
様式第２号（第４条関係） 

 

宮城県グリーン製品認定申請書 

 

平成○○年○月○日   

 

宮城県知事       殿 

〒○○○－○○○○ 

住所 仙台市青葉区本町○丁目○番○号 

氏名 株式会社みやぎ     

   代表取締役 宮城 健 

（法人にあっては，名称及び代表者名） 

電話番号  022-211-×××× 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  022-211-×××× 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.0000.000.00/ 

担当者所属 製造部品質管理係 

職・氏名  係長 宮城 次郎 

電話番号  022-222-×××× 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  022-222-×××× 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ    aabbcc@dd.ee.ff 

 グリーン購入促進条例第１４条第３項の規定により，下記製品について宮城県グリーン製品

として認定を受けたいので，関係書類を添えて次のとおり申請します。 

申請者区分 ■製造物責任法第２条第３項第１号（製造業者） 

□製造物責任法第２条第３項第２号（表示製造業者） 

□製造物責任法第２条第３項第３号（実質的表示製造業者） 

県内事業所 (名称) 株式会社みやぎ 仙台工場 

(所在地)〒○○○-○○○○  仙台市○○区○○町○丁目○番○号     
(電話番号) 022-222-××××  (ﾌｧｸｼﾐﾘ番号) 022-222-×××× 

申
請
製
品 

名称 ○○○○○○（具体の製品名を記載） 

概要 

製品の○○部に廃プラスチックを○○％利用した○○用材です。JIS○○○○に適

合した製品であり、○○部に使用することができます。なお，製品には○色と○色

の２種類があり、景観的調和を図ることができます。 

用途 ○○用材  ｢エコマーク類型№131 土木製品｣に該当 

環境配慮事項

及びその科学

的根拠 

□環境汚染物質等の使用・排出削減   □省資源・省エネルギー  

□天然資源の再生可能な利用   □長期使用可能   □再使用可能 

■リサイクル可能   ■循環資源の使用   □処理・処分容易 

□その他（                                ） 

(具体の内容及び科学的根拠) 

・廃プラスチック類を製品重量の○○％使用している製品です。(別紙｢原料混合割合表｣

を参照) 

･使用済となった製品は､破砕してリサイクルすることが可能です。(別紙｢リサイクル方

法に関する資料｣を参照) 

(第１面)

(記載例：廃プラスチック類リサイクル製品の場合) 

※申請の手引きの｢Ⅲ 申請書記入の際の留意事項について｣(p3)及び「Ⅳ 添付書類について」(p5)をよくご確認のうえ記入願います。



申
請
製
品 

産業財産権 有 ・ 無 販売適用法令 有 ・ 無

品質に関する

規格 

・JIS○○○○○の○○強度○○以上を有する。 

・○○設置基準(○○協会)の○○性能を有しています。 

品質管理体制 
・別紙の製造工程における「品質管理及び品質管理の様式」のとおり。 

・JIS○○○○○の○○強度：○回／年，寸法検査：○○ロット毎など 

品質に関する規

格及び品質管理

体制に関する情

報の提供方法 

製品カタログ，当社ホームページへの掲載，仕様書等への記載 

販売時の 

形態・仕様 
現場車上渡し，店頭渡し(その他図面等がある場合は別紙として添付願います。)

小売希望価格

(円)／小売単位 
円(税込)／本(複数ある場合は､「価格表」を別紙として添付願います。)

販売方法 
直接販売及び別紙「代理店」による販売 

代理店：㈱○○○○ ℡022-233-××××  FAX022-233-×××× 

申請日の属する

事業年度前３年

の各事業年度の

販売実績 

別紙「事業年度毎の販売実績一覧表」のとおり。 

循環資源を使用している場合 

循環資源使用割合（％） 

（全循環資源使用重量／製品重量） 
〔参考記入例：顔料，ボルト，ナット，ワッシャー 

等の金具重量を除く〕 

  ９０％ （ 1,350g  ／  1,500g ） 
(製品規格が複数ある場合には、別紙として｢循環資 

源使用割合｣を添付願います。) 

循環資源の種類 
発生場所 

（都道府県） 

県内発生循環資源使用割合(％) 

