
《平成26年度　エコやまぐち加工認証申請、流通・販売に係る認証票使用許可申請関係書類一覧》

共通

4月～5月 加工前 出荷終了後 開始前 出荷終了後

特栽4号 特別栽培米受払台帳
○

（精米）
任意様式でも可とする

加工1号 加工認証申請書 ○ 3枚一組

加工2号 加工認証実績報告書 ○

認証票1号 認証シール予約申込書 ○ 認証シール斡旋希望者は提出

認証票2号 認証票使用許可申請書 ○ ○
生産認証申請書、加工認証申請書、流通計画書と
一緒に提出

認証票3号 認証票使用実績報告書 ○ ○ 使用終了後に提出

流通1号 流通計画書 ○

流通2号 流通実績報告書 ○

ＰＲ1号 ＰＲ申込書 任意提出

備考
加工認証 小分け・精米

随時提出可

様式名

写しを提出する。原
本は精米責任者が

様式集 記載例 



様式加工1号（１枚目）

年度 エコやまぐち農産物加工認証申請書　（　新規・変更　）

山口県農林水産部長　様

　　申請者 〒

住　所

氏名・名称（※1）

株式会社○○　代表取締役○○○○ 印

TEL： FAX：

E-MAIL：

※１…組織、部会の場合は組織名と代表者名を記載

　エコやまぐち農産物加工認証申請書を、以下のとおり関係書類を添えて提出します。

１ 製造・加工事業所登録

２ 製造・加工生産計画

３ 原材料エコやまぐち農産物受入計画

４ 誓約
申請者及び加工事業者は、エコやまぐち農産物認証要綱及び関係規定並びに関係法令を遵守し、認証制度を

　　適正に実施するために必要な情報を提供すること、及び情報を公開することを誓います。

申請者 株式会社○○ 印

５ 添付書類
・ 加工食品の製造・加工計画書
・ 加工食品の製造・加工工程図
・ エコやまぐち認証票使用許可申請書（様式認証票2号）

エコ100・エコ50 　水稲（ミヤタマモチ） 　農事組合法人○○ H25-S*** 180kg

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

認証区分 原材料エコやまぐち農産物名 受入産地、納入者名 生産認証登録番号 受入数量

生産量

エコ100・エコ50 　餅 　水稲（ミヤタマモチ） 　年間 5,000袋

　○○○○ 　○○○○

認証区分 加工食品名 原材料エコやまぐち農産物名 製造・加工期間

製造・加工事業所名 所在地

株式会社○○　○○加工場 　○○市○○町101

製造・加工責任者名 品質管理責任者名

平成○○

000-0000

　○○市○○町101

000-000-0000 000-000-0000

平成○○年　○○月　○○日



様式加工2号（2枚目）

1　加工食品の原材料使用割合（１ロット当り）

精米 割合1が95％以上

こんぶ 割合1が5％未満

焼き小魚

3.2 ％

有機農産物加工食品

許容の食品添加物

2 製品生産計画

袋

※表示区分 容器・包装袋印刷の場合…印刷

シール貼付の場合…シール

3 原材料の内、一次加工原材料（製粉、精米等）の製造計画（製造・加工期間中必要量）

コシヒカリ（玄米） コシヒカリ（精米）

※一次加工品受入の場合は、原材料調合内容を記入。
4 原材料使用計画

コシヒカリ（玄米）

こんぶ 　○○商店

焼き小魚 　○○商店

1,100g

4,200g

185.3kg

180kg 160kg

180kg 160kg

180kg6 30 　ＪＡ○○

1,250kg シール 5,000

5,000 1,250kg シール 5,000

製造・加工期間中使用量
受入先

150,000g

0.2%

86.6%

13.2%

　粥 250g 600 150kg 5,000

エコやまぐち農産加工品

その他農産物等

食品添加物

計

※自家一次加工の場合は一次加工前原材料、一次加工原材料受入の場合は一次加工原材料を記入。

19,200g

19,200g 96.8%

130g

500g

個数 容量 重量

エコやまぐち農産物

エコやまぐち農産物

エコやまぐち農産加工品

その他農産物

計

区分 原材料名※

計

区分 原材料名※ 使用量 一次加工品名 製造量

認証票使用数
包装・容器 1個当容量 製品個数 製品重量 製品個数 製品重量 表示区分※ 使用数

食塩⑤

水⑥

合計＝③+④+⑤+⑥ 100%

加工食品名
製品規格 1ロット当生産量 期間中生産計画

300g

129,870g

計②

計③＝①+② 100%

食品添加物④

3.2%630g

19,830g

備考

エコやまぐち農産物

エコやまぐち農産加工品

計①

その他農産物等

割合

0.7%

2.5%

加工食品の製造・加工計画書

加工食品名 エコ50　粥 製造・加工期間 平成○○年　〇月～平成○○年　〇月

区分 原材料名 使用量 割合1 割合2

19,200/19,830 

630/19,830 



様式加工3号（３枚目）

製造・加工・工程のフローチャート

1 ポリ容器

2 蒸し器、蒸し前に紅花色素、よもぎパウダー添加

3 餅つき機

4 手作業

　　製造・加工・工程に使用する施設・機械・器具

ポリ容器 専 併

蒸し器 専 併

餅つき機 専 併

小餅丸め、計量、包装作業台 専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

専 併

4

餅玄米熟むし

餅つき

子餅計量包装

1

2

