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かこがわ検定 2015【中級】正解 

  問題 選択肢① 選択肢② 選択肢③ 選択肢④ 正解 

1 

神功皇后が朝鮮半島に出兵した時、航海の無事

を住吉大明神に感謝したことから建てられたとされ
る神社があります。その時、持ち帰ったとされる
「銅鐘」は国の重要文化財に指定されています。こ

の神社は次のどれでしょうか。 

尾上神社 春日神社 日岡神社 浜宮天神社 ① 

2 
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

る西神吉町岸にある寺は次のどれでしょうか。 

正岸寺 称名寺 安楽寺 円照寺 ① 

3 

加古川の岸辺にある加古川市防災センター。この

センターの機能として実際にはないものは次のど
れでしょうか。 

市の西部地区を
監視し火災の発
生をいち早く見つ

ける見張台 

消防団員に対し

ての訓練を行なう
訓練基地 

地震体験などを
通し地震の怖さと
防災の大切さを

学ぶ場 

災害時に他市町
村からの消防職
員を受け入れる

司令塔 

① 

4 
加古川市内にある市立公民館の数は次のどれで
しょうか。 

11 12 13 14 ② 

5 
神戸製鋼加古川製鉄所の高炉に火が初めて入っ
た年は次のどれでしょうか。 

昭和 37年 昭和 45年 昭和 48年 昭和 53年 ② 

6 

加古川町本町のほぼ中央あたりにあり国登録文

化財に登録された住宅洋館の名の名前は次のど
れでしょうか。 

神田家住宅洋
館 

森田家住宅洋
館 

田中家住宅洋
館 

本田家住宅洋
館 

① 

7 
「妻は夫を慕いつつ…」で有名な、文楽の豊澤團
平の墓所がある寺は次のどれでしょうか。 

常徳寺 常住寺 称名寺 願成寺 ① 

8 

法道仙人が空から馬に乗って降り立ったとされる

場所にある石碑に記されている文字は次のどれで
しょうか。 

馬の蹄 駒の爪 独楽の蹄 独楽の爪 ② 

9 西条古墳群にない古墳は次のどれでしょうか。 尼塚古墳 人塚古墳 行者塚古墳 勅使塚古墳 ④ 

10 
教信寺にゆかりの教信上人がよく唱えていた唱号
は次のどれでしょうか。 

南無阿弥陀仏 南無釈迦牟尼仏 南無妙法蓮華経 南無大師遍照金剛 ① 

11 
全国に 21万あるといわれる「ため池」。兵庫県に

あるため池の概数は次のどれでしょうか。 
2万 8千 3万 3千 3万 8千 4万 3千 ③④ 

12 
加古川地域に生息する生き物のうち、外来種は次
のどれでしょうか。 

カスミサンショウ
ウオ 

オオススメバチ 
ハクセンシオマ
ネキ 

アライグマ ④ 

13 

三木合戦の時に神吉城の本丸であったとされる場

所に、現在建っている寺の名前は次のどれでしょ
うか。 

常樂寺 観音寺 称名寺 教信寺 ① 

14 
JR加古川駅が現在の高架駅になった年は次のど
れでしょうか。 

昭和 63年 平成 3年 平成 9年 平成 15年 ④ 

15 

JR高砂線にかつてあった駅で、アイドルの名前と
同じだったことから、若い女性が切符を買い求め

に殺到したという駅がありました。その駅名は次の
どれでしょうか。 

鶴林寺駅 野口駅 尾上の松駅 田原駅 ② 

16 

日岡山の OAAはりまハイツの場所にあった、多木

久米次郎氏によって建てられた入母屋造りの展望
台の名前は次のどれでしょうか。 

通天閣 同比閣 聖徳閣 兵衛向陽閣 ③ 

17 
加古川市内に唯一の酒蔵である岡田本家の創業

の年は次のどれでしょうか。 
1847年 1874年 1784年 1748年 ② 

18 

加古川市内で唯一の酒蔵である岡田本家に、皇

太子が座られた椅子が現存しますが、座られた皇
太子は後の何天皇でしょうか。 

明治天皇 大正天皇 昭和天皇 
今上天皇(平成
天皇) 

② 

19 
現在の JR加古川線の加古川市内にある駅の数
は次のどれでしょうか。(加古川駅も含めて) 

