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札幌大学 15,000,000 改革総合支援事業（施設） 学生立志テラス
札幌大学女子短期大学部 10,044,000 改革総合支援事業（施設） 子育てサロン

北海道科学大学 15,000,000 北海道科学大学 15,000,000 改革総合支援事業（装置） 自然雪風洞実験装置
藤学園 604,688,000 藤女子大学 604,688,000 耐震改築 藤女子大学北16条キャンパス校舎棟耐

震改築工事
北星学園 5,745,000 北星学園大学 5,745,000 改革総合支援事業（施設） アクセシビリティ支援室
札幌国際大学 15,363,000 札幌国際大学 15,363,000 耐震改修（改築を除く） アリーナ大規模天井改修工事

5,921,000 耐震等 北翔大学校舎３号棟・４号棟の耐震改修
工事（３号棟⑤棟）

10,311,000 耐震等 北翔大学校舎３号棟・４号棟の耐震改修
工事（３号棟⑥棟）

13,245,000 耐震等 北翔大学校舎３号棟・４号棟の耐震改修
工事（４号棟）

千歳科学技術大学 12,692,000 千歳科学技術大学 12,692,000 改革総合支援事業（ICT） 学生の主体的な学習を支援するための
ネットワーク構築事業

青森中央学院大学 17,230,000 耐震等 1号館耐震改修工事（青森中央学院大
学）

青森中央短期大学 5,146,000 耐震等 1号館耐震改修工事（青森中央短期大
学）

宮城学院 11,503,000 宮城学院女子大学 11,503,000 改革総合支援事業（ICT） 学生の満足度向上を目指した無線ＬＡＮ
整備による双方向授業の推進

東北文教大学 8,341,000 耐震等 2号館耐震補強工事（大学)
11,424,000 耐震等 2号館耐震補強工事（短大)
4,169,000 耐震等 1号館耐震補強工事（短大)

羽陽学園 3,888,000 羽陽学園短期大学 3,888,000 耐震改築 羽陽学園短期大学体育館耐震改築(二
期)事業

郡山開成学園 2,467,000 郡山女子大学短期大学部 2,467,000 耐震改修（改築を除く） 83年館 非構造部材（階段室内壁）の耐
震対策

茨城キリスト教学園 7,040,000 茨城キリスト教大学 7,040,000 アスベスト 茨城キリスト教学園　大学5号館・大学キ
アラ館・大学シオン館煙突内耐火材撤去

国際医療福祉大学 3,155,000 国際医療福祉大学 3,155,000 耐震改修（改築を除く） 国際医療福祉大学　H棟（体育館棟）バ
スケットゴール耐震補強工事

明海大学 15,000,000 明海大学 15,000,000 改革総合支援事業（施設） P&P教育センター改修工事
40,330,000 耐震等 埼玉医科大学川角キャンパス校舎耐震

補強工事
61,830,000 耐震等 埼玉医科大学川角キャンパス体育館耐

震補強工事
9,610,000 耐震等 埼玉工業大学１号館（生命環境化学科

棟）耐震補強工事
25,110,000 耐震改修（改築を除く） 埼玉工業大学24号館特定天井補強工事

国際学院 1,303,000 国際学院埼玉短期大学 1,303,000 改革総合支援事業（ICT） 教学用コンピュータネットワーク構築
千葉工業大学 14,396,000 千葉工業大学 14,396,000 改革総合支援事業（ICT） 津田沼校舎　7号館3階コンピューター演

習室(3)空調強化工事
廣池学園 9,568,000 麗澤大学 9,568,000 改革総合支援事業（施設） 研究室A棟
植草学園 7,020,000 植草学園短期大学 7,020,000 耐震改修（改築を除く） 植草学園短期大学体育館非構造部材単

体の耐震対策事業
千葉明徳学園 1,254,000 千葉明徳短期大学 1,254,000 耐震改修（改築を除く） 千葉明徳短期大学　北側・西側壁面にお

ける爆裂補修工事
亜細亜学園 77,289,000 亜細亜大学 77,289,000 耐震改修（改築を除く） 吊天井等落下防止対策工事

32,216,000 耐震改修（改築を除く） 大学Ｆ棟２階学生ラウンジ天井補強工事
25,247,000 耐震改修（改築を除く） 大学総研ビル大会議室天井補強工事
24,217,000 耐震改修（改築を除く） 大学９号館９１０教室天井補強工事
18,360,000 耐震改修（改築を除く） 青山キャンパス災害時対応放送設備設

