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北海道科学大学 35,208,000 北海道科学大学 35,208,000 研究装置 電子プローブマイクロアナライザー装置

87,469,000 ICT アクティブ・ラーニング推進のための学修支
援システム整備

25,566,000 ICT 学生の主体的学びを促進するためのラーニ
ング・サイクルの形成

21,902,000 バリアフリー 北海学園大学工学部校舎１号館バリアフ
リー化工事

東日本学園 85,509,000 北海道医療大学 85,509,000 教育装置 多職種連携シミュレーション実習システム一式

札幌国際大学 6,943,000 アスベスト 総合情報館煙突アスベスト除去工事（大学）

札幌国際大学短期大学部 1,639,000 アスベスト 総合情報館煙突アスベスト除去工事（短大）

天使学園 6,048,000 天使大学 6,048,000 ICT 天使大学　学内無線LAN環境整備事業

札幌大谷大学 107,136,000 耐震等 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部
南棟　耐震補強事業（大学）

札幌大谷大学短期大学部 26,784,000 耐震等 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部
南棟　耐震補強事業（短大）

函館大谷学園 30,863,000 函館大谷短期大学 30,863,000 耐震等 函館大谷短期大学校舎耐震改修事業

八戸工業大学 31,457,000 八戸工業大学 31,457,000 耐震等 八戸工業大学　「電気電子システム専門棟
(渡廊下付)耐震補強工事」

岩手医科大学 19,873,000 岩手医科大学 19,873,000 教育装置 臨床基礎実習室ファントム実習机

東北学院 38,963,000 東北学院大学 38,963,000 研究装置 超高感度超伝導磁気測定システム

朴沢学園 49,282,000 仙台大学 49,282,000 研究装置 可搬式スポーツ動作情報リアルタイム解析・
評価装置

東北芸術工科大学 82,908,000 東北芸術工科大学 82,908,000 耐震等 東北芸術工科大学　非構造物耐震改修工
事（芸術実習棟２階）

東北文教大学 6,340,000 エコ 東北文教大学　トイレ改修工事

東北文教大学短期大学部 9,161,000 エコ 東北文教大学短期大学部　トイレ改修工事

羽陽学園 9,655,000 羽陽学園短期大学 9,655,000 耐震等 羽陽学園短期大学本館棟耐震補強事業

郡山女子大学 1,670,000 バリアフリー ６２年館 3,4階学生用トイレバリアフリー工事
（大学）

郡山女子大学短期大学部 1,067,000 バリアフリー ６２年館 3,4階学生用トイレバリアフリー工事
（短大）

コングレガシオンドノートルダム 3,431,000 桜の聖母短期大学 3,431,000 ICT 桜の聖母短期大学アクティブラーニング演
習室整備事業

5,625,000 ICT 現代英語学科におけるアクティブ・ラーニン
グに向けた施設設備の拡充

17,414,000 ICT ICTを活用した双方向授業拡充整備事業

33,726,000 耐震等 茨城キリスト教学園 大学５号館・10号館耐
震改修事業

46,916,000 耐震等 澤村記念館耐震改修工事

1,998,000 バリアフリー ４号館１階自動ドア化工事

5,828,000 ICT 先端マルチメディア化教室整備

17,543,000 ICT 高度ＩＣＴ教育用ＰＣ教育システム

29,700,000 教育研究施設 市民開放型ラーニングコモンズ

30,862,000 災害復旧 施設等災害復旧事業

17,180,000 ICT 学内基幹系サーバ更新（第1期）

15,651,000 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3期

4,886,000 ICT 関連職種連携教育推進事業 第２期

5,247,000 ICT コンピュータールーム 1 授業支援システム
導入

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27年度交付実績一覧

流通経済大学48,914,000日通学園

茨城キリスト教大学

国際医療福祉大学55,510,000国際医療福祉大学

15,501,000

133,920,000

白鷗大学60,562,000白鷗大学

足利工業大学 23,371,000 足利工業大学

2,737,000郡山開成学園

8,582,000札幌国際大学

北海学園大学134,937,000北海学園

56,765,000茨城キリスト教学園

札幌大谷学園

富澤学園
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6,324,000 ICT タブレット・電子黒板を活用した学内実習支
援システムの構築

6,222,000 ICT アクティブラーニングによる学内実習支援シ
ステム

関東学園 7,370,000 関東短期大学 7,370,000 耐震等 関東短期大学２号館建具改修及び廊下天
井改修工事

7,747,000 エコ 太陽光発電システム増設、高効率型照明器
具更新工事

16,726,000 教育研究施設 交流センター

7,258,000 ICT アクティブラーニング推進のための医学部
実習室AV装置整備事業

29,480,000 研究装置 次世代画像誘導放射線照射計画システム

64,338,000 研究装置 次世代型SPECT/CTを用いた放射能濃度
定量解析システム

5,815,000 教育装置 リアルタイムPCRシステム

10,000,000 研究装置 次世代シーケンサーシステム

智香寺学園 21,441,000 埼玉工業大学 21,441,000 研究装置 次世代自動車向けのものづくり教育・研究装置

1,735,000 アスベスト 獨協医科大学アスベスト対策事業（大学分）

22,336,000 研究装置 質量分析装置

10,904,000 バリアフリー 本部棟及び講義棟出入口自動ドア設置工事

35,073,000 研究装置 質量分析装置

姫路獨協大学 5,064,000 ICT 医療保健学部棟ＩＣＴ設備整備工事

千葉学園 23,058,000 千葉商科大学 23,058,000 バリアフリー 3・4号館エレベーター設置工事

6,280,000 教育装置 アルミニウム密閉型卓上フード

34,459,000 研究装置 高速多光子共焦点レーザー顕微鏡システム

中央学院 10,044,000 中央学院大学 10,044,000 ICT 中央学院大学ＰＣ教室ＲＡＰ(Recording,
Archive & Presentation)システム整備事業

和洋学園 7,641,000 和洋女子大学 7,641,000 ICT 東館教室ＩＣＴ設備更新

昭和学院 11,817,000 昭和学院短期大学 11,817,000 耐震等 体育館特定天井撤去工事

15,866,000 ICT オンラインDB連系機能追加型学内LANリプ
レイス

98,592,000 ICT 教材配信システム・e-Learningクライアント整備

24,192,000 ICT 相模原キャンパスＥ棟1階講義室ＡＶ設備改
修事業

5,351,000 ICT 青山キャンパス9号館デジタル対応AV設備
整備事業

43,200,000 耐震等 大学9号館940教室天井補強工事

42,822,000 耐震等 大学15号館ガウチャーメモリアルホール天
井補強工事

46,980,000 耐震等 相模原キャンパスB棟エントランス天井補強
工事

20,366,000 研究装置 ＤＮＡシーケンス装置

5,068,000 研究装置 ニコン共焦点レーザー顕微鏡

5,591,000 研究装置 作業者環境統合計測装置

5,084,000 研究装置 実時間原子・分子イメージングのための超
高感度・高分解能・高速解析システム

5,028,000 研究装置 デバイス特性・材料物性評価装置

青山学院女子短期大学 7,290,000 耐震等 青山学院女子短期大学　短期大学体育館
耐震補強工事及び天井等落下防止工事

桜美林学園 17,918,000 桜美林大学 17,918,000 教育装置 飛行訓練装置（FTD）

大妻学院 10,255,000 大妻女子大学 10,255,000 エコ 大妻女子大学多摩校人間関係学部棟３・４
階女子トイレ・多目的トイレ改修工事

学習院 3,678,000 学習院大学 3,678,000 アスベスト 学習院大学南５号館203室　天井アスベスト
除去工事

10,399,000 教育装置 高精度三次元運動計測システム

青山学院大学210,972,000青山学院

亜細亜大学114,458,000亜細亜学園

北里大学25,582,000北里研究所

千葉工業大学40,739,000千葉工業大学

獨協学園

埼玉医科大学116,891,000埼玉医科大学

共愛学園前橋国際大学24,473,000共愛学園

獨協医科大学75,112,000
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6,179,000 教育装置 Ge半導体検出器波高分析装置

