
■期間／ 4 月 7 日（土）～ 6 月 30 日（土）　　　■参加費／無料
■播磨国風土記ゆかりの地（15 カ所）／玉丘史跡公園（玉丘町）、修布の井戸（吸谷町）、
乎疑原神社（繁昌町）、普光寺（河内町）、雲潤の里（田谷町）など
■サービスクーポン／市内 40 店舗以上の飲食店で使用できます。

（例）お会計から 10％ OFF、ドリンクバーのサービスなど
■賞品例／スタンプ数に応じて、毎月末に抽選し豪華賞品をプレゼント。総額約 40 万円
が毎月 22 名様に当たります。6 等まであり、詳細は QR コードからご確認ください。
4 月／ 1 等：アサヒ軽金属ゼロ活力鍋セット　2 等：JTB 旅行券 2 万円分
5 月／ 1 等：OSSO クロスバイク　2 等：Google Home AI スピーカー
6 月／ 1 等：ダイソン扇風機 hot&cool　2 等：アラジングラファイトトースター
■パンフレット配布場所／市役所、4 公民館、観光案内所（北条町駅内）
■参加方法／パンフレットまたは市ホームページでご確認ください。
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第8回トライアスロン大会の参加者募集 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　℻42-8745  bunka@city.kasai.lg.jp

　内陸部では珍しいため池と田園風景広がるコースを舞台に「第 8
回グリーンパークトライアスロン in 加西」を開催します。
　初心者から上級者までの幅広い方に対応した大会で、種目単位で選
手交代ができるリレー種目や、今大会から新種目「アクアスロン」（ス
イムとランのみ）も加わりました。職場や仲間とチームを作って参加
してみませんか。バイク競技のないアクアスロンは、初心者の方にお
勧めです。

■日時／ 9 月 23 日（日）8:55 スタート
※ 9 月 22 日（土）に選手受付・開会式を行います。
■場所／善防公民館周辺
■対象／ 18 歳以上（H30.12/31 時点）で、制限時間内に完走する
能力を有する方
■競技種目・定員／①トライアスロン 51.5km（スイム 1.5km、バ
イク 40km、ラン 10km）
個人 225 人（内女性枠 20 人）、リレー 30 チーム（2 人または 3 人）
②アクアスロン 10.75km（スイム 0.75km、ラン 10km）個人 60 人
■参加費
トライアスロン　個人 20,000 円　　リレー 24,000 円
アクアスロン　　9,000 円
※個人種目の参加者で、JTU 登録会員は割引あり。
■申込／インターネットのエムスポエントリー（http://www.
mspo.jp/）から申し込みください。
■募集期間／ 6 月 1 日（金）～ 7 月 31 日（火）
■問合先／グリーンパークトライアスロン in 加西実行委員会事務局
　　　　　（文化・観光・スポーツ課内）☎ 42-8773

競技ルールや用具の選び方、練習方法、安
全に競技を行うための技術を習得します。
日時／ 5 月 20 日（日）9:00 ～ 11:30
場所／善防公民館
講師／兵庫県トライアスロン協会
対象／① 18 歳以上でトライアスロン、ア
クアスロンを始める方　②第 8 回グリー
ンパークトライアスロンの出場を目指す方
定員／先着 20 人　　参加費／無料
申込／住所・氏名・連絡先を記入の上、
FAX またはメール
募集期間／ 5 月 16 日（水）まで
申込先／文化・観光・スポーツ課
　　　　☎ 42-8773　℻ 42-8745
　　　　bunka@city.kasai.lg.jp

トライアスロン入門教室

スイム・バイク・ランと過酷なレースに挑む選手

「加西風土記モバイルスタンプラリー」開催 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　　℻42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　日本最古の地誌『播磨国風土記』をテーマに、スマートフォンなどを使ったモバイルスタ
ンプラリーを開催します。『播磨国風土記』ゆかりの地付近にある風土記看板の QR コード
を読み取りクイズに答えると、スタンプと市内飲食店で使用できるサービスクーポンが取得
できます。また、スタンプ数に応じて、加西市の特産品などの豪華賞品が抽選で当たります。