置工事
5,686,000 改革総合支援事業（装置） レーザー照射下における長時間培養シ

ステム
青山学院女子短期大学 14,427,000 耐震改修（改築を除く） 短大Ｌ４０２教室天井補強工事

学習院 15,000,000 学習院大学 15,000,000 改革総合支援事業（ICT） 学習院大学　西２号館　教育支援システ
ム整備

共立女子大学 242,341,000 耐震改修（改築を除く） 共立講堂　天井・屋根の耐震化工事（大
学）

共立女子短期大学 31,134,000 耐震改修（改築を除く） 共立講堂　天井・屋根の耐震化工事（短
大）

国立音楽大学 166,727,000 国立音楽大学 166,727,000 耐震等 国立音楽大学4号館耐震改修工事（第二
期工事、平成28年度分）

札幌大学

青森田中学園

富澤学園

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28年度交付実績一覧

25,044,000

浅井学園 29,477,000 北翔大学

22,376,000

23,934,000
東北文教大学短期大学部

埼玉医科大学 102,160,000 埼玉医科大学

智香寺学園 34,720,000 埼玉工業大学

青山学院 120,153,000 青山学院大学

共立女子学園 273,475,000
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305,598,000 耐震改築 八王子キャンパス新2号館建設工事
18,858,000 耐震改築 八王子キャンパス新4号館建設工事
86,442,000 耐震改修（改築を除く） 18号館特定天井等耐震対策工事

国際基督教大学 7,746,000 国際基督教大学 7,746,000 耐震改修（改築を除く） 国際基督教大学吊天井等落下対策工事
国士舘 13,347,000 国士舘大学 13,347,000 耐震等 国士舘大学町田キャンパス第３･第４体

育館耐震補強及び一部改修工事
芝浦工業大学 15,000,000 芝浦工業大学 15,000,000 改革総合支援事業（施設） 豊洲キャンパス　教室棟３Ｆ、４Ｆ　グロー

バル・ラーニングコモンズ
345,731,000 耐震改築 順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編

事業（仮称）新研究棟建設
22,126,000 戦略研究装置 Illumina　次世代シークエンサー next seq

500
40,000,000 研究装置 カールツァイス超解像レーザースキャン

顕微鏡LSM880
7,563,000 改革総合支援事業（ICT） 学習環境改善のためのAVシステム整備

計画
9,692,000 研究装置 走査電子顕微鏡

16,821,000 研究装置 セルソーターSH800S
10,046,000 研究装置 共焦点定量イメージサイトメーター

女子美術大学 8,620,000 女子美術大学 8,620,000 教育研究施設 染織文化財修復室（第１次）
成蹊学園 12,661,000 成蹊大学 12,661,000 改革総合支援事業（ICT） 教育の質的向上を促すための中小型教

室におけるICT基盤整備事業
聖心女子学院 15,000,000 聖心女子大学 15,000,000 改革総合支援事業（施設） アクティブラーニング・スペース（４号館）
清泉女子大学 31,352,000 清泉女子大学 31,352,000 耐震改修（改築を除く） 講堂天井耐震補強工事
聖路加国際大学 5,019,000 聖路加国際大学 5,019,000 改革総合支援事業（施設） ラーニング・コモンズにおけるオープンエ

リア及びスタディエリア
専修大学 12,873,000 専修大学 12,873,000 耐震改修（改築を除く） 神田校舎天井等落下防止対策工事
多摩美術大学 48,859,000 多摩美術大学 48,859,000 耐震等 絵画東棟（低層棟）耐震補強工事
大乗淑徳学園 9,244,000 淑徳大学 9,244,000 改革総合支援事業（装置） 多目的情報教育環境用コンピュータ装置

一式
高千穂学園 384,800,000 高千穂大学 384,800,000 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　第2期
拓殖大学 13,878,000 拓殖大学北海道短期大学 13,878,000 耐震改修（改築を除く） 拓殖大学北海道短期大学体育館天井撤

去工事
中央大学 30,406,000 中央大学 30,406,000 耐震改修（改築を除く） 中央大学多摩キャンパスＣスクエア中

ホール天井等耐震化工事
帝京大学 5,608,000 帝京大学 5,608,000 改革総合支援事業（装置） ＣＮＣ旋盤

295,193,000 耐震改築 東海大学湘南校舎理工系施設整備事業
（仮称）１９号館新築工事（２０１６年度完

8,694,000 耐震改修（改築を除く） 東海大学防災機能等強化緊急特別推進
事業（高輪校舎4号館食堂天井改修工

東京音楽大学 252,960,000 東京音楽大学 252,960,000 耐震改修（改築を除く） 東京音楽大学B館耐震補強工事
東京工芸大学 14,154,000 東京工芸大学 14,154,000 改革総合支援事業（装置） レーザーラマン分光システム
東京電機大学 13,512,000 東京電機大学 13,512,000 改革総合支援事業（装置） 8Kスーパーハイビジョン視聴システム