9,004,000 研究装置 高圧蒸気滅菌装置

103,392,000 ICT 井の頭キャンパス　教室AV設備システム
（視聴覚関係設備）整備事業

56,997,000 ICT 井の頭キャンパス　システム仮想化基盤及
びキャンパスネットワーク機器及び端末整
備事業

99,900,000 教育装置 ３．０T ＭＲＩ装置

49,680,000 教育装置 SPECT装置

17,053,000 教育装置 感染制御動物実験装置

7,660,000 ICT ICT活用のためのAV視聴室構築工事（国立
音楽大学4号館）

159,997,000 耐震等 国立音楽大学4号館耐震改修工事（第一期
工事、平成27年度分）

桑沢学園 1,540,000 東京造形大学 1,540,000 耐震改修（改築を除く） 1号館4階ラウンジガラス飛散防止フィルム
貼付工事

36,425,000 研究装置 超解像度・イメージングシステム

39,030,000 研究装置 マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行
時間型質量分析計

49,015,000 研究装置 材料総合解析顕微鏡システム

5,644,000 戦略研究装置 近赤外光検出器（1,100～2,000nm）

6,500,000 戦略研究装置 ALD薄膜成長装置

13,300,000 ICT 八王子キャンパス情報演習室整備事業

9,513,000 ICT モーション統合Virtual Realityの技術教育設備

14,990,000 教育装置 表面組成分析装置

19,980,000 研究装置 薄膜/微小試料・粉末試料 Ｘ線構造解析シ
ステム

7,986,000 ICT 本館教室マルチメディア設備機器更新

5,870,000 教育装置 薬品管理庫

国士舘 11,374,000 国士舘大学 11,374,000 ICT 国士舘大学5号館、6号館、7号館ＡＶ機器更
新工事

慈恵大学 20,630,000 東京慈恵会医科大学 20,630,000 ICT ExamBaseシステム構築

実践女子学園 6,741,000 実践女子大学 6,741,000 ICT 実践女子大学　無線LAN環境整備事業

芝浦工業大学 19,022,000 芝浦工業大学 19,022,000 教育研究施設 大宮キャンパス　大学会館２Ｆ　グローバル・
ラーニングコモンズ

10,810,000 ICT 国際連携を目指した周産期・小児救急看護
教育のためのICT環境整備事業

26,341,000 ICT 順天堂大学さくらキャンパスＩＣＴ教育基盤整
備事業（第3期事業）

21,451,000 ICT 順天堂センチュリータワーICT化教育基盤整
備事業（第8期事業）

63,196,000 教育研究施設 順天堂ゲノム医学教育研究部門整備事業

21,384,000 研究装置 二重エネルギー骨 X線吸収測定一体型装置

28,275,000 戦略研究施設 静岡災害医学研究センター

44,820,000 戦略研究装置 ヒューマンカロリーメーターチャンバーシステム

20,151,000 研究装置 細胞培養装置　BioStationCT 低酸素セット
一式

38,441,000 研究装置 マルチプレックス細胞機能解析装置一式

20,682,000 研究装置 歩行走行動作解析装置一式

29,746,000 研究装置 レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質
量分析装置

49,996,000 研究装置 順天堂ゲノム医学医療教育研究装置一式

23,897,000 ICT 自己主導型修学支援システム

6,912,000 教育研究施設 ラーニングコモンズのための改修工事

順天堂大学375,293,000順天堂

国際基督教大学13,856,000国際基督教大学

昭和大学 95,598,000 昭和大学

杏林大学327,022,000杏林学園

慶應義塾大学124,470,000慶應義塾

国立音楽大学 167,657,000 国立音楽大学

工学院大学 57,783,000 工学院大学

東京都市大学12,144,000五島育英会
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19,969,000 研究装置 高分解能TOFMSシステム

23,068,000 研究装置 共焦点細胞内カルシウムイメージング装置

8,584,000 研究装置 生物用共焦点レーザ走査型顕微鏡

7,966,000 研究装置 超遠心システム

5,202,000 研究装置 Simple Western System （Wes System）

6,480,000 アスベスト 2015年度3号館東側階段アスベスト撤去補
修工事

35,000,000 研究装置 生体情報検出・記録・解析装置一式

2,888,000 アスベスト 杉並校舎1号館アスベスト対策工事

13,854,000 改修等 杉並校舎１号館耐震改修工事

8,688,000 ICT 大学における機動的美術教育を実現する学
術モバイル情報基盤の整備

1,221,000 ICT 短大における機動的美術教育を実現する学
術モバイル情報基盤の整備

白百合学園 5,555,000 仙台白百合女子大学 5,555,000 耐震等 体育館非構造部材耐震対策工事

10,578,000 ICT 教育の質的向上を促すための大教室にお
けるICT基盤整備事業

22,321,000 研究装置 物理特性測定システム

5,670,000 教育研究施設 伝統に基づくリベラル・アーツのアクティブ・
ラーニングスペース

125,824,000 耐震等 学生会館(ﾊﾟﾚｽ）耐震補強工事

15,020,000 アスベスト 生田総合体育館地下１階トレーニングセン
ター石綿除去工事

71,097,000 耐震等 生田総合体育館プール天井耐震補強工事

創価大学 8,026,000 創価女子短期大学 8,026,000 ICT 創価女子短期大学2Fグループ学習室整備
事業

多摩美術大学 59,213,000 多摩美術大学 59,213,000 耐震改修（改築を除く） 絵画東棟（高層棟）耐震補強工事

高千穂学園 72,754,000 高千穂大学 72,754,000 耐震改築 杉並校地再構築計画（仮称）新７・８号館(新
体育館棟)耐震改築事業

拓殖大学 15,282,000 拓殖大学 15,282,000 教育装置 レーザ加工機

9,630,000 ICT 文学部音声映像装置整備

7,619,000 ICT 商学部音声映像装置整備

6,906,000 ICT 2015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

6,466,000 ICT 商学部学内LANおよび各種サーバ装置整備

8,449,000 ICT 連携大学院・大学間連携・産学連携教育推
進のための計算機環境および遠隔授業・遠
隔会議システムの整備

5,073,000 ICT グローバル人材育成のためのCALL教室整備

津田塾大学 14,374,000 津田塾大学 14,374,000 ICT アクティブラーニングを推進する無線LAN環
境の充実とICT整備

10,589,000 戦略研究施設 帝京大学理工学部航空宇宙工学科棟１階１
０８クリーンルーム

37,498,000 戦略研究装置 スペースチャンバー

7,965,000 教育装置 患者シミュレータ　SimMan3Gシステム

8,800,000 教育装置 脳組織解析システム

5,365,000 教育装置 ＣＮＣ精密平面研削盤

10,917,000 教育装置 情報メディア系授業・演習のための教育用コ
ンピュータ装置

10,431,000 研究装置 神経活動解析システム

15,745,000 ICT ２０１５年度東海大学ＩＣＴ活用推進事業（第
２期）

22,512,000 ICT 2015年度東海大学ＩＣＴ活用推進事業

帝京大学 91,565,000 帝京大学

中央大学44,143,000中央大学

東海大学224,311,000東海大学

41,480,000上智学院

女子美術大学 26,651,000 女子美術大学

上智大学

専修大学86,117,000専修大学

聖心女子学院 131,494,000 聖心女子大学

成蹊大学32,899,000成蹊学園
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702,000 アスベスト 東海大学防災機能等強化緊急特別推進事
業（熊本校舎２号館アスベスト対策工事）

