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かこがわ検定 2017【初級】正解 
問        題 ① ② ③ ④ 正解

1 古代、国内最⼤の駅家であった「賀古の駅家」は次の
どこにあったでしょうか？ 平岡町新在家 野⼝町坂元 野⼝町古⼤内 平岡町⾼畑 ③ 

2 岡⽥本家の酒粕と⾼松味噌などを使ってつくる鍋の名
称は次のどれでしょうか？ ⿅児川鍋 恵幸川鍋 ⾏幸川鍋 泣児川鍋 ② 

3 市指定⽂化財にもなっている⽯井の清⽔を発⾒したと
⾔われている⼈は次の誰でしょうか？ 法道仙⼈ 聖徳太⼦ 和気清⿇呂 弘法⼤師 ④ 

4 
平成 28 年度に鶴林寺で⾏われた「加古川」の名の⼊
った⽇本将棋連盟の公式タイトル戦は次のどれでしょう
か？ 

加古川⻘流戦 加古川鶴林戦 加古川昇⿓戦 加古川市⻑選 ① 

5 多⽊製肥所の社章となった古くからのスキを図案化した
神代鍬は次のどれでしょうか？ 

 
 

  ② 

6 加古川市の地場産業として 200 年余り続く国包の建
具ですが、「国包」の読み⽅は次のどれでしょうか？ こくほう くにつつみ くにがね くにかね ④ 

7 加古川町にある明かり、洋燈など約 2000 点を所蔵・
展⽰するミュージアムの名前は次のどれでしょうか？ 

⿅児のあかり 
資料館 

⽇本のあかり 
博物館 

加古川あかり 
博物館 

あかりの⿅児 
資料館 ④ 

8 別名「播磨富⼠」と呼ばれ、加古川市内の最⾼峰とし
て名をはせる⾼御位⼭の⾼さは次のどれでしょうか？ 約 3,333ｍ 約 932ｍ 約 304ｍ 約 51ｍ ③ 

