
04.【様式第１号】記入サンプル.xlsx

「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード」応募申請書（様式第１号）

*: 必須回答項目
番号 項目 設問 ご回答

1 応募者ご所属・部署・職(*) 一般社団法人○○協会

2 応募者ご氏名（*) 食産　太郎

3 応募者ご連絡先①（Eメール）(*) abc@edfghjk

4 応募者ご連絡先②（電話番号）(*) 011-xxx-xxxx

5 応募者ご連絡先③（住所）(*) 北海道札幌市○○区○○条○○丁目○○

6 応募者ご連絡先④（FAX） 011-yyy-yyyy

7 【自薦・他薦の区分】 自薦か他薦かの区分をご記入ください。 他薦

8 【応募商品名】 応募する商品名をご記入ください。(*) 自然のチカラで作った北海道のおいしい▲▲

9
【生産者／
　製造者（販売者）名称】

応募する商品について、受賞者候補となる生産者
又は製造者（OEM製造の加工食品の場合は販売
者も可）の名称(*)

※食品表示に記載されている名称でご記入くださ
い。

製造者：株式会社■■食品

9-01
【生産者／
　製造者（販売者）住所】

上記の生産者又は製造者／販売者の本社住所を
ご記入ください。

北海道○○郡○○町○○　○番○号

10
上記の事業者は北海道内に本社または事業所が
ありますか？(*)（選択式）

はい

11
上記の事業者が食品衛生法を遵守していることを
確認済みですか？(*)（選択式）

はい

12

※加工食品のみ。生鮮食品は「該当しない」を選
択。（選択式）

審査にあたり、サンプル商品（審査・展示用のパッ
ケージ2点以上、５名程度が試食できる分量の商
品サンプル）を無償で提供可能ですか？
（審査予定日：令和５年１月17日（火））

はい

13
この商品の生産地または最終加工地は北海道内
ですか？(*)（選択式）

はい

14
この商品は一般流通している食品ですか？(*)（選
択式）

はい

15 【商品概要】
応募する商品の概要をできるだけ簡潔にご記入く
ださい。（*)

※商品の特徴やセールスポイントが端的にわかるようにご記入ください。

「自然のチカラで作った北海道のおいしい▲▲」は、○○で獲れた新鮮な▲
▲を北海道の冷涼な気候を利用して乾燥させ、極限まで味を凝縮させた自
慢の逸品です。

16 【ゼロカーボンへの取組概要】
この商品の生産・製造の過程におけるゼロカーボ
ンへの取組の概要を、できるだけ簡潔にご記入く
ださい。（*）

※項目19番で該当するとした項目の取組内容について、できるだけご記入
ください。また、「ゼロカーボン・チャレンジャー登録事業所」「北海道地球温暖
化防止対策条例に基づく計画書等の提出事業者（任意での報告を含む）」で
ある場合には、その旨をご記載ください。

本商品は地元で獲れた材料を極力添加物を使わずに調味しており、その製
造過程においてはほとんどフードマイルが発生しません。また、食べやすく
カットした商品であることから、生食向けには規格外となる原料も積極的に
活用しています。■■食品は工場周辺の清掃や植林を行うなど環境保全にも
熱心に取り組んでおり、製造工程で使用する消耗品についてもリサイクル可
能なものはすべてリサイクルしているほか、営業車にEVを導入しており、従
業員全員が休憩時間の消灯などの省エネルギー活動にも取り組んでいます。
工場には、太陽光発電とノンフロン機器を導入。また、「自然のチカラで作っ
た北海道のおいしい▲▲」の仕上げには自然エネルギーを使用しているほ
か、下処理にはセンサーを使った自動処理機械を導入しており、ロス削減に
貢献しています。

17 【取組の参考資料】

上記の取組に関する参考資料の添付の有無につい
て教えてください。（資料は、原則として電子デー
タをメールで送付するか、下記にURLを記入する
ことにより共有願います。印刷物（パンフレット等）
の場合は、あらかじめ事務局にご連絡のうえ、郵送
でお送りください。）　（選択式）

添付資料あり

18 【取組の参考URL】
添付資料に代えて参照可能なインターネット上の
URLがある場合には、右にご記入ください。

http://www.abc.def/g/index.html

【応募者の情報】

【事業者条件チェック】
※選択式です。
※１点でも「いいえ」がある場
合は表彰の対象外となります
のでご注意ください。

【商品条件チェック】
※選択式です。
※１点でも「いいえ」がある場
合は表彰対象外となりますの
でご注意ください。

「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード」へのご応募にあたっては、以下の申請書に必要事項を記入の上

事務局（shokusan.contact@pref.hokkaido.lg.jp）までご送付ください。

なお、応募は自薦・他薦いずれも可とします。

※本書によりご提供いただいた個人情報につきましては、「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード」表彰事業の業務に使用するほか、その他の食関連産業の振興並びにゼロカーボン北海道

の推進に係る北海道の行政事務の参考にさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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番号 項目 設問 ご回答

