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旭川大学 173,469,000 旭川大学短期大学部 173,469,000 耐震改修（改築を除く） 旭川大学短期大学部校舎耐震改修工事

東日本学園 2,970,000 北海道医療大学 2,970,000 バリアフリー 薬学部棟バリアフリー駐車場整備工事

26,249,000 耐震改修（改築を除く） 弘前学院大学校舎2号館耐震補強工事

10,929,000 耐震改修（改築を除く） 弘前学院大学体育館耐震補強・非構造
部材耐震対策工事

八戸工業大学 8,465,000 八戸工業大学 8,465,000 ブランディング研究装置 自然災害予測および防災技術のための
並列演算装置

岩手医科大学 20,000,000 岩手医科大学 20,000,000 ブランディング研究装置 高分解能核磁気共鳴装置

13,150,000 耐震改修（非構造） 講義棟7階70周年記念講堂天井落下防
止対策工事

1,592,000 耐震改修（非構造） 体育館アリーナ照明落下防止対策工事

いわき明星大学 2,106,000 いわき明星大学 2,106,000 バリアフリー 6号館エレベーターのバリアフリー化工事

白鴎大学 269,375,000 白鴎大学 269,375,000 耐震改築 東キャンパス新体育館建設事業

5,591,000 耐震改修（非構造） 経済学部１号館１１１教室特定天井改修
工事

5,670,000 耐震改修（非構造） 第2体育館外部建具改修工事

37,096,000 耐震改修（改築を除く） 埼玉医科大学第2研究棟耐震補強事業

29,434,000 耐震改修（改築を除く） 埼玉医科大学第3研究棟耐震補強事業

21,518,000 耐震改修（非構造） 埼玉医科大学図書館耐震補強事業

2,570,000 アスベスト 埼玉医科大学図書館煙突内アスベスト
除去工事

3,987,000 アスベスト 埼玉医科大学本部棟煙突内アスベスト
除去工事

埼玉医科大学短期
大学

12,138,000 耐震改修（非構造） 埼玉医科大学短期大学エントランス･講
義室吊り天井落下防止及びガラス飛散
防止対策工事

獨協学園 19,980,000 姫路獨協大学 19,980,000 アスベスト 図書館棟煙突改修工事

国際学院 5,639,000 国際学院埼玉短期
大学

5,639,000 バリアフリー 大宮キャンパス本館バリアフリー化事業

山村学園 669,000 山村学園短期大学 669,000 耐震改修（非構造） 教育棟南・東外壁タイル浮き工事

東京キリスト教学園 1,917,000 東京基督教大学 1,917,000 バリアフリー 通学路段差解消・寮手すり設置工事

君津学園 127,763,000 清和大学短期大学部 127,763,000 耐震改築 清和大学短期大学部校舎耐震改築事業

千葉明徳学園 1,247,000 千葉明徳短期大学 1,247,000 耐震改修（非構造） 千葉明徳短期大学　別館外壁南面・西
面爆裂改修工事

46,419,000 耐震改修（非構造） 相模原キャンパスＧ棟食堂天井補強工
事

19,594,000 防災機能強化 青山キャンパス災害時対応放送設備設
置工事

跡見学園 2,508,000 跡見学園女子大学 2,508,000 耐震改修（非構造） 新座キャンパス体育館照明組込架台落
下対策工事

学習院 84,386,000 学習院大学 84,386,000 耐震改修（改築を除く） 黎明会館耐震補強工事

10,519,000 ブランディング研究装置 ロータリーケージワッシャー

9,413,000 ブランディング研究装置 フロアローディング型　高圧蒸気滅菌装
置

20,068,000 ブランディング研究装置 フロアローディング型　高圧蒸気滅菌装
置

2,636,000 防災機能強化 第一グラウンド避難場所指定によるトイ
レ設備強化工事

2,424,000 バリアフリー A3号館3階車いす使用者用トイレ改修工
事

国立音楽大学 185,088,000 国立音楽大学 185,088,000 耐震改築 国立音楽大学1号館耐震改築工事（第一
期工事、平成29年度分）

埼玉医科大学 106,743,000 埼玉医科大学

青山学院 66,013,000 青山学院大学

北里大学45,060,000北里研究所

関東学園

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29年度交付実績一覧

11,261,000

弘前学院 37,178,000 弘前学院大学

東北医科薬科大学 14,742,000 東北医科薬科大学

関東学園大学
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7,495,000 ブランディング研究施設 三田キャンパス東館６階グローバルリ
サーチラボ

