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令和元年度 産学連携活動 
⽇時 場所 ⾏事名 出席教員等 

2019/3/5〜 福⼭⼤学⼤学会館 北⽊島活性化プロジェクト打ち合わせ 有瀧真⼈教授他 

2019/4/1 
公益財団法⼈ 中国地域
創造研究センター 

研究開発・事業化⽀援事業 中国地域質感⾊感研究会 宮崎由樹准教授 

2019/4/1 福⼭⼤学 共同研究（ユニ・チャーム株式会社） 宮崎由樹准教授 
2019/4/4 ㈱トヨコー 浜松研究所 CoolLaser システム安全技術会議 関⽥隆⼀准教授 
2019/4/12 ㈱トヨコー 浜松研究所 CoolLaser インターロック技術検討会議 関⽥隆⼀准教授 
2019/4/16 岡⼭⼤学 岡⼭県コンクリート診断⼠会理事会 宮内克之教授 

2019/4/18 
㈳レーザー施⼯研究会
（東京） 

レーザー施⼯研究会 理事初会合 関⽥隆⼀准教授 

2019/4/18 福⼭市ものづくり交流館 
福⼭市ものづくり交流館インキュベーションルーム
審査会 2020 

⾹川直⼰教授 

2019/4/26 福⼭市役所 福⼭市⽣涯現役促進地域協議会 ⼩林正和教授 
2019/5/7 福⼭⼤学 共同研究「エネルギー吸収性能改善型 RC 梁の開発」 都祭弘幸教授 
2019/5/10 電気倶楽部 電気学会計測技術委員会 仲嶋⼀教授 
2019/5/11 府中市⽂化センター他 府中☆産業博 2019 ３学科教員 
2019/5/15 まなびの館ローズコム 備後福⼭ワイン振興協議会第 1 回役員会 ⼭本覚教授他 
2019/5/18 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2019/5/18 福⼭市緑町公園 
第 52 回福⼭ばら祭 2019（福⼭⼤学ワインの紹介と
試飲会） 

⼭本覚教授 

2019/5/21 
ホテルラングウッド（東
京） 

レーザー施⼯研究会 第⼀回社員総会、理事会 関⽥隆⼀准教授 

2019/5/24 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ合同企業説明会 津⽥将⾏講師他 

2019/5/31 
イノベーション・ハブ・
ひろしま Ｃａｍｐｓ 

第 5 回ひろしま IoT 実践道場 関⽥隆⼀准教授 

2019/5/31 岡⼭⼤学 岡⼭県コンクリート診断⼠会総会 宮内克之教授 
2019/5/31 広島県庁 ひろしま航空機産業振興協議会アドバイザー会議 関⽥隆⼀准教授 

2019/6/6 
東京コンファレンスセン
ター品川 

PHM Conference 2019 in Japan 関⽥隆⼀准教授 

2019/6/13 福⼭⼤学⼯学部 三井 E&S システム技研 仲嶋⼀教授他 
2019/6/15 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 
2019/6/18 広島県情報プラザ ひろしま産業振興機構 技術委員会 都祭弘幸教授 
2019/6/26 福⼭市ものづくり交流館 2019 年度 福⼭⼤学研究成果発表会 全学⾏事 

2019/6/27 鈴与建設㈱東京⽀店 
レーザー施⼯研究会 安全部会キックオフミーティ
ング 

関⽥隆⼀准教授 

2019/6/28 アサヒタクシー㈱ タクシー事故情報の定量解析研究会 関⽥隆⼀准教授 
2019/6/28 ㈱オーザック IoT 活⽤製造⼯程改善研究会 関⽥隆⼀准教授 
2019/7/5 東京スクエアガーデン ⽇本コンクリート補修補強協会総会 宮内克之教授 
2019/7/12 アサヒタクシー㈱ タクシー事故情報の定量解析研究会 関⽥隆⼀准教授 
2019/7/12 ㈱オーザック IoT 活⽤製造⼯程改善研究会 関⽥隆⼀准教授 
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2019/7/19 
前⽥建設⼯業㈱ICI 総合
センター（茨城県） 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 