スタンプ取得画面イメージ

鴨坂（オークタウン加西）に
ある風土記看板
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　加西市と加西商工会議所は、地域商工業の活性化と市民の居住環境の向上を図るため、市民が市内の施工業者を利用
して個人住宅のリフォームを行う場合、その経費の一部を市内登録店で使用できる商品券として助成します。

対象者 市内在住の住民登録をしている方で、市税等を滞納していない方※一度助成を受けた方は対象外

対象住宅 助成対象者が所有し、自らが住んでいる市内の個人住宅

対象となるリフ
ォーム工事

①～③全てに該当する工事／①市内施工業者を利用する住宅本体に係る機能維持や居住環境の向上のた
めの修繕、増改築等の工事　② 5 月 10 日（木）以降に着工し、11 月 30 日（金）までに完了する工事
③ 50 万円（消費税を除く）以上の工事

助成額・件数 工事経費の 10％相当（最高 10 万円）　　50 件（申込多数の場合は抽選）

募集期間 4 月 12 日（木）～ 27 日（金）必着　※応募が 50 件未満の場合は、5 月 18 日（金）まで延長します。
5 月 1 日以降に市ホームページでご確認ください。

応募方法
（郵送に限る）

往復ハガキに①住所②氏名③電話番号④工事内容⑤工事日程（予定）⑥工事金額（概算）を記入し、市
産業振興課（〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 番地）へ郵送してください。

【リフォーム説明会】　日時／ 4 月 11 日（水）13:30 ～　場所／市役所 1 階多目的ホール　※施工業者も参加可

住宅リフォームで商品券最高10万円 問合先／産業振興課☎42-8740
　　　　加西商工会議所☎42-0416

産業振興促進奨励金制度を拡充 問合先／産業振興課☎42-8740　℻43-1802
　　　　sangyo@city.kasai.lg.jp

　加西市は、地域経済の活性化と雇用
の拡大を図るため、市内への進出や拡
張を行った企業に対し、産業振興促進
奨励金を交付しています。
　4 月から、産業団地等へ適用の奨励
金特例措置を市内全域に拡充します。
今後、地域に根ざした「ものづくり優
良企業」などが、さらに地域経済を牽
引していけるよう、産業団地区域以外
での事業の新規取り組みや拡張を支援
していきます。

■拡充内容
改正後 改正前

①固定資産税

特定した投資額（操業年
の 12 月末までの投資額）
に課税の固定資産税相当
額（5 年間）

特定した投資額（単年度投
資額）に課税の固定資産税
の 4 分の 3 相当額（5 年間）

②水道料金

年間使用量が 2,000㎥を
超えた水量に係る水道料
金相当額の 2 分の 1 の額

（10 年間）

年間使用量が 6,000㎥を超
えた水量に係る水道料金相
当額の2分の1の額（5年間）

③適用回数 1 事業所につき 2 回 1 事業所につき 1 回

　加西市と兵庫教育大学は 3 月 1 日、北条高校の活性化を支援する覚書を
締結しました。今後、北条高校活性化協議会（加西商工会議所、北条高校
PTA・同窓会、加西市連合 PTA、加西市）が実施するアフタースクールゼミ「基
礎コース」の講師として、兵庫教育大学が学生を紹介することにより、北条
高校生の学力向上や兵庫教育大学生の指導力向上などを図ります。

左から西村和平市
長、福田光完学長、
北川真一郎校長

北条高校活性化に向けて兵教大と覚書を締結 問合先／人口増政策課☎42-8700　℻43-1800
　　　　jinko@city.kasai.lg.jp

北条高校の人間創造コース 1期生が探究活動の成果を発表
　北条高校で平成 28 年度に創設された人間創造コースの 1 期生 40 人
の探究活動発表会が 3 月 9 日、アスティアかさいで行われました。
　生徒は、「まちづくり」「実用英語」「医療・教育」「科学実験」「あ
びき湿原の保全」のテーマに分かれて 2 年間活動。中学生や市民ら約
100 人の前で、「探究活動を通して地域と関わり、地域を知ることがで
きた」などと発表しました。 学習の成果を発表する生徒