69,798,000 ブランディング研究装置 三田キャンパス東館６階グローバルリ
サーチラボ多面・高精細ディスプレイシス
テム

2,374,000 アスベスト 慶應義塾大学（矢上）１２棟階段アスベス
ト除去工事

五島育英会 636,900,000 東京都市大学 636,900,000 耐震改築 東京都市大学世田谷キャンパス耐震改
築事業

国際基督教大学 20,259,000 国際基督教大学 20,259,000 耐震改修（非構造） 国際基督教大学礼拝堂吊天井等落下防
止対策工事

8,056,000 アスベスト 国士舘大学町田キャンパス第３体育館
アスベスト除去工事

28,620,000 アスベスト 国士舘大学町田キャンパス第3体育館3
階アリーナ天井等アスベスト除去工事

6,233,000 アスベスト 駒澤大学　第1研究館トイレ等改修工事
（アスベスト対策）

1,620,000 アスベスト 駒澤大学 本館地下ボイラー改修工事
（アスベスト除去）

303,605,000 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

39,906,000 ブランディング研究装置 クラスタマシン (ゲノム情報解析用高性
能コンピュータ)

15,660,000 アスベスト ２０１７年度３号館西側階段等アスベスト
撤去補修工事

50,210,000 防災機能強化 2017年度上智大学12号館ＢＣＰ対応改
修工事

1,971,000 耐震改修（非構造） 成蹊大学3号館外壁補修緊急対応工事

5,771,000 耐震改修（非構造） 成蹊大学9号館外壁補修緊急対応工事

226,276,000 耐震改修（改築を除く） 聖心女子大学講堂（マリアンホール）耐
震改修工事

15,568,000 防災機能強化 聖心女子大学自家発電設備設置工事

専修大学 6,512,000 石巻専修大学 6,512,000 ブランディング研究装置 大型水槽一式（附帯工事を含む）

7,740,000 ブランディング研究装置 バッグ型屋外プランクトン培養装置

9,990,000 ブランディング研究装置 直立型屋外プランクトン培養装置

淑徳大学 2,673,000 耐震改修（非構造） 東京キャンパス３号館特定天井撤去工
事（大学）

淑徳大学短期大学部 4,551,000 耐震改修（非構造） 東京キャンパス３号館特定天井撤去工
事（短期大学部）

94,501,000 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３期

2,055,000 防災機能強化 杉並校地 防災用井戸設置

29,484,000 ブランディング研究装置 ゲート急開放式水流発生装置

10,476,000 ブランディング研究装置 還流発生装置

津田塾大学 2,885,000 津田塾大学 2,885,000 アスベスト 大学ホール煙突撤去他工事

東海大学 115,030,000 東海大学 115,030,000 耐震改修（非構造） 東海大学防災機能等強化緊急特別推進
事業（湘南校舎2号館大ホール（2S-101）
改修工事）

東京家政学院 6,267,000 東京家政学院大学 6,267,000 耐震改修（非構造） 東京家政学院大学町田キャンパス3号棟
外壁剥落防止等改修工事

東京歯科大学 106,774,000 東京歯科大学 106,774,000 耐震改修（改築を除く） 東京歯科大学千葉校舎体育館耐震補強
事業（大学）

東京工芸大学 18,100,000 東京工芸大学 18,100,000 耐震改修（改築を除く） 建築環境工学実験棟耐震診断・耐震補
強工事

慶應義塾大学79,667,000慶應義塾

国士舘 36,676,000 国士舘大学

駒澤大学 7,853,000 駒澤大学

343,511,000 順天堂大学

上智学院 65,870,000 上智大学

成蹊学園 7,742,000 成蹊大学

聖心女子学院 241,844,000 聖心女子大学

順天堂

創価大学 17,730,000 創価大学

高千穂学園 96,556,000 高千穂大学

中央大学 39,960,000 中央大学

大乗淑徳学園 7,224,000
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120,900,000 耐震改修（改築を除く） 東邦大学薬学部ＮＫ館耐震改修工事