3

加工食品の製造・加工工程図

加工食品名 紅白餅、よもぎ餅 加工場（施設）名○○加工場

工程№ 施設・機械・器具名 専用・併用 併用の場合の加工区分方法、衛生管理方法等

餅玄米浸漬



様式流通1号

業種区分

とう精 　　　印

1．集荷・仕入及び選別・とう精・小分け計画

品目 生産者名

品種名 又は生産組織名 荷姿※ 容量(kg) 個数 総重量(kg) 荷姿※ 個数 総重量(kg)

エコ100・エコ50 水稲（コシヒカリ） 〇〇市□□ 農事組合法人□□ 紙袋 60 1,000 60,000 ポリ袋 3,900 39,000

エコ100・エコ50 ポリ袋 3,000 15,000

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

計 60,000 54,000

2．販売計画

認証 品目

区分 品種名 荷姿※ 容量(kg) 個数 総重量(kg) 使用数

エコ100・エコ50 精米（コシヒカリ） ポリ袋 10kg 3,900 39,000 3,900

エコ100・エコ50 精米（コシヒカリ） ポリ袋 5kg 3,000 15,000 3,000

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

計 54,000 6,900

※…バラ、束、袋、箱等を記載

エコやまぐち農産物流通計画書

事業所名 表示責任者名

株式会社○○ 　　○○○○

認証区分 産地名
集荷・仕入数量 選別・とう精・小分け数量

容量(kg)

10kg

5kg

販売先
販売数量 認証表示

表示方法 認証票規格

量販店 印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

量販店 印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ



様式流通2号

業種区分

とう精 　　　印

1 集荷・仕入及び選別・とう精・小分け実績

品目 生産者名

品種名 又は生産組織名 荷姿※ 容量(kg) 個数 総重量(kg) 荷姿※ 個数 総重量(kg)

エコ100・エコ50 水稲（コシヒカリ） 〇〇市□□ 農事組合法人□□ 紙袋 60 1,000 60,000 ポリ袋 3,400 34,000

エコ100・エコ50 ポリ袋 4,000 20,000

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

計 60,000 54,000

2 販売実績

認証 品目

区分 品種名 荷姿※ 容量(kg) 個数 総重量(kg) 使用数

エコ100・エコ50 水稲（コシヒカリ） ポリ袋 10kg 3,400 34,000 3,400

エコ100・エコ50 水稲（コシヒカリ） ポリ袋 5kg 4,000 20,000 4,000

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

エコ100・エコ50

計 54,000 7,400

※…バラ、束、袋、箱等を記載

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

一般消費者 印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

一般消費者 印刷・貼付 Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

販売先
販売数量 認証表示

表示方法 認証票規格

10kg

5kg

エコやまぐち農産物流通実績報告書

事業所名 表示責任者名

○○米穀店 　○○○○

認証区分 産地名
集荷・仕入数量 選別・とう精・小分け数量

容量(kg)



様式特栽４号

平成25 年度 （ 25 年 10 月分）

 住所 ○○市○○111-1  住所 ○○市○○111-1

 氏名 ○○米穀株式会社　○○精米工場　  氏名 ○○米穀株式会社　　□□□□

 TEL 0000-00-0000  TEL 0000-00-0000

 住所 ○○市□□123  住所 ○○市○○111-1

 氏名 ○○○○  氏名 ○○米穀株式会社　△△△

 TEL 0000-00-0000  TEL 0000-00-0000

平成25 年 11 月 2 日 エコ100 ・ エコ50

精米確認者 　○○部会　代表○○○○

○○米穀株式会社　△△△ 　印 　コシヒカリ

 産地

玄米 玄米 玄米 精米
残 買受 使用 生産

数量 数量 数量 数量 歩留
　 ㎏ 　 ㎏ 　 ㎏ 　 ㎏ ％　

25年10月〇日 〇 〇 〇

25年10月〇日 〇 〇 〇 〇 〇

25年10月〇日 〇 〇 〇

25年10月〇日 〇 〇 〇 〇 〇

25年10月〇日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

精米生産数量

10㎏

エコやまぐち特別栽培米受払台帳

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では精米確認者は、特別栽培米のとう精等が行われている期
間中は原則として月１回以上とう精施設等に赴き、…確認するものとする。」と記載があるため、本様式
を月ごとに作成するか、確認欄を複数月に対応できるようにした様式を作成して使用してください。

