
 

「かわさきスポーツアンバサダー」認証制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、スポーツ競技活動において良好な成績等を収めるとともに、地域活動にも

積極的に取組むスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。以下同じ。）又はスポーツ選手の

所属団体を認証することにより、本市を拠点にしたスポーツ競技活動及び地域活動に係る取組

を促進し、地域全体が一丸となり、誰もがスポーツに参加し、スポーツの楽しさを味わうこと

のできる「スポーツのまち・かわさき」を推進するため、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 「かわさきスポーツアンバサダー」認証（以下「認証」という。）の対象者は、次の

各号のいずれにも該当するスポーツ選手又はスポーツ選手の所属団体とする。 

(1) 本市を拠点にしたスポーツ競技活動を実施し、かつ、国際・国内大会等における良好な成

績・記録等の実績を有していること。 

(2) 本市の区域内において、住民の参加及び交流の促進又は安全・安心なまちづくりの推進等

が図られる地域活動を実施していること。 

（申請） 

第３条 認証を受けようとするスポーツ選手又はスポーツ選手の所属団体の代表者（以下「認証

申請者」という。）は、「かわさきスポーツアンバサダー」認証申請書（第１号様式。以下「申

請書」という。）及び「かわさきスポーツアンバサダー」認証評価項目（第２号様式。以下「評

価項目」という。）に、その他認証を受ける上で必要な書類を添えて、市が定める認証申請期

間内に、市長に申請するものとする。 

（認証要件） 

第４条 認証する要件（以下「認証要件」という。）は、次の各号のいずれにも該当すること

とする。 

(1) 競技活動に係る評価項目のうち必須要件の項目をすべて満たしていること。 

(2) 地域活動に係る評価項目を１つ以上満たしていること。 

(3) かわさきスポーツパートナー等設置要綱（２４川市ス第４６３号平成２５年１月３１日市

民・こども局長決裁）に規定するかわさきスポーツパートナー又はかわさきトップアスリー

ト以外のものであること。 

(4) 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第２条第１号に規定する暴力団、

同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する

暴力団経営支配法人等又は第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる

者でないこと。 

(5) 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は第２項

に規定する行為をしている者ではないこと。 



 

(6) その他関係法令等に違反する重大な事実がないこと又は社会通念上認証するにふさわしく

ないと判断される事由がないこと。 

（調査） 

第５条 市長は、申請書及び評価項目を受理したときは、第４条に規定する認証要件を確認する

ために必要な調査をすることができるものとする。 

２ 市長は、前項の調査のため必要があるときは、認証申請者及び関係者等に対し、聞き取り調

査又は現地調査を実施するほか、活動状況がわかる書類等の提出を求めることができるものと

する。 

（審査委員会） 

第６条 市長は、申請書及び評価項目を受理したときは、「かわさきスポーツアンバサダー」認

証審査委員会（以下「審査委員会」という。）に審査を行わせることができるものとする。 

２ 審査委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

３ 市民文化局長は、委員長を務め、必要に応じて委員会を招集する。 

４ 審査委員会の庶務は、市民文化局市民スポーツ室において処理する。 

（認証手続） 

第７条 審査委員会は、申請書、評価項目及び第５条の規定に基づく調査の結果に基づき、審査

を行うものとする。 

２ 市長は、審査委員会の審査結果を踏まえ、認証の可否を決定する。 

３ 市長は、認証の可否を決定したときは、速やかに、認証申請者にその結果を「かわさきスポ

ーツアンバサダー」認証結果通知書（第３号様式）により通知し、認証を決定した認証申請者

に「かわさきスポーツアンバサダー」認証書（第４号様式）を交付する。 

（認証の有効期間） 

第８条 認証の有効期間は、認証した日から起算して３年間とする。 

（更新） 

第９条 第３条から第７条までの規定は、認証の更新について準用する。 

（認証者への支援） 

第１０条 市長は、第７条第３項の認証を決定した認証申請者（以下「認証者」という。）に対し

て、次に掲げる支援を行うものとする。 

(1) 認証者が「かわさきスポーツアンバサダー」と称することができること。 

(2) 市のホームページ等を活用し、認証者のスポーツ競技活動及び地域活動に係る広報支援を

行うこと。 

(3) 認証者の地域活動の支援に資すること。 

  



 

（取組状況の把握） 

第１１条 市長は、認証後の取組状況を把握するため、必要に応じて、認証者に対し、聞き取り

調査又は現地調査を実施するほか、取組状況がわかる書類等の提出を求めることができるもの

とする。 

（変更・辞退の届出） 

第１２条 認証者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更が生じた日から３０日以

内に、「かわさきスポーツアンバサダー」認証者変更届出書（第５号様式）を市長に届け出なけ

ればならない。 

(1) 氏名・名称 

(2) 代表者の氏名（スポーツ選手の所属団体に限る。） 

(3) 住所・所在地 

２ 認証者は、第４条に規定する認証要件を満たさなくなったとき又は認証の継続の意思がない

ときは、速やかに、「かわさきスポーツアンバサダー」認証辞退届出書（第６号様式）を市長に

届け出なければならない。 

（認証の取消し） 

第１３条 市長は、認証者が第４条に規定する認証要件を満たさないことが明らかになったとき、

前条第２項の規定による辞退の届出があったとき又は認証者として適当でないと認めるとき

は、認証を取消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定に基づき、認証を取消すときは、その理由を付して、認証者に通知する

