第６回
平成３０年３月１０日（土）１０：００〜１１：３０

検定問題
受 検 にあたって
１
２
３
４
５
６

７
８
９

この検定問題は、指示があるまで開かないでください。
解答用紙には、受検番号を忘れずに記入してください。
検定問題は、香芝市に関連するあらゆることがらについて１００問です。
検定時間は、１０時から１１時３０分までの９０分間です。
検定開始後、３０分経過をもって退出することができます。この場合、
解答用紙は裏向けにして静かに退出してください。
解答方法は、次のとおりです。
各問題の解答には４つの選択肢を示してあります。そのうち、問題の解答
として正しいと思うものを一つ選び、次の例のように記入してください。
【解答例】⑶が正しいと思うとき、解答用紙のその番号の○を鉛筆で黒く
塗りつぶしてください。
⑴
⑵
⑶
⑷
○
○
●
○
解答に○を黒く塗りつぶしてないものや、二つ以上つけたものは、誤りと
します。
検定中は、すべて係員の指示に従ってください。トイレその他止むを得な
い事情があるときは、静かに手を上げて係員にお伝えください。
入賞者の点数が同点の場合は、問題集以外からの１０問（検定終了後に解
説文を配付します。）の正解数を加味し、なお差がつかない場合は高年齢の
方を上位とします。

１

香芝市には野見宿禰と当麻蹶速による初の天覧相撲にまつわる「腰折田」が良福寺・
磯壁地区にあったとして、相撲発祥の地としての伝承があります。
『日本書紀』には
どの天皇の御前で行われたと書かれているでしょうか。
(1) 第10代 崇神天皇
(3) 第12代 景行天皇

２

(2) 第11代 垂仁天皇
(4) 第13代 成務天皇

香芝市内の築造時期が推定されている古墳の中で、いちばん古いとされる古墳は、
どの古墳でしょうか。
(1) 今泉古墳（今泉）
(3) 山口古墳（旭ケ丘）

３

香芝市には顕宗天皇と武烈天皇の陵があるとされています。顕宗天皇は第23代天皇
です。では、武烈天皇は何代目の天皇でしょうか。
(1) 第21代天皇

４

(2) 18歳

(4) 第25代天皇

(4) 22歳

(3) 約3.4ｍ四方

(4) 約3.8ｍ四方

尼寺廃寺北遺跡の発掘調査等により、南北二つの寺院跡が確認され、僧寺と尼寺の
関係にあったと考えられています。では、その寺院名はどのように考えられるでし
ょうか。
(2) 葛城寺と葛城尼寺
(4) 片岡王寺と片岡尼寺

宮内庁による「大津皇子二上山墓」が二上山雄岳頂上にありますが、二上山麓にあ
る古墳がその棺の大きさから実際の墓ではないかとする説もあります。どの古墳で
しょうか。
(1) 三ツ塚古墳

８

(3) 20歳

(2) 約３ｍ四方

(1) 般若寺と般若尼寺
(3) 雲門寺と雲門尼寺

７

(3) 第24代天皇

尼寺廃寺北遺跡の塔跡で見つかった心柱を据える心礎は、国内最大級の巨石です。
どれほどの大きさがあるでしょうか。
(1) 約2.8ｍ四方

６

(2) 第22代天皇

その武烈天皇は、若くして崩御（死去）したとされています。何歳で崩御したとさ
れているでしょうか。
(1) 16歳

５

(2) 車塚古墳（平野）
(4) 土山古墳（瓦口）

(2) 鳥谷口古墳

(3) 二子塚古墳

(4) 大平塚古墳

香芝市には毎年決まった日に行われている祭りや縁日があります。毎年７月９日に
行われているのは、どれでしょうか。
(1) 板仏（狐井・福応寺）
(3) こんぴら祭（下田・金比羅宮）

(2) 宵宮祭（今泉・志都美神社）
(4) 戎祭り（北今市・戎神社）

９

金剛砂のことが最初に見える文献は、どれでしょうか。
(1)『日本書紀』

10

仏教は、華厳宗・法相宗・律宗・真言宗・天台宗・日蓮宗・浄土宗・浄土真宗・融
通念仏宗・時宗・曹洞宗・臨済宗・黄檗宗の13宗派が主なものですが、香芝市内に
ないのは、どの宗派の寺院でしょうか。
(2) 曹洞宗