783,000 アスベスト 医学メディアセンター改修工事にともなう
アスベスト除去工事

二松学舎 11,982,000 二松学舎大学 11,982,000 防災機能強化 柏キャンパス貯水槽耐震化工事

日本大学 1,854,000 日本大学 1,854,000 アスベスト 保健体育審議会練馬学生寮アスベスト
除去工事

日本歯科大学 3,402,000 日本歯科大学 3,402,000 アスベスト 日本歯科大学本館地下２階廊下天井材
アスベスト撤去改修工事

262,980,000 耐震改築 目白図書館耐震改築工事

7,698,000 耐震改修（改築を除く） 三泉寮セミナーハウス耐震補強工事

85,607,000 耐震改修（改築を除く） 成瀬記念講堂耐震改修工事

34,861,000 耐震改修（改築を除く） 西生田大学体育館耐震補強工事

4,973,000 アスベスト 成瀬記念講堂アスベスト含有建材撤去
工事事業

2,835,000 アスベスト 西生田大学体育館アスベスト除去工事
事業

根津育英会武蔵学園 2,430,000 武蔵大学 2,430,000 バリアフリー 武蔵大学バリアフリー推進事業（8号館1
階事務室自動ドア化工事）

649,000 アスベスト アスベスト撤去工事

9,180,000 耐震改修（非構造） 講堂兼体育館非構造部材撤去工事

43,092,000 耐震改修（非構造） 明治学院大学白金校地 2号館2101・
2102非構造部材耐震対策工事

28,242,000 耐震改修（非構造） 明治学院大学　横浜校地9号館非構造
部材耐震対策工事

13,500,000 耐震改修（非構造） 明治学院大学　横浜校地体育館セミ
ナー室非構造部材耐震対策工事

明治大学 918,000 明治大学 918,000 アスベスト 明治大学菅平セミナーハウス　アスベス
ト対策工事

34,949,000 耐震改修（非構造） 2017年度 9号館大教室 天井耐震対策

14,148,000 耐震改修（非構造） タッカーホール講堂　非構造部材耐震対
策

2,414,000 耐震改修（非構造） メーザーライブラリー記念館新館　外壁
落下対策

3,741,000 耐震改修（非構造） 立教大学新座キャンパス　5号館　外壁
落下対策

17,953,000 耐震改修（非構造） 早稲田キャンパス大規模天井耐震改修
工事（Ⅲ期17号館）

5,838,000 耐震改修（非構造） 早稲田キャンパス大規模天井耐震改修
工事（Ⅲ期 18号館）

7,687,000 耐震改修（非構造） 早稲田キャンパス大規模天井耐震改修
工事（Ⅲ期 30号館）

24,266,000 耐震改修（非構造） 早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 8号館106室大規模天井
耐震改修工事

37,998,000 耐震改修（非構造） 早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 14号館201室大規模天井
耐震改修工事

2,592,000 アスベスト 83号館 伊豆川奈ｾﾐﾅｰﾊｳｽ ｱｽﾍﾞｽﾄ撤
去工事

4,455,000 防災機能強化 早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ周辺 緊急時一斉放送設
備整備工事

7,236,000 バリアフリー 早稲田キャンパス 6号館バリアフリー改
修工事

明治学院 84,834,000 明治学院大学

立教学院 55,252,000 立教大学

早稲田大学108,025,000早稲田大学

東邦大学 121,683,000 東邦大学

日本女子大学 398,954,000 日本女子大学

三室戸学園 9,829,000 東邦音楽大学
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東京家政大学 20,221,000 耐震改修（非構造） 東京家政大学小講堂及び大学8号館改
修工事（大学）

東京家政大学短期
大学部

1,684,000 耐震改修（非構造） 東京家政大学小講堂及び大学8号館改
修工事（短期大学部）

自治医科大学 39,093,000 自治医科大学 39,093,000 ブランディング研究装置 ナノ粒子解析システム

17,742,000 耐震改修（非構造） 天井落下防止対策工事（５号館・８号館
大講義室）5201教室

7,257,000 耐震改修（非構造） 天井落下防止対策工事（５号館・８号館
大講義室）8101教室

11,375,000 耐震改修（非構造） ふじみ野キャンパス ミューズ天井落下防
止対策工事

19,864,000 耐震改修（非構造） 本郷キャンパスB'sダイニング天井落下
防止対策工事

3,917,000 耐震改修（非構造） ふじみ野キャンパス東館西面外壁タイル
補修工事

茶屋四郎次郎記念学園 213,606,000 東京福祉大学 213,606,000 耐震改築 伊勢崎キャンパス体育館耐震改築事業
（大学・短大）

関東学院 44,118,000 関東学院大学 44,118,000 耐震改修（非構造） 関東学院大学金沢八景キャンパスＳＣＣ
ベンネットホール特定天井耐震改修工事