19,943,000 研究装置 一体型フェムト秒再生増幅装置・パラメト
リック波長可変器

10,162,000 研究装置 雰囲気制御走査型プローブ顕微鏡
日本工業大学 26,672,000 日本工業大学 26,672,000 耐震改修（改築を除く） 日本工業大学　12号館（学友会館）非構

造部材耐震対策事業
桐朋学園 313,751,000 桐朋学園大学 313,751,000 耐震改築 桐朋学園大学1号館（新館）耐震改築工

事
59,427,000 耐震等 習志野キャンパス図書館棟耐震改修工

事
430,000 アスベスト 習志野キャンパス図書館棟アスベスト除

去作業
33,480,000 教育研究施設 医学部１号館/2号館

(生体防御基盤センター)
東洋大学 14,968,000 東洋大学 14,968,000 改革総合支援事業（装置） 多機能プラズマ成膜装置
二松学舎 5,250,000 二松学舎大学 5,250,000 耐震改修（改築を除く） 二松学舎大学柏キャンパス　学校施設

耐震改修工事
27,546,000 耐震改修（改築を除く） 工学部武道館（50号館）耐震補強工事
5,069,000 改革総合支援事業（施設） 生産工学部３８号館ドライビングシミュ

レータ室整備工事
日本獣医生命科学大学 10,124,000 改革総合支援事業（ICT） 学内無線ＬＡＮ及び講義収録配信システ

ム構築
日本医科大学 14,969,000 改革総合支援事業（ICT） 高速無線LANの導入

日本女子大学 5,319,000 日本女子大学 5,319,000 アスベスト 九十年館煙突断熱材除去、復旧工事
法政大学 12,582,000 法政大学 12,582,000 耐震等 （川崎）道場耐震補強工事

日本医科大学

407,857,000 順天堂大学

昭和大学 44,122,000 昭和大学

303,887,000

30,105,000

東邦大学 93,337,000 東邦大学

工学院大学 410,898,000 工学院大学

順天堂

東海大学 東海大学

東京理科大学 東京理科大学

日本大学 32,615,000 日本大学

25,093,000
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74,898,000 耐震等 武蔵野音楽大学　むらさき寮耐震補強工
事

123,579,000 耐震改修（改築を除く） ４号館ベートーヴェンホール天井改修工
事（落下防止工事）

武蔵野大学 13,834,000 武蔵野大学 13,834,000 改革総合支援事業（ICT） 武蔵野大学　平成28年度有明キャンパ
スコンピュータルーム整備事業

63,288,000 耐震改修（改築を除く） 明治学院大学 白金校地2号館2301・
2302・2401非構造部材耐震対策工事

43,362,000 耐震改修（改築を除く） 明治学院大学 横浜校地2号館2301・
2302・2401非構造部材耐震対策工事

明治大学 5,485,000 明治大学 5,485,000 耐震等 体育関連施設耐震補強工事
54,712,000 耐震改修（改築を除く） 2016年度タッカーホール講堂天井耐震

対策
9,260,000 耐震改修（改築を除く） 2016年度9号館外壁落下対策
3,151,000 耐震改修（改築を除く） 平成28年度越谷校舎1号館外壁等改修

工事
2,698,000 耐震改修（改築を除く） 平成28年度越谷校舎2号館外壁等改修

工事
和光学園 7,955,000 和光大学 7,955,000 耐震改修（改築を除く） 和光大学図書館外壁改修工事

18,326,000 耐震改修（改築を除く） 戸山キャンパス各所大規模天井耐震改
修工事（Ⅱ期）

21,107,000 耐震改修（改築を除く） 東伏見キャンパス各所大規模天井耐震
改修工事（Ⅱ期）

18,522,000 耐震改修（改築を除く） 西早稲田キャンパス各所大規模天井耐
震改修工事（Ⅱ期）

12,191,000 耐震改修（改築を除く） 早稲田キャンパス各所大規模天井耐震
改修工事（Ⅱ期 10号館）

25,363,000 耐震改修（改築を除く） 早稲田キャンパス各所大規模天井耐震
改修工事（Ⅱ期 17号館）

15,000,000 改革総合支援事業（施設） 早稲田大学早稲田通り新教室棟（仮称）
東京家政大学 47,007,000 耐震改修（改築を除く） 東京家政大学 大学10号館及び学生

ホール改修工事（外壁改修・図書館集密
書架設置）（大学）

東京家政大学短期大学部 3,557,000 耐震改修（改築を除く） 東京家政大学 大学10号館及び学生
ホール改修工事（外壁改修・図書館集密
書架設置）（短期大学部）

日本赤十字学園 9,234,000 日本赤十字九州国際看護大学 9,234,000 改革総合支援事業（ICT） 教育機器デジタル化推進事業
佐野学園 7,955,000 神田外語大学 7,955,000 改革総合支援事業（ICT） 新たな語学学習施設を支えるモバイル・Ｉ

