
 

スポーツ推進神戸市会議員連盟 事務局 

〒650-8570 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所１号館 25階 



スポーツ推進神戸市会議員連盟 第７回優秀選手表彰・優秀団体表彰 募集要項 
 
 

スポーツ推進神戸市会議員連盟は、市民の健康増進、健康寿命の延長及び運動能力の一層の

向上を目指し、スポーツ施策の国際化等を通じて、神戸のする・みる・ささえるスポーツの振

興を目的に、神戸市会議員の有志により平成 30年３月に設立されました。 

 本連盟では、本市におけるスポーツ全般の推進を図ることを目的に、競技人口の規模に関わ

らず、様々なスポーツで全国大会以上の大会で優秀な成績を収めるなど、地域で頑張っておら

れる方々に対して、その栄誉を称え、これまでに６回の表彰を行っています。 

このたび、令和３年 10 月から令和４年３月までの間にスポーツ分野で優秀な成績を収めら

れた方々を表彰いたしますので、被表彰候補者がおられましたら別紙の推薦申込書によりご推

薦くださいますようお願いいたします。 

 

１．表彰対象者 

  神戸市内に在住・在勤・在学の個人、または神戸市内で活動している団体のうち、次の推

薦基準を満たす者 

 （１）令和３年 10月１日から令和４年３月 31日までに開催された全国大会以上の大会にお

いて優秀な成績（入賞またはそれに準ずる成績）を収めていること 

（２）（１）で収めた成績について、神戸市より同様の表彰（神戸市スポーツ表彰、こうべユ

ース賞など）を受けていないこと 

※ 上記の要件を満たしていない場合は本表彰制度の対象者となりませんので、ご留意く

ださい。 

 

（参考）表彰の対象となるスポーツは、原則として以下の競技種目としますが、その他の競技

種目についても、選考委員会で協議させていただきますのでご応募ください。 

陸上競技 野球 ソフトテニス 水泳 

剣道 サッカー テニス 体操 

ハンドボール バレーボール 弓道 柔道 

相撲 卓球 バスケットボール バドミントン 

ソフトボール なぎなた スキー 漕艇 

ラグビー レスリング ボクシング ホッケー 

クレー射撃 スケート ボウリング アーチェリー 

少林寺拳法 空手 ウエイトリフティング 綱引 

ライフル射撃 アイスホッケー バトン ゴルフ 

グラウンド・ゴルフ ｅスポーツ 

※上記競技種目の他、オリンピック及びパラリンピックの競技種目も含める。 

 

２．応募方法  

 別紙「推薦申込書」に必要事項をご記入の上、以下の添付資料とともに、郵送、FAX のい

ずれかの方法で、提出先までお送りください。自薦・他薦は問いませんが、他薦の場合は、

必ず推薦される方の了解を得て、ご応募ください。 

 

 ＜添付資料＞ 

  □ 大会の開催案内文もしくは大会の正式名称・日時・場所等の概要が記載されたもの 

  □ 大会での成績、競技・種目の正式名称、（団体の場合は）団体の正式名称がわかるもの

（表彰状の写し等） 



 
（１）提出期限 

  令和４年４月 20日（水）17時必着 

（２）提出先 

  スポーツ推進神戸市会議員連盟事務局 

  〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所１号館 25階 

  電 話：078－322－5846  ＦＡＸ：078－322－6164 

 

３．審査選考  

  本連盟内に設ける選考委員会において、選考を行い、被表彰者を決定します。 

 

４．結果発表  

  令和４年５月上旬までに、被表彰者に選ばれた方の推薦者（自薦の場合は、被表彰者）に

対し、決定のご案内を郵送いたします。 

 （結果については選ばれた方のみへのご連絡となりますのでご了承下さい。） 

 

５．スケジュール  

  応募期 間：令和４年４月１日（金）～４月 20日（水） 

  選 考：令和４年４月下旬 

  決定案 内：令和４年４月下旬から５月上旬の間に順次郵送 

  表 彰 式：令和４年６月上旬 神戸市役所本庁舎内 

※表彰式は新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止する場合があります。 

 