2019/7/20 府中学園 灯籠まつり in 府中学園 ⼩林正明講師 
2019/7/20 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 
2019/7/22 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙﾈｯｻﾝｽ研究所  福⼭建築物耐震診断等評価委員会 都祭弘幸教授 
2019/7/23 福⼭市ものづくり交流館 福⼭市ものづくりワーキング ⾹川直⼰教授 
2019/7/26 電気倶楽部 電気学会計測技術委員会 仲嶋⼀教授 

2019/7/26 
富⼠電機・福⼭⼤学電話
会議 

富⼠電機共同研究検討会議 菅原聡准教授 

2019/7/29 岡⼭プラザホテル 岡⼭県⽣コンクリート品質管理監査会議 宮内克之教授 
2019/7/29 福⼭⼤学⽣命⼯学部 北⽊島活性化ミーティング 仲嶋⼀教授 
2019/7/30 東京⾼輪区⺠センター レーザー施⼯研究会 安全部会、第 2 回理事会 関⽥隆⼀准教授 

2019/7/30 広島県情報プラザ ⾃動⾞⼯学基礎講座 2019（ひろしま産業振興機構） 
関 根 康 史 准 教 授
他 

2019/7/30 広島県情報プラザ 第 61 回⾃動⾞⼯学基礎講座 中村雅樹助教 
2019/8/1 豊橋技術科学⼤学 電気学会マグネティックス研究会 菅原聡准教授 
2019/8/2 豊橋技術科学⼤学 電気学会調査専⾨委員会 菅原聡准教授 
2019/8/3 川崎医科⼤学 第 10 回川崎医科⼤学学術集会 道原明宏教授他 
2019/8/5 福⼭⼤学 福⼭⼤学⽣対象「全天候型 屋上デザインコンペ」 都祭弘幸教授 

2019/8/7 福⼭市役所 福⼭市建築審査会 
佐 々 ⽊ 伸 ⼦ 准 教
授 

2019/8/7 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事前研修 津⽥将⾏講師他 

2019/8/8 
備後地域を中⼼とする企
業 

BINGO OPEN インターンシップ 津⽥将⾏講師他 

2019/8/19 マツダ教育センター MBD 社会⼈研修 ⾹川直⼰教授他 
2019/8/20 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2019/8/23 
第⼀カッター⼯業㈱（東
京都） 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 

2019/8/27 
広島市平和記念公園レス
トハウス 

現場⾒学会 都祭弘幸教授 

2019/8/27 福⼭市ものづくり交流館 福⼭市ものづくり世界⼀検討会 ⾹川直⼰教授 
2019/8/28 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙﾈｯｻﾝｽ研究所  福⼭建築物耐震診断等評価委員会 都祭弘幸教授 
2019/8/28 ㈱オーザック IoT 活⽤製造⼯程改善研究会 関⽥隆⼀准教授 

2019/9/4 早稲⽥⼤学 
⽇本学術振興会リスクベース設備保全 180 委員会研
究会 

関⽥隆⼀准教授 

2019/9/12 アサヒタクシー㈱ タクシー事故情報の定量解析研究計画打合せ 関⽥隆⼀准教授 
2019/9/12 エフピコリム 6 ⼤学エクステンション連携会議 都祭弘幸教授他 
2019/9/13 鈴与建設㈱東京⽀社 レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 
2019/9/17 広島県テクノプラザ 第 2 回 EMC 研究会 ⾹川直⼰教授 
2019/9/20 福⼭⼤学 18 号館 おいしさタグ開発 有瀧真⼈教授他 
2019/9/20 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事後研修 津⽥将⾏講師他 
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2019/9/21 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 
2019/9/23 福⼭市ものづくり交流館 せとうち空⼈第 1 回ドローンプログラミング教室 ⾹川直⼰教授 
2019/9/24 ツネイシカムテックス 第 6 回ひろしま IoT 実践道場 関⽥隆⼀准教授 
2019/9/25 ⼤和重⼯業 第 7 回ひろしま IoT 実践道場 関⽥隆⼀准教授 
2019/10/2 電気学会 電気学会東京⽀部講習会 菅原聡准教授 
2019/10/4 Kyoto de meeting 電気学会計測技術委員会 仲嶋⼀教授 
2019/10/4 福⼭⼤学 中電⼯共同研究検討会議 菅原聡准教授 