(県内発生循環資源使用重量 

／全循環資源使用重量) 

県内発生循環

資源年間使用

重量(ｔ) 

廃プラスチック類 宮城県，○○県 ８０％（ 1,080g ／ 1,350g ） ７.２ｔ 

     ％（    ／    ）  

     ％（    ／    ）  

  ％（    ／    ）  

     ％（    ／    ）  

     ％（    ／    ）  

(第２面)



製造(加工)事業所 

【製造又は加工の工程】 

（工程に係る簡潔な解説を付したフロー図で記載し，製造(加工)事業所の名称を併記すること。） 

 記入例） 

              

         

 

 

 

                       

 

製造(加工)事業者 製造(加工)事業所名称 製造(加工)事業所所在地 

株式会社みやぎ 株式会社みやぎ 仙台工場 仙台市○○区○○町○丁目○番○号 

   

   

   

   

（注） 記入内容が多い場合は，別紙として添付すること。 

(第３面)

原材料搬入 
（フレコンバッグ） 

原材料投入 
（投入器・混合機） 

押出成型 
（押出成型機）

・フレコンバッグを所定の場所へ原材料の種類毎に保管。(表示板掲示)  

・搬入検査：搬入量やロット番号等を搬入時に管理表及び作業日報に記入｡ 

(別紙様式○により) 

・混合割合などを管理表及び作業日報に記入。(別紙様式○により)   

・○○○℃で押出成型を行う。               

冷却・成型 
（冷却槽） 

・水槽で強制冷却を行う。               

切断 
（切断機） 

・規定の寸法でカットを行う。               

検査 ・外観・寸法検査を 1／100 本当たりで行い，検査シート及び品質管理表 

に記入。(別紙様式○により)               

出荷 



添付書類等 

 

１ 申請に係る環境物品等（３０cm3程度のサンプル品） 

２ 申請に係る環境物品等のカタログ用写真（電子データ） 

３ 宮城県内事業所の地方税法に基づく法人設置届出書の写し，又は法人県民税若しくは法人

事業税の納税証明書 

４ 申請者の環境に関する法律又は条例の不利益処分に関する自認書 

５ 申請者の産業財産権及び物品等の販売に適用される法令(条例を含む。)に関する自認書 

６ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可を要する場合は，許可書の写

し 

７ グリーン購入促進条例第１９条各号に規定する遵守事項に関する誓約書 

８ 品質に関する規格及び品質管理体制の情報提供に関する同意書 

９ 申請に係る環境物品等の製造又は加工の委託先の確認事項に関する申請者の自認書 

10 製造(加工)を委託している場合は，製造(加工)受託事業者との製造(加工)委託契約書の写

し 

11 環境配慮基準に適合していることを証する書面 

12 性能基準に適合していることを証する書面 

13 申請に係る環境物品等が循環資源を使用して製造（加工）された場合，循環資源の発生場

所を証する書面 

14 申請に係る環境物品等のカタログ類 

15 会社案内・パンフレット類 

16 製造(加工)事業所付近の見取図 

17 製品の設計図書がある場合は，その写し 

18 その他知事が必要と認める書類 

 

(第４面)

画像サイズは， 

1600×1200 ﾋﾟｸｾﾙ 

程度で。 

参考様式１で。 参考様式２で。

参考様式３で。 

参考様式４で。 

委託先がある

場合は，参考

様式５･６･７

で。 

ＣＡＤ図面等があれ

ば添付願います。 

住宅地図等を添

付願います。

「申請の手引き」p6 の

18 項の（１）と（２）を

指しています。 



様式第２号（第４条関係） 

 

宮城県グリーン製品認定申請書 

 

平成○○年○月○日   

 

宮城県知事       殿 

〒○○○－○○○○ 

住所 仙台市青葉区本町○丁目○番○号 

氏名 株式会社みやぎ     

   代表取締役 宮城 健 

（法人にあっては，名称及び代表者名） 

電話番号  022-211-×××× 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  022-211-×××× 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.0000.000.00/ 

担当者所属 製造部品質管理係 

職・氏名  係長 宮城 次郎 

電話番号  022-222-×××× 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号  022-222-×××× 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ    aabbcc@dd.ee.ff 