(2) 惠

(3) 蓮

(2) 狐井遺跡

(3) 下田東遺跡

(4) 瓦口森田遺跡

(2) 鹿島神社（下田）
(4) 杵築神社（平野）

応仁元(1467)年、応仁の乱が勃発し、細川勝元率いる東軍と山名宗全率いる西軍と
の間で、京都を中心に11年間戦が続きました。この時、香芝の岡氏は、西軍につき
ました。東軍についた大和の国人は、誰だったでしょうか。
(1) 箸尾氏

16

(4) 源

鎌倉時代から、
「結鎮座」と呼ばれる氏子集団があり、近年では毎年１月26日に「渡
御行事」が行われています。どの神社でしょうか。
(1) 八幡神社（関屋）
(3) 十二社神社（五位堂）

15

(4) 黄檗宗

平成17(2005)年に平安時代のものと考えられる木簡が発見されました。何という遺
跡からでしょうか。
(1) 磯壁遺跡

14

(3) 融通念仏宗

良福寺地区の阿日寺境内にある一つのお堂の屋根瓦にはある漢字一文字が刻まれ
ています。どのような文字でしょうか。
(1) 如

13

(4)『続日本後紀』

しなてるや 片岡山に 飯に飢ゑて 臥せる旅人 あはれ親なし
片岡の 朝の原を とよむまで 山郭公 いまぞ鳴くなる
狩に来ば ゆきてもみまし 片岡の 朝の原に 雉子鳴くなり
片岡の この向つ峰に 椎蒔かば 今年の夏の 陰にならむか

(1) 日蓮宗

12

(3)『続日本紀』

香芝市の志都美地区から上牧町・王寺町に及ぶ地域は、古くから「片岡」と呼ばれ
てきました。
「片岡」を詠んだ和歌のうち、
『万葉集』のものは、どの歌でしょうか。
(1)
(2)
(3)
(4)

11

(2)『古事記』

(2) 越智氏

(3) 万歳氏

(4) 小泉氏

天文年間(1532-1555)に、松永弾正久秀が磯壁村に攻め入り、その家来が正林院にあ
った木像の地蔵尊を盗んで背負って逃げたところ、地蔵から火が出て火傷をし、た
まらず池に投げ捨てたという伝説があります。どの池に投げ捨てたでしょうか。
(1) 千股池

(2) 吉ヶ池

(3) カタマ池

(4) 古池

17

磯壁という地区が香芝市にあります。磯壁の名称の由来として有力な説とされてい
るのは、どれでしょうか。
(1) 石神がイソカベに転訛した。 (2) 岡氏の前衛の「壁」となった氏族がいた。
(3) 紀州(磯)からの移民である。 (4) 五十(いそ)の擁壁が集落の南東側にあった。

18

江戸時代、五位堂のため池に、
「突然理不尽な年貢をかけられ、新左衛門という村役
が池の堤で腹を切ってお上に年貢を廃するように訴えた。」と伝わっています。五
位堂墓地内にはこの新左衛門を称えた「嗚呼愛郷無縁之碑」が建てられ、「愛郷の
人、腹切新左衛門」として語り継がれています。この時の柳沢藩の藩主は、誰であ
ったと考えられるでしょうか。
(1) 本多忠平

19

(2) 松平忠明

(2) 悟真寺（榛原自明）
(4) 大野寺（室生大野）

近松門左衛門の人形浄瑠璃の作品に『冥途の飛脚』があります。その中で、香芝市
内の寺院が物語中に出てきます。どの寺院でしょうか。
(1) 正福寺（今泉）
(3) 長福寺（瓦口）

21

(4) 本多政勝

五位堂鋳物師が製作した阿日寺の梵鐘は、戦時中に国に供出されていました。戦後、
なぜか宇陀市のある寺院に返還されましたが、後に誤りとわかり阿日寺に戻されて
います。梵鐘は、どの寺院に返還されてしまっていたのでしょうか。
(1) 妙覚寺（菟田野岩崎）
(3) 宗祐寺（榛原萩原）

20

(3) 松平信之

(2) 正楽寺（平野）
(4) 寂照寺（鎌田）

北今市は、その昔「今市村」でしたが同じ葛下郡に今市村（現：葛城市南今市）が
あったため、北今市村と改称したとされています。いつ頃のことと考えられている
でしょうか。
(1) 享保年間(1716-1736)
(3) 天保年間(1831-1845)

