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令和３年度 産学連携活動 

日時 場所 行事名 出席教員等 

2019/4/1 札幌市立大学・熊本県立

大学 

共同研究（地域の気候風土を活かす「住みこなし」

の想像温度による診断） 

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 

2021/2/5 一般社団法人ポエック里

海財団 

ポエックとの協働事業打ち合わせ 小林正明講師 

2021/4/1 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 

2021/4/1 福山大学・NHK エンタ

ープライズ近畿支社 

バラ鑑賞時の脳波研究 大杉朱美講師他 

2021/4/1 建築研究開発コンソーシ

アム 

木造建築物の中高層化技術研究会 都祭弘幸教授 

2021/4/17 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/4/20 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 

2021/4/23 福山商工会議所 令和 3 年 4 月議員全員協議会 都祭弘幸教授他 

2021/4/29 しまなみ寿司曙店 養殖シロギス商品開発、評価調査 有瀧真人教授 

2021/5/1 千葉県印西市他 竹中工務店共同研究 梅國章教授 

2021/5/13 オンライン オンラインインターンシップセミナー 香川直己教授 

2021/5/14 オンライン 電気学会計測技術委員会（委員長） 仲嶋一教授 

2021/5/15 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/5/18 オンライン 電気学会 A 部門研究調査運営委員会 仲嶋一教授 

2021/5/22 三原市大原 みかん農家における鳥獣被害の現場視察、ヒアリン

グ 

伍賀正典准教授 

2021/5/24 オンライン 内水浸水被害低減の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 

2021/5/27 オンライン 福山市びんごデジタルラボ キックオフミーティン

グ 

香川直己教授 

2021/5/28 オンライン 電気学会調査専門委員幹事会 菅原聡准教授 

2021/5/29 オンライン ET ロボコン 2021 中四国地区初夏の独自勉強会 香川直己教授他 

2021/6/1 オンライン 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 北長瀬

実験前確認会 

関田隆一准教授 

2021/6/2 オンライン 新レーザー溶接システムの研究開発 第１回共同研

究推進員会 

内田博志教授 

2021/6/7 オンライン 情報工学科特別講演会 中道上教授 

2021/6/7 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 

2021/6/8 オンライン 協働事業（太陽誘電）打合せ 仲嶋一教授 

2021/6/8 福山大学 共同研究「小規模建築物（木造住宅）の布基礎を対

象とした簡略化工に関する実験的研究」 

都祭弘幸教授 
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2021/6/11 福山大学 大学参観 都祭弘幸教授他 

2021/6/12 阪井養魚場  阪井養魚場採卵試験 有瀧真人教授 

2021/6/13 オンライン 進路別セミナー 仲嶋一教授 

2021/6/14 オンライン グローバリゼーションと日本経済：企業の対応と世

界貿易ガバナンス 

白映旻講師 

2021/6/14 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/6/17 広島国際学院大学 火災原因調査（広島市消防局） 歌谷昌弘教授 

2021/6/18 オンライン IEEE Chapter Operations Committee Meeting

（Chapter Chair） 

仲嶋一教授 

2021/6/21 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 

2021/6/21 阪井養魚場  阪井養魚場採卵試験 有瀧真人教授 

2021/6/23 広島国際学院大学 火災原因調査（広島市消防局） 歌谷昌弘教授 

2021/6/24 オンライン 電気学会マグネティックス研究会 菅原聡准教授 

2021/6/25 オンライン 排水ポンプ制御システムの信頼性向上研究会（シリ

アルゲームズ） 

関田隆一准教授 

2021/6/25 オンライン 電気学会調査専門委員会 菅原聡准教授 

2021/6/25 オンライン 電気学会計測研究会（委員長） 仲嶋一教授 

2021/7/1 オンライン 電気学会 A 部門研究調査運営委員会 仲嶋一教授 

2021/7/6 福山大学社会連携推進セ

ンター 

シリーズ研修会 2021 竹田修三教授 

2021/7/9 福山大学 銀河学院高等学校（１年）体験入学 梅國章教授他 

2021/7/9 福山大学 銀河学院高等学校（１年）体験入学 香川直己教授 

2021/7/9 福山大学 キャステムとの安全インターンシップ実施打合せ 関田隆一准教授 

2021/7/14 福山大学 共同研究「エネルギー吸収性能改善型 RC 梁部材の

開発」 

都祭弘幸教授 

2021/7/15 すし丸、阿藻珍味、三魚

商 

養殖シロギス市場調査 有瀧真人教授 

2021/7/26 福山商工会議所 備後福山ワイン振興協議会 山本覚教授他 

2021/7/29 イノベーションハブひろ

しま Camps 

ひろしま IoT 実践道場定例会 関田隆一准教授 

2021/7/30 オンライン 電気学会計測技術委員会（委員長） 仲嶋一教授 

2021/7/31 川崎医科大学 第 12 回川崎医科大学学術集会 道原明宏教授他 

2021/8/2 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 

2021/8/3 本学 協働事業（太陽誘電）打合せ 仲嶋一教授 

2021/8/4 オンライン 電通国際情報サービスとの製造プロセスへの AI 適

用について研究会 

関田隆一准教授 

2021/8/5 オンライン 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 

2021/8/5 福山大学 共同研究「ＳＢ耐震杭ｅ工法の適用範囲拡大に関す

る実験的研究に関する実験的研究」 

都祭弘幸教授 

2021/8/7 オンライン レスキューロボットコンテスト 20x21 伍賀正典准教授 
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2021/8/17 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 