ＣＴ活用環境の構築
22,709,000 耐震改修（改築を除く） １号館耐震補強工事
61,108,000 耐震改修（改築を除く） 体育館耐震補強工事

聖徳大学 24,228,000 耐震改修（改築を除く） 聖徳大学6号館耐震補強工事（大学）
聖徳大学短期大学部 9,524,000 耐震改修（改築を除く） 聖徳大学6号館耐震補強工事（短大）

13,227,000 耐震改修（改築を除く） 文京学院大学本郷キャンパス体育館 天
井等改修工事

5,528,000 改革総合支援事業（ICT） 本郷キャンパスL3スイッチリプレイス
96,107,000 耐震改築 城西大学21号館建設事業
19,193,000 耐震改修（改築を除く） １４・１５号館天井落下防止対策事業（大

学）
城西短期大学 421,000 耐震改修（改築を除く） １４・１５号館天井落下防止対策事業（短

大）
目白大学 22,196,000 耐震改修（改築を除く） 目白大学記念館（講堂）非構造部材耐震

対策工事（大学）
目白大学短期大学部 1,577,000 耐震改修（改築を除く） 目白大学記念館（講堂）非構造部材耐震

対策工事（短大）
白梅学園大学 27,211,000 耐震等 白梅学園大学・同短期大学　第一大体

育館耐震補強工事（大学分）
白梅学園短期大学 5,183,000 耐震等 白梅学園大学・同短期大学　第一大体

育館耐震補強工事（短期大学分）
青葉学園 10,107,000 東京医療保健大学 10,107,000 改革総合支援事業（ICT） 五反田キャンパス学内ＬＡＮ設備更新計

画
帝京平成大学 13,607,000 帝京平成大学 13,607,000 改革総合支援事業（装置） 化学物質リスク評価システム
トキワ松学園 9,385,000 横浜美術大学 9,385,000 改革総合支援事業（ICT）  学習環境改善のためのネットワーク基

盤整備
山野学苑 7,192,000 山野美容芸術短期大学 7,192,000 改革総合支援事業（ICT） 山野愛子メモリアルホールAV機器整備

事業
神奈川歯科大学 5,940,000 神奈川歯科大学 5,940,000 改革総合支援事業（ICT） 無線LANシステム拡張
関東学院 65,608,000 関東学院大学 65,608,000 耐震改修（改築を除く） 関東学院大学金沢文庫キャンパス　教

室棟・講堂兼体育館特定天井耐震改修
湘南工科大学 10,137,000 湘南工科大学 10,137,000 改革総合支援事業（ICT） ラーニングマネジメントシステム情報通

信ネットワーク

聖学院

東京聖徳学園

聖学院大学

5,849,000 文教大学

早稲田大学 110,509,000 早稲田大学

渡辺学園 50,564,000

83,817,000

33,752,000

武蔵野音楽学園 198,477,000 武蔵野音楽大学

明治学院 106,650,000 明治学院大学

立教学院 63,972,000 立教大学

目白学園

文京学園 18,755,000 文京学院大学

城西大学 115,721,000 城西大学

23,773,000

白梅学園 32,394,000

文教大学学園
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相模女子大学 5,283,000 相模女子大学 5,283,000 改革総合支援事業（ICT） 学内無線ＬＡＮ整備事業
6,179,000 耐震改修（改築を除く） 鶴見大学5号館外装耐震補強改修事業

（大学）
11,313,000 耐震改修（改築を除く） 鶴見大学図書館外装耐震補強改修事業

（大学）
5,046,000 改革総合支援事業（装置） 癌免疫機構における細胞・組織解析用

装置
2,648,000 耐震改修（改築を除く） 鶴見大学短期大学部5号館外装耐震補

強改修事業（短大）
4,848,000 耐震改修（改築を除く） 鶴見大学短期大学部図書館外装耐震補

強改修事業（短大）
9,192,000 改革総合支援事業（ICT） 鶴見大学短期大学部4号館ICT教育推進

環境整備事業
3,846,000 アスベスト 大学　緑園キャンパスアスベスト除去工

事
12,059,000 アスベスト 大学　山手キャンパスアスベスト除去工

事
15,000,000 改革総合支援事業（施設） フェリス女学院大学国際センター

横浜商科大学 6,728,000 横浜商科大学 6,728,000 改革総合支援事業（ICT） ICTを活用した学生の主体的学習を推進
するキャンパスネットワーク環境整備

幾徳学園 25,700,000 神奈川工科大学 25,700,000 戦略研究装置 分子間相互作用評価システム
国際大学 17,074,000 国際大学 17,074,000 アスベスト 国際大学アスベスト対策事業-3
加茂暁星学園 41,797,000 新潟中央短期大学 41,797,000 耐震改築 新潟中央短期大学校舎耐震移転改築工

