
かこがわ検定2011【中級】問題と正解

① ② ③ ④

1.
国鉄高砂線が廃止になった年は次のどれでしょう
か。

昭和51年 昭和55年 昭和59年 昭和63年 ③

2.

製紙、塗料、印刷インキ、タイヤ、電子部品等、
ロジン（松脂）を原料とした化学製品で暮らしに
貢献する、加古川市に製造工場を持つ企業は次の
どれでしょうか。

ハリマ化成株式会社
株式会社オークラ輸
送機

株式会社大真空
株式会社テイエルブ
イ

①

3.
下に縄文時代の遺跡を並べましたが、一つだけ弥
生時代の遺跡があります。それはどれでしょう
か。

砂部遺跡(東神吉町) 岸遺跡(西神吉町) 東中遺跡(志方町) 宮山遺跡(八幡町) ①

4.
加古川市内の高校として春の全国選抜高等学校野
球選手権大会に初めて出場する高校は次のどれで
しょうか。

加古川西高校 加古川東高校 加古川南高校 加古川北高校 ④

5.
谷五郎氏がマラソンを試走した加古川河川敷のマ
ラソンコースの愛称は次のどれでしょうか。

ワイタケレロード さざなみロード マリンガロード みなもロード ④

6.

今、かこがわ人の間で「播州弁」缶バッチが密か
にブームになっています。この缶バッチは次のど
の施設に置いてあるガチャガチャ販売機で購入す
ることができるでしょうか。

加古川総合文化セン
ター

加古川市民会館 JR加古川駅
東播磨生活創造セン
ター「かこむ」

④

7.
ＢＡＮ－ＢＡＮテレビのキャラクターといえば播
左衛門とばんば姫ですが、この二人の関係は次の
でれでしょうか。

夫婦 幼なじみ 恋人 許嫁(いいなづけ) ④

8.
志方町の長楽寺には国重要文化財の延命子安地蔵
菩薩半跏像が伝わっています。この像のエピソー
ドに関わりのあるのは次の誰でしょうか。

平清盛 源頼朝 楠正成 赤松円心 ①

9.
家町商店街にある加古川市指定文化財の陣屋(山脇
邸)は樹悳堂と呼ばれています。これは誰の命名に
よるものでしょうか。

坂本龍馬 徳川慶喜 明治天皇 大正天皇 ③

10.
かつて加古川城があったといわれている、加古川
町本町のお寺は次のどれでしょうか。

称名寺 常住寺 光念寺 鶴林寺 ①

11.

地域密着型のフリーペーパー「ほっとかこがわ」
編集部では、数多くの加古川マニア向けマップを
作り続けています。「ほっとかこがわ」編集部が
制作したマップでないものは次のどれでしょう
か。

じけまちかつめし探
検マップ

ひおか発見マップ 高御位山登山マップ
加古川駅前路地裏
マップ

③

12.
志方町大澤にある駒の蹄の伝説に関わる法道仙人
の建立でない寺院は、次のどれでしょうか。

一乗寺 伽耶院 浄土寺 朝光寺 ③

13.

ちょっと前の中高生なら誰でも知っている大川町
交差点南のハンバーガーショップ「ピープル」。
平成18年の県道拡張による閉店危機を乗り越えて
現在も健在ですが、ピープルの創業年は次のどれ
でしょうか。

昭和42年 昭和45年 昭和48年 昭和50年 ③

14.

加古川右岸自転車道で高砂海浜公園を起点にして
走った場合、終点となる「七ツ池」に隣接するナ
イター完備のテニスコートなどで好評な公園は次
のどれでしょうか。

志方東公園 権現総合公園 加古川運動公園
加古川ウェルネス
パーク

①

15.
苗字の分布は地域によってかたよりがあります。
次の苗字のうち、全国では100位なのに加古川市で
は3位にランキングされるのはどれでしょうか。

田中 山本 大西 松本 ③

16.
加古川市では志方町が靴下生産で有名ですが、日
本の靴下生産の三大産地はどこでしょうか。

奈良、東京、加古川 奈良、京都、加古川
和歌山、静岡、加古
川

富山、福井、加古川 ①

17.