ものとする。 

３ 認証者は、認証の取消しを受けたときは、速やかに、「かわさきスポーツアンバサダー」認証

書を市長に返納しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

 

別表（第６条関係） 

委員長 市民文化局長 

委員 総務企画局シティプロモーション推進室長 

委員 市民文化局市民スポーツ室長 

委員 市民文化局コミュニティ推進部長 

 



第１号様式（第３条関係）

年　　月　　日

「かわさきスポーツアンバサダー」認証申請書

（宛先）川崎市長

　「かわさきスポーツアンバサダー」認証制度実施要綱第３条の規定により、次のとおり申請します。

〒

ホームページURL

□ 本制度の認証手続については「かわさきスポーツアンバサダー」認証制度実施

要綱（以下「要綱」という。）の定めに従います。

□ 申請書の記載内容に相違がなく、市ホームページ上で、氏名・名称等（代表者

役職・氏名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報を除く。）

が公開されることに同意します。

□ 要綱第４条に規定する認証要件を満たさなくなった場合、川崎市に報告する

こと、また、要綱第１３条に該当する認証の取消しとなることに同意します。

□ 川崎市が要綱第５条に規定する調査を行うことに同意します。

□ 認証書は認証したことを示す書類であり、権利義務等を証明する書類には該当

しないことに同意します。

□ 申請事項に間違いがなく、虚偽の申請ではないことを誓います。

□ 要綱第４条第３号に規定するかわさきスポーツパートナー等ではありません。

□ 要綱第４条第４号に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係

を有すると認められる者ではありません。

□ 要綱第４条第５号に規定する暴力団の威力を利用した行為はしていません。

□ その他法令等を遵守した活動を行っています。

メールアドレス

（ふりがな）
氏名・名称

住所・所在地

代表者役職・氏名

担当者氏名

電話番号

競技種目

所属リーグ等

主な競技成績

確認事項

同意事項

右記事項を確

認の上、チェッ

クしてください。

右記事項を確

認の上、チェッ

クしてください。



第２号様式（第３条関係）【競技活動】

項　目 分　類 備考

1
本市を拠点にしたスポーツ競技
活動の実施

□ (1)住所・所在地 必須 住所・所在地が市内にあり、申請日時点において継続して３年以上が経過している。

<各1点> □ (2)練習拠点 必須 練習拠点が市内にあり、申請日時点において継続して３年以上が経過している。

□ (3)現役選手 必須 所属する選手又は認証申請者が現役として試合や大会に出場している。

□ (4)試合会場 ―
主な試合会場が市内にあり、年間多くの試合に出場・参加し、申請日時点において継続して３年以上が経過して
いる。

□ (5)所属リーグ 一般社団法人日本トップリーグ連携機構の参加リーグに所属している。

□ (6)プロスポーツ等

財団法人日本プロスポーツ協会の加盟団体に所属しているほか、次のア～ウのいずれかに該当するもの。ただ
し、上記(5)に該当する場合は除く。
ア　観客の入場料によって報酬を得るプロスポーツ（プロ野球、大相撲など）
イ　スポンサーの賞金によって報酬を得るプロスポーツ（プロゴルフ、プロテニスなど）
ウ　企業スポーツ（実業団）チーム

2
国際・国内大会等において良好
な成績・記録を収める等の実績

□
(1)国際総合スポー
ツ競技会

申請日から遡り、過去５年以内にオリンピック、パラリンピック、アジア競技大会、ワールドゲームズ等の国際総合ス
ポーツ競技会に出場した実績を有している。

<各1点> □
(2)国際競技別ス
ポーツ競技会

申請日から遡り、過去５年以内に世界選手権、ワールドカップ、オープン選手権等の国際競技別スポーツ競技会
に出場した実績を有している。

□
(3)国内総合スポー
ツ競技会

申請日から遡り、過去５年以内に国民体育大会、全国障害者スポーツ大会に出場し、入賞した実績を有している。

□
(4)国内競技別ス
ポーツ競技会

申請日から遡り、過去５年以内に公益社団法人日本スポーツ協会の加盟団体による主要大会（日本選手権、天皇
杯・皇后杯全日本選手権、日本リーグ等）に出場し、入賞した実績を有している。

□
(5) (1)～(4)に準ず
るスポーツ競技会

申請日から遡り、過去５年以内に上記(1)・(2)に準ずる国際総合/競技別スポーツ競技会に出場した実績又は上記
(3)・(4)に準ずる国内総合/競技別スポーツ競技会に出場し、入賞した実績を有している。

