
Copyright ○c  2018 すっきゃ加古川 All Rights Reserved. 

かこがわ検定 2018【中級】正解 
問        題 ① ② ③ ④ 正解

1 市⺠参加型の加古川市をＰＲするご当地シティプロ
モーション映画のタイトルは次のどれでしょうか？ ３６.８℃ ３５.８℃ ３６.２℃ ３８.６℃ ① 

2 岡⽥本家の酒粕と⾼松味噌などを使ってつくる鍋料理
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 雪平鍋 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 棋⼠・久保利明さんが平成 30 年３⽉現在保持して
いる⽇本将棋連盟のタイトルは次のどれでしょうか？ 王将 王位 棋聖 ⻯王 ① 

5 加古川ゆかりの棋⼠で昨年、名⼈戦挑戦者となった
のは次の誰でしょうか？ 船江恒平 井上慶太 菅井達也 稲葉陽 ④ 

6 加古川市秘書広報課が平成 30 年２⽉に発⾏した
シティプロモーション冊⼦の名称は次のどれでしょうか？ Kako-Style STAR OF 

KAKOGAWA 
PEACE OF 

KAKOGAWA 
PIECE OF 

KAKOGAWA ④ 

7 加古川にある灯り、洋燈など約 2,000 点を所蔵・展
⽰するミュージアムの名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 433ｍ 約 332ｍ 約 304ｍ 約 251ｍ 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 加古川凧の会が例年、加古川ツーデーマーチの⽇に
⾏う⾏事は次のどれでしょうか？ 加古川凧まつり ツーデー凧まつり 加古川 

凧の会まつり 
加古川 

凧あげまつり ④ 

11 加古川右岸⾃転⾞道の全⻑は、およそ何ｋｍでしょ
うか？ ２２.５ｋｍ ２７.５ｋｍ ３２.５ｋｍ ３７.５ｋｍ ① 

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
呼び名で正しくないのは次のどれでしょうか？ 

修正会 追儺会 ⻤追い ⼤祓式 ④ 

13 加古川市内で⽣産されている靴下の 2016 年度の年
間⽣産量はおよそ次のどれでしょうか？ 約 288 万⾜ 約 788 万⾜ 約 1,488 万⾜ 約 2,880 万⾜ ④ 

14 ハリマ化成株式会社が加古川町粟津で創業したのは
いつでしょうか？ 昭和１３年 昭和２２年 昭和３２年 昭和４３年 ② 

15 加古川市指定⽂化財の平⽊橋は、現役時代には次
のどの川の⽔を渡していたでしょうか？ 加古川と美嚢川 曇川と別府川 分岸寺川と 

雁南川 ⼭⽥川と淡河川 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 号店がある場所は次のどれでしょうか？ 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 加古川唯⼀の造り酒屋「岡⽥本家」が造る寺の名の
⼊った⽇本酒の銘柄は次のどれでしょうか？ ⼑⽥⼭鶴林寺 播州乃寺 宝蔵寺 常楽寺 ① 

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の名前は次のどれでしょう
か？ 

マルアイ 業務スーパー マルハチ マルナカ ② 

20 加古川市内に残る⽇本最古のオリーブの⽊がある場
所は次のどこでしょうか？ 春⽇神社 氷丘⼩学校 円照寺 宝蔵寺 ④ 

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 かつて駅全体の位置が移動したことがある駅は次のど
れでしょうか？ ⽇岡駅 別府駅 浜の宮駅 尾上の松駅 ④ 

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 加古川右岸を⾛る⾼砂海浜公園から志⽅東公園ま
でつづく道は次のどれでしょうか？ 

加古川 
マラソンロード そよかぜロード 東播磨道 加古川右岸 

⾃転⾞道 ④ 
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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 ⿅児の餅 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 
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市内を駆け抜けました。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 番 99 番 199 番 299 番 ② 

30 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するいみごもりが
⾏われる時期は次のどれでしょうか？ １⽉ ２⽉ ６⽉ １２⽉ ② 

32 ⽂楽で有名な⼆代⽬豊澤團平の墓があるのは次のど
こでしょうか？ ⽇光⼭墓園 常楽寺 常住寺 常徳寺 ④ 

33 加古川市のウェルネス都市シンボルキャラクター、ウェル
ピーは次のどれでしょうか？    

 

② 

34 胴切れ地蔵の胴切れ伝説の場⾯は次のどれでしょう
か？ 天皇の⾏幸 ⼤名の参勤交代 軍隊の⾏進 早駕籠 ② 

35 新井⽤⽔を開削したのは次のどの⼈でしょうか？ 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パワフルな踊り
を展開する、踊りの祭典・踊っこまつりが開催される時
期は次のどれでしょうか？ 

４⽉ ５⽉ ７⽉ １０⽉ 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 酒処⼭⽥ ① 

38 ⻄条廃寺の伽藍配置は次のどの様式だったでしょう
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、次のどの⼈でし
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
どの⼈でしょうか？ 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は形式上では次のどれでしょう
か？ 如意輪観⾳ ⼗⼀⾯観⾳ 千⼿観⾳ 聖観⾳ ④ 

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 加古川市内唯⼀の⼀等三⾓点がある場所は次のどこ
でしょうか？ ⾼御位⼭ 城⼭(志⽅) ⽇岡⼭ 城⼭(⻄条) ② 

46 かつて加古川市内で街頭テレビがあった場所は現在の
どこでしょうか？ 中央図書館 海洋⽂化ｾﾝﾀｰ 

図書室 加古川図書館 ウェルネスパーク 
図書館 ③ 

47 加古川市公設地⽅卸売市場で毎週開催されてい
る、誰でも参加できる催しは次のどれでしょうか？ ⽇曜朝市 ⼟曜夜市 ⼟曜朝市 ⽔曜どうでしょう ③ 

48 2017 年 10 ⽉現在加古川市の⼈⼝は兵庫県内の
市町では何番⽬に多いでしょうか？ 6 番⽬ ７番⽬ ８番⽬ ９番⽬ ① 

49 第２次世界⼤戦中、加古川市内にあった⾶⾏場は
次のどれでしょうか？ 海軍 鶉野⾶⾏場 海軍 

加古川⾶⾏場 
陸軍 

加古川⾶⾏場 陸軍 尾上⾶⾏場 ③ 

50 平成 29 年２⽉９⽇という⾁々しい⽇に誕⽣した加
古川市の新ご当地グルメは次のどれでしょうか？ 播州づつない丼 ⿅児川ホルモン鍋 加古川ギュッとメシ 憧れの特盛 

カツライス ③ 

 