相模女子大学 1,998,000 相模女子大学 1,998,000 バリアフリー 相模女子大学８号館出入口等バリアフ
リー化整備事業

横浜商科大学 275,240,000 横浜商科大学 275,240,000 耐震改築 横浜商科大学3号館耐震改築事業

幾徳学園 28,620,000 神奈川工科大学 28,620,000 戦略研究装置 細胞活性検出・選別分収システム

ソニー学園 6,646,000 湘北短期大学 6,646,000 防災機能強化 1号館外部避難階段新設工事

1,431,000 防災機能強化 和泉短期大学　防災井戸設置工事

3,985,000 耐震改修（非構造） 和泉短期大学　食堂天井耐震補強工事
(非構造部材の耐震対策)

国際大学 1,749,000 国際大学 1,749,000 耐震改修（非構造） 国際大学体育館バスケットゴール耐震補
強工事

新潟青陵学園 60,492,000 新潟青陵大学
新潟青陵大学短期
大学部

60,492,000 耐震改築 大学短大棟改築Ⅱ期工事

北陸大学 9,801,000 北陸大学 9,801,000 バリアフリー 北陸大学バリアフリー改修工事

金沢学院大学 39,838,000 耐震改修（改築を除く） 第１体育館耐震改修工事（大学）

金沢学院短期大学 3,546,000 耐震改修（改築を除く） 第１体育館耐震改修工事（短大）

福井仁愛学園 6,234,000 仁愛女子短期大学 6,234,000 耐震改築 Ｆ館耐震改築工事（Ⅰ期）

安城学園 8,910,000 愛知学泉大学 8,910,000 耐震改修（非構造） 屋内体育施設非構造部材落下防止事業

梅村学園 469,213,000 中京大学 469,213,000 耐震改築 豊田キャンパス新体育館建設工事

名古屋電気学園 9,072,000 愛知工業大学 9,072,000 アスベスト 愛知工業大学　鉀徳館・7号館アスベスト
除去工事

至学館大学 7,103,000 耐震改修（非構造） 1000号館第二体育館天井等耐震改修工
事(大学)

至学館大学短期大学部 1,363,000 耐震改修（非構造） 1000号館第二体育館天井等耐震改修工
事(短大)