2019/10/5 尾道グリーンヒルホテル 
⽇本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度対象研
修会 

杉原成美教授他 

2019/10/9 岡⼭県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 
2019/10/11 ㈱オーザック IoT 活⽤製造⼯程改善研究会 関⽥隆⼀准教授 
2019/10/15 広島県情報プラザ ひろしま産業振興機構 ものづくり⾰新委員会 都祭弘幸教授 

2019/10/16 
丸の内オアゾ会議室（東
京） 

レーザー施⼯研究会 安全部会、臨時総会、フォーラ
ム 

関⽥隆⼀准教授 

2019/10/17 福⼭合同庁舎 広島県地⽅港湾審議会 ⽥辺和康教授 

2019/10/20 岡⼭⼤学 
岡⼭県⽣コンクリート⼯業組合コンクリート主任技
⼠講習会 

宮内克之教授 

2019/10/23 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙﾈｯｻﾝｽ研究所  福⼭建築物耐震診断等評価委員会 都祭弘幸教授 
2019/10/25 サニー南神⽥ビル 電気学会調査専⾨委員会 菅原聡准教授 

2019/10/27 
福⼭⾃動⾞検査登録事務
所 

Go!Go!Car にばる ⼭下稔助⼿ 

2019/10/28 福⼭商⼯会議所 備後福⼭ワイン振興協議会第 2 回役員会 ⼭本覚教授他 
2019/10/29 ふくやまふれ愛ランド 2019 年度ふれ愛ランド祭り ⼩林正明講師 

2019/10/30 
㈳レーザー施⼯研究会
（東京） 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 

2019/10/30 電気学会 電気学会東京⽀部講習会 菅原聡准教授 
2019/11/5 福⼭⼤学 28 号館 北⽊島活性化プロジェクト打ち合わせ 有瀧真⼈教授他 
2019/11/6 福⼭⼤学 中電⼯共同研究検討会議 菅原聡准教授 
2019/11/11 福⼭⼤学宮地茂記念館 中国・四国インターンシップフォーラム 前⽥吉広講師他 

2019/11/12 アサヒタクシー㈱ 
タクシー事故情報の定量解析研究共同計画キックオ
フミーティング 

関⽥隆⼀准教授 

2019/11/12 ニューキャッスルホテル 電⼦産業関連企業交流グループ交流会 仲嶋⼀教授 
2019/11/13 笠岡総合体育館（笠岡市） 第 5 回しんくみビジネスマッチング 道原明宏教授、 

