ウエストグリーンネット（WGN）事業履歴
回数

年度

2006年
1 （H18年）
設立総会
2

日付

例会・総会・講演【訪問企業数】

日付

小イベント

政策/産学連携
特記

5.17 WGN設立総会（八丁堀シャンテ：広島県）
中国経産局、四国経産局、環境省中国四国事務所、広島県中
小企業団体中央会。（＋会員+オブザーバー）
9.19 【1】㈱リプロ（岡山県）中国経産局。（＋会員+オブザーバー）

12.5 【2】三菱マテリアル直島精錬所（香川県）
環境省中国四国事務所、四国経産局、香川県。
（＋会員+オブザーバー）
2007年
4.26 【3】中外テクノス㈱（広島県）/講演：塩ビ工業・環境協会。
4 （H19年）
中国経産局。（＋会員+オブザーバー）
総会/例会 6.25 2007年度第2期総会/例会（まきび：岡山県）
記念講演：中四国農政局、環境省中国四国事務所、中国経
5
産局、四国経産局、岡山県、広島県中小企業団体中央会。
（＋会員+オブザーバー）
9.7 【4】富士クリーン㈱（香川県）
四国経産局、中国四国農政局、香川県。
6
（＋会員+オブザーバー）
10.2 【5】㈱トクヤマ（山口県）
（社）日本化学工業協会、経済産業省産業技術環境局、中国
7
経産局、中国四国農政局 .山口県、(社)山口県産業廃棄物協
会。（＋会員+オブザーバー）
2008年
4.18 【6】住友大阪セメント㈱（高知県） 前泊：かんぽの宿伊野
環境省中四国事務所、高知県、須崎市。
8 （H20年）
（＋会員+オブザーバー）
総会/例会 6.6 2008年度第3期総会/例会（まきび：岡山県）
記念講演：スタンダード＆プアーズ、中国経産局、四国経産
9
局、環境省中国四国事務所、岡山県、広島県中小企業団体中
央会。（＋会員+オブザーバー）
10.2 【7】大建工業㈱（岡山県）
環境省中四国事務所、中国経産局、四国経産局、岡山県。
10
（＋会員+オブザーバー）
12.1 【8】日本食研㈱（愛媛県）
環境省中四国事務所、四国経産局、農林水産省中四国農政
11
局、愛媛県。（＋会員+オブザーバー）
2009年
4.8 【9】㈱オガワエコノス（広島県）
（H21年）
中国経産局、環境省中国四国事務所。
（＋会員+オブザーバー）
3

12

総会/例会 6.24 2009年度第4期総会/例会（レマーニ：岡山県）
記念講演：中国経産局、四国経産局、環境省中四国事務所、
岡山県。（＋会員+オブザーバー）
8.26 【10】安田金属㈱視察（広島県）＆エコシステムジャパン（株）
（DOWAエコシステムG）、中国経産局、四国経産局、環境省中
14
国四国事務所・同広島事務所、広島県中小企業団体中央会。
（＋会員+オブザーバー）
12.1 【11】㈱パブリック視察（香川県）＆パナソニック電工㈱中国支
店、四国経産局、環境省中四国事務所、香川県、広島県中小
15
企業団体中央会。（＋会員+オブザーバー）
13