事（校舎解体工事)
新潟平成学院 13,686,000 新潟国際情報大学 13,686,000 改革総合支援事業（ICT） 新潟国際情報大学　学術情報ネットワー

ク整備事業
新潟工科大学 7,138,000 新潟工科大学 7,138,000 改革総合支援事業（ICT） 学修成果可視化/動画配信システム活

用のための学内LAN環境整備事業
新潟青陵学園 531,362,000 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部 531,362,000 耐震改築 大学短大棟改築工事
金沢工業大学 7,127,000 金沢工業大学 7,127,000 改革総合支援事業（ICT） アクティブラーニング推進のための学内

ネットワーク整備事業
北陸大学 11,332,000 北陸大学 11,332,000 改革総合支援事業（施設） Communication Oasis MOGU MOGU

金沢学院大学 24,091,000 耐震等 ４号館（教室棟）耐震改修工事（大学）
金沢学院短期大学 10,167,000 耐震等 ４号館（教室棟）耐震改修工事（短大）

福井仁愛学園 32,064,000 仁愛女子短期大学 32,064,000 耐震改築 既存建物Ａ館耐震改築事業
松本歯科大学 29,700,000 松本歯科大学 29,700,000 アスベスト 学校法人松本歯科大学　本館煙突　ア

スベスト除去および修繕工事
松商学園 9,990,000 松本大学松商短期大学部 9,990,000 改革総合支援事業（ICT） 学修到達度の向上に向けたICT教育環

境の整備
55,944,000 耐震等 朝日大学　耐震補強事業　（１号館研究

棟）
41,040,000 耐震等 朝日大学　耐震補強事業　（１号館連絡

棟）
5,455,000 改革総合支援事業（装置） セルフラーニング支援のための講義自

動録画システム等の整備
聖徳学園 5,929,000 岐阜聖徳学園大学 5,929,000 改革総合支援事業（ICT） 岐阜聖徳学園大学羽島キャンパス無線

LAN整備
静岡理工科大学 6,188,000 静岡理工科大学 6,188,000 改革総合支援事業（装置） ガスクロマトグラフ質量分析装置
新静岡学園 15,000,000 静岡産業大学 15,000,000 改革総合支援事業（ICT） 地域連携型アクティブラーニング推進の

ための無線LAN環境の整備
愛知学泉大学 13,252,000 耐震改修（改築を除く） 岡崎学舎体育館非構造部材耐震化工事

（大学）
愛知学泉短期大学 11,148,000 耐震改修（改築を除く） 岡崎学舎体育館非構造部材耐震化工事

（短大）
椙山女学園 15,000,000 椙山女学園大学 15,000,000 改革総合支援事業（施設） 大学会館（アクティブ・ラーニング教室）

4,762,000 アスベスト 瀬戸キャンパス万有館アスベスト対策工
事

4,626,000 アスベスト 瀬戸キャンパス六合館アスベスト除去工
事

28,387,000 耐震改修（改築を除く） 瀬戸キャンパス万有館耐震等改修工事
172,857,000 耐震改築 医療科学部校舎第Ⅱ期耐震改築事業

5,534,000 改革総合支援事業（ICT） アクティブラーニングのための無線LAN
整備事業

日本福祉大学 8,620,000 日本福祉大学 8,620,000 耐震改修（改築を除く） 日本福祉大学　半田キャンパス　コミュニ
ティーセンター改修工事

中部大学 25,323,000 中部大学 25,323,000 耐震等 中部大学研修センター中央棟耐震補強
工事

名城大学 15,000,000 名城大学 15,000,000 改革総合支援事業（装置） 多波長二次元顕微ラマン分光装置
愛知産業大学 5,473,000 愛知産業大学 5,473,000 改革総合支援事業（ICT） ICTを活用した授業内プロジェクトの活性

化事業

総持学園 39,226,000 鶴見大学

鶴見大学短期大学部

フェリス女学院 30,905,000 フェリス女学院大学

金沢学院大学 34,258,000

朝日大学 102,439,000 朝日大学

安城学園 24,400,000

名古屋学院大学 37,775,000 名古屋学院大学

藤田学園 藤田保健衛生大学178,391,000
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桜花学園 8,117,000 桜花学園大学 8,117,000 改革総合支援事業（ICT） ICT教育支援システムWiFi環境整備事業
神野学園 6,279,000 岐阜医療科学大学 6,279,000 耐震改修（改築を除く） 岐阜医療科学大学7号館耐震改修工事
柳城学院 8,100,000 名古屋柳城短期大学 8,100,000 耐震改修（改築を除く） 名古屋柳城短期大学　体育館天井耐震

