
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新潟県 エコアクション２１ 

１０年継続表彰式典/セミナー報告 

日時：平成２８年１１月２９日（火） １３時３０分～１６時３５分 

会場：まちなかキャンパス長岡 ３０１会議室  
（〒940-0062 新潟県長岡市大手通 2-6） 

主催：一般財団法人持続性推進機構  エコアクション２１中央事務局 

エコアクション２１地域事務局 新潟県環境分析センタ－・ＥＡとき 

上越環境科学センタ－ 

後援：新潟県・一般社団法人新潟県産業廃棄物協会・新潟日報社 

新潟県環境保全連合会・特定非営利活動法人新潟県環境カウンセラ－協会 



 

 

次 第 
（１）開会                  （13時 30分～13時 35分）  

 

（２）主催者挨拶               （13時 35分～13時 40分） 

エコアクション 21地域事務局上越環境科学センター 

（一般財団法人上越環境科学センター 理事・ｾﾝﾀｰ長） 田村 三樹夫                      

 

（３）来賓挨拶・祝辞代読           （13時 40分～13時 45分）                   

（来賓挨拶）新潟県 県民生活・環境部    副部長 小林 哲也 様    

 

（４）感謝状・記念品贈呈式          （13時 45分～14時 15分）  

 １０年継続（更新５回）表彰対象事業者（１６事業者） 

(ご出席)柏崎市役所・新和メッキ工業株式会社・株式会社マツウラセイキ・株式会社アヅマ

テクノス・協和工業株式会社新潟事業所・信越アステック株式会社上越支社・ウエ

ノテックス株式会社・株式会社飯塚鉄工所・株式会社フジ・エンバイロ・有限会社

熊木組・株式会社共進興業・株式会社不二産業 

（ご欠席）株式会社ヰセキ信越・柏崎ユーエステック株式会社・株式会社犀潟鉄工所・株式会

社ゴーナイエレック 

 

（５）休憩                  （14時 15分～14時 30分） 

 

（６）県内認証登録事業者事例発表（２例）   （14時 30分～15時 30分） 

①新和メッキ工業株式会社  

   専務取締役 瀧見 直晃 様 

②柏崎市役所 

     柏崎市市民生活部環境政策課 

 温暖化対策係 主事 加納 いずみ 様 

          

（７）特別講演                （15時 30分～16時 30分） 

「今、知りたい地球温暖化」 

      公益財団法人新潟県環境保全事業団 

新潟県地球温暖化防止活動推進センター 

       センター長 大川 剛史 様                

（８）閉会挨拶                （16時 30分～16時 35分） 

 エコアクション２１地域事務局新潟県環境分析センタ－・ＥＡとき 

                      事務局責任者 坂井 治男 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県エコアクション２１ 10年継続表彰/セミナー参加者一覧 