12.4 意見交換会（中国
経産局）
気配り隊サミット
2.6 意見交換会（四国
経産局）

2.6 意見交換会（CO2
ビジネス：太平洋
セメント中国支店）
環境省中国四国
事務所、、同広島
事務所、中国経済
産業局
09年
8月
～10
年.
3月

バイクビズ！環境
省地球温暖化防
止メディア連携支
援事業受託”自転
車復興運動
（TSSTVと連携）

回数

年度

日付

例会・総会・講演【訪問企業数】

3.19 【12】出光興産㈱徳山製油所（山口県）
環境省中国四国事務所、同広島事務所、山口県。
（＋会員+オブザーバー）
総会/例会 6.29 2010年度第5期総会/例会（レマーニ：岡山県）
記念講演：中国経産局、四国経産局、環境省中国四国事務
17
所・同広島事務所、岡山県。広島県中小企業団体中央会。
（＋会員+オブザーバー）
10.3 講演：都市鉱山（JOGMEC）（レマーニ：岡山県）
（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構、中国経産局、四国経
18
産局、岡山県。（＋会員+オブザーバー）
12.3 【13】安田金属㈱視察（広島県）＆講演：都市鉱山（TMC㈱）長
野県諏訪建設事務所、（有）むつパーツ、環境省中国四国事
19
務所・同広島事務所、中国経産局、広島県中小企業団体中央
会。（＋会員+オブザーバー）
2011年
4.12 【14】四国コカ・コーラボトリング㈱（愛媛県）
環境省中国四国事務所・同高松事務所、農林水産省中国四国
20 （H23年）
農政局。（＋会員+オブザーバー）
総会/例会 6.29 2011年度第6期総会/例会（レマーニ：岡山県）
記念講演：東日本自動車解体処理協同組合、中国経済産業
21
局、環境省中国四国地方環境事務所、岡山県、広島県中小企
業団体中央会。（＋会員+オブザーバー）
10.1 【15】中電技術コンサルタント（株）（広島県）
4 講演：人・地域・森の再生中島健造NPO法人土佐の森救援
22
隊、中国経済産業局、環境省中国四国地方環境事務所。
（＋会員+オブザーバー）
2012年
2.3 【16】ダイワスチール㈱（岡山県）
（H24年）
中国経済産業局、環境省中国四国地方環境事務所岡山事務
所、高松事務所、広島事務所、岡山県、（公財） 岡山県産業振
23
興財団、広島県中小企業団体中央会。
（＋会員+オブザーバー）
4.20 【17】三木鋼業㈱（香川県）
環境省中国四国地方環境事務所高松事務所、岡山事務所、四
24
国経済産業局、香川県。（＋会員+オブザーバー）
総会/例会 6.22 2012年度第7期総会/例会（レマーニ：岡山県）
記念講演：中山間地域の活性化に向けて（中国地方整備
局）、NPO宇部未来100プロジェクト。中国経済産業局、 環境省
25
中国四国事務所・高松事務所、岡山県、広島県中小企業団体
中央会。（＋会員+オブザーバー）
9.28 ひろしまハイビル21（広島県）
講演：資源循環技術日韓三態（嶺南大学/川重商事/ダイオ－
26
エンジニアリング㈱）。環境省中国四国事務所広島事務所、中
国経産局。（＋会員+オブザーバー）
12.1 【18】大王製紙㈱三島工場（愛媛県）
大王製紙㈱安全環境室、ダイオーエンジニアリング㈱、環境省
地球環境局地球温暖化対策課。（＋会員+オブザーバー）
27

日付

小イベント

政策/産学連携
特記

2010年
16 （H22年）

2013年
（Ｈ25年）
28

4.19 【19】㈱富士クリーン低濃度ＰＣＢ設備（香川県）
いであ㈱、環境省中国四国事務所・同高松事務所、四国経産
局、香川県。（＋会員+オブザーバー）

総会/例会 6.24 2013年度第８期総会/例会（山陽ハイツ：岡山県）
記念講演：環境省 廃棄物・リサイクル対策部、中国経産局、
29
環境省中国四国事務所、岡山県、広島県中小企業団体中央
会。 （＋会員+オブザーバー）
10.4 講演：ヤマトホームコンビニエンス㈱（YHC）の遺品整理ビジネ
ス（広島産業会館） 本社・同中国統括支店。中国経産局、環
30
境省中国四国広島事務所、広島県中小企業団体中央会。
（＋会員+オブザーバー）

10.23 トラック祭り出展
（広島市）
12.20

バイクビズ！ディ
スカショッンin 廿
日市

カーボンオフセット
オフセット取組初
年度
8.22 意見交換会（水質
浄化）宇部高専
10.23 トラック祭り出展
（広島市）
13. 農林水産省：地域
1.30 づくりの一助（宇
部市）ＮＰＯうべ未
来100プロジェクト
共催
4.28 国交省：地域づく
りの一助（空き家
再生）ＮＰＯうべ未
来100プロジェクト
共催
カーボンオフセット
オフセット取組 2
年目
5.22 ＷＧＮ東京OB交
流会

回数

年度

2014年
（Ｈ26年）
31

日付

例会・総会・講演【訪問企業数】

小イベント

32
総会/例会 6.12 2014年度第9期総会/例会（坂出グランドホテル：香川県）
記念講演：矢崎総業グループのCSR と社会貢献商品紹介。
四国経産局、、環境省中国四国事務所・同高松事務所、広島
33
県中小企業団体中央会。（＋会員+オブザーバー）