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、同様の任意様式で確認をされている場合は、その
様式で提出されても構いません。

5㎏ 3㎏ 2㎏ 1㎏
年月日

検査

品種

平成25年　　○○市  産年

包装量目別内訳（個数）

等級

コシヒカリ

60㎏ 30㎏ 15㎏

（単位：㎏、個数）

とう精等施設名 精米責任者名

栽培責任者名 確認責任者名

 品種

精米確認欄 エコやまぐち生産認証

生産認証区分

認証申請者



様式認証票１号

年度

山口県農林水産部長　様

申込者 〒

住　所

氏名・名称（※1）

ＪＡ○○　○○課　△△△△ 印

TEL： FAX：

E-MAIL：

※１…組織、部会の場合は組織名と代表者名を記載

認証シール使用者との関係

　エコやまぐち農産物認証シールの斡旋予約を以下のとおり申し込みます。

１　使用予定区分と申込枚数

※2…10枚単位でお申込みください

２ 誓約

申込者 ＪＡ○○　○○課　△△△△ 印

３　シール送付先（申込者と異なる場合のみ記載）

〒
住　所
氏名・名称

TEL： FAX：

　申込者及び使用者は、エコやまぐち農産物認証要綱及び関係規程に基づき、認証票を適正使用すること
を誓約するとともに、認証シール代金の支払いを適正に行うことを誓約します。

Ｂ

500

（エコ50縦）

Ｄ

（エコ100横）

Ｃ
2,000

（エコ50横）

Ａ

生産認証
での使用分

種別
加工認証
での使用分

流通・販売に
かかる使用分

計

（エコ100縦）
500

予約申込枚数（※2）

000-0000

□□町大字△△1234

平成○○ エコやまぐち認証シール予約申込書

平成○○年　○○月　○○日

000-000-0000 000-000-0000

2,000

　　　　確認責任者

平成26年度様式で新設 
 
生産者以外（例えばＪＡや販
売者）が申込者となれるよう



様式認証票２号

年度

山口県農林水産部長　様

申請者 〒

住　所

氏名・名称（※1）

○○○○部会　代表○○○○ 印

TEL： FAX：

E-MAIL：

※１…組織、部会の場合は組織名と代表者名を記載

認証シール使用者との関係

　エコやまぐち農産物認証票の使用を以下のとおり申請します。

１　申請区分
ア 生産にかかる認証申請と同時申請
イ 加工にかかる認証申請書と同時申請
ウ 流通・販売にかかる申請…流通計画書（様式流通1号）を添付
エ 追加許可申請