かこがわ学講座・かこがわ検定の主催者の一員で
ある「すっきゃ加古川」のメンバーが出演してい
るＢＡＮ－ＢＡＮラジオの番組「ウキウキバン
ビーナ」内のコーナー名は次のどれでしょうか。

かこがわ学レポート かこがわ学ラジオ
かこがわ検定直前対
策ラジオ講座

ジモねた ①

18.
加古川では多くの地元ミュージシャンが活躍して
いますが、三線でオリジナル沖縄風音楽を広めて
いる人は次の誰でしょうか。

コトリ木 八重尾雄太 来生享子 ヤギリンゴ ③

19.
今では暗渠になっていますが、かつて印南郡と加
古郡の郡界であった川の名前は次のどれでしょう
か。

郡分川 分岸寺川 寺家町川 陣屋川 ②

20.
加古川市内には、日本で最古といわれるオリーブ
の木が植えられています。その場所は次のどれで
しょうか。

加古川ウェルネス
パーク

宝蔵寺 見土呂観光果樹園 日岡山育苗園 ②

21.

第二次世界大戦の際、陸軍指定の旅館であり、後
に戦死した飛行兵を弔う想いから「特攻隊之碑」
を建立した大川町にあった旅館の名前は次のどれ
でしょうか。

山本家旅館 中村家旅館 田中家旅館 大西家旅館 ②

22.
ながむろ水辺ミュージアムが「ながむろジュンサ
イ祭り」を行うジュンサイが自生する池はどこで
しょうか。

ダンベ池 皿池 中の池 蛇が池 ③

23.
加古川町本町にあり、加古川市で唯一となった昔
ながらの番台のある銭湯の名前は次のどれでしょ
うか。

本町湯 宝湯 福の湯 千代の湯 ②

24.
権現ダムの北側にある「権現総合公園キャンプ
場」。利用の申込みはいつから可能でしょうか。

１ヶ月前 ３ヶ月前 半年前 １年前 ②

25.

加古川観光協会は、加古川市をPRしていただける
有名人に加古川観光大使を委嘱しています。2011
年3月現在、加古川観光大使は何人いるでしょう
か。

7人 8人 9人 10人 ③
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26.

詩人阿木鉄郎氏が紹介した光念寺ゆかりの俳人栗
の本青蘿の辞世の句は「舟ばたや（　）ぬぎ捨つ
る水の月」です。（　）に入る名詞は次のどれで
しょうか。

服 履 蓑 笠 ②

27.
井上四郎氏が紹介した播州弁で「まくれる」の意
味は次のどれでしょうか。

めくれあがる 落っこちる ひっくり返る 暗くなる ②

28.
人工水晶から応用電子デバイスを世界に供給し続
ける、加古川市に本社を置く企業は次のどれで
しょうか。

ハリマ化成株式会社
株式会社オークラ輸
送機

株式会社大真空
株式会社テイエルブ
イ

③

29.
ふるさとの民話「どうまんの一つ火」でも紹介さ
れた芦屋道満が式神を閉じ込めた井戸があるとさ
れるのは西神吉町岸のどこでしょうか。

正岸寺 称名寺 安楽寺 円照寺 ①

30.