17,500,000 戦略研究施設 マトリックス医学生物学センター

133,812,000 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２号館耐震補強工事）

29,255,000 耐震等 東海大学防災機能等強化緊急特別推進事
業（札幌校舎第二体育館耐震補強工事）

4,785,000 バリアフリー 東海大学バリアフリー化推進事業（湘南校
舎１１号館１階玄関ホール自動扉設置工事）

33,704,000 研究装置 フーリエ変換型核磁気共鳴装置

7,647,000 教育装置 実験・実習用３Dデータ取得システム

10,800,000 研究装置 光－電子材料エネルギー準位測定・教育シ
ステム

6,034,000 アスベスト 長万部校舎福利厚生棟機械室煙突アスベ
スト対策工事

31,358,000 戦略研究装置 InSight DeepSee搭載二光子可視化システム

10,800,000 耐震等 教育１号館1102他5講義室天井耐震補強工事

14,995,000 研究装置 共焦点レーザー走査型顕微鏡

13,940,000 研究装置 高速液体クロマトグラフ/トリプル四重極型
質量分析計

桐朋学園 90,827,000 桐朋学園大学 90,827,000 耐震改築 桐朋学園大学1号館（新館）耐震改築工事

334,813,000 耐震改築 薬学部新棟建設工事

6,263,000 ICT マルチビュー講義自動収録・配信システム
の構築

44,581,000 戦略研究装置 実験動物飼育用清浄空気調和装置

17,456,000 耐震等 東邦大学医学部２号館Ｂ・Ｃ棟耐震改修工事

15,889,000 耐震等 東邦大学医学部２号館A棟耐震改修工事

26,136,000 研究装置 高分解能質量分析システム

東洋大学 60,305,000 東洋大学 60,305,000 教育装置 グローバルな双方向先端機器教育システム
構築の為のバイオ・ナノマテリアル分析装置

6,903,000 エコ 工学部９号館節水型トイレ改修工事

36,466,000 耐震等 文理学部１号館耐震補強工事

11,442,000 バリアフリー 経済学部本館・４号館段差解消用昇降機設
置工事

22,468,000 研究装置 三次元ケミカルイメージング計測装置

9,990,000 研究装置 生産工学部三次元人体動作計測・筋骨格モ
デル動作解析システム

日本医科大学 5,908,000 日本獣医生命科学大学 5,908,000 ICT 学生ポータル用サーバー整備

10,110,000 ICT 無線LANを用いたe-learningシステムの構築

166,635,000 耐震等 日本歯科大学体育館耐震改修工事

5,128,000 ICT 西生田キャンパスＬＬシステム機器設置

36,932,000 研究装置 超高分解能物質解析装置

2,716,000 耐震等 武蔵大学3号館外壁改修、他工事

5,346,000 バリアフリー 武蔵大学バリアフリー推進事業（10号館自
動ドア化、3号館中庭通路傾斜改良、3号館1
階スロープ改良）

東京国際大学 6,605,000 東京国際大学 6,605,000 ICT 実践的語学力修得の推進事業

三室戸学園 57,908,000 東邦音楽短期大学 57,908,000 耐震改築 東邦音楽短期大学校舎耐震改築工事(解体
等工事)

8,596,000 アスベスト ４号館（ベートーヴェンホール）アスベスト除
去工事

72,449,000 耐震等 ４号館（ベートーヴェンホール）耐震補強工
事      本棟

武蔵野美術大学 5,472,000 武蔵野美術大学 5,472,000 ICT 武蔵野美術大学支線ネットワーク整備事業
（第2期）

日本女子大学 42,060,000 日本女子大学

日本歯科大学176,745,000日本歯科大学

武蔵野音楽学園 81,045,000 武蔵野音楽大学

武蔵大学8,062,000根津育英会武蔵学園

東京工芸大学 52,151,000 東京工芸大学

東京薬科大学 39,735,000 東京薬科大学

東京理科大学37,392,000東京理科大学

日本大学 87,269,000 日本大学

東邦大学445,138,000東邦大学
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明治学院 32,778,000 明治学院大学 32,778,000 耐震等 明治学院大学白金校地　本館1101・1255
非構造部材耐震対策工事

13,411,000 ICT 生田キャンパス教室のメディア設備改善

5,846,000 ICT 駿河台キャンパス　リバティタワー演習室（１
２室）プレゼン設備更新

5,000,000 ICT 和泉キャンパス　メディア棟　小教室　プレ
ゼン設備更新

明星学苑 16,795,000 明星大学 16,795,000 バリアフリー 明星大学屋根付通学路車椅子式階段昇降
機設置工事

明治薬科大学 19,710,000 明治薬科大学 19,710,000 耐震等 研修・図書・厚生棟　学生ロビー、多目的大
講義室天井補強工事

16,607,000 ICT 立教大学教室視聴覚AV設備整備

9,218,000 耐震等 タッカーホール外壁落下対策（耐震改修事業）

12,919,000 耐震等 池袋4号館4階天井耐震対策（耐震改修事業）

4,304,000 耐震等 新座2号館外壁落下対策（耐震改修事業）

6,740,000 耐震等 文教大学越谷校舎非構造物（大空間天井）
等改修工事

13,432,000 耐震等 文教大学湘南校舎非構造物（大空間天井）
等改修工事

和光学園 1,680,000 和光大学 1,680,000 耐震改修（改築を除く） 和光大学Ｈ棟外壁改修工事

7,778,000 ICT 早稲田キャンパス26号館情報環境整備

5,841,000 ICT 西早稲田キャンパス　無線エリアポイント用
電源および情報コンセント設置工事(Ⅰ期)

42,942,000 耐震等 所沢キャンパス100号館および105号館大規
模天井耐震改修工事

10,680,000 耐震等 東伏見校地75-3号館、75-17号館、75-23号
館および上井草校地80号館大規模天井耐
震改修工事

44,674,000 耐震等 戸山キャンパス30号館B2F、36号館および
38号館大規模天井耐震改修工事

27,960,000 耐震等 早稲田キャンパス17号館B2Fおよび25号館
大規模天井耐震改修工事

7,408,000 バリアフリー 早稲田キャンパス各所バリアフリー改修工事

4,860,000 バリアフリー 戸山キャンパス各所バリアフリー改修工事

4,752,000 バリアフリー 所沢キャンパス各所バリアフリー改修工事

21,008,000 研究装置 ナノ領域組成分析システム

21,073,000 研究装置 ターゲットオミックス解析システム

21,686,000 研究装置 極低加速電圧高分解能観察装置

43,205,000 耐震等 東京家政大学大学10号館及び学生ホール
改修工事（大学）

5,545,000 教育装置 島津高速液体クロマトグラフ Prominence応
用システム

6,575,000 教育装置 風合い計測システム一式

東京家政大学短期大学部 3,259,000 耐震等 東京家政大学大学10号館及び学生ホール
改修工事（短期大学部）

5,475,000 ICT アクティブラーニング推進のための無線ＬＡ
Ｎ環境整備事業

15,120,000 教育研究施設 ラーニング・コモンズ

恵泉女学園 30,122,000 恵泉女学園大学 30,122,000 ICT 情報設備・ネットワーク基幹システム更新

聖学院 7,830,000 聖学院大学 7,830,000 教育研究施設 １号館地階地域共生広場「１Cafe」整備

東洋英和女学院 8,700,000 東洋英和女学院大学 8,700,000 耐震改修（改築を除く） 大学アクアセンタープール　天井落下防止
対策工事

聖徳大学 26,855,000 教育装置 ミュージックラボラトリー・システム（大学）

聖徳大学短期大学部 7,574,000 教育装置 ミュージックラボラトリー・システム（短大）

12,892,000 ICT ふじみ野キャンパス視聴覚設備整備事業

東京家政大学58,584,000渡辺学園

34,429,000東京聖徳学園

日本赤十字学園 20,595,000 日本赤十字九州国際看護大学

文京学園 68,813,000 文京学院大学

立教学院 43,048,000 立教大学

明治大学24,257,000明治大学

早稲田大学 220,662,000 早稲田大学

文教大学20,172,000文教大学学園
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5,470,000 ICT 本郷キャンパス無線ＬＡＮ環境拡張