2019/11/13 
広島県⽴総合体育館（広
島市） 

第 14 回 広島県 信⽤⾦庫合同ビジネスフェア ２０
１９ 

中村雅樹助教 

2019/11/14 
国⽴研究開発法⼈科学技
術振興機構（東京都） 

2019 年度 新技術説明会 
伍 賀 正 典 准 教 授
他 

2019/11/15 さんすて福⼭ AI でおしゃれ化作戦＿脱!!普段スーツ 中道上准教授他 
2019/11/16 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 
2019/11/19 ひろしまハイビル２１ ひろしまベンチャー助成⾦⼆次審査会 関⽥隆⼀准教授 
2019/11/21 岡⼭県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 
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2019/11/21 広島県庁 ひろしま航空機産業振興協議会アドバイザー会議 関⽥隆⼀准教授 
2019/11/22 アサヒタクシー㈱ タクシー事故情報共通化研究会 関⽥隆⼀准教授 
2019/11/22 ㈱オーザック IoT 活⽤製造⼯程改善研究会 関⽥隆⼀准教授 
2019/11/25 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙﾈｯｻﾝｽ研究所  福⼭建築物耐震診断等評価委員会 都祭弘幸教授 
2019/11/25 福⼭⼤学 28 号館 北⽊島活性化プロジェクト打ち合わせ 有瀧真⼈教授他 

2019/11/26 
㈳レーザー施⼯研究会
（東京） 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 

2019/11/27 
岡⼭コンベンションセン
ター 

2019 年度 産から学へのプレゼンテーション in 岡
⼭ 

中村雅樹助教 

2019/11/28 佐賀⼤学 電気学会計測研究会 仲嶋⼀教授 

2019/11/28 福⼭市役所 福⼭市建築審査会 
佐 々 ⽊ 伸 ⼦ 准 教
授 

2019/11/29 
イノベーション・ハブ・
ひろしま Ｃａｍｐｓ 

第 8 回ひろしま IoT 実践道場 関⽥隆⼀准教授 

2019/11/29 
建築構造技術⽀援機構本
部事務所 

建築構造技術審議委員会 都祭弘幸教授 

2019/11/29 福⼭市役所６０会議室 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会 第３回運営
委員会 

⾹川直⼰教授 

2019/11/30 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ学外発表会 津⽥将⾏講師他 
2019/12/2 広島 YMCA 本館 今後の法⾯対策のあり⽅検討会 ⽥辺和康教授 
2019/12/3 福⼭市ものづくり交流館 研究テーマ発表会 加藤昌彦教授他 

2019/12/3 福⼭市ものづくり交流館 
備後圏域におけるベンチャー創出⽀援業務 研究テ
ーマ発表会 

菅原聡准教授 

2019/12/4 
株式会社信興テクノミス
ト 

UX デザインによるストーリーがもたらすイノベー
ション 

中道上准教授 

2019/12/4 福⼭⼤学⼯学部 協働事業等の検討会 関⽥隆⼀准教授 

2019/12/4 川崎医科⼤学 
川崎医科⼤学 KMS メディカル・アーク 2020 with 
MTO 

道原明宏教授他 

2019/12/5 ⼤阪⼤学中之島センター 電気学会マグネティックス研究会 菅原聡准教授 
2019/12/10 岡⼭プラザホテル 岡⼭県⽣コンクリート品質管理監査会議 宮内克之教授 

2019/12/13 
福⼭⼤学社会連携推進セ
ンター 

ひろしま航空機産業振興協議会 ⼈材育成講座 コ
ンプライアンス 

関⽥隆⼀准教授 

2019/12/16 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙﾈｯｻﾝｽ研究所  福⼭建築物耐震診断等評価委員会 都祭弘幸教授 

2019/12/17 早稲⽥⼤学 
⽇本学術振興会リスクベース設備保全 180 委員会研
究会 

関⽥隆⼀准教授 

2019/12/19 アサヒタクシー㈱ 
タクシー事故情報の定量解析 共同研究第 1 回進捗
確認会 

関⽥隆⼀准教授 

2019/12/20 ⻑岡技術科学⼤学 電気学会計測研究会 仲嶋⼀教授 
2019/12/21 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2019/12/24 
㈳レーザー施⼯研究会
（東京） 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 
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2019/12/24 
富⼠電機・福⼭⼤学電話
会議 