3 その他 □ (1)申請日時点において継続して３年以上、スポーツ指導・教室・体験会・イベント等のスポーツに親しむ事業を実施している。

<各1点> □ (2)上記(1)の他にスポーツ関係の取組を申請日時点において継続して３年以上実施している。（具体的な取組概要を記述してください。）

合計点

本拠地要件

（1）～（5）
いずれか

必須

※複数可

過去の競技実績

その他

（5）・（6）
いずれか

必須

※複数可

卓越要件

№ 項　目 チェック
要　件

具　体　例



第２号様式（第３条関係）【地域活動】

№ 項　目 チェック 分　類 具　体　例

1 住民の参加及び交流の促進 □ (1)参加・交流
餅つき大会、盆踊り、夏・秋祭り、朝市・フリーマーケット等の住民の参加・交流に係る取組を実施・支援してお
り、３年以上の実績を有している。

<各1点> □ (2)スポーツ活動
ボランティアによるスポーツ指導・教室・体験会・イベント等のスポーツ活動に係る取組を実施・支援しており、３
年以上の実績を有している。

□ (3)健康づくり
ラジオ体操、公園体操、食生活改善、成人病予防啓発等の健康づくりに係る取組を実施・支援しており、３年以
上の実績を有している。

2 安全・安心なまちづくりの推進 □ (1)安全・安心
交通安全啓発、防犯パトロール、防災活動、防災訓練等の安全・安心に係る取組を実施・支援しており、３年以
上の実績を有している。

<各1点> □ (2)災害時支援
被災者救助、救援物資の供給、避難場所の提供等の災害時支援に係る取組を実施・支援しており、３年以上の
実績を有している。

3 環境・美化活動 □ (1)環境保全
自然保護、森林保全、廃棄物の減量・リサイクル、二酸化炭素削減等の環境保全に係る取組を実施・支援して
おり、３年以上の実績を有している。

<各1点> □ (2)美化活動
道路・公園・河川等での清掃、花植えによる緑化等の美化活動に係る取組を実施・支援しており、３年以上の実
績を有している。

4 社会福祉活動 □ (1)子育て支援
子育てサロン、育児サークル、育児サポート等の子育て支援に係る取組を実施・支援しており、３年以上の実績
を有している。

<各1点> □ (2)健全育成
フリースクール、職業体験学習等の青少年の健全育成に係る取組を実施・支援しており、３年以上の実績を有し
ている。

□ (3)社会福祉
福祉施設・矯正施設訪問、訪問介護、給食・買い物代行サービス、単身世帯への声かけ等の社会福祉に係る
取組を実施・支援しており、３年以上の実績を有している。

□ (4)保健・医療
難病患者支援、骨髄バンクの普及、献血等の保健・医療に係る取組を実施・支援しており、３年以上の実績を有
している。

5 その他 □ その他いずれにも分類しがたい取組を実施・支援しており、３年以上の実績を有している。（具体的な取組概要を記述してください。）

<各1点>

合計点 ※注意：表中の３年以上とは申請日から遡り過去３年間継続して行っている活動としてください。



第３号様式（第７条関係）

年　　月　　日

「かわさきスポーツアンバサダー」認証結果通知書

氏名・名称

代表者役職・氏名

川崎市長（市長名）　　　印

　　　年　月　日に申請のありました「かわさきスポーツアンバサダー」認証申請について、

「かわさきスポーツアンバサダー」認証制度実施要綱第６条第２項の規定により、次のとおり

決定しましたので、同条第３項の規定により通知します。

結果

□「かわさきスポーツアンバサダー」認証者として決定します。

□「かわさきスポーツアンバサダー」認証者として決定を見送ることとします。

（備考）



第４号様式（第７条関係）

氏名・名称

認　証　日 年 月 日

有効期限日 年 月 日

　あなた・貴団体を「かわさきスポーツアンバサダー」として認証します。

認　証　書

川崎市長　　　　　　　　印

「かわさきスポーツアンバサダー」



第５号様式（第１２条関係）

年　　月　　日

「かわさきスポーツアンバサダー」認証者変更届出書

（宛先）川崎市長

氏名・名称

代表者役職・氏名

　「かわさきスポーツアンバサダー」認証制度実施要綱第１１条第１項の規定により、次の

とおり届け出ます。

１　認証日 年 月 日

２　変更日 年 月 日

３　変更内容

変更事項

担当者氏名

電話番号

メールアドレス

変更前 変更後



第６号様式（第１２条関係）

年　　月　　日

「かわさきスポーツアンバサダー」認証辞退届出書

（宛先）川崎市長

氏名・名称

代表者役職・氏名

　「かわさきスポーツアンバサダー」認証制度実施要綱第１１条第２項の規定により、次の

とおり届け出ます。

１　認証日 年 月 日

２　辞退日 年 月 日

３　辞退理由

担当者氏名

電話番号

メールアドレス