10.1 【21】万田発酵㈱（広島県）中国経産局、四国経産局。
0 （＋会員+オブザーバー）
34
2.3 【22】ブリジストンＢＲＭ防府工場（山口県）
中国経産局、環境省中国四国事務所、山口県。
（＋会員+オブザーバー）
4.17 【23】豊和㈱（ジーンズメーカー岡山県）
中国経産局、四国経産局、環境省中国四国事務所、岡山県、
岡山県産業振興財団。（＋会員+オブザーバー）
36

総会/例会 6.26 2015年度第10期第総会/例会（尾道市しまなみ交流館：広島
県）。
記念講演：カルビー㈱カルネコ事業部。 中国経産局、四国経
産局、環境省中国四国事務所。（＋会員+オブザーバー）

3.14 行政手続法セミ
ナー（倉敷物語会
館）環境省中国四
国事務所
カーボンオフセット
オフセット取組 3
年目
7.15 異団体交流/鋳田
籠工法協会総会
参加。
10.2
コラボゼミ連携（県
立広島大学）特別
講師：石森正樹
(太平洋セメント
㈱）
3.13 『第6回bike biz会
議』及び『bike biz
推進フォーラム』
2.19 ちゅうごくカーボ
ン・アクション2015
（ホテルセンチュ
リー21広島）。
WGN会員2社と
WGN優秀賞等受
賞

10.2

37

10.1 【24】四国合同庁舎国交省災害対策施設/2015四国ECOリサ 11.3 中四国環境ビジネ
イクルグッズ展視察（香川県）。
スネット（B-net）
講演：国交省四国地方整備局、㈱アール・ビー・エヌ、四国経
フォーラム２０１５
38
産局。中国経産局、環境省中国四国事務所、香川県。
（岡山市）安田金
（＋会員+オブザーバー）
属㈱報告
2016年
2.16 【25】ＨＩＲAKINリサイクルステージ玉島訪問（岡山県）
15.11 役員懇親会（鞆之
中国経産局、四国経産局、環境省中国四国事務所、岡山県、
.26 浦いろは旅館）
39 （H28年）
岡山県産業振興財団。（＋会員+オブザーバー）
4.15 【26】日本製紙㈱岩国工場（山口県）
16.2. bikebiz推進ん
中国経産局、環境省中国四国事務所、山口県、広島県中小企
4 フォーラム＆意見
40
業団体中央会。（＋会員+オブザーバー）
交換会
総会/例会 6.23 2016年度第11期総会/例会（福山市ものづくり交流館）
記念講演：バイオコークス（近畿大学大学院総合理工学研究
科教授）、中国経産局、四国経産局、環境省中国四国事務所。
（＋会員+オブザーバー）
9.30
41

42

政策/産学連携
特記

1.28 【20】中国特殊㈱ダチョウ飼育場・汚泥・土壌処理工場（山口
県）日本通運㈱本社・同広島支店。中国経産局、環境省中国
四国事務所、山口県。（＋会員+オブザーバー）
4.24

2015年
（H27年）
35

日付

10.7 【27】㈱ダスキンプロダクト中四国愛媛工場（愛媛県）（前泊：小
町温泉しこくや）＆講演：㈱富士クリーン報告NEDO受託事業
（バイオマスエネルギー製造装置）。環境省中国四国事務所。
（＋会員+オブザーバー）

11.8 役員懇親会（尾道
市ふれあいの里）

カーボンオフセット
オフセット取組
4年目
コラボゼミ連携（県
立広島大学）特別
講師：平尾隆行
（中電技術コンサ
ルタント㈱）

カーボンオフセット
オフセット取組 5
年目
コラボゼミ連携（県
立広島大学）特別
講師：大森浩之
（共和化工㈱）

回数

年度

日付

例会・総会・講演【訪問企業数】

日付

2.3 【28】コベルコ建機㈱広島本社工場（広島県）
中国経産局、四国経産局、環境省中国四国事務所。
（＋会員+オブザーバー）
4.13 【29】三木鋼業㈱カ―ツ四国自動車リサイクル工場（香川県）
四国経産局、中国経産局、広島県中小企業団体中央会。
44
（＋会員+オブザーバー）
総会/例会 6.28 【30】2017年度第12期総会/例会（福山市ものづくり交流館）
記念講演：環境と健康（医師：石田啓）、中国経産局、四国経
45
産局、環境省中国四国事務所。（＋会員+オブザーバー）

小イベント

政策/産学連携
特記

2017年
43 （Ｈ29年）

2006年5月～2017年6月集計
訪問企業
講演：総会記念講演
講演：工場視察時とセットや単独例会としてのゲスト招聘講演

カーボンオフセット
オフセット取組 6
年目

計
29社
12回
12回