対応工事
佑愛学園 1,882,000 愛知医療学院短期大学 1,882,000 改革総合支援事業（ICT） 学生プラザ（ラーニングコモンズ棟）　ＩＣＴ

環境整備
皇學館 5,323,000 皇學館大学 5,323,000 改革総合支援事業（ICT） 皇學館大学　第四期教育用無線LAN整

備事業
純美禮学園 6,264,000 滋賀短期大学 6,264,000 改革総合支援事業（施設） 2号館222教室

24,989,000 戦略研究装置 赤外線検出器(Sci.級）
24,991,000 戦略研究装置 イマージョン回折格子(MIR、装置搭載

用）
24,840,000 戦略研究装置 中間赤外線用エシェルメーター

京都女子学園 62,306,000 京都女子大学 62,306,000 耐震改築 学生寮改築工事Ⅰ期工事
京都薬科大学 15,000,000 京都薬科大学 15,000,000 改革総合支援事業（装置） 共焦点レーザスキャン顕微鏡
光華女子学園 8,246,000 京都光華女子大学 8,246,000 耐震等 学校法人 光華女子学園 3号館 耐震改

修工事（京都光華女子大学分）
同志社大学 54,674,000 耐震等 尋真館耐震改修工事
同志社女子大学 246,991,000 耐震改築 同志社女子大学　楽真館耐震改築工事

（前期）
15,370,000 研究装置 Object 350 Connex3 3Dプリンタシステム
12,117,000 研究装置 水中3次元モーションキャプチャシステム
7,884,000 研究装置 タンパク質多項目同時測定システム

15,000,000 改革総合支援事業（装置） 放電プラズマ焼結装置
6,082,000 研究装置 総合モニタリングシステム一式

64,944,000 耐震改修（改築を除く） 大学２号館　明治国際医療大学２号館耐
震改修工事

3,672,000 アスベスト 明治国際医療大学アスベスト対策工事
瓜生山学園 30,634,000 京都造形芸術大学 30,634,000 耐震改修（改築を除く） 京都造形芸術大学　人間館展示場天井

改修工事
41,148,000 耐震等 京都美術工芸大学京都東山キャンパス

耐震改修工事
14,900,000 改革総合支援事業（ICT） 二本松学院　AVシステム整備事業

大阪医科薬科大学 15,000,000 大阪医科大学 15,000,000 改革総合支援事業（装置） 細胞運動解析システム
大阪音楽大学 114,185,000 大阪音楽大学・大阪音楽大学短期大学部 114,185,000 耐震改築 野田新校舎建設計画（Ｃ号館耐震改築

事業）
常翔学園 15,028,000 大阪工業大学 15,028,000 耐震等 大阪工業大学大宮学舎８号館耐震補強

改修工事
147,240,000 耐震等 耐震改修工事（第４学舎１号館）
21,951,000 研究装置 動物体内イメージングシステム
16,292,000 研究装置 生細胞レーザー観察システム
15,000,000 改革総合支援事業（装置） 走査型X線光電子分光分析装置

1,182,310,000 耐震改築 東大阪キャンパス整備Ⅰ期工事
13,170,000 改革総合支援事業（ICT） 語学学習のためのサーバ等整備
14,125,000 研究装置 SPECTROLAB Hybrid Version

阪南大学 15,000,000 阪南大学 15,000,000 改革総合支援事業（ICT） 教育研究用システム整備事業
大阪芸術大学 121,923,000 耐震改修（改築を除く） 大阪芸術大学　3号館耐震改修補強工

314,716,000 耐震等 大阪芸術大学短期大学部大阪学舎2号
館耐震補強改修工事

89,929,000 耐震等 大阪芸術大学短期大学部大阪学舎セン
ター館耐震補強改修工事

帝塚山学院 5,616,000 帝塚山学院大学 5,616,000 改革総合支援事業（装置） 超遠心分離器
桃山学院 20,520,000 桃山学院大学 20,520,000 耐震改修（改築を除く） 桃山学院大学　聖ヨハネホール特定天