37,914,000 ICT 文京学院大学 情報教育設備 キャンパス統
合 整備事業

5,786,000 耐震等 ふじみ野キャンパス　西2号館耐震補強工事

6,751,000 耐震等 ふじみ野キャンパス　西3号館耐震補強工事

目白大学 23,281,000 耐震等 目白大学非構造部材耐震対策工事（大学）

目白大学短期大学部 1,396,000 耐震等 目白大学非構造部材耐震対策工事（短大）

24,457,000 教育研究施設 「地域開放型共同利用施設の整備事業」

8,061,000 研究装置 微細構造可視化装置整備事業

愛国学園 20,903,000 愛国学園大学 20,903,000 耐震等 愛国学園大学1･2号非構造部材耐震化事業

早稲田医療学園 5,629,000 人間総合科学大学 5,629,000 ICT 蓮田キャンパス栄養棟及び岩槻キャンパス
の無線LAN整備事業

白梅学園 6,223,000 白梅学園大学 6,223,000 ICT 白梅学園大学　Ｊ棟講義室ＩＣＴ装置整備事業

109,863,000 ICT 池袋キャンパス 教育環境設備整備事業

69,582,000 ICT 千葉・ちはら台キャンパス　AVシステム整備
事業

18,984,000 ICT 千葉キャンパス　教育ネットワークシステム
整備事業

宝仙学園 7,819,000 こども教育宝仙大学 7,819,000 教育装置 パソコン演習およびＣＡＬＬシステム

日本教育研究団 5,829,000 事業構想大学院大学 5,829,000 ICT 授業収録および遠隔講義システム整備事業

麻布獣医学園 2,160,000 麻布大学 2,160,000 バリアフリー 獣医学部棟自動ドア設置(バリアフリー化)工事

8,518,000 ICT 20号館308　語学視聴覚室の改修

17,081,000 ICT 20号館317Ａ・317ＢCALL/LL教室更新

11,956,000 ICT 横浜キャンパス授業講義室ＡＶシステムリプ
レイス工事

9,023,000 ICT 湘南ひらつかキャンパス授業講義室ＡＶシ
ステムリプレイス工事

31,113,000 教育装置 次代高度ものづくり教育を支援する先端メカ
ニカルパーツの加工・評価システム

20,499,000 研究装置 スマート構造解析用微細領域構成元素・微
細結晶方位解析複合装置

20,498,000 研究装置 高分解能質量分析装置

16,092,000 教育研究施設 Team Project based Active Learning
Commons Center

5,967,000 ICT チームプロジェクトラーニングコモン教室

相模女子大学 5,072,000 相模女子大学 5,072,000 ICT ネットワークを活用した学修環境整備事業

5,189,000 ICT 鶴見大学１号館ＩＣＴ教育推進環境整備事業
（大学）

10,036,000 ICT 鶴見大学１号館５階ＩＣＴ教育推進環境整備
事業（大学）

9,990,000 研究装置 地域の死因究明及び身元確認を支援する
死後画像撮影システム

6,377,000 研究装置 歌唱による生体機能改善を目指した評価シ
ステム

10,005,000 ICT 鶴見大学１・４号館ＩＣＴ教育推進環境整備
事業（短大）

4,321,000 ICT 鶴見大学１号館５階ＩＣＴ教育推進環境整備
事業（短大）

フェリス女学院 10,794,000 フェリス女学院大学 10,794,000 ICT AL等新しい教育のためのネットワークインフ
ラの拡充

332,185,000 耐震改築 教室棟新築工事

25,911,000 耐震等 洗足学園 大学・短期大学 5号館改修工事
（大学）

洗足こども短期大学 9,188,000 耐震等 洗足学園 大学・短期大学 5号館改修工事
（短大）

洗足学園音楽大学367,284,000洗足学園

総持学園 45,918,000

鶴見大学短期大学部

鶴見大学

湘南工科大学22,059,000湘南工科大学

関東学院 40,997,000 関東学院大学

神奈川大学77,691,000神奈川大学

24,677,000目白学園

帝京平成大学198,429,000帝京平成大学

十文字学園 32,518,000 十文字学園女子大学
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9,887,000 戦略研究施設 先進健康科学研究所

2,365,000 耐震等 神奈川工科大学　Ｋ１号館ﾒﾃﾞｨｱホール非構
造部材耐震対策工事

都築第一学園 12,655,000 横浜薬科大学 12,655,000 ICT 音響機器及びプロジェクター更新

ソニー学園 1,746,000 湘北短期大学 1,746,000 ICT 第2OA教室 デジタル映像配信システム導入
事業

293,259,000 耐震改築 新潟中央短期大学校舎耐震移転改築工事

2,837,000 ICT マルチメディアに対応した音声映像環境整
備事業

新潟工科大学 9,086,000 新潟工科大学 9,086,000 ICT タブレット端末活用型授業推進のための無
線ＬＡＮ環境整備事業

北都健勝学園 10,972,000 新潟リハビリテーション大学 10,972,000 ICT 教育用無線LANネットワークおよび
AV機器更改

7,709,000 ICT アクティブラーニングのための無線LAN環境
整備事業

11,016,000 教育装置 高分解能電界放出形走査電子顕微鏡

18,981,000 研究装置 MALDI-TOF質量分析装置

金沢医科大学 18,828,000 金沢医科大学 18,828,000 研究装置 In vivo発光・蛍光・X線 Imaging System（IVIS
LuminaXRMS Series III）