22

(2) 寛政年間(1789-1801)
(4) 安政年間(1855-1860)

伊能忠敬は、文政４(1821)年に完成した『大日本沿海輿地全図』の測量に尽力し、
この地図により国土の正確な姿が明らかになりました。忠敬は、大和にも訪れ、香
芝も歩いています。この時に著された『伊能地図』に表記されていないのは、どの
村名でしょうか。
(1) 今泉村

(2) 下田村

(3) 良福寺村

(4) 鎌田村

23

江戸時代、香芝の村々の大半は、郡山藩に属していました。明治維新を迎え、最後
の郡山藩主であったのは、誰でしょうか。
(1) 水野勝成

24

(2) 20村

(2) 1,610人

(2) 明治初期

(4) 3,610人

(3) 明治中期

(4) 明治末期

(2) 法楽寺（下田）
(4) 萬善寺（上中）

(2) 柳ヶ池

(3) 改正池

(4) 板池

志都美地区の上中は、その昔「上里村」と「中筋村」が合併して「上中村」となり
ました。合併したのは、いつのことだったでしょうか。
(1) 明治12(1879)年
(3) 明治18(1885)年

30

(3) 2,610人

明治の中頃に小川文五郞という人の尽力で水不足に困っている農家のためにため
池が造られました。それは、何というため池でしょうか。
(1) 五位堂池

29

(4) 22村

明治10(1877)年、明治天皇が畝傍山陵参拝のあと、三条実美、木戸孝允、山縣有朋
らを乗せた30台の馬車隊とともに香芝に立ち寄られ昼食をとられています。天皇ら
の来県に備え、当時の堺県が急きょ道路整備を行い、ある寺院の敷地内を分断して
道路を敷設しました。それは、どの寺院でしょうか。
(1) 安養院（別所）
(3) 眞宗寺（下田）

28

(3) 21村

関屋は、奈良時代から大和と大坂を往来する人々の関所が設けられていたこともあ
り、宿場としても栄えていましたが、やがて廃れていきます。いつ頃からだったで
しょうか。
(1) 江戸末期

27

(4) 松平忠明

現在の国道165号が通る田尻峠は、明治の初め頃に切り開かれた道路です。街道沿
いの人たちも工事に協力しました。何人の人々が協力したと記録に残っているでし
ょうか。
(1) 610人

