
 

 

 記者発表資料（６）                      福 島 市  
 

令和２年１１月２６日 

 

スイーツで福島ブランドを発信！ 

②  「ふくしまスイーツ・プレミアム」認証制度応募スイーツを募集！ 
 

 福島市産農産物等を活用した「おいしい！」「誰かにおすすめしたくなる！」スイーツを

ブランド産品「ふくしまスイーツ・プレミアム」として認証し、認証した商品を使って福島

市の魅力を発信していきます！ 

 なお、一般の皆様からの推薦も受け付けしますので、ぜひご応募ください！ 

記 

１ 対象商品  「福島市らしさ」「プレミアム感」を感じさせる一般に販売するスイーツ 

（洋菓子、焼き菓子、和菓子等のお土産品の他、パフェなどのイートイン 

商品も含む。） 

 

２ 応募資格  福島市産農産物等を活用したスイーツを製造・販売する事業者 

 

３ 応募締切  【自 薦】令和３年２月１２日（金） 

        【他 薦】令和３年１月１５日（金） 

 

４ 応募方法  市ホームページからオンライン申請 

  

５ 認証のメリット  

① 認証品に貼付するブランドマークのデータ又はシールを提供します。 

② 市が認証品紹介サイトへ掲載するなど、積極的にＰＲします。 

③ 市で、トップセールスやイベントに使用します。 

 

６ 結果発表  令和３年３月（予定） 

 

７ その他   ・詳細は、別紙「ふくしまスイーツ・プレミアム認証応募の手引き」のと 

         おり。 

        ・推薦した商品が認証された場合、推薦いただいた方には抽選で認証品等 

         をプレゼントします。 

 

  

 

 

 

 

 

 
担当：産業雇用政策課 産業政策係 

   課長 松崎、係長 菊地 

   電話024-515-7746（直通） 



ふくしまスイーツ・プレミアム認証応募の手引き 

 

 

１． ふくしまスイーツ・プレミアム認証制度とは 

 福島市内で生産された農作物を活用した魅力あるスイーツを選定し、 

ふくしまスイーツ・プレミアム商品として認証し、積極的に発信することで 

新産業の創出と地域活性化を目指します。 

 

２． 対象商品 

福島市産農産物等を活用したスイーツ 

（洋菓子、焼き菓子、和菓子等のお土産品の他、イートイン商品も含む。） 

 （例）ケーキ、パフェ、大福、マドレーヌ、チョコレート等 

 

３． 応募資格 

自薦・他薦を問いません。 

自薦する方及び推薦を受ける方は下記の全てに該当する事業者又は個人事業主の方

（以下、「事業者等」という。）とします。 

① 福島市産農産物等を活用したスイーツを製造・販売する事業者等。 

※事業所等の所在地は市内・市外を問いません。 

② 認証の対象となる商品の製造、販売等について法令を遵守していること。 

③ 認証の対象となる商品への第三者からの要望、苦情等に対する処理体制が確立

されていると認められること。 

※推薦をする方は個人・団体を問わずどなたでも構いません。 

 

４． 募集期間 

【自薦（事業者本人からの応募）の場合】 

令和２年１１月２６日（木）～令和３年２月１２日（金） 

【他薦の場合】 

令和２年１１月２６日（木）～令和３年１月１５日（金） 

※他薦の場合、事業者等へ連絡をとる必要があることから、募集期間が短くなってお

りますのでご注意願います。 

※推薦した商品が認証を受けた場合、推薦いただいた方の中から抽選でふくしまスイ

ーツ・プレミアムオリジナルグッズ又は認証品等をプレゼントします。当選の通知は、

発送をもって代えさせていただきます。（景品は変更になる場合があります。） 

 

吾妻山の雪うさぎをホイッ
プクリームで表現したブラ
ンドマークです。 
 



 

５． 認証のプロセス 

自薦又は他薦により申請を受付け、ふくしまスイーツ・プレミアムブランド認証委員

会による審査を経て、市長が認証を行います。（推薦があった場合は、推薦された事

業者等へ市より連絡を取り、認証制度への応募を依頼します。） 

認証した場合は、事業者等に対して認証書を交付します。認証されなかった場合は、

事業者等に対してその旨をお知らせします。 

 

６． 審査方法 

１次選考：申請書類による書類選考を行います。 

最終選考：商品の実食による味・見た目・価格等に関する審査を行います。 

       ※最終選考にあたっては、商品の提供をいただきます。 

７． 認証基準 

別紙「ふくしまスイーツ・プレミアム認証基準」をご覧ください。 

 

８． 認証のメリット 

① 認証品に貼付するブランドマークのデータ又はシールを提供します。 

② 市が認証品紹介サイトへ掲載するなど、積極的にＰＲします。 

③ 市で、トップセールスやイベントに使用します。（商品特性による。） 

 

９． 応募方法 

・福島市オンライン申請 

福島市公式ホームページから申請様式等をダウンロードし、入力のうえオンライン

申請フォームよりご申請ください。 

 

（１） 申請書類 

  【自薦（事業者本人からの応募）の場合】 

① ふくしまスイーツ・プレミアム認証申請書（様式第１号） 

② ふくしまスイーツ・プレミアム認証申請調書（様式第２号） 

③ 申請品の写真、カタログ等 

④ 申請品の原材料に本市産農産物等を使用していることがわかる書類(納品書

等) 