井耐震対策工事
関西福祉科学大学 6,358,000 改革総合支援事業（ICT） 学生参加型授業推進のための学内ネッ

トワーク再構築（関西福祉科学大学）
関西女子短期大学 2,880,000 改革総合支援事業（ICT） 学生参加型授業推進のための学内ネッ

トワーク再構築（関西女子短期大学）
7,658,000 アスベスト 千里金蘭大学　１号館　煙突アスベスト

除去・復旧工事
5,650,000 改革総合支援事業（ICT） アクティブラーニング推進のための無線

LAN環境整備事業
大阪城南女子短期大学 2,133,000 改革総合支援事業（ICT） アクティブラーニング実現のためのICT教

育環境整備
大阪総合保育大学 7,787,000 改革総合支援事業（ICT） クラウド型システムやLMSを活用したアク

ティブラーニング推進のためのICT環境
19,184,000 耐震改築 堺女子短期大学実習棟新築工事に伴う

既存校舎の取壊し工事
27,207,000 耐震改築 堺女子短期大学セミナーハウス新築工

事

68,616,000

1,209,605,000 近畿大学

塚本学院 526,568,000
大阪芸術大学短期大学部

玉手山学園 9,238,000

金蘭会学園 13,308,000 千里金蘭大学

京都産業大学 74,820,000 京都産業大学

同志社 301,665,000

立命館 35,371,000 立命館大学

龍谷大学 21,082,000 龍谷大学

明治東洋医学院 明治国際医療大学

二本松学院 56,048,000 京都美術工芸大学

関西大学 200,483,000 関西大学

近畿大学

城南学園 9,920,000

愛泉学園 46,391,000 堺女子短期大学
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37,507,000 戦略研究装置 500MHz固体FT-NMRシステム
15,000,000 改革総合支援事業（ICT） 関西学院大学　201６年度　教育機器デ

ジタル化による授業でのＬＭＳ活用推進
403,287,000 耐震改築 甲南大学　学生会館・学友会館・文化部

室耐震改築事業
8,218,000 改革総合支援事業（施設） サイエンス・ラーニングコモンズ（SLC）

神戸薬科大学 11,864,000 神戸薬科大学 11,864,000 耐震改修（改築を除く） ５号館ききょうホール天井耐震化工事
親和学園 11,988,000 神戸親和女子大学 11,988,000 改革総合支援事業（施設） 神戸親和女子大学　小児保健実習室改

修工事
武庫川学院 15,000,000 武庫川女子大学 15,000,000 改革総合支援事業（装置） 超高分解能質量分析装置
八代学院 7,479,000 神戸国際大学 7,479,000 耐震改修（改築を除く） 神戸国際大学体育館２階メインアリーナ

天井改修工事
兵庫医科大学 15,000,000 兵庫医療大学 15,000,000 改革総合支援事業（装置） 超電導デジタルＮＭＲ装置

86,621,000 耐震改修（改築を除く） 11号館耐震補強工事（大学）
5,322,000 アスベスト 11号館アスベスト除去工事（大学）

32,364,000 耐震改修（改築を除く） 11号館耐震補強工事（短大）
2,018,000 アスベスト 11号館アスベスト除去工事（短大）

神戸山手大学 19,585,000 耐震等 神戸山手大学・短期大学1号館(本館・西
館)耐震補強事業(大学)

神戸山手短期大学 5,524,000 耐震等 神戸山手大学・短期大学１号館（本館・
西館）耐震補強事業(短大)

27,391,000 耐震改修（改築を除く） 3号館耐震補強工事（大学）
11,950,000 改革総合支援事業（施設） ３号館1階改修工事

神戸常盤短期大学 6,301,000 耐震改修（改築を除く） 3号館耐震補強工事（短大）
92,304,000 耐震等 1号館耐震改修工事

139,199,000 耐震等 3号館耐震改修工事
7,468,000 改革総合支援事業（ICT） 全学教育用ネットワークシステム整備事

業
東洋食品工業短期大学 2,501,000 東洋食品工業短期大学 2,501,000 耐震改修（改築を除く） 微生物実験室天井耐震工事
湊川相野学園 410,920,000 湊川短期大学 410,920,000 耐震改築 湊川短期大学キャンパス整備計画
聖心学園 204,944,000 奈良芸術短期大学 204,944,000 耐震等 奈良芸術短期大学1号館耐震補強工事
ノートルダム清心学園 7,414,000 ノートルダム清心女子大学 7,414,000 改革総合支援事業（ICT） アクティブラーニングのためのマルチメ

ディア設備整備
順正学園 11,552,000 吉備国際大学 11,552,000 改革総合支援事業（施設） 壮年期市民を対象とした健康教室実施

のためのフィットネススタジオ整備
石田学園 6,470,000 広島経済大学 6,470,000 改革総合支援事業（ICT） アカデミックコモンズ「明徳館」におけるア

クティブラーニング推進のための無線
LAN等整備事業

53,213,000 耐震等 広島文教女子大学3号館耐震補強工事
29,958,000 耐震等 広島文教女子大学6号館耐震補強工事

鶴学園 57,469,000 広島工業大学 57,469,000 耐震等 広島工業大学　新10号館耐震改修工事
安田学園 212,774,000 安田女子大学・安田女子短期大学 212,774,000 耐震改築 安田女子大学　新1号館新築工事

24,366,000 耐震等 福山大学５号館耐震補強工事
19,662,000 耐震等 福山大学６号館耐震補強工事
35,742,000 耐震等 福山大学７号館耐震補強工事
6,530,000 改革総合支援事業（ICT） PC必携化に伴うネットワーク環境整備