26

(3) 本多忠烈

明治維新を迎えた頃、香芝にはいくつの村々があったでしょうか。
(1) 19村

25

(2) 柳沢保申

(2) 明治15(1882)年
(4) 明治21(1888)年

明治22(1889)年４月に穴虫村、関屋村、畑村、田尻村及び磯壁村が合併して二上村
が誕生しました。初代村長は、誰だったでしょうか。
(1) 高垣真治

(2) 笠原錠資

(3) 吉田久一

(4) 渡辺勝蔵

31

香芝に最初にできた鉄道の駅は、現在のどの駅でしょうか。
(1) ＪＲ五位堂駅

32

(2) 広瀬郡

(2) 端田

(2) 逢坂

(3) 八木銀行

(4) 高田銀行

(3) 五ヶ所

(4) 今泉

(2) 昭和12(1937)年
(4) 昭和32(1957)年

香芝市内を流れる一級河川９河川のうち、奈良県水防計画で警戒すべき河川として
葛下川ともう一つの河川が指定されています。どの河川でしょうか。
(2) 平野川

(3) 鳥居川

(4) 熊谷川

昭和31(1956)年に４村合併により香芝町が誕生したときの世帯数は、どれほどだっ
たでしょうか。
(1) 約1,000世帯

39

(4) 谷田

香芝に消防団が組織されたのは、いつだったでしょうか。

(1) 原川

38

(3) 炭田

(2) 吉野銀行

(1) 大正12(1923)年
(3) 昭和22(1947)年

37

(4) 片岡郡

昭和21(1946)年に奈良県内で４例目となる「銀装大刀」が採集されました。市内の
どの地区から出土したでしょうか。
(1) 瓦口

36

(3) 賀美郡

南都銀行は、昭和９(1934)年に４つの銀行が合併して誕生した銀行です。次のうち、
この合併に関係のない銀行名は、どれでしょうか。
(1) 六十八銀行

35

(4) 五位堂駅

．．．
平野地区に伝わる民話「たんだの椿」のたんだを漢字で表すと、どの文字にあたる
でしょうか。
(1) 丹田

34

(3) 近鉄下田駅

香芝町の時代に属していた北葛城郡は、明治30(1897)年に葛下郡とある郡が一つに
なって誕生しました。どの郡でしょうか。
(1) 葛上郡

33

(2) 香芝駅

(2) 約2,000世帯

(3) 約3,000世帯

(4) 約4,000世帯

香芝町が誕生したときの最初の町長は、誰だったでしょうか。
(1) 田中國太郎

(2) 瀧井芳一

(3) 山本甚五郎

(4) 黒松喜洲

40

現在、香芝市内には市立小学校が10校ありますが、昭和31(1956)年に香芝町が誕生
したとき、小学校は、何校あったでしょうか。
(1) ３校

41

(2) ４校

(2) 下田小学校

(2) 約400軒

(3) 毎月20日

(4) 毎月25日

住所の表示には「○○番地○」というふうに土地登記簿の地番で表す地区と「○番
○号」という住居表示方式で表す地区があります。住所を「○番○号」と住居表示
方式で表すのは、どの地区でしょうか。
(2) 西真美二丁目

(3) 白鳳台二丁目

(4) すみれ野二丁目

香芝市のスポーツ・レクリエーション施設の一つに地域体育館があります。どの地
域体育館でしょうか。
(1) 東部地域体育館
(3) 南部地域体育館

47

(4) 約800軒

(2) 昭和36(1961)年
(4) 昭和46(1971)年

(2) 毎月15日

(1) 関屋北二丁目

46

(3) 約600軒

香芝市では、毎月「交通安全の日」が決められています。それは、いつでしょうか。
(1) 毎月10日

45

(4) 志都美小学校

関屋小学校は、ある時期まで二上小学校の分校でした。関屋小学校として独立した
のは、いつのことだったでしょうか。
(1) 昭和31(1956)年
(3) 昭和41(1966)年

44

(3) 二上小学校

香芝市内に昭和35(1960)年以前に建てられた家屋は、何軒残っているでしょうか。
(1) 約200軒

43

(4) ６校

昭和36(1961)年に襲来した伊勢湾台風によって、ある香芝町立の小学校の校舎が半
壊してしまいました。どの小学校でしょうか。
(1) 五位堂小学校

42

(3) ５校

(2) 西部地域体育館
(4) 北部地域体育館

伊勢湾の神島から淡路島の伊勢ノ森を地図上で線を結ぶと、春分・秋分の日に太陽
が通る東西線と重なります。その線上には約３km ごとに社寺や遺跡等があり、太陽
信仰と結びつけ、
「太陽の道」とも呼ばれ、香芝市もこの線上にあたります。この線
上にないのは、どれでしょうか。
(1) 伊勢斎宮
(3) 檜原神社

(2) 大仙陵古墳（伝 仁徳天皇陵）
(4) 長谷寺

48

香芝市内で、区画整理事業によらずに開発された住宅地は、どの地区でしょうか。
(1) 関屋北

49

(2) 西真美

(3) 高山台

(4) すみれ野

現在の保健センター（逢坂一丁目）は、平成25(2013)年１月に下田西二丁目から移
転しました。地域保健の拠点施設として香芝に初めて保健センターが設置されたの
は、いつだったでしょうか。
(1) 昭和48(1973)年
(3) 昭和56(1981)年

50

(2) 昭和52(1977)年
(4) 昭和60(1985)年

西名阪自動車道の香芝インターチェンジにはかつて料金所がありました。廃止され
たのは、いつだったでしょうか。
(1) 昭和56(1981)年
(3) 平成３(1991)年

51

(2) 昭和61(1986)年
(4) 平成８(1996)年

近畿日本鉄道の五位堂検修車庫は、いつ建設されたでしょうか。
(1) 昭和47(1972)年
(3) 平成４(1992)年

52

(2) 昭和57(1982)年
(4) 平成14(2002)年

昭和55(1980)年に香芝町中央公民館の一室として1,030人収容の「大集会室」が建
設されました。平成４(1992)年に施設の名称が変更され、現在の呼び名になってい
ます。何という名称でしょうか。
(1) ペガサスホール
(3) マルベリーホール

