
備考

（補助職員　5人）

 （補助職員　3人） （補助職員　9人）

89室

 88室

 82室

 128室

 （202,394.96㎡）

語学学習施設

 （補助職員　11人）

情報処理学習施設

 （補助職員　6人）

 11室  7室

8室 2室

本学科がある有瀬キャ
ンパスに変更（27）

栄養学部改組・拡充に
伴う改修による変更
（28）（29）

情報処理学習施設の補
助職員については、昨
年度実働実績に伴う人
事異動のため（30）

語学学習施設の補助職
員については、今年度
より、英語活用スペー
ス「English Plaza
（い～ぷら）」のス
タッフ数に変更（30）

実験実習室講　義　室

校舎敷地と別地に運動
場用地(27)
・第4グラウンド
　車で18分・7.1km
・第5グラウンド
　徒歩17分、車で6分
　・1.3km
・第6グラウンド
　徒歩20分、車で6分
　・1.6km

借用面積：
①880㎡②460㎡
③1,588㎡
借用期間：
　　　 31
       30
       29
①、②H27.3.31まで
  1
（3年毎に更新）
③H43.3.31まで
（40年）

H26.11.14に林山キャ
ンパス進入路購入
（329.99㎡）（27）

林山キャンパス売却の
ため（28）

 202,927.58㎡ 0㎡ 0㎡  202,927.58㎡

 202,394.96㎡  202,394.96㎡

236,375.31㎡
 250,637.31㎡

0㎡ 0㎡
351,672.31㎡
 371,497.31㎡

0㎡

351,672.31㎡
 371,497.31㎡

236,375.31㎡
 250,637.31㎡

0㎡

359,525.31㎡
 379,680.30㎡
 379,350.31㎡

登記完了に伴う面積の
変更（27）

林山キャンパス売却の
ため（28）（189,919.41㎡） （189,919.41㎡）

 （202,394.96㎡）

0㎡そ　の　他

合　　　計

7,853.00㎡
 8,182.99㎡
 7,853.00㎡

0㎡
7,853.00㎡
 8,182.99㎡
 7,853.00㎡

(３) 教　　室　　等

演　習　室

65室

 134室

 69室 63室

 108室

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用

(４) 専任教員研究室

(１) 区　　 分

校 舎 敷 地

３　施設・設備の整備状況，経費

一昨年度、昨年度、記載
誤りのため（29）

189,919.41㎡

 （202,927.58㎡）

359,525.31㎡
 379,680.30㎡
 379,350.31㎡

0㎡

計

189,919.41㎡

（　　　　　  0㎡） （　　　　　  0㎡）

校
　
　
地
　
　
等

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計

0㎡

運動場用地

小　　　計

0㎡ 0㎡
115,297.00㎡
 120,860.00㎡

115,297.00㎡
 120,860.00㎡

 （202,927.58㎡）

(２) 校　　　　　舎

新設学部等の名称 室　　　　　　数

総合リハビリテーション学部　理学療法学科 室
12
11

1



250

 2,060〔 80 〕

機械・器具 標　　本

 （ 23〔 23 〕）

 （ 237 ）

 （ 241 ）

計

 （ 241 ）

 （4,694〔523〕）  （108〔  2 〕） （ 16〔 16 〕）  （ 237 ）

5,200〔550〕 93〔 15 〕

50

 5,050〔550〕  105〔 30 〕 240

 (　43　） （1,739〔101〕）  （ 91〔  1 〕）

 38〔 38 〕 85 1,031 0

電子ジャーナル

240

点〔うち外国書〕

5,200〔550〕 93〔 15 〕 245 学術雑誌については、
学科単位では特定不能
なため、学部全体の数

大学全体での共用分
       882,526
　　　 864,128
       912,786
       855,976
図書 1,150,000
           28,353
　　　　　 27,330
           27,838
           27,500
視聴覚資料 31,000
　　　　　 60,953
           60,343
           60,195
           64,642
機械・器具 62,094