40,500,000 ICT 北陸大学ＩＣＴネットワーク環境活用推進事業

63,180,000 ICT 学習環境改善のためのＩＣＴ教育基盤構築

22,734,000 エコ 太陽が丘キャンパス節水型トイレ改修整備
事業

北陸学院大学 106,269,000 耐震等 北陸学院大学・短期大学部　耐震改修工事
（大学）

北陸学院大学短期大学部 68,229,000 耐震等 北陸学院大学・短期大学部　耐震改修工事
（短大）

5,464,000 アスベスト 福井工業大学３号館内部改修及び耐震改
修工事（含、アスベスト対策工事）

109,850,000 耐震等 福井工業大学３号館内部改修及び耐震改
修工事

242,184,000 耐震等 福井工業大学１号館耐震改修工事

12,209,000 ICT 認証システムと安定性を強化した無線LAN
整備事業

17,226,000 耐震等 体育館耐震補強改修工事

116,750,000 耐震改築 既存建物Ａ館耐震改築事業

5,023,000 耐震等 体育館（Ｄ館）耐震補強工事

身延山学園 198,714,000 身延山大学 198,714,000 耐震等 身延山大学本館　耐震改修工事

松商学園 36,433,000 松本大学 36,433,000 ICT 双方向型授業の充実とオフィスアワーの積
極的な活用に向けたICT環境の整備

佐久学園 6,865,000 佐久大学 6,865,000 ICT 佐久学園　無線LAN環境構築等事業

長野家政学園 18,500,000 長野女子短期大学 18,500,000 耐震等 長野女子短期大学体育館耐震補強工事

北野学園 6,204,000 上田女子短期大学 6,204,000 耐震等 上田女子短期大学　体育館耐震補強事業

7,141,000 ICT 学内無線LAN・基幹LANの強化事業

21,671,000 教育装置 実習教育用ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

杉山女子学園 15,618,000 岐阜女子大学 15,618,000 教育研究施設 長寿健康栄養学センター設置（4号館）

聖徳学園 5,873,000 岐阜聖徳学園大学 5,873,000 ICT 学生の主体的学修を促すプレゼンテーショ
ン収録配信システム等の整備

中部学院大学 12,984,000 ICT 反転授業のためのネットワーク増強とWi-Fi
環境の拡充

中部学院大学短期大学部 2,850,000 ICT 反転授業のためのネットワーク増強とWi-Fi
環境の拡充

松翠学園 108,468,000 滋賀文教短期大学 108,468,000 教育研究施設 子ども学科実習施設（仮称）

42,606,000 耐震等 学生会館A館耐震補強工事

50,193,000 耐震等 １号館耐震補強工事

高山短期大学 92,799,000 高山自動車短期大学

福井仁愛学園 151,208,000

仁愛女子短期大学

仁愛大学

岐阜済美学院 15,834,000

朝日大学28,812,000朝日大学

新潟中央短期大学296,096,000加茂暁星学園

幾徳学園 12,252,000 神奈川工科大学

北陸大学126,414,000北陸大学

金沢工業大学 37,706,000 金沢工業大学

福井工業大学357,498,000金井学園

北陸学院 174,498,000
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誠広学園 3,294,000 平成医療短期大学 3,294,000 ICT ICTを活用した主体的学修促進事業
光産業創成大学院大学 17,312,000 光産業創成大学院大学 17,312,000 戦略研究装置 フェムト秒レーザー装置

50,200,000 ICT 楠元ｷｬﾝﾊﾟｽ　基礎棟1・2階第1～３講義室
講義自動収録配信・レスポンス対応型歯学
教育支援システム

6,772,000 ICT アクティブラーニングによる実践力と思考力
向上のための情報環境整備

10,168,000 ICT 愛知学院大学教室環境整備（AV設備）

28,634,000 研究装置 実験動物用 3D マイクロX線CT装置

愛知大学 14,133,000 愛知大学 14,133,000 ICT 基幹ネットワーク整備事業

金城学院 15,702,000 金城学院大学 15,702,000 ICT 教育研究情報ネットワークシステムの整備

72,917,000 ICT 丸の内キャンパスマルチメディア装置整備事業

23,005,000 ICT 丸の内キャンパスネットワーク装置整備事業

7,600,000 ICT 名古屋キャンパスおよび日進キャンパスマ
ルチメディア化整備事業

5,380,000 ICT ICT活用推進整備事業

21,690,000 ICT ICT活用推進整備事業（グローバル化）

6,000,000 エコ エコキャンパス推進事業（断熱強化工事及
び節水型トイレ便器導入工事）

10,080,000 教育装置 ケースディスカッション活性化教育装置整備
事業（教育の質的転換）

10,630,000 教育装置 ケースディスカッション活性化教育装置整備
事業（グローバル化）

椙山女学園 15,898,000 椙山女学園大学 15,898,000 耐震等 大学会館１階東側食堂天井耐震化工事

5,017,000 教育研究施設 第1講義棟（B棟）

17,354,000 耐震等 体育館ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ天井改修工事

6,389,000 アスベスト 瀬戸キャンパス愛隣館アスベスト対策工事

16,978,000 耐震等 瀬戸キャンパスチャペル耐震等改修工事

30,133,000 耐震等 瀬戸キャンパス愛隣館耐震等改修工事

名古屋自由学院 5,542,000 名古屋芸術大学 5,542,000 耐震等 校舎硝子飛散防止フィルム改修工事

5,551,000 ICT 13号館マルチメディア設備

39,752,000 研究装置 多元ナノ構造解析システム

至学館大学 15,919,000 耐震等 8000号館第一アリーナ　天井等耐震改修工
事（大学）

至学館大学短期大学部 3,807,000 耐震等 8000号館第一アリーナ　天井等耐震改修工
事（短大）

5,175,000 ICT 解剖実習室教育情報システム整備事業

6,550,000 ICT 臨床検査・看護演習AVｼｽﾃﾑ整備事業

29,643,000 ICT 多様なPBLとOSCEを支援するICT環境整備
事業

87,942,000 教育装置 肉眼解剖実習環境改良装置

63,791,000 研究装置 Orbitrap Fusion ETD

43,238,000 研究装置 ハイコンテンツイメージングシステム
OperaPhenix

6,269,000 研究装置 Luminex200 xPONENTシステム

6,398,000 ICT 504A実習室・524A共用実習室視聴覚設備
整備事業

11,627,000 エコ 中部大学研修センター節水型トイレ改修工事

15,827,000 耐震等 キャンパスプラザⅠ期棟耐震補強工事

24,948,000 戦略研究装置 高分解能走査型電子顕微鏡

4,200,000 耐震等 名城大学天白および八事校地吊天井およ
び非構造部材落下防止対策工事

5,016,000 研究装置 Natural走査電子顕微鏡システム

名城大学 54,144,000 名城大学

中部大学33,852,000中部大学

藤田学園 242,608,000 藤田保健衛生大学

157,302,000 名古屋商科大学

愛知学院大学95,774,000愛知学院

至学館 19,726,000

愛知工業大学45,303,000名古屋電気学園

名古屋学院大学 53,500,000 名古屋学院大学

大同大学22,371,000大同学園

栗本学園
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19,980,000 研究装置 高性能クリニカルフローサイトメーター