53

昭和59(1984)年に、奈良県で第39回国民体育大会が開催されました。何という国体
だったでしょうか。
(1) あおがき国体

54

(2) だいぶつ国体

(3) まほろば国体

(4) わかくさ国体

香芝市の市の花は、スミレです。いつ制定されたでしょうか。
(1) 昭和31(1956)年
(3) 昭和60(1985)年
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(2) さざんかホール
(4) モナミホール

(2) 昭和45(1970)年
(4) 平成３(1991)年

香芝市の住民票は、ある時期まで和文タイプライターで作成されていました。現在
のようなコンピューターによる管理になったのはいつのことだったでしょうか。
(1) 昭和52(1977)年
(3) 昭和62(1987)年

(2) 昭和57(1982)年
(4) 平成４(1992)年
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真美ヶ丘は、香芝市内でも比較的新しい町名です。真美ヶ丘誕生の折に、その区域
に一部分を編入された大字が複数ありました。編入されなかったのは、どの大字で
しょうか。
(1) 大字五位堂
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(2) 良福寺

(4) インド

(2) 昭和62(1987)年
(4) 平成元(1989)年

(2) 昭和58(1983)年
(4) 平成７(1995)年

香芝市の市制施行と同時に行われたのは、どれでしょうか。
(2) 市民憲章制定
(4) ふたかみ文化センター開館

市民図書館の利用者カードは、何色で作られているでしょうか。
(1) オレンジ
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(3) ロシア

真美ヶ丘西小学校が開校したのは、いつだったでしょうか。

(1) カッシー誕生
(3) 大字の廃止
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(4) 畑

香芝町が「市」になるための条件の一つだった、人口５万人以上になったのは、い
つだったでしょうか。

(1) 昭和57(1982)年
(3) 昭和63(1988)年
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(3) 磯壁

(2) モンゴル

(1) 昭和61(1986)年
(3) 昭和63(1988)年
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(4) 大字五ヶ所

香芝市では、全国でも珍しい金剛砂がとれ、紙やすりをはじめとする研磨材に使わ
れていましたが、30年ほど前から採られなくなり、現在では、原材料を輸入に頼っ
ています。どの国から輸入しているでしょうか。
(1) 中国
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(3) 大字瓦口

香芝東中学校の南側、かつらぎの道に隣接して大和鈴山城塁跡が残されています。
そこは、遠く１km 以上離れた地区の飛地となっています。どの地区でしょうか。
(1) 鎌田
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(2) 大字別所

(2) グリーン

(3) ブルー

(4) モノトーン

香芝市国際交流市民の会「グローバル香芝」は、活動のひとつとして『広報かしば
お知らせ版』を市内在住外国人のためにと、翻訳版をホームページ上に公開されて
います。翻訳されていないのはどの言語でしょうか。
(1) 英語

(2) ポルトガル語

(3) 中国語

(4) スペイン語
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二上山は、
「金剛生駒紀泉国定公園」内にありますが、以前の国定公園名は「金剛生
駒国定公園」でした。名称が現在のものに変更されたのは、いつだったでしょうか。
(1) 平成３(1991)年
(3) 平成13(2001)年
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香芝中学校は、昭和24(1949)年の創立以来、男子生徒の丸刈りの規定がありました
が、現在は廃止されています。この丸刈りの規定が廃止されたのは、いつだったで
しょうか。
(1) 昭和45(1970)年
(3) 平成５(1993)年
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(2) 平成８(1996)年
(4) 平成18(2006)年

(2) 昭和55(1980)年
(4) 平成15(2003)年

香芝市のし尿処理の一部は、近隣８つの自治体で組織する葛城地区清掃事務組合が
行っています。香芝市・大和高田市・御所市・葛城市・広陵町・上牧町・河合町と、
もう一つはどの自治体でしょうか。
(1) 王寺町
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(2) 五條市

(2) 平成15(2003)年
(4) 平成25(2013)年

香芝市シルバー人材センターの事務所は、下田西二丁目にあります。その建物は、
移転した公共施設のものを利用しています。どの施設だったでしょうか。
(1) 保健センター
(3) 老人福祉センター
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(2) 中央公民館
(4) 青少年センター