19
【ゼロカーボンへの取組】
※審査対象となります。

19-01

〔原料〕原料や肥料・飼料等の地産地消に努め、
フードマイルの削減に取り組んでいる

該当する

19-02

〔原料〕廃棄ロス削減や規格外品の有効活用につな
がる原料（生鮮食品では肥料や飼料）を使用してい
る

該当する

19-03

〔原料〕商品に使用する資材（原料・肥料・飼料を含
む）について、温室効果ガスの削減につながるもの
を優先的に選択している

該当しない

19-04

〔生産・製造過程〕生産・製造者が事業者としての温
室効果ガス排出量の算定を行っている

該当しない

19-05

〔生産・製造過程〕生産・製造者が経営目標として具
体的な温室効果ガス排出量の削減目標を設定して
いる

該当しない

19-06

〔生産・製造過程〕生産・製造者が温室効果ガス削
減につながる環境保全に向けた取組を行っている

該当する

19-07

〔生産・製造過程〕生産・製造過程において必要な
消耗品・備品等の再利用やリサイクルに努めている

該当する

19-08

〔生産・製造過程〕生産・製造過程で使用する乗用
機械や機械設備等について、低公害な機械（EVそ
の他）の導入や燃費向上のための取組を行ってい
る

該当する

19-09

〔生産・製造過程〕この商品の生産・製造過程にお
いて作業方法や職場のルールの工夫により省エネ
ルギーにつながる取組を行っている

該当する

19-10

〔生産・製造過程〕この商品の生産・製造過程にお
いて廃棄ロス削減の工夫をしている

該当しない

19-11

〔生産・製造過程〕この商品の副産物である非可食
部分・未利用資源の有効活用に取り組んでいる

該当しない

19-12

〔生産・製造過程〕この商品の生産・製造拠点等で
再生可能エネルギー[太陽光、バイオマス、地中熱、
温泉熱、風力など]の採用を進めている

該当する

19-13

〔生産・製造過程〕この商品の生産・製造過程にお
いてICTの活用、スマート化、ＤＸ推進などに取り
組み、生産性の向上を図っている

該当する

19-14

〔生産・製造過程〕この商品の生産・製造拠点等でノ
ンフロン機器を導入している

該当する

19-15

〔生産・製造過程〕この商品の生産・製造拠点等で
廃熱回収に取り組んでいる

該当しない

19-16

〔商品企画〕この商品の生産・製造にあたり、雪氷な
どの自然冷熱の利用など、地域特性を利用したエ
ネルギー消費削減の工夫をしている

該当する

19-17

〔商品企画〕気候変動の影響によりこれまで道内で
生産されていなかった生鮮食品や、それらを原材
料とした加工食品を商品化し、ビジネス機会として
いる

該当しない

19-18

〔商品企画〕賞味期限延長に向けた商品の工夫をし
ている

該当しない

19-19

〔商品企画〕鮮度保持や賞味期限延長につながる
包材等を採用している

該当しない

19-20

〔商品企画〕消費者向けにカーボンフットプリントを
表示している

該当しない

19-21

〔出荷〕生産・製造者側で、出荷に伴う輸送時の
Co2排出量削減の工夫（梱包、配送方法、その他）
を行っている

該当しない

19-22

〔出荷〕商習慣（１/３ルールや納品期限の緩和など）
による廃棄ロス削減に生産・製造者側から取り組
んでいる

該当しない

19-23

〔その他〕その他、上記のいずれにもあてはまらな
いゼロカーボンに貢献する取組を行っている

該当しない

下記の取組例の中に、今回応募する商品の生産・製造の過程において該当すると考えられるものがありましたら、各項目の右の
欄で「該当する」を選択してください。

※各項目の選択にあたっては、別シートの参考資料もご参照ください。
※本設問への回答結果により、本事業の審査における「基礎点」を算出します。ご不明の点がございましたら、事務局へご確認く
ださい。

2/3



04.【様式第１号】記入サンプル.xlsx

番号 項目 設問 ご回答

20
今回応募する商品の生産者又は製造者（販売者）
に、ゼロカーボンや環境経営に関連する他の受賞
歴がありましたら、ご記入ください。

特になし
（北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞や北海道ゼロ・エミ大賞、国の
気候変動アクション環境大臣表彰などの受賞歴があれば記載願います。）

21
商品紹介Webサイトがある場合は、URLをご記入
ください。

http://www.abc.def/g/products.html

22

応募する商品に、他の賞の受賞歴やマスコミでの
掲載情報、ネット上の消費者評価などの商品の魅
力が伝わる追加情報があればご記入ください。
（資料添付でも可。ネット上の記事の場合はURLで
可）

通販大手A社「おすすめベストバイ」３位（2019年）に入選

23 その他、商品のアピールを自由にご記入ください。

■■食品は小さな会社ですが、環境を意識した持続的な経営に取り組んで
おり、また今回推薦する「自然のチカラで作った北海道のおいしい▲▲」は、
北海道の素材の良さを活かした良質な商品です。飽きのこない味わい深さ
をもち、しかも環境にもやさしいこの商品を是非全国の皆様に知っていただ
きたく、今回推薦させていただきました。

24 商品の主な原材料とその産地をご記入ください。 ▲▲（北海道○○町産）

25
商品の保存方法で該当するものを選択してくださ
い。（選択式）

常温

26 商品の税込価格を半角数字でご記入ください。 3000円(税込み)

27
商品の内容量を単位を添えてご記入ください。（自
由記述）

200g

28
この商品は、現在北海道どさんこプラザで販売し
ていますか？（選択式）

わからない

29 この商品の主な販売場所をご記入ください。 地元土産物店、ネット通販、一部百貨店等

【商品仕様及び販路】

【商品PR情報】
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