
協働事業契約一覧

契約日 契約先 本学担当部署 協働事業内容

1
平成30(2018)年4月1日

３年間その後も自動更新
社会福祉法人つくし会 人間文化学部　心理学科

社会貢献活動、実習・ボンティア活動、

教職員研修、情報交換及び研究、その他

2
平成30(2018)年4月21日

３年間その後も自動更新

道の駅湖畔の里福富

（オスカー管財株式会社）
工学部　情報工学科 イベント出展協力、学生教育・訓練

3
平成30(2018)年4月21日

３年間その後も自動更新
NPO法人ひとまちスタジオ 工学部　スマートシステム学科 育成プログラムの研究と開発事業、共同研究事業

4
平成30(2018)年9月3日

３年間その後も自動更新
株式会社ラックス 工学部　建築学科 提案事業

5
平成30(2018)年10月1日

当該年度末その後も自動更新
一般社団法人衣食住イノベーション協会 工学部　建築学科 事業提案、三蔵祭での展示や企画

6
平成30(2018)年10月1日

当該年度末その後も自動更新
ギャラリー蔵 工学部　建築学科 地域デザイン、助成金事業

7
平成30(2018)年10月1日

当該年度末その後も自動更新
山脇産業株式会社 工学部　建築学科 事業提案、三蔵祭での展示や企画

8
平成30(2018)年11月26日

３年間その後も自動更新
株式会社キャステム 工学部　スマートシステム学科 産業振興、共同研究検討、人的交流、その他

9
平成30(2018)年11月26日

３年間その後も自動更新
広島県立福山特別支援学校 工学部　スマートシステム学科

小児用車いす用スマートモータ・システム、

搭乗者自動記録センサ・システム

10
平成30(2018)年11月26日

３年間その後も自動更新
内海発電株式会社 工学部　スマートシステム学科 潮汐発電装置

11
平成30(2018)年11月26日

３年間その後も自動更新
公益財団法人中国地域創造研究センター 工学部　スマートシステム学科 人材育成、課題識別と解決発想、共同研究検討

12
平成30(2018)年11月26日

３年間その後も自動更新
一般社団法人福山青年会議所 工学部　情報工学科 事業参画、研究技術の活用

13
平成31(2019)年1月18日

２年間その後も自動更新
富士ゼロックス株式会社 工学部　スマートシステム学科

産業振興調査、人材育成協力、共同研究事前検討、情

報活用

14
令和元(2019)年6月26日

３年間その後も自動更新
尾道市立西藤保育所

生命工学部　生物工学科

生命工学部　海洋生物科学科
環境教育



契約日 契約先 本学担当部署 協働事業内容

15
令和元(2019)年6月27日

１年間その後も自動更新
一般社団法人瀬戸内ドローン推進協議会 工学部　スマートシステム学科 意見交換

16
令和元(2019)年8月21日

２年間その後も自動更新
株式会社オーザック 工学部　スマートシステム学科 連携協力、人的交流の促進

17
令和元(2019)年8月21日

当該年度末その後も自動更新
農事組合法人ファーム立神 工学部　建築学科 イチジク栽培、地域デザイン

18
令和元(2019)年8月21日

当該年度末その後も自動更新
公益財団法人広島県建築士会 工学部　建築学科 啓発事業、共同イベント開催、研修会開催

19
令和元(2019)年9月25日

当該年度末その後も自動更新
有限会社佐野商店 工学部　建築学科 普及啓発事業、研究と開発、共同イベント開催

20
令和元(2019)年10月16日

１年間
Clover　ipse株式会社 工学部　情報工学科 パーソナル診断の展開、講演、イベント開催

21
令和元(2019)年12月19日

３年間その後も自動更新
福山市 大学教育センター

キャリアデザイン講座の実施、キャリア教育ニーズに

関する情報共有及び意見交換

22
令和元(2019)年12月24日

３年間その後も自動更新
株式会社SHINWA 生命工学部　海洋生物科学科

熟成魚のブランド化推進、美味しさの見える化の検

討、水産振興に寄与する研修活動等の推進

23
令和２(2020)年1月23日

１年間その後も自動更新
株式会社エブリイホーミイホールディングス 経済学部 学生の教育に関する社会連携活動事業

24
令和２(2020)年1月29日

１年間その後も自動更新
株式会社中電工 工学部　スマートシステム学科

共同研究可能なテーマを探索し、決定した場合は共同

研究事業へ移行

25
令和２(2020)年1月30日

１年間その後も自動更新
ETCマネジメントサービス株式会社 工学部　情報工学科

ETC2.0データの管理に関する共同研究、交通量・天候・時間帯等

と交通インシデントの数理的解析、人工知能解析の共同研究

26
令和２(2020)年2月5日

３年間その後も自動更新
広島県立油木高等学校 生命工学部　海洋生物科学科

養殖ナマズのブランド化推進、技術開発の課題の抽出

及び解決

27
令和２(2020)年2月13日

３年間その後も自動更新
ワウハウス株式会社 工学部　建築学科 建築学科学生を対象とした「住宅設計競技」の実施

28
令和２(2020)年3月13日

１年間その後も自動更新
株式会社メディカ・ライン 工学部　建築学科