2 3 4 5 ③ 

20 
宗佐厄神八幡神社の創建のエピソード(イノシシの
はなし)に関わりのない人物は次のどれでしょう
か。 

和気清麻呂 孝謙天皇 阿倍仲麻呂 道鏡 ③ 

21 
昭和 44(1969)年、兵庫県が加古川市内に開設し
た高齢者の生涯教育施設の名称は次のどれでし

ょうか。 

いなみ野学園 加古川学園 播磨学園 播磨同仁学園 ① 

22 
加古川の河川敷を利用して設置されているマラソ
ン常設コースの名称は次のどれでしょうか。 

加古川水辺ロ
ード 

みずぎわマラソ
ンロード 

水と緑のカント
リーロード 

加古川みなもロ
ード 

④ 

23 
加古川出身の歌手、菅原洋一がレコード大賞を受

賞した曲は次のどれでしょうか。 
忘れていいの 

忘れな草をあな

たに 
愛の讃歌 今日でお別れ ④ 

24 
剣豪宮本武蔵の養子・伊織が再建に努力した神
社は次のどれでしょうか。 

志方八幡宮 浜之宮天満宮 泊神社 日岡神社 ③ 
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25 

加古川市も少子高齢化が進んでいますが、1982

年、47クラス、生徒数 2001人の日本一のマンモス
校だった中学校は次のどれでしょうか。 

加古川中学校 中部中学校 浜の宮中学校 平岡中学校 ④ 

26 
三木合戦の時に加古川城があった場所は、現在

の何寺でしょうか。 
観音寺 常楽寺 教信寺 称名寺 ④ 

27 加古川市にある町の数は次のどれでしょうか。 11 12 13 14 ④ 

28 

「加古川市にゆかりの深いもので公共の福祉を推
進し、文化の向上に功績のあったもので市民の尊
敬を受けている人」に加古川名誉市民の称号が与

えられます。その第一号に輝いた人は誰でしょう
か。 

三宅修一郎 三宅周太郎 三宅洲二 三宅秀三 ② 

29 

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。 

放光寺 報恩寺 法道寺 宝蔵寺 ④ 

30 
平成23(2011)年に創設された、加古川市が主催す
る日本将棋連盟の公式棋戦の名前は次のどれで
しょうか。 

加古川名人戦 加古川青流戦 加古川竜王戦 加古川清流戦 ② 

31 

加古川町・尾上町・野口町・別府町を潤す用水路
である「五カ井用水」を加古川から引き入れること
を考案し、指示したとされる人物は次のどれでしょ

うか。 

日本武尊 聖徳太子 平清盛 今里伝兵衛 ② 

32 

「播磨国風土記」で、景行天皇と加古川沿岸で結

婚したと記されている妃の名は次のどれでしょう
か。 

稲日大郎姫 印南太郎姫 稲美大朗姫 別嬢 ④ 

33 
加古川市内にある山陽電鉄の駅の数は次のどれ
でしょうか。 

2 3 4 5 ② 

34 

加古川市内にある重要文化財 21件のうち鶴林寺
の所有である件数は次のどれでしょうか。(かこス

タイルに表記のある平成 17年 4月現在で答えなさ
い。) 

16 17 18 19 ③ 

35 

賀古の駅家は日本最大の駅家であったといわれ

ていますが、当時、義務づけられていた馬の頭数
は次のどれでしょうか。 

20 30 40 50 ③ 

36 
志方町永室で「ながむろジュンサイ祭り」を開催す

る、ジュンサイが採れる池は次のどれでしょうか。 
上の池 中の池 下の池 ダンベ池 ② 

37 
黒田節で歌われた母里太兵衛はデビュー戦で大
活躍しました。この加古川での合戦は何城での合
戦でしょうか。 

別府城 野口城 神吉城 志方城 ① 

38 
国鉄高砂線跡は現在、道になっています。その道

の名は次のどれでしょうか。 
マリンガ・ロード 

加古川みなもロ

ード 
松風こみち 鶴林新道 ④ 

39 
子どもたちが夏に遊ぶ海水プール「じゃぶじゃぶ
池」がある施設は次のどれでしょうか。 

加古川ウェルネ
スパーク 

加古川総合運
動公園 

日岡山公園プ
ール 

加古川海洋文
化センター 

④ 

40 
播州弁の「づつない」という言葉の意味は次のど
れでしょうか。 

苦しい 
つっかえるもの
がない 

楽しみがない しびれる ① 

41 
平成 20年 4月に兵庫県加古川総合庁舎の 1・2
階部分に併設された東播磨生活創造センターの

愛称は、次のどれでしょうか。 

いこか くるり たぱん かこむ ④ 

42 
志方八幡宮の 10月の例大祭で奉納される地元少

女たちの和光楽の俗称は次のどれでしょうか。 
孔雀の舞 飛龍の舞 鶴亀の舞 胡蝶の舞 ④ 

43 
「空がピリピリする」が表す様子は次のどれでしょう
か。 

雷が走る 
かすかな雨が
降り出した 

夕焼けがきれい 
虹がかかってい
る 

② 

44 
加古川市内で生産されているブランド和牛の名前
は次のどれでしようか。 

しかった牛 加古川和牛 かこビーフ 
かっこいいビー
フ 

② 

45 
鶴林寺で行われる月見会の名前は次のどれでし
ょうか。 

中秋の観月会 
秋の満月鑑賞
会 

十三夜観月会 十五夜観月会 ③ 

46 
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。 
亥巳籠り 咳気籠り 無火籠り 寒気籠り ① 

47 
加古川市で唯一の酒蔵である岡田本家が醸造す
る清酒のブランド名は次のどれでしょうか。 

日本盛 酒盛 盛典 蔵典 ③ 

48 
「せっかくやのに、それ、なんどいや」の「なんどい
や」は意味は次のどれでしょうか。 

なにでしょう なんでもない うるさいぞ 残念だ ④ 

49 
“メイドイン加古川”で売り出されているブランド卵
といえば「○○○の卵」です。○○○に入る文字は
次のどれでしょうか。 

タナカ イケダ ウエノ オクノ ④ 

50 
播州弁の特色にあてはまるものは次のどれでしょ

うか。 

カ行発音が多

い 
半濁音が多い 濁音が多い 

敬語表現が多

い 
③ 

※No.11は③④の数値が公開されているので、両方を正解とした。No.41は②となっていたが誤植であった。 