区 分 認証登録事業者名等 役 職 氏 名 

表彰事業

者（10年

継続事業

者） 

【0001466】柏崎市役所 
市民生活部環境政策課課長 小俣 立史 

温暖化対策係主事 加納 いずみ 

【00008286】新和メッキ工業株式会社 
専務取締役 瀧見 直晃 

監査役 瀧見 香 

【0000853】株式会社マツウラセイキ 品質保証課 課長 水澤 和雄 

【0000972】株式会社 アヅマテクノス 代表取締役 関 博司 

【0000977】協和工業株式会社新潟事業所 事業所長 岡田 覚 

【0000989】信越アステック株式会社上越支

社 
総務課長 関川 渉利 

【0001016】ウエノテックス株式会社 代表取締役 上野 光陽 

【0001052】株式会社 飯塚鉄工所 代表取締役 飯塚 肇 

【0001172】株式会社 フジ・エンバイロ 環境管理責任者 平松 亮 

【0001274】有限会社 熊木組 取締役 熊木 輝美 

【0001297】株式会社 共進興業 営業主任 小出 貴裕 

【0001298】株式会社 不二産業 執行役員 処理業務部長 八幡 只彦 

来賓・講

師 

新潟県 県民生活・環境部 副部長 小林 哲也 

公益財団法人 新潟県環境保全事業団 新

潟県地球温暖化防止活動推進センター 
センター長 大川 剛史 

新潟県エコアクション２１ 10年継続表彰／セミナー参加者人数 

    2016.11.29 

 区分   人数 備考 

来賓（新潟県）､講師   2  

表彰事業者 
担当事務局ＥＡとき 2   

担当事務局上越 12   

県市町村  2  新潟県、上越市 

認証・登録事業者等   16   

運営委員・判定委員   1   

審査人   10   

主催者（地域事務局）   ７  

合計   ５２   



行政 
新潟県環境企画課 

新潟県環境企画課地球環境対策室

技師 
鈴木 直樹 

上越市環境保全課 主任 小松原 岳史 

認証登録

事業者等 

【0000290】株式会社ニシトク 
  西村 太佑 

  石井 亨 

【0001742】株式会社ニッケン   赤川 美子 

【0006090】北信越地区スバルグループ   植村 有子 

【0008299】新潟トヨペット株式会社 課長 上野 将永 

【0008483】株式会社ウオロク 
総務部環境 CSR課 課長 飯ヶ浜 耕治 

総務部環境 CSR課 係長 成瀬 圭子 

【0003964】環境資源開発株式会社 
専務取締役 丸山 雅司 

常務取締役 小林 善一 

【0009978】新潟マツダ自動車株式会社 課長 米田 登志之 

【0000672】株式会社新潟マテリアル 
管理部主任 山士家  貴士 

管理部 遠藤 裕美 

【0000527】新潟特殊企業株式会社バイオマ

スエコセンター 
総務部主任 庭山 一仁 

【0008684】株式会社ＮＳ・コンピュータサービ

ス 

管理本部総務経理部アシステントマ

ネジャー 
天野 浩 

 【0010867】（一財）新潟県環境分析センター   伊藤 望 

  マルタ食品株式会社 工務課 主任 笹川 祐吾 

審査人、

運営委員

など 

  ＥＡ２１審査人 荒川 朋明 

  ＥＡ２１審査人 岡村 保 

  ＥＡ２１審査人 宮越 恵一 

  ＥＡ２１審査人 高野 初男 

  ＥＡ２１審査人 三輪 慎治郎 

  ＥＡ２１審査人 小林 勝 

  ＥＡ２１審査人 山本 進一 

  ＥＡ２１審査人 渡辺 定良 

  ＥＡ２１審査人 山崎 市郎 

  ＥＡ２１審査人 永澤 由紀子 

  運営委員（ＥＡとき） 佐藤 勤 

主催者 

エコアクション２１地域事務局           

新潟県環境分析センター・ＥＡとき 

事務局責任者 坂井 治男 

  立石 寛文 

  舘山 みな美  

(一財）上越環境科学センター 理事・センター長 田村 三樹夫 

エコアクション２１地域事務局           

上越環境科学センター 

事務局長 佐藤 滋 

  梅林 正 

  富田 洋加 
    

 



    

         新潟県エコアクション２１ 10年継続表彰/セミナー 写真 

                                                          平成 28年 11月 29日（火） 

 

   開会 主催者挨拶 上越環境科学センター田村三樹夫    来賓挨拶 新潟県県民生活・環境部 小林副部長様 

  

 

 

表彰式  エコアクション２１認証登録１０年継続受賞事業者様 

 
 

 

 



新潟県エコアクション２１ 10年継続表彰/セミナー 写真 

事例発表 ① 新和メッキ工業(株) 瀧見様              事例発表 ②柏崎市 加納様 

   

 

特別講演 新潟県地球温暖化防止推進センター センター長 大川 剛史 様 

  
閉会挨拶  新潟県環境分析センター・ＥＡとき 坂井治男

       