 グリーン購入促進条例第１４条第３項の規定により，下記製品について宮城県グリーン製品

として認定を受けたいので，関係書類を添えて次のとおり申請します。 

申請者区分 ■製造物責任法第２条第３項第１号（製造業者） 

□製造物責任法第２条第３項第２号（表示製造業者） 

□製造物責任法第２条第３項第３号（実質的表示製造業者） 

県内事業所 (名称) 株式会社みやぎ 仙台事業所 

(所在地)〒○○○-○○○○  仙台市○○区○○町○丁目○番○号     
(電話番号)  022-222-××××  (ﾌｧｸｼﾐﾘ番号) 022-222-×××× 

申
請
製
品 

名称 ○○○○○○（具体の製品名を記載） 

概要 

県内製材所から発生した広葉樹の樹皮と牛ふんを混合し、○ヶ月発酵させたバー

ク堆肥です。肥料取締法の特殊肥料として登録されています。また、○○協会のバ

ーク堆肥の品質基準にも適合しており、○○材として広く利用されています。 

用途 農業・造園用土壌改良材，厚層基材吹付用生育基盤材 

環境配慮事項

及びその科学

的根拠 

□環境汚染物質等の使用・排出削減   □省資源・省エネルギー  

□天然資源の再生可能な利用   □長期使用可能   □再使用可能 

□リサイクル可能   ■循環資源の使用   □処理・処分容易 

□その他（                                ） 

(具体の内容及び科学的根拠) 

・樹皮や牛ふんといった循環資源のみを使用した製品です。(別紙｢原料混合割合表｣ 

を参照) 

 

(第１面)

(記載例：バーク堆肥の場合) 

※申請の手引きの｢Ⅲ 申請書記入の際の留意事項について｣(p3)及び「Ⅳ 添付書類について」(p5)をよくご確認のうえ記入願います。



申
請
製
品 

産業財産権 
有 ・ 無 

販売適用法令 有 ・ 無 

(｢有｣の場合の法令名) 肥料取締法 

品質に関する

規格 
○○協会が定める「バーク堆肥の品質基準」 

品質管理体制 
別紙の製造工程における「品質管理及び品質管理の様式」のとおり。 

バーク堆肥の品質基準：○回／年，水分・ph 測定：○ヶ月後 

品質に関する規

格及び品質管理

体制に関する情

報の提供方法 

製品カタログ，当社ホームページへの掲載，肥料取締法に基づく表示 

販売時の 

形態・仕様 

４０㍑(ポリ袋／18kg)，1,000 ㍑(フレコン／500kg) 

現場車上渡し，店頭渡し 

小売希望価格

(円)／小売単位 

４０㍑(ポリ袋／18kg)：○○○円(消費税込) 

1,000 ㍑(フレコン／500kg)：○,○○○円(消費税込) 

販売方法 
直接販売及び別紙「代理店」による販売 

代理店：㈱○○○○ ℡022-233-××××  FAX022-233-×××× 

申請日の属する

事業年度前３年

の各事業年度の

販売実績 

別紙「事業年度毎の販売実績一覧表」のとおり。 

循環資源を使用している場合 

循環資源使用割合（％） 

（全循環資源使用重量／製品重量） 

 

 １００％ （  １８kg  ／  １８ｋg   ）

循環資源の種類 
発生場所 

（都道府県） 

県内発生循環資源使用割合(％) 

(県内発生循環資源使用重量 

／全循環資源使用重量) 

県内発生循環

資源年間使用

重量(ｔ) 

広葉樹皮 宮城県，○○県 ９０％（ 6,300t ／ 7,000t ） 6,300ｔ 

 牛ふん 宮城県 １００％（3,000t ／ 3,000t ）   3,000 t 

     ％（    ／    ）  

  ％（    ／    ）  

     ％（    ／    ）  

     ％（    ／    ）  

(第２面)



製造(加工)事業所 

【製造又は加工の工程】 

（工程に係る簡潔な解説を付したフロー図で記載し，製造(加工)事業所の名称を併記すること。） 

 記入例） 

              

         

 

 

 

                       

 