富⼠電機共同研究検討会議 菅原聡准教授 

2019/12/26 
沖縄県伊平屋島村漁業協
同組合 

シロギス養殖技術開発現場指導 有瀧真⼈教授他 

2019/12/27 
かわさき新産業創造セン
ター 

超⼩型衛星最新技術情報交換会 関⽥隆⼀准教授 

2020/1/20 
建築構造技術⽀援機構本
部事務所 

建築構造技術審議委員会 都祭弘幸教授 

2020/1/23 福⼭市役所 60 会議室 近未来技術地域実装協議会 ⾹川直⼰教授 

2020/1/23 福⼭市役所 60 会議室 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会 第 4 回運営
委員会 

⾹川直⼰教授 

2020/1/27 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙﾈｯｻﾝｽ研究所  福⼭建築物耐震診断等評価委員会 都祭弘幸教授 

2020/1/28 
㈳レーザー施⼯研究会
（東京） 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 

2020/1/29 福⼭⼤学 中電⼯と福⼭⼤学との協働事業契約締結式 仲嶋⼀教授他 

2020/1/31 アサヒタクシー㈱ 
タクシー事故情報の定量解析 共同研究第 2 回進捗
確認会 

関⽥隆⼀准教授 

2020/1/31 ㈱オーザック IoT 活⽤製造⼯程改善研究会 関⽥隆⼀准教授 

2020/1/31 
建築構造技術⽀援機構本
部事務所 

建築構造技術審議委員会 都祭弘幸教授 

2020/2/3 福⼭市役所 福⼭市上下⽔道局建物診断改修 都祭弘幸教授 
2020/2/6 神⽥サニー会議室 電気学会計測技術委員会 仲嶋⼀教授 

2020/2/7 福⼭市役所 福⼭市都市計画審議会 
佐 々 ⽊ 伸 ⼦ 准 教
授 

2020/2/13 福⼭⼤学 中電⼯共同研究検討会議 菅原聡准教授 
2020/2/14 福⼭市役所 福⼭市屋外広告物審議会 都祭弘幸教授 

2020/2/15 
府中市 桜が丘グランド
多⽬的広場 

第 11 回 全⽇本ＥＶ＆ゼロハンカーレース in 府
中 

⼩林正明講師他 

2020/2/15 ⽇本 ERI(株) 広島⽀店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 
2020/2/17 福⼭市ものづくり交流館 MBD プロセス研修 ⾹川直⼰教授 
2020/2/19 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙﾈｯｻﾝｽ研究所  福⼭建築物耐震診断等評価委員会 都祭弘幸教授 
2020/2/21 ⿅児島市 クルマエビ養殖講演会 伊丹利明教授 
2020/2/21 ㈱トヨコー 浜松研究所 CoolLaser システム安全技術会議 関⽥隆⼀准教授 

2020/2/27 
福⼭ニューキャッスルホ
テル 

ビジネス交流フェア 冨⼠彰夫教授他 

2020/2/27 
㈳レーザー施⼯研究会
（東京） 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 

2020/3/7 東京都中野区会議室 
共同研究、第 3 回進捗確認会及び⾸都圏タクシー会
社との研究会 

関⽥隆⼀准教授 

2020/3/11 広島銀⾏本店 ひろしまベンチャー育成基⾦ 第３回理事会 ⾹川直⼰教授 
2020/3/12 阪井養⿂場  阪井養⿂場との形態異常防除打ち合わせ 有瀧真⼈教授他 
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2020/3/12 
ひろしまデジタルイノベ
ーションセンター 

2019 年度 MBD プロセス研修 フォロー会議 ⾹川直⼰教授他 

2020/3/15 井原鉄道 井原鉄道貸切 備後ワイン列⾞の旅 ⼭本覚教授 

2020/3/18 
㈳レーザー施⼯研究会と
オンライン会議 

レーザー施⼯研究会 安全部会安全標準作成 WG 関⽥隆⼀准教授 

2020/3/22 
沖縄県伊平屋島村漁業協
同組合 

シロギス養殖技術開発現場指導 藤川技術職員他 

2020/3/25 ローズコム 備後福⼭ワイン振興協議会第 3 回役員会 ⼭本覚教授他 
 