二上山博物館に館内の案内や市内文化財の観光ガイドをされている「香芝市二上山
博物館ボランティアガイドの会」がありますが、以前は、別の名称で活動されてい
た団体でした。何という団体名だったでしょうか。
(1) まほろばアドバイザー
(3) ミュージアムアドバイザー

70

(4) 田原本町

香芝市役所の駐車場へのアクセスが、庁舎の正面玄関がある北側入口（国道165号）
から南側からの入口に変更されたのは、いつだったでしょうか。
(1) 平成10(1998)年
(3) 平成20(2008)年
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(3) 橿原市

(2) ふたかみアドバイザー
(4) ヒストリアアドバイザー

香芝市には男女共同参画社会を目指した活動を行い、市に登録している団体がいく
つかあります。何団体が登録されているでしょうか。
(1) ７団体

(2) ８団体

(3) ９団体

(4) 10団体
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香芝市成人式は、ある年から式典の運営を新成人が企画するようになりました。こ
のように、新成人による実行委員会形式が取り入れられたのは、いつからでしょう
か。
(1) 昭和57(1982)年
(3) 平成19(2007)年
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(2) 平成元(1989)年
(4) 平成27(2015)年

平成19(2007)年に香芝市内に集中豪雨があり、ある橋の周辺で道路が崩壊しました。
何という橋でしょうか。
(1) うじろ橋（穴虫）
(3) 新橋（高）
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香芝警察署が開署したのは、いつだったでしょうか。
(1) 昭和45(1970)年
(3) 平成３(1991)年
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(2) 吉田

(2) 平成25(2013)年
(4) 平成29(2017)年

(2) 20軒に１軒

(3) 30軒に１軒

(4) 40軒に１軒

香芝市内には約30,000軒の住宅がありますが、一戸建て住宅は、何軒あるでしょう
か。
(1) 約20,000軒

78

(4) 山田

昨今、空き家問題がクローズアップされてきていますが、香芝市内の空き家は、ど
れほどあるでしょうか。
(1) 10軒に１軒
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(3) 田中

香芝市議会議員の定数16人ですが、いつ行われた選挙からでしょうか。
(1) 平成23(2011)年
(3) 平成27(2015)年
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(2) 昭和60(1985)年
(4) 平成20(2008)年

ＮＴＴ西日本の電話帳・ハローページに掲載されている香芝市で一番多い苗字は、
どれでしょうか。
(1) 山本
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(2) 外町橋（上中）
(4) 栄橋（下田東）

(2) 約22,000軒

(3) 約24,000軒

(4) 約26,000軒

二上山博物館が姉妹博物館として協力しているのは、どの博物館でしょうか。
(1) 県立西部原考古博物館（宮崎県）
(2) 下関市立考古博物館（山口県）
(3) 七宗町立日本最古の石博物館（岐阜県） (4) みどり市立岩宿博物館（群馬県）
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香芝市内の一般家庭から出されるごみの排出量は、１日当たりどれくらいあるでし
ょうか。
(1) 約24トン

80

(2) 福祉健康部

(2) 約８％

(4) 約12％

(2) 真美ヶ丘西小学校
(4) 下田小学校

(2) 総務大臣表彰
(4) 厚生労働大臣表彰

(2) 約18万冊

(3) 約23万冊

(4) 約28万冊

市の予算を区分するときに使う名称で最も大きな区分を「款」といい、その予算の
目的に応じて名称が付けられています。香芝市の場合、農業の振興や中小企業の応
援などに充てる予算の款の名称は、どれでしょうか。
(1) 農業商工費
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(3) 約10％

香芝市民図書館の蔵書数は、どれほどあるでしょうか。
(1) 約13万冊
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(4) 上下水道部

香芝市民図書館では、本の読み聞かせや視覚障害者への対面朗読など、いろいろな
ボランティア活動をしている団体があります。平成28(2016)年に「えほんたいむボ
ランティア」さんの活動内容が評価され、表彰されました。どのような表彰でしょ
うか。
(1) 文部科学大臣表彰
(3) 文化庁長官表彰
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(3) 産業建設部

香芝市の新しい町名に「すみれ野」があります。すみれ野の小学校区は、どの小学
校区でしょうか。
(1) 五位堂小学校
(3) 真美ヶ丘東小学校
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(4) 約54トン

