
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やぁ、みんな！ 

僕からの挑戦状はどうだった？ 

何問正解したかな？ 

この「解答・解説編」で 

チェックしてみてね！ 

第 ５ 回 川 西 学 検 定 

        きんたくんからの挑戦状！

きんたくんのよくわかる解答・解説編 

 

「川西学検定」は、市民の皆様に楽しみながら川西のことをもっとよく知り、

郷土愛を深めていただくとともに、知らなかった川西を再発見していただくこと

を目的に実施したものです。 

今年で第５回目を迎えました。 

全３０問中、２５問以上正解された方には合格証をお送りします。 

今回は、７６９人の皆様にご参加いただきました。 

多数のご参加ありがとうございました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
新しく制定された市民憲章の本文３番目の項目「に」に記載されている文言はどれ？ 

C 清和源氏のふるさと 

ヒント ： 川西市役所の１階に飾ってあるよ！川西市HPで「市民憲章」って検索してもわかるよ！ 

い きな り マーク！説明文のなかに、実際の市民憲章本文は載っていなかったね。 

市役所１階に飾ってある市民憲章を、実際に見に来てくれた人がいたらうれしいな。 

約60年ぶり(！) に見直され、平成29年1月1日に新しく制定された市民憲章は、この通り！ 

頭文字が「か・わ・に・し」で、できているんだね。 

 

 

 

 

 

 

2 
若い夫婦の結婚新生活の門出を応援するために設けられた支援制度はどれ？ 

C 川西市結婚新生活支援助成制度 

若者同士の出会いのきっかけづくりを支援するだけじゃなく、若者の結婚新生活の門出を応援する

ため、新婚世帯の住居費や引越費用も支援しているのは、 川西市結婚新生活支援助成制度 だよ！ 

「このまちで幸せになろうプロジェクト」っていうんだ！ 

 

3 
本年秋に開通される新名神高速道路「川西インターチェンジ」の整備予定地域はどこ？ 

B 石道・西畦野 

新名神高速道路は延長約174キロメートル、愛知県名古屋市〜兵庫県神戸市を結ぶんだって！ 

兵庫県内のルートは、川西市東畦野のトンネル部から神戸市北区の神戸ジャンクションまでの延長

21キロメートル！川西市内のルートは、東畦野のトンネルをスタートに、石道地区の田園地帯を通

って、猪名川を渡り猪名川町へ至る延長約5.4キロメートルの高速道路になるんだって！ 

川西インターチェンジは、石道・西畦野地区の丘陵部に設置される予定だよ！ 

 

問題は全部で30問！少し難しい問題もあったかな？ 

マークのついている問題以外は、基本的に説明文（２～６ページ）

のなかに答えが隠されていたんだ！ 

それじゃ、「きんたくんのよくわかる解答・解説編」始まるよ！ 

か → 語りあう 未来の希望 あしたの話 

わ → 分かちあう 豊かな自然 住みよいまち 

に → 担おう 賑わいと発展 清和源氏のふるさと 

し → 信じよう 平和と共生 育むこころ 



 
 

4 
川西市のプロモーション動画の中で、突如現れた幻のレストラン。その舞台となったのはどこ？ 

A 能勢電鉄の電車車両 

ヒント ： YouTubeで「かわにしディナー」って検索してみて！ 

川西市の広報誌（平成28年12月号）をもっている人は裏面特集を見てみて！ 

マーク！市の魅力を発信するシティプロモーション動画「KAWANISHI DINNER（かわ 

にしディナー）」はYouTubeで見てくれたかな？広報かわにしmilife１２月号の裏表紙でも特集

されていたよ！動画の舞台になった幻のレストランは、じつは 能勢電鉄の電車車両 のなかのセ

ットだったんだよ！制作には、フランス料理店チェサピーク、市在住でプラントハンターの西畠清

順さんなど、たくさんの方々のご協力をいただいたんだ。 

 

