神戸女子短期大学バリアフリー化工事

兵庫医科大学 136,328,000 兵庫医科大学 28,651,000 戦略研究装置 セルソーター一式

30,765,000 ICT
臨床実習のための学生利用環境と教育用診
療情報提示環境の整備

48,825,000 研究装置
手術映像等の長期保存及び学内ネットワー
クによる学生教育閲覧システムの導入

13,125,000 研究装置
汎用超音波画像診断装置(Voiuson E8
Expert BT13)

14,962,000 研究装置 汎用超音波画像診断装置（Vivid E9 BT12）

中内学園 12,351,000 流通科学大学 12,351,000 ICT 大教室のＡｖ機器改修工事

玉田学園 8,112,000 神戸常盤大学 8,112,000 ICT 6号館1階講義室視聴覚機器整備事業

鉄鋼学園 10,010,000 産業技術短期大学 10,010,000 エコキャンパス 太陽光発電設備整備事業

奈良大学 15,819,000 奈良大学 2,848,000 耐震等 非構造部材耐震対策工事

12,971,000 教育装置 情報教育システム

佐保会学園 1,318,000 奈良佐保短期大学 1,318,000 ICT
学生のアクティブラーニングを創出する教室
ICT環境の構築

川崎学園 15,253,000 川崎医療短期大学 15,253,000 ICT
川崎医療短期大学　教育・研究支援ネット
ワーク整備事業

順正学園 5,481,000 九州保健福祉大学 5,481,000 ICT
モバイルスタディツールの展開を目指した学
内ネットワークシステムの構築

石田学園 4,235,000 広島経済大学 4,235,000 ICT 全学無線LAN環境構築

修道学園 9,056,000 広島修道大学 9,056,000 ICT
ICT活用推進事業（2103/6104/6105教室マ
ルチメディア装置更新）

鶴学園 23,895,000 広島工業大学 23,895,000 耐震等 広島工業大学　新8号館耐震改修工事

広島女学院 10,184,000 広島女学院大学 10,184,000 ICT グローバル人材育成のための教室整備

福山大学 33,647,000 福山大学 4,042,000 バリアフリー 福山大学構内身障者用スロープ設置工事

21,269,000 ICT
学生ポータルシステム利用環境向上のため
のWi-Fiスポット整備事業

福山平成大学 8,336,000 ICT
学生ポータルシステム利用環境向上のため
のWi-Fiスポット整備事業

比治山学園 9,171,000 比治山大学 9,171,000 教育装置
クラウドを活用した情報発信力・発想力創造
演出システム

梅光学院 19,513,000 梅光学院大学 19,513,000 ICT マルチメディア教育基盤整備
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萩学園 6,485,000 山口福祉文化大学 6,485,000 ICT 情報教育研究ネットワーク構築

河野学園 22,504,000 下関短期大学 22,504,000 耐震等
学校法人河野学園本館Ⅲ・Ⅳ期棟耐震補強
工事

四国大学 69,908,000 四国大学 59,135,000 耐震等 体育館耐震補強工事(大学)

1,937,000 バリアフリー 体育館バリアフリー化工事(大学)

四国大学短期大学部 8,836,000 耐震等 体育館耐震補強工事(短大)

四国高松学園 24,814,000 高松大学 17,618,000 耐震等 高松大学３号館耐震改修工事（大学）

高松短期大学 7,196,000 耐震等 高松大学３号館耐震改修工事（短大）

久留米大学 4,215,000 久留米大学 4,215,000 バリアフリー
メディアセンター1階東側ドア及び西側ドアの
自動扉への改修工事

中村産業学園 84,396,000 九州産業大学 84,396,000 ICT AV設備改修計画

福岡大学 93,398,000 福岡大学 81,522,000 耐震等 福岡大学学而会館耐震改修工事

11,876,000 ICT 国際化地域連携教育システム

福岡工業大学 4,535,000 福岡工業大学 4,535,000 ICT
理解度向上に向け、臨場感を高める授業・実
験環境の整備事業

純真学園 14,423,000 純真学園大学 14,423,000 ICT 1号館ICT教育環境整備

九州国際大学 18,000,000 九州国際大学 18,000,000 ICT ２号館教室環境整備更新事業

九州学園 130,464,000 福岡女子短期大学 122,055,000 耐震等
福岡女子短期大学　1,2号館風早寮耐震改
修工事

8,409,000 バリアフリー
福岡女子短期大学　1号館及び風早寮エレ
ベータ設置及びバリアフリー対策工事

君が淵学園 91,980,000 崇城大学 60,366,000 戦略研究装置
ナノ SPECT/CT in vivo 動物分子イメージン
グシステム

17,110,000 ICT 共用試験に対応した情報処理室整備

14,504,000 ICT 教育基盤システム及びネットワーク整備事業

九州ルーテル学院 10,045,000 九州ルーテル学院大学 10,045,000 耐震等 九州ルーテル学院大学改修工事