9 陰陽師・芦屋道満と関わりの深い⻄神吉町にある寺
院は、次のどれでしょうか？ 正念寺 正岸寺 南宗寺 真福寺 ② 

10 加古川ツーデーマーチに合わせて「加古川凧あげまつ
り」を主催している団体は何でしょうか？ 加古川凧の会 播磨凧の会 兵庫凧の会 加古会な凧会な ① 

11 別府町にある創業 100 年を超える⽼舗料理店「将棋
屋」のメイン⾷材は次のどれでしょうか？ アユ アナゴ ウナギ カニ ③ 

12 
旧年までの悪い⾏いを正し、その年の吉祥を祈る法要
が、毎年 1 ⽉ 8 ⽇に鶴林寺で⾏われます。その法要の
名前は次のどれでしょうか？ 

修正会 観⽉会 太⼦会式 花祭り ① 

13 加古川観光協会のかつめし PR キャラクター「かっつん」
の相⽅の名前は次のどれでしょうか？ デミーちゃん たれっこさん めしちゃん デミグラちゃん ① 

14 
明治 7(1874)年に初めて架けられ、現在のものは昭
和 34(1959)年に完成した、加古川に架かる国道 2
号線の橋梁は次のどれでしょうか？ 

上荘橋 神野橋 加古川橋 相⽣橋 ③ 

15 ⼭⽥川と淡河川の⽔を運ぶ印南野台地末端にある加
古川市指定⽂化財の橋は何でしょうか？ 平⽥橋 平瀬橋 平井橋 平⽊橋 ④ 

16 加古川市に第 1 号店を出した丸⻲製麺ですが、その
第 1 号店はどこにあるでしょうか？ 

ＪＲ加古川 
駅前 加古川橋畔 加古川 

市役所前 
ＪＲ東加古川

駅前 ③ 

17 加古川市内に現存する唯⼀の造り酒屋「岡⽥本家」
の⾃社ブランド酒の名前は次のどれでしょうか？ 播州⼀ 播磨の暴れん坊 盛典 播磨灘 ③ 

18 平成 26 年に鶴林寺に新設されたパワースポットは次の
どれでしょうか？ ふりはら⽯ ふりだし台 ふりきる⾨ ふりかえり鏡 ③ 

19 株式会社神⼾物産が展開する世界各国の⾷材を低
価格で提供するスーパーは何という名称でしょうか？ マルアイ 業務スーパー マルハチ マルナカ ② 

20 別府町宝蔵寺にある、フランスから輸⼊されたこの種の
中では⽇本最古の⽊は次のどれでしょうか？ ボダイジュ オリーブ ラ・フランス メタセコイヤ ② 

21 「つまらない」、「くだらない」という意味の加古川の⽅⾔
は次のどれでしょうか？ だっちょもない べっちょない せんどぶり へべたい ① 

22 志⽅町⼤沢にある投げ松。ここに松を投げたとされるの
は次の誰でしょうか？ 法道仙⼈ 聖徳太⼦ 和気清⿇呂 弘法⼤師 ① 

23 ⼭陽電鉄の駅でないのは次のどれでしょうか？ ⽇岡駅 別府駅 浜の宮駅 尾上の松駅 ① 

24 
発祥の地、加古川を⽣産拠点とする TLV は、発電所
や製鉄所など蒸気を扱う事業所に不可⽋なある製品
の⽣産で国内 60％のシェアを誇ります。その製品は次
のどれでしょうか？ 

モートル スチームトラップ ピストンリング オートクレーブ ② 

25 
ＪＲ加古川駅から乗⾞し東加古川駅まで移動する
際、⾕川駅・篠⼭⼝駅・尼崎駅を経由して⾄ることを
通称「⼤回り乗⾞」といいますが、その運賃はいくらでしょ
うか？ 

60 円 190 円 780 円 1,080 円 ② 
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問題 ① ② ③ ④ 正解

26 東播磨地域の郷⼟⾷「にくてん」は、次のどれを⼊れる
のが特徴でしょうか？ おでんの⽟⼦ ボイルした 

キャベツ 雑煮の餅 味付けした 
じゃがいも ④ 

27 幻の「カコ・コーラ」を製造していた飲料会社の名前は次
のどれでしょうか？ 兵庫鉱泉所 新興鉱泉所 加古川 

⽜乳鉱泉 
⽇本コカ・コーラ

株式会社 ② 

28 
昭和 39（1964）年、東京オリンピックの聖⽕が加古
川の若者たちの⼿により加古川を駆け抜けました。その
とき通った道路は次のどれでしょうか？ 

浜国道 
(旧国道 250 号) 明姫幹線 国道 2 号 加古川バイパス ③ 

29 平成 26 年の全国の市町村における加古川市の⼈⼝
の順位は、次のどれでしょうか？  59 位 99 位 199 位 299 位 ② 

30 播磨国⾵⼟記にも記される⽇岡神社の主祭神の名前
は次のどれでしょうか？ 

アマテラス 
オオミカミ 

ヤマトタケル 
ノミコト ヤマモトタケル アメノイササヒコ 

ノミコト ④ 

31 ⽇岡神社の神職や⽒⼦が精進潔斎して２⽉の１週
間を過ごす神事の名前は次のどれでしょうか？ いみごもり いやいやこもり てんこもり ねんねんころり ① 

32 加古川町粟津の常徳寺にお墓がある⼆代⽬豊澤團
平が活躍したジャンルは次のどれでしょうか？ ⺠謡 歌舞伎 ⽂楽 狂⾔ ③ 

33 ニシカワ⾷品のパンの包み紙に印刷されている⼥の⼦、
パニーちゃんは次のどれでしょうか？ 

  
 

 