製造(加工)事業者 製造(加工)事業所名称 製造(加工)事業所所在地 

株式会社みやぎ 株式会社みやぎ 仙台事業所 仙台市○○区○○町○丁目○番○号 

   

   

   

（注） 記入内容が多い場合は，別紙として添付すること。 

(第３面)

バーク(広葉樹皮) 堆積屋外保管 

【㈱○○製材所より搬入】 

（原料置場：別紙平面図①） 

混  合 

（ホイールローダー） 

・バケット容量(山積容量)V=0.8m3級の油圧ショベルを使用し，○ヶ月 

に○回切り返しを行う。（発酵・切り返し場所：別紙平面図④） 

・切り返しを行った日は，作業日報に記入を行う｡(別紙様式○により) 

・バケット容量 V=2.0m3級のホイールローダーを使用し，バーク○杯(重

量比 70%，容積比○○%)に対し，牛ふんを○杯(重量比 70%，容積比○○%)

加え混合を行う。（混合場所：別紙平面図③） 

選  別 

（篩 機） 

・12mm ﾒｯｼｭの回転篩機を通しサイズ調整を行う。(場所：別紙平面図⑥） 

・オーバーサイズは再び熟成・切り返し場所へ。 

計量・袋詰 

（自動計量･袋詰機） 

牛ふん 

【自社牛舎より搬入】 

（原料置場：別紙平面図②） 

発酵・切り返し 

【発酵期間：○ヶ月】 

（油圧ショベル） 

熟成・切り返し 

【熟成期間：○ヶ月】 

（油圧ショベル） 

← 熟成状況等の判断を水分及びｐｈ測定で行う。品質管理表に記入｡(別紙様式○により)

・バケット容量(山積容量)V=0.8m3級の油圧ショベルを使用し，○ヶ月 

に○回切り返しを行う。（熟成・切り返し場所：別紙平面図⑤） 

・切り返しを行った日は，作業日報に記入｡(別紙様式○により) 

・自動計量・袋詰機で 18kg 及び 500kg 詰めを行う。(場所：別紙平面図⑥）

・18kg 詰めは，出荷まで別紙平面図⑦の施設で屋内保管。 

・500kg 詰めは，出荷まで別紙平面図⑧の屋外でシートを被せ保管。  

オ
ー
バ
ー
サ
イ
ズ
戻 



添付書類等 

 

１ 申請に係る環境物品等（３０cm3程度のサンプル品） 

２ 申請に係る環境物品等のカタログ用写真（電子データ） 

３ 宮城県内事業所の地方税法に基づく法人設置届出書の写し，又は法人県民税若しくは法人

事業税の納税証明書 

４ 申請者の環境に関する法律又は条例の不利益処分に関する自認書 

５ 申請者の産業財産権及び物品等の販売に適用される法令(条例を含む。)に関する自認書 

６ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可を要する場合は，許可書の写

し 

７ グリーン購入促進条例第１９条各号に規定する遵守事項に関する誓約書 

８ 品質に関する規格及び品質管理体制の情報提供に関する同意書 

９ 申請に係る環境物品等の製造又は加工の委託先の確認事項に関する申請者の自認書 

10 製造(加工)を委託している場合は，製造(加工)受託事業者との製造(加工)委託契約書の写

し 

11 環境配慮基準に適合していることを証する書面 

12 性能基準に適合していることを証する書面 

13 申請に係る環境物品等が循環資源を使用して製造（加工）された場合，循環資源の発生場

所を証する書面 

14 申請に係る環境物品等のカタログ類 

15 会社案内・パンフレット類 

16 製造(加工)事業所付近の見取図 

17 製品の設計図書がある場合は，その写し 

18 その他知事が必要と認める書類 

 
 

(第４面)

画像サイズは， 

1600×1200 ﾋﾟｸｾﾙ 

程度で。 

参考様式１で。 参考様式２で。

参考様式３で。 

参考様式４で。 

委託先がある

場合は，参考

様式５･６･７

で。 

ＣＡＤ図面等があれ

ば添付願います。 

住宅地図等を添

付願います。

「申請の手引き」p6 の

18 項の（１）と（２）を

指しています。 