念仏を唱えながらお百姓の手伝いをしたり、旅を
するお年寄りの荷物を運んだりして大勢の人を助
けたことから「荷送り上人」とも呼ばれたのは次
の誰でしょうか。

教信 慧便 法道 道満 ①

31.
JR加古川駅前のベルデモール商店街の西に「検番
筋」という通りがありますが、その検番は何の取
り締まりをしたでしょうか。

映画館 芸者屋 賭博場 酒屋 ②

32.
 文楽の再興に寄与した、文楽三弦の名人二代目豊
澤團平（本名加古仁兵衛）の墓がある加古川町粟
津のお寺は次のどれでしょうか。

養福寺 常徳寺 願成寺 如意寺 ②

33.
日本武尊命（やまとたけるのみこと）の産湯に
使ったとされる石のタライが残されている地域
は、次のどれでしょうか。

加古川町大野 加古川町美乃利 加古川町中津 野口町水足 ②

34.
次の４つの施設のうち「天下原の毘沙門さん」の
最も近くにあるのはどれでしょうか。

日岡山体育館
加古川総合運動公園
陸上競技場

アラベスクホール 加古川市立武道館 ③

35.
加古川で手長エビを捕獲しようとするとき、もっ
とも適した時間帯はいつでしょうか。

夜明け前うす明るく
なった頃

午前中、引き潮のと
き

夕方から日没、満ち
潮のとき

夜中 ③

36.
蒸気配管や装置に欠かせない「スチームトラッ
プ」を始めとする流体制御機器を製造する、加古
川市に本社を置く企業は、次のどれでしょうか。

ハリマ化成株式会社
株式会社オークラ輸
送機

株式会社大真空
株式会社テイエルブ
イ

④

37.

西神吉町には、総合体育館や陸上競技場など、本
格的なスポーツ施設が整備されています。さて、
このうち陸上競技場のトラックの色は次のどれで
しょうか。

エンジ オレンジ ブルー ブラウン ③

38.
平荘湖の下に沈んだ又平村という農村で、江戸時
代に冬の風物詩とされたものはどれでしょうか。

投網 一本釣り 鴨撃ち猟 鵜飼 ③

39.
神野町で蜂蜜を作っている瑞穂農蜂園。ここで５
月下旬にとれ、この時期にだけ出荷されている蜂
蜜は次のうちどれでしょうか。

れんげの単花蜜 百花蜜 梅の単花蜜
チューリップの単花
蜜

①

40.

夏の風物詩である加古川市最大のイベント「花火
大会」。市内や近隣市町から花火見物に多数の人
が訪れます。「かこ・スタイル」に掲載されてい
る花火大会の観客数は、次のどれでしょうか。

約４万人 約５万人 約６万人 約７万人 ④

41.

加古川市在住のプロゴルファー高松志門さんは、
独自の○○○○グリップ理論を展開しプロアマを
問わず幅広いゴルファーから支持されています。
さて、○○○○に当てはまる言葉は次のどれで
しょうか。

ゆらゆら ゆるゆる らくらく へらへら ②

42.
神戸製鋼所加古川製鉄所の第一高炉に火が入り、
生産がはじまった年は次のどれでしょうか。

昭和４１年 昭和４５年 昭和４９年 昭和５３年 ②

43.
平岡町にある「いなみ野学園」の講堂は、ある建
物をイメージして造られたといわれていますが、
それは次のどれでしょうか。

足利学校 松下村塾 閑谷学校 講道館 ③

44.
「コロコンキャリアー」をはじめとする物流機器
を世に送り出し続ける、加古川市に本社を置く企
業は、次のどれでしょうか。

ハリマ化成株式会社
株式会社オークラ輸
送機

株式会社大真空
株式会社テイエルブ
イ

②

45. 平荘湖に沈んだ古墳は次のどれでしょうか。 アリス塚 ザンス塚 タンス塚 カンス塚 ④

46.

志方町廣尾にある円照寺の梵鐘は豊臣秀吉が戦場
で使った鐘を持ち帰ったものとされています。鐘
の銘によるとどこにあったと記されているでしょ
うか。

備後（広島県） 安芸（広島県） 石見（島根県） 周防（山口県） ④

47.

兵庫県の認証食品を取得して安全・安心ないちじ
く栽培をするＪＡ兵庫南の志方いちじく部会。発
足した１９６０年から２０１０年現在まで、その
会員軒数の推移は次のどれでしょうか。

約３倍に増えた 約２倍に増えた ほとんど増減なし 約半分に減った ④

48.
加古川の年末の風物詩「誓文払い」。明治時代か
ら数えて2010年で何回目の開催になったでしょう
か。

110回 120回 130回 140回 ②

49.
平成21年に現在の場所へ移設された平木橋。英語
の銘版には1915年のいつと書かれているでしょう
か。

ＪＡＮＵ ＪＵＬＹ ＳＥＰＴ ＤＥＣＥ ③

50.
明石～姫路間の山陽鉄道(現ＪＲ神戸線）の開業と
ともにできた加古川駅。初代加古川駅ができた年
は次のどれでしょうか。

明治21年 明治43年 大正2年 大正8年 ①
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