5 
平成28年10月よりふるさとづくり寄附金の記念品として新たに加わった、川西市発祥の飲料水は？ 

B 三ツ矢サイダー 

平成25年度に返礼品贈呈制度が開始されたふるさとづくり寄附金の記念品は、早生桃や北摂栗な

どの特産品、生鮮・加工食品、お菓子、雑貨、植物、子ども用木製家具など90種類以上！ 

平成28年10月20日には、川西市発祥の「三ツ矢サイダー」の川西市限定アソートセットが

新たに加わったんだ！ 

 

6 
川西ファンが川西市の魅力を発信していくための川西市公認「ご当地愛フェイスブック」の名称は？ 

A かわにしさん 

平成28年２月22日、ご当地愛を高め、市の知名度向上や川西市に好感を持つ人を増やすことを

目的に、川西ファンが市の魅力を発信する川西市公認ご当地愛フェイスブック「かわにしさん」が

開設されたよ。川西の魅力を自由に投稿するだけでなく、登録者同士が顔を合わせる交流会も開催さ

れてるんだって！ 

 

7 
川西市の姉妹都市「香取市」は何県にある？ 

C 千葉県 

川西市と香取市の姉妹都市提携は、清和源氏の祖、 源満仲公に縁があるんだ！ 

昭和51年のテレビドラマをきっかけに、川西市と 千葉県 にある（旧）佐原市の交流が始まり、

平成２年８月１日に姉妹都市提携が結ばれたんだ。平成 18年３ 月に市町合併で「香取市」が誕生

したんだね。現在も交流は続いていて、年１回行われる川西まつりでも、香取市ブースで特産のサツ

マイモ（予約販売）やマッシュルームを販売しているよ！ 

ちなみに、今回のプレゼントの、甘くてしっとり「ベニハルカ」と、ほくほくの「さわらっこ」は、

もちろん香取市のサツマイモだよ。 

 

 

 



 
 

 

8 
「ネットかわにし」にはいくつの市町が参加している？ 

B ４つ 

全国の「川西」という名の市町でつながる「全国川西会議」 

（ネットかわにし）は、兵庫県川西市、山形県川西町、奈良県川西町と、

新潟県十日町市（川西地域）の ４つ だよ！ 

年数回行っている交流の一環として、平成28年９月24、25日に 

新潟県十日町市で開催された「国際ご当地グルメグランプリ2016  

in十日町」に「全国かわにし総本店」として出店したよ！ 

過去最多 72,000人を動員したこのイベントで、川西市のいちじく 

たっぷり「壱熟（いちじゅく）カレー」と、新潟県十日町市（川西地域）

の「妻有ポークメンチカツ」、「コシヒカリ」の絶品コラボメニュー 

（イベント限定）がなんと審査員特別賞を受賞したんだ！ 

 

 

9 
平成25年に第１回目が実施され、２年に１回、のせでん沿線エリアを舞台に開催される現代アートの芸術祭は？ 

C のせでんアートライン妙見の森 

 のせでん沿線地域の魅力の再発見と新たな魅力の創出をコンセプトとした現代アートの芸術祭は、

「のせでんアートライン 妙見の森」だよ！第３回は平成29年に開催予定！ 

 

 

10 
平成28年度も川西まつりと同時に開催したイベントとして、正しいものはどれ？ 

A 農林産物品評会 

  平成28年度で第10回を迎えた川西まつりは、市内産業をひろくPRする秋の一大イベント！ 

その会場内での同時開催イベントは、「農林産物品評会」だよ。品評会に出されたものは同日販売

され、市内の生産者の皆さんが丹精込めて作った数々の野菜やきのこなどが買えるんだ！ 

 

 

11 

平成28年12月に「川西元気アップ朝市」から名前をリニューアルした、 

農作物や加工品の販売を中心とするイベントの名前は？ 

B かわにしまるまるマルシェ 

「川西元気アップ朝市」は、平成 28年 12月に「かわにしまるまる   

マルシェ」に名前が変わってリニューアルされたよ！農家とお店と皆さんを

大きな（まる）でつなげ、（まる）印のいいものをお届けし、川西の魅力を

（まる）ごと満喫していただけるイベントなんだ！次回は７月開催予定だよ。 

 

 



 
 

 