⑤ その他市長が必要と認める書類 

 

【他薦の場合】 

① ふくしまスイーツ・プレミアム認証推薦書（様式第３号） 



② 推薦商品の写真、カタログ等 

 

（２）注意事項 

① 申請書に記載されている内容に基づき審査を行いますので、ふくしまスイー

ツ・プレミアム認証申請調書は、詳しく記入してください。 

② 申請書類は返却しません。 

③ 市より、認証品の販売実績等について報告を求めることがあります。 

 

１０． 認証後の注意事項 

・認証商品の内容等に変更があった場合は、変更申請書の提出が必要です。 

    ・以下の場合は、ふくしまスイーツ・プレミアム認証を取り消すことがあります。 

① 認証を受ける要件、資格を欠くに至ったとき。 

② 認証基準に適合しないと認められたとき。 

③ 虚偽の申請により認証を受けたとき。 

④ 認証品の生産、製造又は販売を廃止または１年以上中止したとき。 

⑤ その他、制度の運用に支障を来す行為があったとき。 

    ※詳しくは、ふくしまスイーツ・プレミアム認証要綱をご確認ください。 

 

１１． お問い合わせ先 

    〒960-8601 福島市五老内町３番１号 

福島市 商工観光部 産業雇用政策課  TEL：０２４－５１５－７７４６ 



ふくしまスイーツ・プレミアム認証基準 

 

ふくしまスイーツ・プレミアム認証要綱（令和２年 11 月 26 日施行）第８条第１項の規定によ

るふくしまスイーツ・プレミアム認証基準を次のとおり定める。 

 

（審査項目） 

第1 審査項目は次のとおりとする。 

(1) 味覚 

・「プレミアム感」を感じる味（香り・食感含む）か。 

(2) 視覚 

・「プレミアム感」を感じる見た目か（商品本体・パッケージ含む）。（かわいい、おしゃれ等） 

(3) 市場性 

・品質に見合った価格が設定されているか。 

（4）将来性 

・安定的な販売体制が整っているか。 

・商品に対する今後の事業展開に意欲的か。（販売促進に関する取組みや計画があるか。） 

（5）地域性 

・商品名や商品に込めた思いなど、福島市に関する物語性を有しているか。 

・福島市のイメージ向上につながるか。 

 

（審査方法） 

第 2 認証基準に基づく審査取扱方針は次のとおりとする。 

・審査は、１次審査（書類審査）及び最終審査（実食審査）にて実施する。 

・各委員は、別表１「ふくしまスイーツ・プレミアム認証審査票」をもとに審査し、その総合得点の

平均が７０点以上のものをふくしまスイーツ・プレミアム認証品として認証する。 

 

  附則 

この基準は、令和２年 11 月 26 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表１） 

ふくしまスイーツ・プレミアム認証審査票 

申請商品名：                 

審査年月日：     年   月   日 

 

項目 評価 

（○をつけてください。） 

係数 小計

（点） 

味覚 
・「プレミアム感」を感じる味（香り・

食感含む）か。 

５・４・３・２・１ 

 

×5  

視覚 
・「プレミアム感」を感じる見た目

か（商品本体・パッケージ含む）。 

５・４・３・２・１ ×5 
 

市場性 
・品質に見合った価格が設定され

ているか。 

５・４・３・２・１ ×4  

将来性 

・安定的な販売体制が整っている

か。 

・商品に対する今後の事業展開に

意欲的か。（販売促進に関する取

組みや計画があるか。） 

５・４・３・２・１ ×3  

地域性 

・商品名や商品に込めた思いな

ど、福島市に関する物語性を有し

ているか。 

・福島市のイメージ向上につなが

るか。 

５・４・３・２・１ ×3  

合計 点 

【所見】 

 

 

 

 

 

 

※太枠の中を記入してください。 



問い合わせ先／福島市 産業雇用政策課 TEL 024-515-7746

認証品にブランドマークを

表示できます！

●対象商品●

福島市産農産物等を
活用したスイーツ

※スイーツのジャンルは問いません。
(和菓子、洋菓子、焼き菓子等のお土産品の他、
パフェなどのイートイン商品を含む。)

※福島市産農産物を原材料に含む加工品を使
用したスイーツを含みます。

※一般に販売するものに限ります。

●募集期間●

【自薦（事業者本人からの応募）】
令和３年２月１２日(金)まで

【他薦】
令和３年１月１５日(金)まで

※応募種別によって募集期間が異なりますので
ご注意ください。

●応募方法●

福島市ホームページ
又は下記ＱＲコードから
オンライン申請

※応募種別によって申請先
が異なりますので、ご注意
ください。

●応募資格●

【自薦（事業者本人からの応募）】

福島市産農産物等を活用したス

イーツを製造・販売する事業者
(市内･市外問わず。)

【他薦】

どなたでも (市外の方も応募できます！)

福島市産農産物等を活用した魅力的
なスイーツを福島ブランド「ふくし
まスイーツ・プレミアム」として認
証します。認証を受けた商品は、市
が積極的にＰＲしていきます。

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▲吾妻山の雪うさぎをホイップクリームで表
現したデザインになっています。