① 

34 
フラワーショップ「ブロッサム」代表の⽇坂明広さんが優勝
したフラワーデザイン国際競技会の⼤会名は次のどれで
しょうか？ 

ワールドカップ 
2014 

フラワーカップ 
2014 

アジアカップ 
2014 

ブロッサムカップ 
2014 ③ 

35 新井⽤⽔を開削したのは次の誰でしょうか？ 多⽊久⽶次郎 中⾕宗久 今⾥伝兵衛 加野屋新次郎 ③ 

36 
市役所前広場ほか加古川市内各所で、毎年 5 ⽉に
開催されるパワフルな踊りの祭典の名前は次のどれでし
ょうか？ 

リオのカーニバル 踊っこまつり 踊りゃんせ 
加古川 

加古川 
ツーデーマーチ ② 

37 ⼤正時代に創業、寺家町検番筋で今も営業している
料亭の名前は次のどれでしょうか？ 繁の家 かき庄 吉兆 ⼭⽥屋 ① 

38 ⻄条廃寺の伽藍配置は次のどの様式でしょうか？ 法隆寺式 東⼤寺式 薬師寺式 四天王寺式 ① 

39 志⽅城主で光姫の⽗でもあった⼈は、次の誰でしょう
か？ 櫛橋伊定 櫛橋政伊 ⼩寺政職 別所⻑治 ① 

40 かつて中村家旅館前にあった特攻隊の碑は、中村家
旅館廃業後、次のどの場所に移設されたでしょうか？ 称名寺 浜宮天神社 鶴林寺 尾上神社 ③ 

41 1・2・8 ⽉を除く毎⽉第 1 ⽇曜⽇に、寺家町で開催さ
れている市⺠参加のイベント名は次のどれでしょうか？ せいもん払い 寺家町⽇曜⼤

感謝祭 
⻄国街道じけま

ち蚤の市 じけまちドンチャカ ③ 

42 五ケ井⽤⽔の開削と深く関わっているとされるのは次の
誰でしょうか？ 法道仙⼈ 聖徳太⼦ マグマ⼤使 弘法⼤師 ② 

43 鶴林寺のあいたた観⾳を盗んだ泥棒は、観⾳さんのど
の部位を叩いたとされているでしょうか？ 胸 腰 ⾜ 腕 ② 

44 
平之荘神社には能舞台があり、ここで平荘⼩学校 6
年⽣は毎年ある芸能の発表会をしています。その芸能
の種類は次のどれでしょうか？ 

能 歌舞伎 浄瑠璃 狂⾔ ④ 

45 
明治時代に創業、様々な繊維製品を世に送り出して
きた⽇本⽑織は、その原材料から「○○○のニッケ」とし
て知られています。○○○に⼊る⾔葉は次のどれでしょ
うか。 

ウール パーク クール もめん ① 

46 
坂本七海男さんの描く絵は世界三⼤美術館の⼀つで
あるロシアのエルミタージュ美術館に永久収蔵されていま
す。坂本さんの絵は次のどれで描かれているでしょうか？ 

好奇⼼ 鉛筆 ⽔彩 クレヨン ② 

47 
野⼝町に拠点を有するハリマ化成株式会社はパインケ
ミカルの分野で世界有数の売り上げを持つグローバル企
業です。このパインの意味は次のどれでしょうか？ 

パイナップル 楓 松 泥炭 ③ 

48 ⾼御位⼭に登る時、⼭頂神社の参道でもあり、最も短
くかつ最も整備されているルートはどこでしょうか？ 成井ルート 辻ルート ⾺の背ルート ⿅嶋神社ルート ① 

49 鶴林寺公園の芝⽣広場にある機関⾞の名前は次のど
れでしょうか？ 銀河鉄道 999 225 系新快速 D51 形蒸気機

関⾞ 
C11 形蒸気機

関⾞ ④ 

50 法華⼭道沿いで地元の伝説を語り継ぐ語りべ、荒内光
雄さんが経営する⾷事店の名は次のどれでしょうか？ 駒の⽖ 独楽の⽖ 駒の蹄 ⾼麗の⽛ ③ 

 