12 

生産者直売のため安全・安心な川西の植木や花が買える「植木まつり」は年２回開催されています。 

「秋の植木まつり」と、「●の植木まつり」？  

A 春 

植木まつりは 春 と秋の年２回、見野地区で開催されているよ！ 

生産者が直売するため安全・安心なこの植木まつりは、平成28年度

で47年目を迎える、実は歴史のあるイベントなんだ。植栽などの相談

や、地元産野菜の販売、トラック市もあるよ。 

次回の開催は平成29年４月下旬ごろ予定！ 

 

 

13 
市内では多くのバルイベントが開催されていますが、川西能勢口駅周辺で開催されているものは「●●バル」？ 

C きんたくんバル 

川西能勢口周辺の美味しい・楽しいお店の食べ歩き・飲み歩きイベントは「きんたくんバル」！ 

飲食店を中心に多くのお店が参加していて、ランチメニューの「昼バル」、スイーツやコーヒーな

どが楽しめる「おやつバル」、お酒とおつまみメニューの「夜バル」など、この日限りのお得な特別

メニューが食べられるんだ。次回の開催は平成29年５月27日（土）だよ！ 

 

14 

川西まちなか美術館では、子どもたちと一緒に壁面に絵を描く「ウォールアート」イベントを行っていま

すが、このイベントで描かれた乗り物は？ 

A 電車 

ヒント ：実際に川西能勢口駅東口周辺に行って探してみて！ 説明文（３ページ）の写真もヒントになっているよ！  

マーク！川西能勢口駅周辺のまちなかを美術館に見立て、芸術作

品の展示や関連するイベントを各所で行っている川西まちなか美術館。 

企画のひとつである「ウォールアート」は、川西能勢口駅東側・阪急

高架北側道路沿いにあるんだ。みんな実際に見に行ってくれたかな？ 

問題の写真もヒントになっていたんだけど・・・ 

描かれていたのは 電車 でした！ 

 

15 
毎年秋に行われる黒川地区一帯を満喫できるイベントは「●●まつり」？ 

C 黒川里山 

黒川エリア一帯の魅力を満喫できる、毎年秋に開催されるイベントは、「黒川里山まつり」だよ！ 

平成28年度で第11回目を迎えたんだ。知明湖キャンプ場や黒川公民館などの会場で、黒川グル

メ、農産物の直売、餅つき、お茶席、里山ガイドウォーキングなどいろいろ楽しめるよ！ 

 

 

 



 
 

 

16 
平成28年、猪名川河川敷で行われた花火大会の玉数は？ 

B 約4,000発 

猪名川花火大会は、大阪府池田市と兵庫県川西市の共催で例年 

８月中旬に猪名川河川敷で開催されているよ。いろんな市町からた

くさんの人がきてくれて毎年賑わっているよ。 

北摂の夏の風物詩、川西市の一大イベントだね！ 

第68回では、約4000発 の花火が打ちあがったよ！ 

阪神高速道路（11号池田線・池田分岐〜池田木部間）を一時通

行止めにして開催している全国でも珍しい花火大会なんだ。 

 

17 
参加者のなかから当日の抽選で当たる賞品は次のうちどれ？ 

B 国内旅行券 

昭和57年に始まった川西一庫ダム周遊マラソン大会は、平成28年度で35回目。 

毎年11月頃に開催しているよ。毎年全国各地から約3,000名のランナーが参加してくれるんだ！ 

ハーフマラソンに、２km ペア、３km、５km、10km と競技種目も多く、年齢や体力に応じて、

だれでも気軽に参加しやすくなっているよ。 

参加者には当日、国内旅行 や三ツ矢サイダー１年分が当たるお楽しみ抽選会も実施しているよ！ 

 

18 
古田さんの出身高校は？ 

C 県立川西明峰高校 

川西市出身で、川西市名誉市民の古田さん。出身高校は県立川西明峰高校 だよ！ 

ヤクルトスワローズに入団されたのは平成２年、その後セ・リーグで５

回優勝、日本一４回、日本シリーズとセ・リーグのＭＶＰ、正力賞など、

数々の賞を受賞されているよ。市民栄誉賞、兵庫県スポーツ優秀選手特別

賞も受賞され、27年１月には野球殿堂入りも果たされているんだ！ 

 