６．注意事項  

（１）推薦申込書の記載に虚偽が判明した場合、選考の対象外となり、また、決定後に判明し

た場合、決定を取り消すことがあります。 

（２）推薦者又は被推薦者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員もしくは役員又は実質的に運営に関与する

者が暴力団員である法人等であることが判明した場合、選考の対象外となり、また、決定

後に判明した場合、決定を取り消します。 

（３）上記（１）（２）により取り消した場合のトラブル・損害等については、本連盟では対応

いたしません。また、取り消しにより本連盟に損害が発生する場合、その損害は推薦者又

は被推薦者に負担していただく場合があります。 

（４）本連盟に対し提供された個人情報は、応募の受付や内容の問合せ、被表彰者の決定の連

絡、その他本業務のみに利用します。原則として、法令の規定に基づく場合を除き、推薦

者及び被推薦者の承諾なしに、それ以外の目的で個人情報を利用または第三者に提供いた

しません。 

（５）本連盟にご提出いただいた書類は返却いたしません。 

（６）応募に要する諸経費（郵送費等）は全て推薦者及び被推薦者の負担とします。 

（７）事務局からの問合せや表彰式等のご案内は、原則推薦者に対してのみ行います。事務担

当者など、推薦者以外への連絡を希望される場合は、推薦申込書の「事務連絡窓口」欄に

記入してください。（他薦の場合、事務局から直接被表彰者への連絡は行いません。） 



（スポーツ推進神戸市会議員連盟記入欄）

氏　　　　　　名
＜※団体の場合は、団体名称及び代表者名＞

フリガナ

役　　　職　・　氏　　　名

　事務連絡窓口
　（推薦申込者以外に窓口になる方がいる場合や、上記住所以外に書類の送付を希望される場合は、こちらに記載してください。）

住　　　　　　所
＜※書類の送付先＞

〒
神戸市

連　　　絡　　　先
＜※平日の日中(9:00～17:00)に連絡が取れる先＞

電　　話（　　　　　　）―（　　　　　　）―（　　　　　　）
F　A　X（　　　　　）―（　　　　　　）―（　　　　　　）
Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住　　　　　　所
＜※団体の場合は、事務所所在地＞

〒
神戸市

連　　　絡　　　先
＜※平日の日中(9:00～17:00)に連絡が取れる先＞

電　　話（　　　　　　）―（　　　　　　）―（　　　　　　）
F　A　X（　　　　　）―（　　　　　　）―（　　　　　　）
Eメール（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ

③推薦申込者について

①表彰の種類
（右記から「〇」印で選択）

優秀選手表彰 優秀団体表彰 ②競技種目

職　　　　　　業
＜※学生の場合は、学校名＞

④被推薦者（表彰の候補となる方）について
（自薦の場合は、「推薦者に同じ」と記載してください。）

氏　　　　　　名
＜※団体の場合は、団体名称及び代表者名＞

住　　　　　　所
＜※団体の場合は、事務所所在地＞

年齢
歳

〒
神戸市

団体
人数

人

フリガナ

⑤推薦事由となった大会及び成績について

大　会　名 大　会　日 R　　　．　　． 成　　績

○送付先：〒650-8570　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所１号館25階
　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進神戸市会議員連盟事務局　宛
　　　　　　　ＦＡＸ：０７８－３２２－６１６４

大会の開催案内文もしくは大会の正式名称・日時・場所等の概要が記載されたもの

大会での成績、競技・種目の正式名称、（団体の場合は）団体の正式名称がわかるもの（表彰状の写し等）

※本連盟に対し提供された個人情報は、応募の受付や内
容の問合せ、被表彰者の決定の連絡、その他本業務のみ
に利用します。原則として、法令の規定に基づく場合を除
き、推薦者及び被推薦者の承諾なしに、それ以外の目的で
個人情報を利用または第三者に提供はいたしません。

受  付 No.