藤田学園 32,725,000 藤田保健衛生大学 32,725,000 ブランディング研究装置 メタボロミクスシステム

中部大学 35,584,000 中部大学 35,584,000 耐震改修（非構造） 9号館外壁耐震対策工事

57,186,000 ブランディング研究装置 光デバイス結晶作製装置

24,997,000 ブランディング研究装置 AFM-ラマン装置

愛知淑徳学園 28,080,000 愛知淑徳大学 28,080,000 耐震改修（非構造） 愛知淑徳大学 星ヶ丘キャンパス 2号館6
階 講堂天井耐震改修工事

愛知みずほ大学 1,795,000 アスベスト 愛知みずほ大学瑞穂高等学校西体育館
及び愛知みずほ大学・短期大学部２号
館改修工事（大学）

愛知みずほ大学短
期大学部

3,057,000 アスベスト 愛知みずほ大学瑞穂高等学校西体育館
及び愛知みずほ大学・短期大学部２号
館改修工事（短大）

至学館 8,466,000

名城大学 82,183,000 名城大学

瀬木学園 4,852,000

和泉短期大学

21,905,000渡辺学園

東洋英和女学院 24,999,000 東洋英和女学院大学

5,416,000

文京学園 35,156,000 文京学院大学

和泉短期大学

金沢学院大学 43,384,000

4 / 8 ページ



法人名
交付額

（法人計）（円）
学校名 交付額（円） 区分 事業名等

12,842,000 ブランディング研究施設 食物アレルギー教育研究トレーニング
ルーム

5,531,000 ブランディング研究装置 アレルギー対応食調理方法開発の収録
及び編集システム

修文大学 18,558,000 耐震改修（改築を除く） 修文大学8号館耐震改修工事(大学分）

修文大学短期大学部 20,105,000 耐震改修（改築を除く） 修文大学8号館耐震改修工事(短期大学
部分）

11,125,000 耐震改修（非構造） 滋賀短期大学　1号館サッシ改修工事

5,290,000 耐震改修（非構造） 滋賀短期大学　2号館サッシ改修工事

5,292,000 アスベスト 滋賀短期大学　１号館Ｂ１階ボイラー室・
１階食堂煙突撤去工事

3,294,000 バリアフリー 正面玄関通路バリアフリー化工事

京都外国語大学 282,462,000 京都外国語大学 282,462,000 耐震改築 京都外国語大学4号館耐震改築事業

75,004,000 耐震改修（改築を除く） 第2体育館耐震改修工事

2,030,000 バリアフリー 図書館　点字等　バリアフリー工事

京都女子学園 393,147,000 京都女子大学 393,147,000 耐震改築 学生寮改築工事Ⅱ期工事

11,880,000 アスベスト 徳照館階段等天井アスベスト除去工事

59,022,000 耐震改修（改築を除く） 松蔭寮耐震改修工事

30,354,000 耐震改修（非構造） 明徳館M21非構造部材等耐震改修工事

6,988,000 耐震改修（非構造） 育真館西側アリーナ非構造部材等耐震
改修工事

21,000,000 バリアフリー 扶桑館昇降機棟建設工事

15,660,000 バリアフリー 図書館昇降機設置工事

3,240,000 バリアフリー 明徳館昇降機設置工事

6,318,000 バリアフリー 神学館昇降機設置工事

74,121,000 耐震改修（改築を除く） 立命館大学衣笠キャンパス学生会館耐
震改修工事

2,318,000 バリアフリー 立命館大学BKCエポック立命21　４１７号
バリアフリー化工事

5,455,000 バリアフリー 立命館大学衣笠キャンパス　ランゲージ
センター改修によるBBP整備工事

立命館アジア太平
洋大学

4,536,000 バリアフリー 立命館アジア太平洋大学バリアフリー化
事業

17,077,000 アスベスト 深草キャンパス12号館（体育館）安全対
策工事（大学）

5,485,000 ブランディング研究装置 犯罪学リテラシー研究支援システム一式

龍谷大学短期大学部 612,000 アスベスト 深草キャンパス12号館（体育館）安全対
策工事（短期大学部）

大阪音楽大学 35,440,000 大阪音楽大学
大阪音楽大学短期
大学部

35,440,000 耐震改築 野田新校舎建設計画（Ｃ号館耐震改築
事業） 【 C号館解体工事】

大手前学園 64,613,000 大手前大学 64,613,000 バリアフリー 大手前大学さくら夙川キャンパスH29バリ
アフリー化工事

433,485,000 耐震改築 千里山東体育館耐震改築工事

25,135,000 ブランディング研究装置 東アジア文化研究オープンプラットフォー
ムシステム

1,770,000 バリアフリー 関西大学キャンパス・バリアフリー化工
事（凜風館階段、イノベーション創生セン
ター階段、法文研究室１号棟階段）

修文学院 38,663,000

純美禮学園 25,001,000 滋賀短期大学

龍谷大学23,174,000龍谷大学

関西大学460,390,000関西大学

足立学園 18,373,000 愛知文教女子短期
大学

京都産業大学 77,034,000 京都産業大学

同志社 154,462,000 同志社大学

立命館大学86,430,000立命館
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26,137,000 耐震改修（改築を除く） 東大阪キャンパス22号館D棟耐震改修
工事