19 
浦浜さんが平成29年３月に出演が決定しているのは？ 

C 神戸コレクション 

 ４歳から活動を開始された、川西市出身のモデル、浦浜さん。15歳の時には

「神戸コレクション 2005 AUTUMN/WINTER」にてコレクションデビュ

ー！ファッション誌「JJ」のモデルさんを務められ、現在では、ファッション

誌やショーなどでモデルをつとめるほか、平成２７年の「神戸在住」ではTV、

映画にも出演するなど、マルチに活躍中なんだ。 

平成 29年３月４日には、神戸ワールド記念ホールにて、今回 30回目のア

ニバーサリーを迎える神戸コレクション に出演されたんだよ！ 



 
 

 

20 
藤原さんが川西南中学校時代に始め、日本フィルで首席奏者を務められている楽器は？ 

A トロンボーン 

大阪府出身、兵庫県川西市育ち、 

日本フィルハーモニー交響楽団首席トロンボーン 奏者の藤原さん。 

トロンボーンを始めたのは、川西南中学校時代なんだって！国内・外で活躍さ

れ、これまでに様々な賞を受賞するだけでなく、映画、TVドラマ、アニメ、ラ

ジオ、雑誌など、幅広く携わっていらっしゃるんだよ！ 

平成２８年５月、みつなかホールでは「川西こころ街シリーズ」として 

「藤原功次郎 トロンボーン・リサイタル」に出演、７月のイタリア、シチリア

島で行われたイブラ大賞国際音楽コンクールでは、全部門の中で優勝し、９つ全

ての賞を独占受賞！平成２９年は、ニューヨーク、カーネギーホールでのリサイ

タルをはじめワールドツアーなど、国際的に活動されるんだ！ 

 

 

21 
白馬に騎乗する女武者、巴御前が仕えていた源氏武将は？ 

C 木曽 義仲 

ヒント ： 源氏まつりのパンフレットをもっている人は、よーく読んでみて！川西市HPで「源氏まつり」のページにも過去のパンフレットはアップされているよ！ 

マーク！平成 29年で 53回目を迎える「川西市源氏まつり」は、源氏のふるさと川西の歴史

や文化を広く内外に発信しようと始まった、時代絵巻を繰り広げる懐古行列を中心とした春の一大イ

ベントだよ。源氏まつりのパンフレットにも、巴御前については記されているんだ。（以下の通り） 

もちろん、他の書籍や、ネットでも調べられるよ。 

 

 

 

 今年の源氏まつりは4月9日（日）！みんな是非見にきてね！ 

 

 

22 
平成27年に公募し、28年に商標登録をした、川西産いちじくの愛称は何？ 

A 朝採りの恵み 

川西市は、いちじくの近代品種である「桝井ドーフィン」が日本で初めて栽培された土地なんだ！

川西のいちじくは、みんなに美味しく味わってもらうよう、完熟いち

じくを早朝に収穫し、その日のうちに店頭に並ぶのが特徴なんだよ。 

そんな特徴をとらえて、愛称は「朝採りの恵み」になったんだ！ 

 

 

● 巴御前 平安末期の女性で武人、中原兼遠の娘で、武勇をもって知られる。 

木曽義仲 のそばにあって防戦につとめ功が多かった。      （ 源氏まつりH28パンフレットより ） 



 
 

 

23 
早生桃の即売会を行っているのは毎年いつ頃？ 

A ６月下旬 

川西市（加茂地区中心）は県下で唯一の早生桃の産地だよ！ 

香りがよくてみずみずしいんだ。 

通常の桃より早く収穫され、阪神間の市場でもとっても人気。 

市の特産物のひとつなんだよ。 

市、市農業振興研究会、市営農研究会主催で行う 

「桃の即売会」の開催は、毎年６月下旬頃 だよ！ 

 

 