比治山大学 25,881,000 耐震等 比治山大学４号館校舎耐震補強・大規
模改修工事(大学)

比治山大学短期大学部 46,010,000 耐震等 比治山大学４号館校舎耐震補強・大規
模改修工事（短大）

25,012,000 耐震改修（改築を除く） 広島文化学園長束キャンパス３号館耐
震改修工事（大学）

6,603,000 アスベスト 広島文化学園長束キャンパス３号館アス
ベスト除去工事（大学）

7,236,000 改革総合支援事業（ICT） 阿賀キャンパス授業配信ICTシステム整
備

21,050,000 耐震改修（改築を除く） 広島文化学園長束キャンパス３号館耐
震改修工事（短大）

5,556,000 アスベスト 広島文化学園長束キャンパス３号館アス
ベスト除去工事（短大）

6,048,000 改革総合支援事業（施設） 調理実習室２
徳山教育財団 5,776,000 徳山大学 5,776,000 改革総合支援事業（ICT） 学生の主体的学びを促進するためのICT

環境整備事業
宇部学園 65,128,000 山口学芸大学・山口芸術短期大学 65,128,000 耐震改築 山口学芸大学・山口芸術短期大学　Ａ

棟・Ｅ棟耐震改築工事
54,466,000 耐震等 ２号館耐震補強他改修工事（大学）
8,624,000 耐震等 ２号館耐震補強他改修工事（短大）

比治山学園 71,891,000

広島文化学園 71,505,000 広島文化学園大学

広島文化学園短期大学

四国大学 63,090,000 四国大学

鉄鋼学園 238,971,000 産業技術短期大学

武田学園 83,171,000 広島文教女子大学

福山大学 86,300,000 福山大学

関西学院 関西学院大学

甲南学園 甲南大学

52,507,000

411,505,000

睦学園 126,325,000 兵庫大学

兵庫大学短期大学部

神戸山手学園 25,109,000

玉田学園 45,642,000 神戸常盤大学
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高松大学 11,693,000 改革総合支援事業（ICT） 本館1・2・3階アクティブラーニング教育
基盤整備

高松短期大学 4,776,000 改革総合支援事業（ICT） 本館1・2・3階アクティブラーニング教育
基盤整備

松山大学 30,439,000 松山大学 30,439,000 耐震改修（改築を除く） 耐震補強工事
松山東雲学園 34,875,000 松山東雲女子大学・松山東雲女子短期大学 34,875,000 耐震改築 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学

校舎E館耐震改築事業（大学）
福岡大学 71,175,000 福岡大学 71,175,000 耐震等 福岡大学10号館耐震改修工事
福岡工業大学 8,982,000 福岡工業大学 8,982,000 改革総合支援事業（ICT） 課題解決型学修に資する学内LANネット

ワーク装置の導入
福岡学園 8,906,000 福岡歯科大学 8,906,000 改革総合支援事業（ICT） アクティブラーニング強化のための高速

学内ＬＡＮ構築
産業医科大学 103,754,000 産業医科大学 103,754,000 耐震改修（改築を除く） 産業医科大学本館２号館・４号館耐震補

強工事
筑紫女学園 6,696,000 筑紫女学園大学 6,696,000 改革総合支援事業（施設） 特別な支援を必要とする学生のための

施設整備工事
福岡女学院 5,767,000 福岡女学院大学 5,767,000 耐震等 2016年度福岡女学院大学６号館耐震補

強工事（大学）
純心女子学園 90,010,000 長崎純心大学 90,010,000 耐震等 長崎純心大学体育館棟耐震補強工事
熊本学園 31,698,000 熊本学園大学 31,698,000 耐震等 熊本学園大学8号館耐震補強改修工事
文理学園 5,890,000 日本文理大学 5,890,000 改革総合支援事業（ICT） オンデマンド・アクティブラーニング活用

のための講義収録配信基盤強化
別府大学 164,410,000 別府大学 164,410,000 耐震改築 別府大学18号館耐震改築事業
大淀学園 17,500,000 宮崎産業経営大学 17,500,000 耐震等 大淀学園 宮崎産業経営大学　３号館耐

震補強工事
5,098,000 耐震改修（改築を除く） 宮崎学園短期大学　本館改修工事（大

学）
7,066,000 改革総合支援事業（施設） 宮崎国際大学　本館・１号館

20,081,000 耐震改修（改築を除く） 宮崎学園短期大学　本館改修工事（短
大）

8,875,000 耐震改築 宮崎学園短期大学　校舎新築工事
鹿児島純心女子学園 140,443,000 鹿児島純心女子短期大学 140,443,000 耐震改築 鹿児島純心女子短期大学　校舎１号館

耐震改築事業

四国高松学園 16,469,000

宮崎学園 41,120,000 宮崎国際大学

宮崎学園短期大学
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