9,004,000 ブランディング研究施設 北海道バイオコークス研究所

7,500,000 ブランディング研究装置 精密万能試験機

162,918,000 耐震改築 東大阪キャンパス改築工事

7,317,000 バリアフリー ３１号館２階～８階講義室入口建具改修
工事

29,376,000 耐震改修（非構造） 聖救主礼拝堂（チャペル）特定天井耐震
対策工事

10,500,000 耐震改修（非構造） 聖バルナバ館特定天井耐震対策工事

玉手山学園 50,320,000 関西女子短期大学 50,320,000 耐震改築 短大２号館他耐震改築事業

116,000,000 耐震改修（改築を除く） 千里金蘭大学　４・５・７号館　耐震補強
工事

2,700,000 アスベスト 千里金蘭大学　５号館　外壁アスベスト
除去工事

関西学院 6,979,000 関西学院大学 6,979,000 耐震改修（非構造） 関西学院大学　西宮上ケ原キャンパス
学生会館旧館２階ホール天井耐震補強
工事

甲南学園 438,398,000 甲南大学 438,398,000 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Ⅱ期

神戸学院 4,860,000 神戸学院大学 4,860,000 アスベスト 神戸学院大学有瀬キャンパス図書館ア
スベスト対策工事

13,787,000 耐震改修（改築を除く） 学院記念館　耐震補強工事（大学）

8,999,000 防災機能強化 高架水槽・受水槽　地震発生時漏水対
策工事（大学）

6,930,000 バリアフリー 東館1階・2階　出入口自動扉更新工事
（大学）

3,226,000 耐震改修（改築を除く） 学院記念館　耐震補強工事(短期大学
部）

2,106,000 防災機能強化 高架水槽・受水槽　地震発生時漏水対
策工事（短期大学部）

1,621,000 バリアフリー 東館1階・2階　出入口自動扉更新工事
（短期大学部）

神戸山手学園 41,040,000 神戸山手大学 32,832,000 耐震改修（改築を除く） 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 8,208,000 耐震改修（改築を除く） 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)

関西看護医療大学 10,689,000 関西看護医療大学 10,689,000 ブランディング研究施設 セラピー活用支援モデル

107,652,000 耐震改修（改築を除く） 2号館耐震改修工事

10,607,000 耐震改修（改築を除く） 4号館耐震改修工事

8,177,000 ブランディング研究施設 恐竜学博物館（研究実験兼展示施設）

29,183,000 ブランディング研究装置 レーザーアブレーションICP質量分析シス
テム

千葉科学大学 14,958,000 ブランディング研究施設 次世代型陸上養殖施設

川崎学園 120,162,000 川崎医科大学 120,162,000 耐震改修（改築を除く） 川崎医科大学男子寮耐震改修事業

鶴学園 21,495,000 広島工業大学 21,495,000 耐震改修（改築を除く） 広島工業大学　新4号館耐震改修工事

広島女学院 39,420,000 広島女学院大学 39,420,000 耐震改修（非構造） 広島女学院大学ランバスホール講堂天
井改修工事

広島国際学院 120,457,000 広島国際学院大学 120,457,000 耐震改修（改築を除く） 広島国際学院大学６号館耐震補強

比治山大学 38,248,000 耐震改修（改築を除く） 比治山大学1号館校舎耐震補強工事（大
学）

比治山大学短期大
学部

34,467,000 耐震改修（改築を除く） 比治山大学1号館校舎耐震補強工事（短
大）

広島文化学園 19,744,000 広島文化学園大学 19,744,000 耐震改修（非構造） 広島文化学園大学阿賀キャンパス３号
館大講義室耐震化改修工事

武庫川女子大学

武庫川女子大学短
期大学部

36,669,000武庫川学院

鉄鋼学園 118,259,000 産業技術短期大学

近畿大学212,876,000近畿大学

桃山学院大学39,876,000桃山学院

金蘭会学園 118,700,000 千里金蘭大学

岡山理科大学52,318,000加計学園

比治山学園 72,715,000
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徳山教育財団 12,636,000 徳山大学 12,636,000 耐震改修（改築を除く） 徳山大学８号館校舎耐震改修工事

香川学園 108,649,000 宇部フロンティア大学 108,649,000 耐震改築 宇部フロンティア大学　洗心寮耐震改築
工事

高水学園 13,164,000 岩国短期大学 13,164,000 耐震改修（改築を除く） 岩国短期大学1号館耐震補強等事業

高松大学 1,855,000 バリアフリー 体育館及び附属図書館身障用スロープ
取設工事（大学）

高松短期大学 757,000 バリアフリー 体育館及び附属図書館身障用スロープ
取設工事（短大）

松山東雲女子大学 33,902,000 耐震改修（改築を除く） 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学
体育館　耐震改修等工事(大学)