受　付　日

備　　　　考

⑥添付書類（必須）

推　薦　文



≪記入例≫①～⑥漏れのないようにご記入ください。

↓上記とは別に事務連絡窓口の方がいる場合や、案内等送付先が上記と異なる場合などはこちらに記載してください。

（スポーツ推進神戸市会議員連盟記入欄）

③推薦申込者について

①表彰の種類
（右記より，「〇」印にて選択）

優秀選手表彰 優秀団体表彰 ②競技種目 サッカー

フリガナ コウベシサッカーレンメイ　カイチョウ　コウベ　タロウ

氏　　　　　　名
＜※団体の場合は，団体名称及び代表者名＞

神戸市サッカー連盟
会長　神　戸　　太　郎

住　　　　　　所
＜※団体の場合は，事務所所在地＞

〒650-XXXX
神戸市中央区○○町△△丁目□□番☆☆

フリガナ チュウオウクサッカークラブエーチーム　ダイヒョウ　ヒョウゴ　ジロウ

連　　　絡　　　先
＜※平日の日中連絡が取れる先＞

電　　話　０７８－３２２－○×○×
F　A　X　０７８－３２２－×○×○
Eメール　XXXX＠XXX-XXX.jp

フリガナ コウホウタントウ　ミナト　ハナコ

役　　　職　・　氏　　　名 広報担当　　港　花子

住　　　　　　所
※推薦申込者の住所以外に送付を希望する場合のみ記入

〒650-XXXX
神戸市中央区□□町◎◎丁目○○　××ビル***号室

連　　　絡　　　先
＜※平日の日中連絡が取れる先＞

電　　話　０９０－○×○×－×○×○
F　A　X　０７８－３２２－×○×○
Eメール　△△△＠XXX-XXX.jp

④被推薦者（表彰の候補となる方）について
（自薦の場合は，「推薦者に同じ」と御記載下さい。）

氏　　　　　　名
＜※団体の場合は，団体名称及び代表者名＞

住　　　　　　所
＜※団体の場合は，事務所所在地＞

〒650-XXXX
神戸市中央区△△町○○丁目☆☆番□□

年齢
歳

中央区サッカークラブＡチーム
代表　兵庫　二郎

大会での成績、競技の正式名称、（団体の場合は）団体の正式名称がわかるもの（表彰状の写し等）

職　　　　　　業
＜※学生の場合は，学校名＞

⑤推薦事由となった大会及び成績について

大　会　名 第○回全国サッカー選手権大会 大　会　日 R　4．2．26 成　　績 ３　位

○送付先：〒650-8570　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所１号館25階
　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進神戸市会議員連盟事務局　宛
　　　　　　　ＦＡＸ：０７８－３２２－６１６４

団体
人数

15　人

※本連盟に対し提供された個人情報は，応募の受付や
内容の問合せ，被表彰者の決定の連絡，その他本業務
のみに利用します。原則として，法令の規定に基づく場
合を除き，推薦者及び被推薦者の承諾なしに，それ以
外の目的で個人情報を利用または第三者に提供はいた
しません。

受  付 No.

受　付　日

備　　　　考

推　薦　文
　中央区サッカークラブＡチームは，全国大会優勝を目標に，平日の夜間及び土日に練習を行ってきまし
た。全国サッカー選手権大会において，優勝は逃したものの，３位に入賞するという優秀な成績を収めま
した。選手達のこの努力を讃え，表彰をよろしくお願いいたします。

⑥添付書類（必須）

大会の開催案内文もしくは大会の正式名称・日時・場所等の概要が記載されたもの

個人の場合
は、 記載不要
です。

推薦事由と
なっ た大会に
参加し た選手
の人数を 記入
し て下さ い。
例： ベン チ入
り 15人　 など

団体の場合
は、 記載不要
です。
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