24 
北摂地方が原産地である栗の品種は？ 

B 銀寄 

川西市、宝塚市、猪名川町などの北摂地方では、千年以上前から栗が栽培されているんだって。 

「北摂栗」と呼ばれているんだよ。また、「栗の王様」とも呼ばれ、全国の産地で栽培されている

品種「銀寄（ぎんよせ）」は、北摂地方の原産なんだ。 

 

 

25 
キセラ川西せせらぎ公園で、植栽などに協力してくれた有名人はだれ？ 

A 西畠清順 

キセラ川西は阪急・能勢電鉄「川西能勢口」駅から北へ約 600メー

トルのところにあるよ。住宅・医療・集客などの多機能が連携する「次

世代型複合都市」として生まれ変わろうとしているんだ！ 

せせらぎ公園とせせらぎ遊歩道の完成にむけて、植栽などに関わって

いただいたのは、川西市出身のプラントハンター西畠清順 さん！ 

 

 

26 
郷土館旧平賀邸で撮影された、現在放送中のNHK連続テレビ小説は何？ 

B べっぴんさん 

大正時代に建てられ、国の登録有形文化財に登録されている和風住宅の旧平安邸と洋風住宅の旧平

賀邸。最近は、これら貴重な文化財を利用して、映画やテレビドラマの撮影が盛んに行われていて、

川西市が誇る魅力の一つになっているんだ！ 

現在放送中のNHK連続テレビ小説「べっぴんさん」では、進駐軍に接収された村田家の建物と、

その代わりに住んだ使用人の部屋として、旧平賀邸が使われたんだ。 

 

 



 
 

27 
遺跡内の見どころを巡るスタンプラリーが開催される、弥生時代の大規模環濠集落遺跡は何？ 

A 加茂遺跡 

今から約 2,000年前の弥生時代に最も栄えた大規模環濠集落遺跡で、毎年秋に市民のみなさんに

遺跡内の見どころを巡っていただくスタンプラリーを開催しているのは、加茂遺跡 だよ！ 

 

28 
川西市内の社寺に祀られている北摂七福神のうち、毘沙門天が祀られている寺はどこ？ 

B 満願寺 

川西市内の社寺には北摂の七福神が祀られているところがあるってみんな知ってた？ 

ハイキングがてらのパワースポット巡りに最適だよ！ぜひまわってみてね！ 

北摂七福神の組み合わせは以下の通りだよ。 

 

 

 

 

 

29 
みつなかホールは平成28年で何周年を迎えた？ 

B ２０ 

みつなかホールは平成８年６月に開館した、芸術文化振興の拠点となる音楽主体ホールだよ！ 

 室内楽やオペラ、シネマや演劇など、いろんなことに取り組んでいるよ。 

 平成28年度でめでたく20周年！川西市の芸術文化の中心として、今も愛されているんだ。 

 

30 

平成28年８月に建替えオープンした市民体育館に、 

市内体育施設として初めて導入されたものは次のうちどれ？ 

B 全館空調設備 

平成28年８月１日にリニューアルオープンした市民体育館。 

市内社会体育施設として初めての全館空調完備 で、主競技場、多目的運動室、武道室、会議研修

室、トレーニング室、ランニングトラックだけじゃなく、キッズスペースや授乳室もあるよ！ 

気軽に参加できる各種スポーツ教室や、担当スタッフが個別にトレーニングメニューを作成してく

れる「きんたくんクラブ」も好評なんだって！みんなも是非利用してみてね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

大黒天・・・能勢妙見、恵比寿・・・山下恵比寿神社、寿老人・・・頼光寺、 

福禄寿・・・多太神社、布袋尊・・・法泉寺、 

弁財天・・・多田神社境内の厳島神社、毘沙門天・・・満願寺 

どうだった？ 何問正解できたかな？ 

全３０問中、２５問以上正解された人には合格証を送るよ！ 

今回は、76９人の皆様にご参加いただいたんだって。 

たくさんの人に参加してもらってとっても嬉しいよ！ありがとう！！ 

ちなみに、プレゼントの応募は、賞品の発送をもって当選の発表に代えさせて 

いただくよ。楽しみに待っててね。（発送は３月下旬ごろ予定） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