2021/8/18 オンライン 福山市「ものづくりラボセミナー」打合せ 香川直己教授 

2021/8/19 オンライン 福山市プロテック打合せ 香川直己教授 

2021/8/20 オンライン 電気学会 A 部門研究調査運営委員会 仲嶋一教授 

2021/8/21 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/8/21 オンライン BINGO OPEN インターンシップ事前研修 香川直己教授他 

2021/8/23 オンライン 電気学会調査専門委員会 菅原聡准教授 

2021/8/27 オンライン グローバリゼーションと日本経済：企業の対応と世

界貿易ガバナンス 

白映旻講師 

2021/8/30 備後地域を中心とする企

業 

BINGO OPEN インターンシップ 香川直己教授他 

2021/9/1 オンライン 令和 3 年度 研究成果発表会 都祭弘幸教授他 

2021/9/13 オンライン 福山大学研究成果報告会 香川直己教授 

2021/9/13 渚の交番 SEABRIDGE 海のめぐみをいただきます！展 真田誠至講師 

2021/9/17 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 

2021/9/18 オンライン BINGO OPEN インターンシップ事後研修 香川直己教授他 

2021/9/29 広島県東部機械金属工業

協同組合 

リカレント教育に関する意見交換 内田博志教授 

2021/10/1 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 

2021/10/4 福山市役所 福山市屋外広告物審議委員会 都祭弘幸教授 

2021/10/4 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 

2021/10/7 福山 機織ポンプ場 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 制御器

と計測装置設置工事 

関田隆一准教授 

2021/10/7 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/10/8 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 

2021/10/14 オンライン PHM Conference 2021 in JAPAN 関田隆一准教授 

2021/10/15 大阪川の駅はちけんや 雨展〜あらぶる雨・めぐみの雨〜 真田誠至講師 

2021/10/21 オンライン 電気学会 A 部門研究調査運営委員会 仲嶋一教授 

2021/10/21 福山 機織ポンプ場 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 データ

ロガー設定 

関田隆一准教授 

2021/10/22 オンライン 電気学会計測技術委員会（委員長） 仲嶋一教授 

2021/10/22 福山市役所 60 会議室 第 2 回福山市こども未来館検討委員会 香川直己教授 

2021/10/23 尾道市総合福祉センター プログラミング体験 山之上卓教授 

2021/10/25 福山市立城北中学校 現場見学会 都祭弘幸教授 

2021/10/25 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/10/27 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 

2021/10/28 本学 協働事業（太陽誘電）打合せ 仲嶋一教授 

2021/10/30 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 
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2021/11/2 オンライン 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 

2021/11/2 福山市リサイクルプラザ 福山市 MICE 推進協議会 都祭弘幸教授 

2021/11/4 福山市リサイクルプラザ 環境企画展 真田誠至講師 

2021/11/5 未来創造館 島根県広島事務所打合せ 香川直己教授 

2021/11/6 しまなみ寿司曙店 キジハタ商品開発、評価調査 有瀧真人教授 

2021/11/6 福山地方卸売市場 養殖シロギス市場調査 有瀧真人教授 

2021/11/8 岡山県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 

2021/11/10 オンライン IEEE Chapter Operations Committee Meeting

（Chapter Chair） 

仲嶋一教授 

2021/11/11 オンライン 因島沿岸の藻場と陸域活動研究会（尾道市役所、三

和ドッグ） 

関田隆一准教授 

2021/11/11 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/11/15 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 

2021/11/16 キャステム 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 

2021/11/17 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 

2021/11/20 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/11/22 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 

2021/11/25 オンライン 福山市先端街づくり官民協議会 香川直己教授 

2021/11/26 オンライン キャステム 安全インターンシップ成果報告会 関田隆一准教授 

2021/11/26 オンライン 電気学会計測研究会（委員長） 仲嶋一教授 

2021/11/27 JA 福山市川口支店 一般社団法人自立と共生のくらし設立記念講演会 佐々木伸子准教

授 

2021/11/28 オンライン IEEE 広島支部学生シンポジウム 菅原聡准教授 

2021/11/29 オンライン ダイメイ岡山 安全インターンシップ成果報告会 関田隆一准教授 

2021/11/29 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 

2021/11/30 中本本店 ひろしま IoT 実践道場 現地視察 関田隆一准教授 

2021/12/7 岡山県建設技術センター 講習会 宮内克之教授 

2021/12/9 オンライン 電気学会マグネティックス研究会 菅原聡准教授 

2021/12/10 オンライン 電気学会調査専門委員会 菅原聡准教授 

2021/12/15 福山 機織ポンプ場 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 制御器

不具合改修工事 

関田隆一准教授 

2021/12/16 高知市かるぽーと 電気学会計測研究会（委員長） 仲嶋一教授 

2021/12/18 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2021/12/20 オンライン 先端技術によるまちづくり官民協議会 2021 年度第

