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令和２年度 産学連携活動 

日時 場所 行事名 出席教員等 

2020/4/1 広島工業大学 
共同研究（防災拠点体育館の ZEB 化を目指した太

陽熱利用の研究） 
伊澤康一准教授 

2020/4/1 
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、質感色感研究会 宮崎由樹准教授 

2020/4/1 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 

2020/4/3 福山大学工学部 河川の浸水被害低減について日圧機販㈱との研究会 関田隆一准教授 

2020/4/6 福山大学自分未来創造室 島根県とのインターンシップに関する打合せ 香川直己教授他 

2020/4/10 
福山大学工学部

（Zoom） 

タクシー事故情報のデジタル化アプリについて DG

＆E 社との研究会 
関田隆一准教授 

2020/4/18 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/4/18 オンライン IEEE 広島支部第１回理事会 仲嶋一教授 

2020/4/22 新川電機 
IoT 活用データ収集システムの技術検討会（新川電

機、エムシステム） 
関田隆一准教授 

2020/4/30 メール審議 電気学会調査専門委員会 菅原聡准教授 

2020/5/1 メール審議 福山市グローカル人材育成協議会 総会 足立浩一教授 

2020/5/8 オンライン 電気学会計測技術委員会 仲嶋一教授 

2020/5/13 オンライン 
HIROSHIMANE 学生×企業交流会＠BINGO 第 1

回企画会議 
香川直己教授 

2020/5/16 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/5/28 オンライン 電気学会調査専門委員幹事会 菅原聡准教授 

2020/6/11 阪井養魚場  阪井養魚場採卵試験 有瀧真人教授 

2020/6/11 Zoom 
タクシー事故情報のデジタル化アプリについて DG

＆E 社との研究会 
関田隆一准教授 

2020/6/17 オンライン 太陽誘電、サンテック協同事業に向けた打合せ 仲嶋一教授他 

2020/6/19 常石造船 海洋教育フォーラム実施打合せ 関田隆一准教授 

2020/6/19 Zoom 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 

2020/6/20 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/6/25 三和ドック 
海洋教育フォーラム実施打合せ＆造船関連データ検

討会 
関田隆一准教授 

2020/6/26 zoom 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 足立浩一教授 

2020/6/27 オンライン IEEE 広島支部第２回理事会 仲嶋一教授 

2020/7/6 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 

2020/7/9 
福山大学工学部スマート

システム学科 

島根県企業立地課との島根県内企業との交流に関す

る打合せ 
香川直己教授 

2020/7/9 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究キックオフ

ミーティング 
関田隆一准教授 

2020/7/9 福山大学 キャステムとの協働事業打合せ 関田隆一准教授 

2020/7/17 
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 
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2020/7/20 福山大学 
共同研究「超高強度コンクリートを用いた耐震壁架

構の耐震性能に関する研究」 
都祭弘幸教授 

2020/7/22 書面決議 
先端技術によるまちづくり官民協議会 2020 年度第

2 回運営委員会 
香川直己教授 

2020/7/28 オンライン 令和 2 年度 MBD 研修打合せ 香川直己教授他 

2020/8/1 川崎医科大学 第 11 回川崎医科大学学術集会 道原明宏教授他 

2020/8/2 Zoom 雨水排水ポンプ共同研究 日圧機販との研究会 関田隆一准教授 

2020/8/7 オンライン 電気学会計測技術委員会 仲嶋一教授 

2020/8/7 福山市役所 第１回福山市総合戦略推進会議 都祭弘幸教授 

2020/8/7 倉敷市役所水島支所 
排水機場でのデータ収集の実態技術検討会＆現地視

察 
関田隆一准教授 

2020/8/7 オンライン 電気学会調査専門委員会 菅原聡准教授 

2020/8/13 
東京秋葉原 シリアルゲ

ームズ社 
IoT でのデータベース構築技術検討会 関田隆一准教授 

2020/8/21 北木島 北木島活性化プロジェクト打ち合わせ 有瀧真人教授 

2020/8/22 福山大学、オンライン BINGO OPEN インターンシップ事前研修 津田将行講師他 

2020/8/24 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 

2020/8/26 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 第 1 回進

捗確認会 
関田隆一准教授 

2020/8/27 
福山大学工学部

（Zoom） 

IoT 活用データ収集システムの技術検討会（新川電

機、エムシステム） 
関田隆一准教授 

2020/8/29 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/8/30 オンライン ET ロボコン 2020 中四国地区 夏の独自勉強会２ 香川直己教授他 