　　いずれかに○を記載してください

２ 受け入れ・使用枚数計画

～

～

～

～

認証票使用予定期間 … 年 10 月 20 日 ～ 年 8 月 31 日

※3自己印刷の場合の発注先

３ 品目ごとの使用枚数計画

４ 誓約

申請者 ○○○○部会　代表○○○○ 印

000-0000

平成○○ エコやまぐち認証票使用許可申請書

平成○○年　○○月　○○日

種別
合計

枚数 番号 枚数 枚数
自己印刷分（※3）斡旋申込分（※1）

希望番号
Ａ

50 50

6,000

（エコ100縦）

Ｂ
150

B-1000351

（エコ50縦）

Ｄ

400
（エコ100横）

Ｃ

（エコ50横）

YM005

種別 品目ごとの使用計画枚数（上段：品目、下段：使用枚数）

　○○印刷株式会社

平成26 平成27

Ａ
（エコ100縦）

Ｂ ほうれんそう

（エコ100横） 500
Ｃ 水稲（コシヒカリ） 水稲（ひとめぼれ） キャベツ ブロッコリー

（エコ50縦） 2,000 2,000 1,000 1,000
Ｄ

手元にお持ちの認証票でも、使用する品目の「認証通知」と「認証票使用許可通知」とを交付されるまで
は使用できませんので、ご注意ください。

（エコ50横）

250

なし

平成26年
〇月〇日

6,000

枚数
前年度よりの繰越在庫分

申込日

○○市大字○○100

000-000-0000 000-000-0000

　申請者及び使用者は、エコやまぐち農産物認証要綱及び関係規程に基づき、認証票を適正使用すること
を誓約します。

　生産者（○○○○部会）の代表

※1…予約申込している場合は申込枚数と申込日を、申込していない場合は「なし」と書くこと。なお、予
約申込がない場合、斡旋価格が高価になる可能性があります。

B-1000500

収穫時期の異なる（つまり認証時期
の異なる）複数品目で取り組む場合
は、この例のように年度の最初の認
証申請時の「認証票使用許可申請

平成26年度様式で新設 
 
生産者以外（例えばＪＡや販売
者）が申請者となれるよう変更 

記載漏れが多くみられます
ので、ご注意ください。 

平成26年度様式で新設 



様式認証票3号

年度

山口県農林水産部長　様

申請者 〒

住　所 ○○市○○二丁目10-20

氏名・名称（※１）

○○○○ 印

認証番号： H26-S000

TEL： FAX：

E-MAIL：

※１…組織、部会の場合は組織名と代表者名を記載

認証シール使用者との関係

　エコやまぐち認証票の使用実績を以下のとおり報告します。

認証票使用実績集計

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

認証票使用実績期間 … 年 10 月 20 日 ～ 年 8 月 20 日

自己印刷の場合の発注先 番号

認証票を使用した品目ごとの枚数

上段：品目、下段：使用枚数

000-0000

　　　使用者本人

平成○○ エコやまぐち認証票使用実績報告書

000-000-0000 000-000-0000

種別
受け入れ枚数 使用枚数 余剰枚数

繰越在庫 斡旋 自己印刷 枚数 番号 枚数 番号

Ａ

（エコ100縦）

Ｂ
1,000 900

B-0000001

（エコ100横） B-0000900

Ｃ
452 10,000 10,421 31

（エコ50縦）
Ｓ０３４

B-0001000

Ｓ０３４

100
B-0000901

（エコ50横）

　○○印刷株式会社 Ｓ０３４

平成26 平成27

Ｄ

種別
使用実績枚数

合計枚数

Ａ

（エコ100縦）

Ｂ しそ
900

（エコ100横） 900

Ｃ 水稲（ヒノヒカリ）

（エコ50縦） 10,421

Ｄ

（エコ50横）

平成○○年　○○月　○○日

10,421

平成26年度様式で新設 

認証通知の番号を記載する 



様式ＰＲ1号

年度 　エコやまぐちＰＲ申込書　（　新規・変更　）

山口県農林水産部長　様

申込者 〒

住　所

氏名・名称（※１）

　ＪＡ△△　○○○部会　代表○○○ 印

TEL： FAX：

E-MAIL：

※１…組織、部会の場合は組織名と代表者名を記載

生産者との関係

　エコやまぐちホームページでのＰＲを以下のとおり申し込みます。

公表内容

　非公表 ・ 公表希望内容（ ）

　非公表 ・ 公表希望内容（ ）

　なし・非公表・公表希望内容（ ）

　なし・非公表・公表希望内容（ ）

　なし・非公表・公表希望内容（ ）

　非公表・公表希望内容（ ）

生産しているエコ農産物と主な出荷先・販売店

自己紹介・一言ＰＲ

000-0000

　○○市○○111-1

0000-00-0000 0000-00-0000

平成○○

　平成○○年　○○月　○○日

生産者名称 　ＪＡ△△　○○○部会

住所 ○○市○○

電話番号

　　○○○部会の代表

ファックス

メールアドレス aaaa@bbb.ccc.jp

ホームページアドレス http://bbb.ccc.jp

ほ場所在地 ○○市大字□□、大字△△

品目 認証区分 主な出荷先や販売店 その他

○○ 100・50 ＪＡ△△、○○直売所、○○市内の各スーパー

100・50

100・50

100・50

　ＪＡ△△○○部会は平成〇〇年に全員エコファーマー認定を受け、環境負荷の低減に向けて化
学農薬・化学肥料削減栽培に取り組んでいます。
　ＪＡ△△の指導のもと皆で知恵を出し合いながら、ＧＡＰと循環型農業技術の導入に取り組
み、おいしい○○を安全な管理の基に作れるように頑張っています。
　△△市内のほとんどのスーパーで販売していますので、ぜひお買い求めください。
　昨年ホームページを開設しました。消費者との交流イベントも案内していますのでこちらもご
覧ください。

生産者、ほ場、農産物等の写真の掲載を希望する場合には、電子メールにて
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp　宛に件名を「エコやまぐちＰＲ申込」としてお送りください。

100・50

通常は「新規」。当該年度に提出し
た申込書に対し、内容の変更が生
じた時は「変更」とし、再提出 

平成26年度様式で新設 