愛知医科大学 90,000,000 愛知医科大学 90,000,000 研究装置 ３テスラ全身用磁気共鳴断層撮影装置

3,726,000 耐震等 愛知淑徳大学　星が丘キャンパス　1号館4
階交流ラウンジWEST天井耐震改修工事

11,113,000 耐震等 愛知淑徳大学　星が丘キャンパス　3号館5
階PCラウンジ天井耐震改修工事

26,406,000 耐震等 愛知淑徳大学　長久手キャンパス　図書館
天井耐震改修工事

トヨタ学園 46,524,000 豊田工業大学 46,524,000 研究装置 高分解能角度分解光電子分光装置

中西学園 11,475,000 名古屋学芸大学 11,475,000 ICT アクティブ・ラーニング実践教室整備事業

愛知産業大学 5,478,000 愛知産業大学 5,478,000 ICT ICTを活用した授業内プロジェクトの活性化事業

瀬木学園 1,461,000 愛知みずほ大学短期大学部 1,461,000 ICT 情報映像投影システム

藤ノ花学園 5,817,000 豊橋創造大学 5,817,000 研究装置 三次元動作解析システム

桜花学園 8,495,000 桜花学園大学 8,495,000 ICT ICT教育支援システムWiFi環境整備事業

滝川学園 18,619,000 名古屋文理大学 18,619,000 ICT FLOS館 教育の質向上を促すためのICT機
器とネットワーク整備

神野学園 7,329,000 岐阜医療科学大学 7,329,000 教育装置 高速液体クロマトグラフシステム

柳城学院 2,061,000 名古屋柳城短期大学 2,061,000 耐震改修（改築を除く） 図書館書架耐震対策工事

皇學館 12,642,000 皇學館大学 12,642,000 ICT 皇學館大学　第三期教育用無線LAN整備事業

41,000,000 ICT 職種横断的教育によるチーム医療を担う人
材育成のためのＩＣＴ活用基盤の構築

14,569,000 教育装置 Ｘ線テレビシステム

5,608,000 バリアフリー 鈴鹿医療科学大学バリアフリー整備工事

6,534,000 教育装置 X線一般撮影装置

2,399,000 ICT 滋賀短期大学講義室等ＩＣＴ機器設置工事

15,092,000 耐震等 滋賀短期大学体育館非構造部材の耐震対
策工事

37,337,000 ICT 教育の質の向上を目指したICT環境の改善

26,248,000 戦略研究装置 次世代シークエンスシステム（NextSeq500シ
ステム）

24,948,000 戦略研究装置 イマージョン回折格子(波長１μm、装置搭
載用）

11,761,000 教育装置 環境・食品からの微量元素検出装置一式

京都女子学園 18,898,000 京都女子大学 18,898,000 耐震等 京都女子大学小松寮耐震補強等改修工事

12,037,000 ICT 学生の主体的学習を促すための全学共通
教室棟における教室ICT装置の整備

14,079,000 エコ 京都橘大学図書館トイレ節水型器具導入に
伴う改修工事

5,238,000 耐震等 京都橘大学第二体育館外壁耐震対策工事

13,988,000 教育装置 フローサイトメーター

9,048,000 研究装置 特徴的動物行動の定量解析システム

真宗大谷学園 312,589,000 大谷大学 312,589,000 耐震改築 大谷大学新教室棟（仮称）改築工事

32,655,000 ICT 教育効果向上支援システム

53,975,000 研究装置 動物の知的・情動的機能解析のためのライ
フスペース型24時間自動実験システム

99,724,000 耐震等 新町別館耐震改修工事

46,419,000 耐震等 尋真館耐震改修工事

59,999,000 研究装置 複合不均質材料のナノスケール構造評価シ
ステム

6,798,000 ICT 同志社女子大学　今出川キャンパス　多角
的高度教育支援システム導入

42,407,000 耐震等 同志社女子大学　デントン館耐震改修工事

9,604,000 ICT アクティブ・ラーニング推進に係る無線ＬＡＮ
および学修環境整備

鈴鹿医療科学大学67,711,000鈴鹿医療科学大学

京都産業大学100,294,000京都産業大学

純美禮学園 17,491,000 滋賀短期大学

京都薬科大学23,036,000京都薬科大学

京都橘学園 31,354,000 京都橘大学

花園大学46,710,000花園学園

同志社 341,977,000

同志社女子大学

同志社大学

愛知淑徳大学41,245,000愛知淑徳学園
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22,874,000 エコ 自適館　太陽光発電を含む省エネルギー化
事業

14,232,000 エコ 教堂　太陽光発電を含む省エネルギー化事業

立命館 9,402,000 立命館アジア太平洋大学 9,402,000 ICT 2015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事業

26,892,000 ICT 理工専門教育情報システム仮想化基盤装
置一式

7,959,000 戦略研究施設 龍谷大学　大宮学舎　白亜館

6,583,000 戦略研究施設 里山学研究センター（深草学舎　紫光館）

7,090,000 戦略研究施設 地域公共人材・政策開発リサーチセンター

7,642,000 ICT 学内ネットワーク整備事業

5,637,000 ICT マンガ学部ICT活用基盤整備事業

5,649,000 ICT 清風館少人数アクティブラーニング教室整
備事業

5,475,000 ICT 学生の学修環境向上のための学内LAN設
備整備

9,748,000 ICT 学生のPDCAサイクルを回す学習ポートフォ
リオの構築事業

9,803,000 教育装置 春秋座　舞台音響設備　インターカムシステ
ム更新

6,058,000 教育装置 4Kプロジェクターシステム

18,730,000 耐震改修（改築を除く） 天心館･天心館アネックス外壁改修工事

京都嵯峨芸術大学 6,540,000 ICT ICT多目的教室化改修工事【大学】

京都嵯峨芸術大学短期大学部 3,679,000 ICT ICT多目的教室化改修工事【短大】

8,524,000 ICT 学生支援システムの整備

11,152,000 ICT 電子媒体を使用した自学自習を促進するた
めのシステム

大阪音楽大学 74,474,000 大阪音楽大学・大阪音楽大学短期大学部 74,474,000 耐震改築 野田新校舎建設計画（Ｃ館校舎耐震改築事
業）

常翔学園 28,080,000 大阪工業大学 28,080,000 教育研究施設 モノラボアネックス（仮称）

大阪電気通信大学 45,140,000 大阪電気通信大学 45,140,000 ICT 平成２７年度情報基幹システム整備事業

3,775,000 ICT 大手前大学 無線LANシステム（稲野キャン
パス）

6,112,000 ICT 大手前大学　H27　ICT活用推進事業

3,348,000 ICT 大手前短期大学 無線LANシステム（稲野
キャンパス）

3,391,000 ICT 大手前短期大学　H27　ICT　活用推進事業

追手門学院 9,625,000 追手門学院大学 9,625,000 教育装置 高密度センサ128チャンネル脳波計測システム

28,000,000 戦略研究装置 フェムト秒レーザー加工機

49,734,000 耐震等 耐震対策工事（第３学舎４号館天井）

146,705,000 耐震等 耐震改修工事（第４学舎２号館（研究棟）北
面及び東面）

23,604,000 研究装置 ＨＰＬＣ-ＩＣＰＭＳ化学物質スペシエーション
分析装置

7,137,000 研究装置 超遠心・冷却遠心分離システム

関西医科大学 21,691,000 関西医科大学 21,691,000 研究装置 遺伝子解析装置；nCounter DX Analysis
System-FLEX

43,931,000 ICT 医学部基幹ネットワークおよび無線ＬＡＮ等
整備事業

7,044,000 ICT IT教室マルチメディア装置更新

12,000,000 ICT 大講堂・小講堂ＡＶ設備整備事業

22,079,000 戦略研究施設 きのこ栽培施設

10,450,000 戦略研究施設 農学研究科水産学専攻　第一共同利用棟1
階水族飼育実験室，2階ＲＩ研究室

10,219,000大覚寺学園

瓜生山学園 49,814,000 京都造形芸術大学

近畿大学 1,392,577,000 近畿大学

関西大学255,180,000関西大学

大手前学園 16,626,000

大手前短期大学

大手前大学

大阪医科大学大阪医科大学 19,676,000

京都精華大学18,928,000京都精華大学

龍谷大学 48,524,000 龍谷大学
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39,997,000 戦略研究装置 超高感度MALDI-TOF/TOF MS ブルカー
Autoflex speed TOF/TOF KN2システム