2020/8/31 
備後地域を中心とする企

業 
BINGO OPEN インターンシップ 前田吉広講師他 

2020/9/1 岡山県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 

2020/9/1 オンライン 電気学会 A 部門大会 菅原聡准教授 

2020/9/3 
備後地域を中心とする企

業 
BINGO OPEN インターンシップ 企業訪問 津田将行講師他 

2020/9/7 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 

2020/9/8 Zoom レーザー施工研究会 全体研究会 関田隆一准教授 

2020/9/9 岡山市 ダイメイ岡山 安全インターンシップ 立会＆安全解析現地指導 関田隆一准教授 

2020/9/10 
福山大学工学部

（Zoom） 

Web データベース構築研究会（シリアルゲームズ、

エムシステム） 
関田隆一准教授 

2020/9/12 オンライン IEEE 広島支部第３回理事会 仲嶋一教授 

2020/9/13 オンライン ET ロボコン 2020 中四国地区 モデル相談会 香川直己教授 

2020/9/14 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 

2020/9/16 リモート 大学の学びを止めないための体制整備セミナー 大塚 豊教授 

2020/9/17 福山大学 連層耐震壁構造実験見学会 都祭弘幸教授 
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2020/9/18 福山市役所 
太陽誘電、サンテック、福山市役所、福山大学協働

事業契約調印式 
仲嶋一教授他 

2020/9/18 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 第 2 回進

捗確認会 
関田隆一准教授 

2020/9/19 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/9/19 福山大学、オンライン BINGO OPEN インターンシップ事後研修 津田将行講師他 

2020/9/28 
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 

2020/9/29 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 実験開始

現地確認会 
関田隆一准教授 

2020/10/1 zoom 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 足立浩一教授 

2020/10/1 オンライン 協働事業打合せ 仲嶋一教授 

2020/10/1 WebEx 第 12 回ひろしま IoT 実践道場 関田隆一准教授 

2020/10/9 オンライン 
広島県インターンシップ促進協議会ワーキンググル

ープ会議 
香川直己教授 

2020/10/12 オンライン 電気学会調査専門委員会 菅原聡准教授 

2020/10/13 福山労働会館 芦田川水系河川整備アドバイザー会議 真田誠至講師 

2020/10/13 岡山県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 

2020/10/17 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/10/19 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 

2020/10/19 オンライン 広島県 EMC 研究会 講演会 香川直己教授 

2020/10/20 工学部 スカイアーチ社との協議会 山之上卓教授他 

2020/10/21 Zoom 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 

2020/10/22 社会連携推進センター 実証実験プレス発表 仲嶋一教授 

2020/10/23 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 第 3 回進

捗確認会 
関田隆一准教授 

2020/10/25 広島県薬剤師会 第 40 回広島県薬剤師会学術大会 猿橋裕子准教授 

2020/10/27 Webcast PHM Conference 2020 in JAPAN 関田隆一准教授 

2020/10/29 
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 

2020/10/30 オンライン 電気学会計測技術委員会 仲嶋一教授 

2020/11/12 Zoom 日本機械学会 都市洪水に関する特別講演会 関田隆一准教授 

2020/11/17 Zoom 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 

2020/11/21 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/11/25 
株式会社エースシステム

ズ 
協働事業契約の締結 中道上教授 

2020/11/26 三次グランドホテル 」A 共済自動車指定工場二次地区会議 関根康史准教授 

2020/11/27 アサヒタクシー㈱本社 
タクシー事故情報の定量解析 共同研究 成果確認

会 
関田隆一准教授 

2020/11/29 オンライン IEEE 広島支部第４回理事会 仲嶋一教授 
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2020/12/1 
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 

2020/12/1 
社会連携推進センター＆

Teams 

第 66 回 海洋教育フォーラム（広島）「広島県東

部から見た造船業と瀬戸内海」 
仲嶋一教授他 

2020/12/4 福山大学生命工学部 協働事業打合せ（太陽誘電、サンテック、本学） 仲嶋一教授他 

2020/12/7 ひろぎん本店 広島ベンチャー育成基金 2020 年度第 2 回理事会 香川直己教授 

2020/12/7 オンライン開催 
第 59 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤

師会中国四国支部学術大会 
猿橋裕子准教授 

2020/12/8 
広島市 マツダ教育セン

タ 
MBD プロセス研修・状態遷移研修 香川直己教授他 

2020/12/8 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 第 4 回進

捗確認会 
関田隆一准教授 

2020/12/9 
広島市 マツダ教育セン

タ 
MBD プロセス研修・状態遷移研修 香川直己教授他 

2020/12/9 オンライン 島根県企業交流会 HIROSHIMANE 香川直己教授 

2020/12/14 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 

2020/12/15 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 制御器＆

通信システム改修工事 
関田隆一准教授 

2020/12/18 zoom 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 ビセット准教授 

2020/12/19 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2020/12/19 福山大学 BINGO OPEN インターンシップ学外発表会 前田吉広講師他 