本学科がある有瀬キャ
ンパスに変更（27）
実績に伴う再計算結果
のため（27）（29）
（30）

2015年度より医療リハ
ビリテーション学科の
蔵書冊数において、前
年度繰越の冊数を2等
分し、理学療法学科と
作業療法学科に加算し
た（28）

キャンパス再編に伴
う、資料の見直しを
行ったため（29）
（30）

学術雑誌については、
キャンパス再編に伴
う、資料の見直しを
行ったため（29）
（30）

電子ジャーナルについ
ては、円高等による価
格の高騰に加え、リ
バースチャージ方式で
消費税が課税されたた
め減少（28）

視聴覚資料について
は、他学部と共用で使
用（28）（29）（30）
キャンパス再編に伴
う、資料の見直しを
行ったため（29）
（30）

機械・器具について
は、林山キャンパス売
却のため（28）

 2,600〔160〕  108〔  2 〕 16〔 16 〕 50

 5,050〔550〕  105〔 30 〕

点 点

（4,965〔541〕） （93〔 15 〕）

 （ 23〔 23 〕）

 （ 38〔 38 〕）

（ 242 ）

245

 2,600〔160〕  108〔  2 〕 16〔 16 〕　

 （4,820〔537〕）  （105〔 30 〕）

 （1,715〔 80 〕）  （106〔 19 〕）

新設学部等
の名称

(1,031)

85 1,031 0

(1,031) （　0　） (　60　）

 （ 38〔 38 〕）  (　60　）

250

（4,965〔541〕） （93〔 15 〕） （ 242 ）

 2,060〔 80 〕

 （1,739〔101〕）  （ 91〔  1 〕）

 （4,694〔523〕）  （108〔  2 〕）

 （4,820〔537〕）  （105〔 30 〕）

総合リハビリ
テーション学部
理学療法学科

〔うち外国書〕

図　　書 学術雑誌

〔うち外国書〕

 （1,715〔 80 〕）  （106〔 19 〕）

 (　43　）

（ 16〔 16 〕）

　

図
書
・
設
備

(５)

 106〔 19 〕　

種冊

 106〔 19 〕

視聴覚資料

 38〔 38 〕　

（　0　）

2



1,042

図書購入費

共同研究費は大学全体

実績に伴う変更（27）
（28）

計上方法の変更（28）

共同研究費等および設
備購入費は、今年度配
当額（30）

11,051千円  14,030千円 298千円 2,304千円 2,832千円

1,500千円

 224千円  1,500千円

 1,500千円

本学科がある有瀬キャ
ンパスに変更（27）

面積については、平成
27年度報告誤りのため
（28）

閲覧座席数について
は、長田図書館閉鎖に
伴う、備品の有効利用
に際し、有瀬図書館の
配置換えを実施し、環
境の充実を図ったため
（28）（30）

9,575.93㎡ 1,078

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

1,750千円 1,750千円

第４年次 第５年次

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金、寄付金、資産運用収入費

第６年次

共 同 研 究 費 等

15,000千円

設備購入費

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

1,963.00㎡
大学会館内トレーニングルーム・フィットネスルーム・卓球場

本学科がある有瀬キャ
ンパスに変更（27）

(８) 1,430千円 1,467千円
教員１人当り研究費等

面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

 4,015.10㎡

 1,500千円

1,750千円 　－　千円

650千円

1,750千円 －　千円

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，

　　　　その理由及び報告年度「（30）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

面　　　　　積 閲 覧 座 席 数

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

(６) 図　　書　　館

 16,478㎡

(７) 体　　育　　館

開設前年度 完成年度

1,554,175

収 納 可 能 冊 数

完成年度

1,768

区　　分

 10,350㎡ 1,151 1,148,175

経費
の見
積り

区　　　　分 開設年度

 133,427千円  133,427千円  1,500千円

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成３０年５月１日現在の数値を記入してください。

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

開設年度

650千円
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