松山東雲女子大学
松山東雲短期大学

69,517,000 耐震改築 A館・C館・便所棟・旧B館改築Ⅰ期工事(
A館・便所棟・旧B館解体工事・インフラ
整備工事)

松山東雲短期大学 50,431,000 耐震改修（改築を除く） 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学
体育館　耐震改修等工事(短期大学)

久留米大学 7,526,000 久留米大学 7,526,000 耐震改修（改築を除く） 久留米大学御井学舎６００号館耐震補強
工事

21,271,000 耐震改修（改築を除く） 福岡大学９号館別館耐震改修工事

71,034,000 耐震改修（改築を除く） 福岡大学有朋会館耐震改修工事

188,924,000 耐震改修（改築を除く） 福岡大学第二記念会堂耐震改修工事

32,015,000 耐震改修（改築を除く） 福岡大学5号館別館耐震改修工事

福岡工業大学 4,200,000 福岡工業大学 4,200,000 バリアフリー 身体障害者に優しい車いす対応自動ド
ア化改造工事

福原学園 21,400,000 九州共立大学 21,400,000 耐震改修（改築を除く） 九州共立大学　第二体育館耐震補強工
事

1,790,000 アスベスト 西南女学院大学１号館１１Ａ室及び１２３
教室アスベスト除去工事（大学）

7,695,000 耐震改修（改築を除く） 西南女学院大学第一体育館耐震補強改
修工事（大学）

251,000 アスベスト 西南女学院大学１号館１１Ａ室及び１２３
教室アスベスト除去工事（短期大学部）

1,079,000 耐震改修（改築を除く） 西南女学院大学第一体育館耐震補強改
修工事

29,224,000 耐震改修（改築を除く） 熊本学園大学第二体育館耐震補強改修
工事

3,096,000 防災機能強化 非常放送設備工事

18,240,000 耐震改修（改築を除く） 熊本学園大学2号館ピアノ練習棟耐震補
強工事

19,116,000 耐震改修（改築を除く） 熊本学園大学大江第二寮耐震補強工事

尚絅大学 2,393,000 アスベスト 武蔵ヶ丘キャンパス管理棟階段室アスベ
スト除去工事(大学）

尚絅大学短期大学部 3,212,000 アスベスト 武蔵ヶ丘キャンパス管理棟階段室アスベ
スト除去工事(短期大学部）

18,879,000 耐震改築 中九州短期大学介護棟耐震改築事業

9,648,000 耐震改修（改築を除く） 中九州短期大学校舎耐震補強事業(A
棟)

15,858,000 耐震改修（改築を除く） 中九州短期大学校舎耐震補強事業(B
棟)

153,850,000松山東雲学園

四国高松学園 2,612,000

福岡大学 313,244,000 福岡大学

西南女学院 10,815,000 西南女学院大学

西南女学院大学短
期大学部

熊本学園大学69,676,000熊本学園

尚絅学園 5,605,000

中九州短期大学44,385,000八商学園
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14,472,000 耐震改築 別府大学18号館耐震改築事業に伴う既
存18号館解体事業

278,881,000 耐震改築 別府大学学生寮耐震改築事業

8,292,000 耐震改修（改築を除く） 別府大学第1体育館(19号館)耐震改修
事業(大学分)

別府大学短期大学部 2,764,000 耐震改修（改築を除く） 別府大学第1体育館(19号館)耐震改修
事業(短期大学部分)

溝部学園 5,070,000 別府溝部学園短期大学 5,070,000 耐震改修（改築を除く） 35周年記念館耐震改修工事

宮崎国際大学 7,315,000 アスベスト 宮崎国際大学・宮崎学園短期大学体育
館アスベスト除去工事（大学）

6,332,000 アスベスト 宮崎国際大学・宮崎学園短期大学体育
館アスベスト除去工事（短大）

3,751,000 耐震改修（改築を除く） 宮崎国際大学・宮崎学園短期大学体育
館耐震補強工事（短大）

14,461,000 耐震改築 校舎１号館耐震改築事業

71,863,000 耐震改修（改築を除く） 校舎2号館耐震改修事業

鹿児島純心女子学園 86,324,000 鹿児島純心女子短
期大学

別府大学304,409,000別府大学

宮崎学園短期大学

17,398,000宮崎学園
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