文部科学省の調査によると、全国の中学生の約７％が私立中学校に通っているとさ
れています。それでは、奈良県の中学生は、どの程度私立中学校に通っているでし
ょうか。
(1) 約６％
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(3) 約44トン

香芝市役所には企画部や総務部など７つの部があります。次のうち香芝市役所にな
いのは、どの部でしょうか。
(1) 市民環境部
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(2) 約34トン

(2) 農林商工費

(3) 農林振興費

(4) 農工振興費

地方自治体では、一般会計から切り離して独立して行われる特別会計として、国民
健康保険特別会計や土地取得特別会計などが設けられています。香芝市には特別会
計として何種類が設けられているでしょうか。
(1) ４種類

(2) ５種類

(3) ６種類

(4) ７種類
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平成29(2017)年度、香芝市の市立小学校で児童数が最も多いのは、旭ケ丘小学校で
すが、２番目に多いのは、どの小学校でしょうか。
(1) 五位堂小学校
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(2) 二上小学校

(2) ９校

(2) 67自治会

(2) 10園

(3) 平野

(2) 原川

(4) 134自治会

(4) 12園

(4) 関屋

(3) 西の川

(4) 鳥居川

平成29(2017)年11月末時点で、市内でいちばん多くの世帯や事業所を加入対象とし
ているのは、どの自治会でしょうか。
(2) 五位堂自治会
(4) 香芝・旭ヶ丘ニュータウン自治会

香芝市議会議員をいちばん多く選出しているのは、どの中学校区でしょうか。
(1) 香芝中学校
(3) 香芝西中学校
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(3) 94自治会

香芝市内を流れる河川で、一つだけ大阪方面に流れ出ている川があります。どの河
川でしょうか。

(1) 下田地区自治会
(3) 真美ヶ丘自治会
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(4) 11校

(3) 11園

(2) 今泉

(1) すがる川
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(3) 10校

香芝市で柿や夏みかん、イチゴなどを作っている農家があるのは、どの地区でしょ
うか。
(1) 穴虫
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(4) 下市浄水場

香芝市内に公立幼稚園（認定こども園を含む。）は、何園あるでしょうか。
(1) ９園
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(3) 御所浄水場

香芝市内に自治会は、いくつ組織されているでしょうか。
(1) 47自治会

91

(2) 五條浄水場

香芝市内に小学校は、何校あるでしょうか。
(1) ８校
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(4) 真美ヶ丘東小学校

香芝市の水道水は、県営水道から送られてきます。どこの浄水場から送られてきて
いるでしょうか。
(1) 吉野浄水場
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(3) 下田小学校

(2) 香芝東中学校
(4) 香芝北中学校

香芝市にも多くの外国人が住んでいます。数多く住んでいるのは、韓国・中国の人
たちですが、次に多く住んでいるのは、どこの国の人たちでしょうか。
(1) アメリカ合衆国

(2) ブラジル

(3) ベトナム

(4) フィリピン
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平成29(2017)年に「香芝市地域交流センター」が開所しました。どの地区に建てら
れた施設でしょうか。
(1) 白鳳台
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(4) 真美ヶ丘

(2) 約300ｍ

(3) 約500ｍ

(4) 約１km

二上山の麓に住む核家族の悲喜こもごもをコメディータッチで描く映画「かぞくわ
り」の収録が香芝市内でも終わり、平成30(2018)年に公開が予定されています。こ
の家族の父親役を演じたのは、誰でしょうか。
(1) 西田敏行
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(3) 高山台

平成29(2017)年10月の台風21号がもたらした豪雨により、二上山・岩橋山・葛城山
への登山道の一部が崩落しました。香芝市では、二上山の上ノ池横登山口からどれ
ほど進んだ所で最初の崩落が起きたでしょうか。
(1) 約150ｍ
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(2) 旭ケ丘

(2) 森本レオ

(3) 小日向文世

(4) 武田鉄矢

香芝市ゆかりの作家であり大阪府警の元刑事であった二上剛氏の小説で、講談社主
催の「第２回本格ミステリーベテラン新人発掘プロジェクト」を受賞した作品のタ
イトルは、どれでしょうか。
(1) 山椒薔薇

(2) 冬薔薇

(3) 黒薔薇

(4) 蔓薔薇

香芝検定実行委員会
http://kashibakentei.com/