備後地域などにおける地域遺産と環境保全に関する調査研究、瀬戸

内海島嶼部・沿岸部などの地域づくりと景観形成・建築実践、地域

遺産の保全と活用に関する事業



契約日 契約先 本学担当部署 協働事業内容

29
令和２(2020)年3月13日

１年間その後も自動更新
株式会社ＭＮＡアトリエ 工学部　建築学科

備後地域などにおける地域遺産と環境保全に関する調査研究、瀬戸

内海島嶼部・沿岸部などの地域づくりと景観形成・建築実践、地域

遺産の保全と活用に関する事業

30
令和２(2020)年5月27日

１年間その後も自動更新
アヲハタ株式会社 工学部　スマートシステム学科

ＩoＴとＡＩ活用による製品及び製造プロセス改善に係る連携協

力、大学生教育と企業内人材育成によりビジネスシーズを発掘する

連携協力

31
令和２(2020)年6月29日

３年間その後も自動更新
株式会社ジェー・オー・アイ 大学教育センター

「BINGO　OPEN　インターンシップ」の改善・充実を目的とした

キャリア支援方法に関する研究・開発、キャリア教育に関する効果

の診断や受講生へのキャリア支援における研究・開発

32
令和２(2020)年8月11日

２年間その後も自動更新

株式会社サンテック

太陽誘電株式会社
安全安心防災教育研究センター

ＩoＴとＡＩ活用に係る共同研究実施の可能性を探る連携協力、地域防災に

係る新事業創出に向けた技術情報交換等の連携協力、大学生教育と企業内人

材育成によりビジネスシーズを発掘する連携協力

33
令和２(2020)年11月25日

５年間その後も自動更新
ＥＴＣシステム株式会社 工学部　情報工学科

ＥＴＣシステム株式会社への参画並びに貢献の実現可能性に関する

検討、ＥＴＣ2.0データマネジメントの高度化や性能向上に関する

学術的な実現可能性に関する検討

34
令和２(2020)年11月25日～

令和４(2022)年3月31日
株式会社エースシステムズ 工学部　情報工学科

地場産業発展へ寄与するIT人材の育成環境を構築する連携協力、IT

人材育成に係る共同研究実施の可能性を探る連携協力、大学生教育

と企業内人材育成によりビジネスシーズを発掘する連携協力

35
令和２(2020)年12月23日

３年間
両備ホールディングス株式会社 工学部　機械システム工学科

小型電気自動車の開発に関する事業、相互の発展に寄

与する連携協力

36
令和３(2021)年3月15日

３年間その後も自動更新
ニッコーオートメーション株式会社 工学部　スマートシステム学科

農業及び獣害対策向け・監視カメラ等情報社会実現の

ための検討

37
令和３(2021)年3月15日

１年間その後も自動更新
岡本電機株式会社 工学部　スマートシステム学科 双方で共同研究のテーマを模索する事業

38
令和３(2021)年3月22日

３年間その後も自動更新
特定非営利活動法人ＰＬＵＳ 生命工学部　海洋生物科学科

地域社会へ「里山・里海学」を紹介する活動の推進、

「渚の交番」事業の推進

39
令和３(2021)年3月22日

３年間その後も自動更新
広島県立尾道特別支援学校 生命工学部　海洋生物科学科

教育機関と大学附属水族館が連携した「里山・里海

学」の推進、実践、情報発信

40
令和３(2021)年5月21日

３年間その後も自動更新
社会福祉法人あづみの森 生命工学部　海洋生物科学科

教育機関と大学附属水族館が連携した「里山・里海

学」の推進、実践、情報発信



契約日 契約先 本学担当部署 協働事業内容

41
令和３(2021)年7月20日

１年間その後も自動更新
株式会社ユニタック 工学部　スマートシステム学科

ユニタックの開発するマイクロチップレーザー及び励起光源を活用

して、環境計測への応用の可能性についての探索

42
令和３(2021)年10月19日

３年間
公益財団法人ポエック里海財団 工学部　機械システム工学科

モノづくり人材教育に関する事業、モデルロケットを

用いた実験授業の実施

43
令和４(2022)年1月27日

１年間その後も自動更新
平野建築設計室 工学部　建築学科

倉敷市倉敷川畔や福山市鞆町等における歴史的建造物等の保存・再

生に関する調査研究と建築実践、伝統的建造物群保存地区や中山間

地域、瀬戸内島嶼部・沿岸部等の地域づくりと景観作成、地域遺産

の保全・継承・活用に関する事業、建築設計演習等における教材開

発

44
令和４(2022)年1月27日

１年間
北木島活性化プロジェクト協議会 工学部　情報工学科

北木島活性化に関するスマホアプリ開発推進(福山大学のおいしさ

タグを利用したアプリ開発の推進を含む)事業、開発推進のための

ハッカソン(参加者の即席グループによるアプリ等の集中開発祭り)

開催事業

45
令和４(2022)年2月14日

３年間その後も自動更新
株式会社クラハシ 工学部　スマートシステム学科

瀬戸内海の漁業・水産業の振興に関する連携協力、宇宙活用により

海を知る共同研究等の実施可能性を探る連携協力、大学生教育と企

業内人材育成に関する連携協力と人的交流の促進

46
令和４(2022)年4月22日

１年間
日本放送協会広島放送局 安全安心防災教育研究センター ワークショップの内容制作の企画・検討