22,099,000 戦略研究装置 次世代ゲノムシーケンスシステム　イルミナ
NextSeq500システム

22,500,000 戦略研究装置 きのこ培養・栽培装置一式　培養・栽培試験
用実験装置

1,061,200,000 耐震改築 東大阪キャンパス整備Ⅰ期工事

34,020,000 耐震等 農学部教室棟203教室非構造部材の耐震
化事業

18,161,000 耐震等 クラブセンタープール天井耐震対策工事（大学）

14,808,000 耐震等 生物理工学部1号館及び3号館外壁改修工事

43,258,000 研究装置 マルチカラー解析機能搭載自動化セルソーター

30,970,000 研究装置 極微小単結晶X線構造解析装置

9,901,000 研究装置 微量多元素同時測定装置

近畿大学短期大学部 159,000 耐震等 クラブセンタープール天井耐震対策工事（短大）

119,625,000 耐震等 4号棟Ａ耐震補強工事

54,874,000 耐震等 9号棟耐震補強工事

27,500,000 アスベスト 大阪芸術大学　2・3号館石綿封じ込め工事

13,750,000 アスベスト 大阪芸術大学　17号館石綿封じ込め工事

56,000,000 アスベスト 大阪芸術大学　20・21号館石綿封じ込め工事

80,195,000 耐震等 大阪芸術大学　2号館耐震補強改修工事

433,388,000 耐震等 大阪芸術大学20・21号館耐震補強改修工事

大阪芸術大学短期大学部 4,079,000 ICT 伊丹学舎 ＩＣＴデジタル機器更新

28,430,000 ICT 大阪体育大学平成27年度C号館デジタル
ICT整備事業

7,964,000 教育装置 リアルタイム動作評価＆トレーニングシステム

桃山学院 12,409,000 桃山学院大学 12,409,000 耐震等 屋内プ－ル特定天井耐震対策工事

関西福祉科学大学 6,691,000 ICT 関西福祉科学大学ICT・音響設備整備事業

2,255,000 ICT 関西女子短期大学　ICT事業

29,533,000 教育装置 口腔保健学基礎実習システムの再構築（短
大7号館6階）

24,045,000 教育装置 口腔保健学臨床基礎実習システムの再構
築（短大7号館7階）

天満学園 9,628,000 太成学院大学 9,628,000 エコキャンパス エコキャンパス推進工事

明浄学院 5,940,000 大阪観光大学 5,940,000 耐震等 大阪観光大学　大講義室　非構造部材耐震
対策工事

羽衣学園 4,713,000 羽衣国際大学 4,713,000 耐震改修（改築を除く） スポーツホール天井)改修工事

大阪成蹊大学 17,113,000 ICT 講義室ＡＶ設備整備事業

びわこ成蹊スポーツ大学 5,436,000 ICT ＡＶ設備整備事業

大阪成蹊短期大学 5,591,000 ICT 講義室ＡＶ設備整備事業

四條畷学園 17,483,000 四條畷学園短期大学 17,483,000 耐震等 四條畷学園短期大学　北条学舎　耐震改修
工事

森ノ宮医療学園 8,192,000 森ノ宮医療大学 8,192,000 ICT 森ノ宮医療大学 無線LAN環境整備事業

福田学園 5,488,000 大阪保健医療大学 5,488,000 ICT 福田学園　学内無線ＬＡＮ整備事業

愛泉学園 125,295,000 堺女子短期大学 125,295,000 耐震改築 （仮称）堺女子短期大学実習棟新築工事

みどり学園 5,194,000 大阪健康福祉短期大学 5,194,000 ICT 学内ネットワーク整備ならびに教室・図書館
ICT機器整備事業

16,086,000 ICT 関西学院大学　2015年度　教育機器デジタ
ル化による授業でのＬＭＳ活用推進工事

65,675,000 耐震等 関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス　総
合体育館耐震改修工事

8,035,000 耐震等 関西学院大学　聖和キャンパス4号館耐震
補強工事

大阪樟蔭女子大学174,499,000樟蔭学園

関西学院大学94,386,000関西学院

大阪体育大学36,394,000浪商学園

塚本学院 614,912,000 大阪芸術大学

28,140,000大阪成蹊学園

玉手山学園 62,524,000

関西女子短期大学
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4,590,000 耐震改修（改築を除く） 関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス　総
合体育館防災用発電機設置工事

5,890,000 ICT 甲南大学プロジェクト型学習支援事業

20,781,000 研究装置 単結晶Ｘ線構造解析システム

神戸女学院 8,117,000 神戸女学院大学 8,117,000 ICT 学生の自主的学修支援のためのモバイル
デバイス環境整備

神戸学院 9,128,000 神戸学院大学 9,128,000 ICT 第3次ポートアイランドキャンパスICT活用情
報教育システム整備事業

松蔭女子学院 15,948,000 神戸松蔭女子学院大学 15,948,000 ICT 講義室におけるICT機器のデジタル化

親和学園 86,184,000 神戸親和女子大学 86,184,000 教育研究施設 神戸親和女子大学　ラーニングコモンズ･カ
フェ棟(仮称)

園田学園 4,402,000 園田学園女子大学 4,402,000 ICT 学生の表現力と学習意欲の向上を目的とし
た実習室環境整備事業

行吉学園 5,795,000 神戸女子大学 5,795,000 ICT ICT活用言語教育設備の構築

兵庫医科大学 48,778,000 兵庫医療大学 48,778,000 ICT 学生の学習環境を支える情報基盤整備

9,450,000 ICT 17号館4階17-407号室改修に伴うICT設備
工事

14,265,000 教育研究施設 5号館ラーニングコモンズ（大学）

53,090,000 教育研究施設 看護・介護研修センター（17号館）

15,048,000 耐震等 5号館特定天井工事（大学）

257,127,000 耐震等 17号館耐震補強工事

兵庫大学短期大学部 5,622,000 耐震等 5号館特定天井工事（短大）

濱名学院 8,270,000 関西国際大学 8,270,000 教育研究施設 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ情報発信拠点としてのセミナーハウ
ス改修整備事業

東洋食品工業短期大学 9,163,000 東洋食品工業短期大学 9,163,000 耐震改修（改築を除く） 講堂の校舎天井改修工事

帝塚山学園 5,992,000 帝塚山大学 5,992,000 教育研究施設 奈良・東生駒キャンパス　１号館・５号館・６
号館　コモンルーム・自習室施設整備工事

冬木学園 7,191,000 畿央大学 7,191,000 ICT 無線LAN環境の整備

美作学園 7,931,000 美作大学 7,931,000 ICT 情報教室のマルチメディア環境とアクティブ
ラーニング環境の整備

9,277,000 ICT 無線LAN環境・投影設備の拡充

61,858,000 耐震等 就実大学L館耐震補強事業

8,256,000 研究装置 生体試料光学解析システム

5,535,000 ICT ICTを活用した授業のためのAV機器・講義
収録システム整備事業

8,100,000 教育研究施設 地域住民の健康維持・増進および健康教育
を目的とした拠点整備のための体力測定室
整備工事

石田学園 23,915,000 広島経済大学 23,915,000 ICT 全学ネットワーク更新整備事業

17,094,000 ICT ＩＣＴ活用推進事業（6号館空調設備工事）

13,732,000 ICT ＩＣＴ活用推進事業（1302、2202、2207～
2214、5402～5405教室マルチメディア装置
設置及び更新）

6,306,000 ICT 広島工業大学　講義室無線LAN整備事業

95,782,000 耐震等 広島工業大学　3号館耐震改修工事

21,637,000 教育装置 デジタルエンジニアリング実習用機械加工装置

21,603,000 ICT 安田女子大学ICTセンター整備事業

17,424,000 ICT まほろば館映像伝送システム整備事業

安田女子短期大学 1,366,000 ICT まほろば館映像伝送システム整備事業

福山大学 5,562,000 福山大学 5,562,000 教育研究施設 福山大学７号館自分未来創造室改修工事

6,312,000 バリアフリー  広島文化学園阿賀キャンパス中庭バリアフ
リー化工事

13,167,000 耐震等 長束キャンパス4号館5号館耐震改修工事
（4号館、大学）

広島修道大学30,826,000修道学園

安田女子大学40,393,000安田学園

鶴学園 123,725,000 広島工業大学

広島文化学園 75,597,000 広島文化学園大学

兵庫大学354,602,000睦学園

甲南学園 26,671,000 甲南大学

吉備国際大学

就実大学

13,635,000順正学園

79,391,000就実学園
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24,456,000 耐震等 長束キャンパス4号館5号館耐震改修工事
（5号館、大学）