2020/12/19 福山大学、オンライン BINGO OPEN インターンシップ合同成果報告会 津田将行講師他 

2020/12/20 オンライン ET ロボコン 2020 全国企画会議 香川直己教授 

2020/12/20 Zoom 大学宇宙工学コンソーシアム ワークショップ 関田隆一准教授 

2020/12/21 オンライン 
先端技術によるまちづくり官民協議会 2020 年度第

3 回運営委員会 
香川直己教授 

2020/12/21 Zoom 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 

2020/12/22 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 

2020/12/22 Zoom 
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 

2020/12/23 福山商工会議所 連携打ち合わせ 仲嶋一教授他 

2020/12/25 
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 

2021/1/12 Zoom 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 

2021/1/13 オンライン 
ディースピリット、愛媛大学、農研機構とのコンソ

ーシアム運営会議 
香川直己教授他 

2021/1/23 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/1/25 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 

2021/1/27 オンライン 
ディースピリット、愛媛大学、農研機構とのコンソ

ーシアム運営会議 
香川直己教授他 

2021/1/28 Zoom 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 

2021/1/29 オンライン 福山市びんごデジタルラボ トライアル 香川直己教授 
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2021/1/29 Zoom 
雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 試験後報

告会 
関田隆一准教授 

2021/1/30 オンライン ET ロボコン 2020 中四国地区 冬の独自勉強会 香川直己教授他 

2021/2/3 Zoom 第 13 回ひろしま IoT 実践道場 関田隆一准教授 

2021/2/10 
川崎医科大学（オンライ

ン） 

KMS メディカル・アーク 2021withMTO(オンライ

ン大会) 
佐藤雄己教授他 

2021/2/10 Zoom 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 

2021/2/11 はっとりほたるの里 地域と協働のまちづくりプロジェクト打合せ 関田隆一准教授 

2021/2/15 Teams 会議 2021 年度派遣留学生募集説明会 足立浩一教授 

2021/2/15 オンライン MBD プロセス研修 香川直己教授他 

2021/2/16 
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 

2021/2/16 オンライン MBD プロセス研修 香川直己教授他 

2021/2/18 オンライン MBD プロセス研修 香川直己教授他 

2021/2/18 Zoom 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 

2021/2/19 Zoom レーザー施工研究会 安全部会 関田隆一准教授 

2021/2/20 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/2/22 オンライン MBD プロセス研修 香川直己教授他 

2021/2/25 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 

2021/2/25 オンライン MBD プロセス研修 香川直己教授他 

2021/2/25 Zoom レーザー施工研究会 理事会 関田隆一准教授 

2021/2/26 オンライン MBD プロセス研修 香川直己教授他 

2021/2/27 笠岡市 北木島活性化プロジェクト打ち合わせ 有瀧真人教授他 

2021/2/27 
府中市 桜が丘グランド

多目的広場 

第 12 回 全日本ＥＶ＆ゼロハンカーレース in 

府中 
小林正明講師他 

2021/3/2 
岡山市北長瀬ショッピン

グセンタ 

雨水排水ポンプ 日圧機販との共同研究 成果報告

会 
関田隆一准教授 

2021/3/3 
福山ニューキャッスルホ

テル 
ビジネスマーケット備後 2020 都祭弘幸教授他 

2021/3/9 福山商工会議所 FU コンクリート講座実行委員会 都祭弘幸教授 

2021/3/10 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 

2021/3/11 オンライン 広島県インターンシップ促進協議会総会 香川直己教授 

2021/3/11 福山市役所 
雨水排水ポンプの研究 2021 年度実施について技

術推進室と打合せ 
関田隆一准教授 

2021/3/13 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/3/16 Zoom 
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 

2021/3/16 
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 

2021/3/22 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 

2021/3/22 Teams 会議 トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース実務者会議 足立浩一教授 
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2021/3/24 澤井製作所 ひろしま IoT 実践道場 現地視察 関田隆一准教授 

2021/3/25 アクト中食 ひろしま IoT 実践道場 現地視察 関田隆一准教授 

2021/3/26 
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 

2021/3/26 オンライン 2020 年度 MBD プロセス研修 フォロー会議 香川直己教授他 

2021/3/29 福山大学 福山市 MICE 戦略 都祭弘幸教授他 

2021/3/29 オンライン 中国・四国地域人材育成連携協議会会議 香川直己教授 

2021/3/29 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 

2021/3/31 Zoom 
雨水排水ポンプ共同研究 Web データベース改善 

シリアルゲームズと研究会  
関田隆一准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 