2 回会議 

香川直己教授 

2021/12/20 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 

2021/12/23 オンライン IEEE 学生研究発表会（Chapter Chair） 仲嶋一教授 

2021/12/24 福山大学 国土交通省中国地方整備局意見交換会 大塚豊学長他 
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2021/12/24 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 

2021/12/24 福山大学 国土交通省との意見交換会 香川直己教授 

2022/1/13 福山市上下水道局 新浜ポンプ場改築事業に関わる事業者選定委員会 田辺和康教授 

2022/1/16 オンライン ふくやまグローカル人材育成事業第 1 回実務者会議 足立浩一教授 

2022/1/18 日本橋三井タワー JAXA 超小型衛星利用シンポジウム 関田隆一准教授 

2022/1/18 因島キャンパス 北木島活性化プロジェクト（おいしさタグパンフレ

ット制作） 

有瀧真人教授 

2022/1/19 オンライン 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 

2022/1/19 オンライン 太陽誘電特別講義 仲嶋一教授 

2022/1/21 オンライン ㈱クラハシとの協働事業実施内容打合せ 関田隆一准教授 

2022/1/22 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2022/1/24 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 

2022/1/26 オンライン 広島県雇用促進課との会議 香川直己教授 

2022/2/2 オンライン 新レーザー溶接システムの研究開発 第３回共同研

究推進員会 

内田博志教授 

2022/2/5 オンライン BINGO OPEN インターンシップ合同成果報告会 香川直己教授他 

2022/2/7 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 

2022/2/8 オンライン 北大とのマルチスペクトルデータ収集研究会 関田隆一准教授 

2022/2/9 川崎医科大学 川崎医科大学 KMS メディカル・アーク

2022withMTO(オンライン大会) 

道原明宏教授他 

2022/2/13 オンライン 北木島活性化プロジェクト（Hackthe 北木島）開催 有瀧真人教授 

2022/2/15 オンライン 電気学会 A 部門研究調査運営委員会 仲嶋一教授 

2022/2/16 広島国際学院大学 火災原因調査（広島市消防局） 歌谷昌弘教授 

2022/2/17 オンライン ふくやまグローカル人材育成事業第 2 回実務者会議 足立浩一教授 

2022/2/17 オンライン レーザー施工研究会 理事会及び安全部会安全標準

作成 WG 

関田隆一准教授 

2022/2/21 オンライン 電気学会計測技術委員会（委員長） 仲嶋一教授 

2022/2/21 オンライン 電気学会計測研究会（委員長） 仲嶋一教授 

2022/2/22 オンライン グローバリゼーションと日本経済：企業の対応と世

界貿易ガバナンス 

白映旻講師 

2022/2/22 オンライン ㈱トヨコーとのレーザー照射装置の安全研究会 関田隆一准教授 

2022/2/22 ニューキャッスルホテル 福山市ビジネス交流フェア 都祭弘幸教授他 

2022/2/22 福山ニューキャッスルホ

テル 

ビジネス交流フェア 仲嶋一教授他 

2022/2/28 オンライン IoT 実践道場 東洋電装オンライン視察 関田隆一准教授 

2022/3/1 オンライン グローバリゼーションと日本経済：企業の対応と世

界貿易ガバナンス 

白映旻講師 

2022/3/1 広島国際学院大学 火災原因調査（広島市消防局） 歌谷昌弘教授 
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2022/3/4 TOC 五反田メッセ（東

京） 

超異分野学会東京大会 2022 伍賀正典准教授 

2022/3/4 日本 ERI(株) 広島支店 ERI 耐震判定委員会 都祭弘幸教授 

2022/3/7 Fuku-Biz オンラインインターンシップ入門セミナー 第 1 日

目 

香川直己教授 

2022/3/9 オンライン 電気学会調査専門委員会 菅原聡准教授 

2022/3/11 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 

2022/3/14 中国電力 NW 本社 最近の大学での研究動向に関する研修会 歌谷昌弘教授 

2022/3/15 オンライン グローバリゼーションと日本経済：企業の対応と世

界貿易ガバナンス 

白映旻講師 

2022/3/15 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 

2022/3/18 オンライン 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 実験終

了確認会 

関田隆一准教授 

2022/3/18 オンライン レーザー施工研究会 臨時社員総会及び安全部会安

全標準作成 WG 

関田隆一准教授 

2022/3/19 リーガロイヤルホテル広

島 

広島テックプラングランプリ 高山健人講師 

2022/3/22 オンライン グリーンサイエンス研究センター研究成果発表会 岩本博行教授他 

2022/3/23 オンライン （仮称）福山市デジタル化推進会議準備会議 香川直己教授 

2022/3/28 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 

2022/3/29 ローズコム オンラインインターンシップコンテンツ開発 WS 香川直己教授他 

 