11,080,000 耐震等 長束キャンパス4号館5号館耐震改修工事
（4号館、短大）

20,582,000 耐震等 長束キャンパス4号館5号館耐震改修工事
（5号館、短大）

梅光学院 7,651,000 梅光学院大学 7,651,000 ICT ICT活用図書館ホール教育支援、学内無線
LAN整備事業

徳山教育財団 6,210,000 徳山大学 6,210,000 耐震等 記念館（体育館）耐震改修工事

7,580,000 ICT 「アクティブ・ラーニング」のためのICT学修
環境整備事業（大学分）

9,590,000 ICT 「アクティブ・ラーニング」のためのICT学修
環境整備事業（短大分）

四国大学 157,627,000 四国大学・四国短期大学 157,627,000 耐震改築 四国大学芸術館新築工事

9,999,000 ICT 「教育の質的転換」への教室整備

17,993,000 ICT 無線ネットワーク(WiFi)エリアの拡大

43,092,000 研究装置 超高感度多核NMR測定装置一式

四国高松学園 6,777,000 高松大学 6,777,000 ICT 本館4・5階アクティブ・ラーニング教育基盤整備

5,918,000 アスベスト 聖カタリナ大学短期大学部４号棟アスベスト
除去工事（大学分）

24,290,000 耐震等 聖カタリナ大学短期大学部短大棟耐震補強
工事（大学分）

8,877,000 アスベスト 聖カタリナ大学短期大学部４号棟アスベスト
除去工事（短大分）

23,337,000 耐震等 聖カタリナ大学短期大学部短大棟耐震補強
工事（短大分）

松山東雲女子大学 64,863,000 耐震等 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学　愛
真館　耐震改修等工事(大学)

松山東雲短期大学 93,726,000 耐震等 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学　愛
真館　耐震改修等工事(短期大学)

西日本工業学園 8,289,000 西日本工業大学 8,289,000 ICT アクティブラーニング推進のためのＩＣＴ整備
事業

31,310,000 ICT 御井本館教室のマルチメディア整備事業

35,122,000 研究装置 多光子励起レーザー走査型顕微鏡

西南学院 10,423,000 西南学院大学 10,423,000 耐震等 西南学院大学 体育館　メインフロア吊り天
井撤去及び落下防止工事

53,675,000 研究装置 ナノ材料高分解能磁気測定システム

30,213,000 研究装置 多目的Ｘ線回析測定システム

12,108,000 ICT 6号館マルチメディア設備

53,685,000 耐震等 福岡大学８号館耐震改修工事

32,863,000 耐震等 福岡大学９号館耐震改修工事

39,238,000 耐震等 福岡大学11号館耐震改修工事

37,474,000 教育装置 核磁気共鳴装置 NMRシステム JNM-
ECZ600R 1式

6,113,000 教育装置 機能性物質分析・評価システム 一式

39,117,000 研究装置 BD FACS Aria Fusion セルソーター5レー
ザー14カラータイプ

13,082,000 研究装置 骨格筋の代謝機能評価装置

17,948,000 研究装置 大型構造物性能評価システム

9,688,000 ICT 授業理解向上のためのプロジェクタ等設備
の拡充

9,619,000 教育研究施設 福岡工業大学附属図書館

3,000,000 バリアフリー C棟１Ｆ出入口自動扉化改修工事

10,080,000 教育装置 工作機械（立形マシニングセンタ）

11,788,000 研究装置 レーザーラマン分光装置

聖カタリナ学園 62,422,000

聖カタリナ大学短期大学部

聖カタリナ大学

村崎学園 71,084,000 徳島文理大学

福岡工業大学 44,175,000 福岡工業大学

福岡大学251,628,000福岡大学

九州産業大学83,888,000中村産業学園

久留米大学 66,432,000 久留米大学

158,589,000松山東雲学園

山口芸術短期大学17,170,000宇部学園

広島文化学園短期大学
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九州女子大学・九州女子短期大学 446,269,000 耐震改築 九州女子大学・九州女子短期大学新棟改
築工事

九州女子大学 131,032,000 耐震等 九州女子大学・九州女子短期大学思静館
耐震補強工事（大学）

九州女子短期大学 28,763,000 耐震等 九州女子大学・九州女子短期大学思静館
耐震補強工事（短大）

9,255,000 アスベスト アニマルセンター既存煙突アスベスト囲い
込み及び煙道・煙突新設工事

15,677,000 教育装置 デジタル化口腔顎機能記録解析教育装置

10,762,000 研究装置 口腔・顎顔面組織再生に必須な幹細胞調製
装置

久留米工業大学 19,033,000 久留米工業大学 19,033,000 教育研究施設 先進モビリティ研究所改修工事

産業医科大学 10,800,000 産業医科大学　 10,800,000 耐震等 産業医科大学体育館耐震補強工事

筑紫女学園 5,634,000 筑紫女学園大学 5,634,000 ICT 無線LAN設備の整備事業（大学）

7,009,000 教育研究施設 531アクティブラーニングプレイス

8,131,000 耐震等 西南女学院２号館建物耐震補強工事（大学）

西南女学院大学短期大学部 9,661,000 耐震等 西南女学院２号館建物耐震補強工事(短期
大学部）

23,777,000 耐震等 活水女子大学２号館他耐震補強改修工事

23,636,000 耐震等 活水女子大学５号館他耐震補強改修工事

23,019,000 耐震等 活水女子大学体育館他耐震補強改修工事

純心女子学園 98,710,000 長崎純心大学 98,710,000 耐震改築 長崎純心大学学生寮改築工事

君が淵学園 16,492,000 崇城大学 16,492,000 エコ Ｋ号館・体育会館　節水型洋式トイレ改修整
備事業

6,766,000 ICT アクティブラーニング推進のための無線ＬＡ
Ｎ環境整備事業

150,490,000 耐震等 総合体育館耐震補強改修工事

文理学園 5,290,000 日本文理大学 5,290,000 ICT ICTを活用したアクティブラーニングを高度
化するためのPC教室AV環境整備

津曲学園 63,053,000 鹿児島国際大学 63,053,000 耐震等 鹿児島国際大学５号館耐震補強等事業

志學館学園 123,300,000 志學館大学 123,300,000 耐震等 志學館大学講義棟耐震改修工事

272,426,000 耐震改築 沖縄女子短期大学耐震改築整備事業（校
舎棟）

58,063,000 耐震改築 沖縄女子短期大学耐震改築整備事業（屋
内運動場棟）

6,470,000 耐震改築 沖縄女子短期大学耐震改築整備事業（本
館校舎取壊し ）

12,366,000 耐震改築 沖縄女子短期大学耐震改築整備事業（体
育館・サークル棟取壊し ）

福岡歯科大学35,694,000福岡学園

活水女子大学70,432,000活水学院

西南女学院 24,801,000 西南女学院大学

沖縄女子短期大学349,325,000嘉数女子学園

熊本学園 157,256,000 熊本学園大学

606,064,000福原学園
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