
第 ３ 問

第 ４ 問

第 ５ 問

第 ７ 問

第 ９ 問

第１０問

１

第 ８ 問

概要

第 １ 問

第 ２ 問

第 ６ 問
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松本市が平成３３年４月１日の移行を目指しているのは次のうちどれでしょう

①政令指定都市　　②中核市　　③特例市　　④国際観光都市

平成１７年に国外姉妹都市として提携した都市はどこでしょう

①ソルトレイク市　　②カトマンズ市　　③廊坊市　　④グリンデルワルト村

次のうち、松本市を通っていない国道はどれでしょう

①国道１４３号　②国道１４８号　③国道１５８号　④国道２５４号

「健康寿命延伸都市・松本」には基本目標が６つあります。人、生活、地域、環境、
教育・文化の５つの健康と、あとひとつは何でしょう

①福祉 　　②美しく生きる　　③経済　　④子育て

松本市は、いくつの市町村に隣接しているでしょう

①１２　　　②１３　　　③１４　　　④１５

平成の大合併で松本市が４村と合併したのは何年でしょう

①平成２２年　　②平成１５年　　③平成１７年　　④平成１４年

松本市内の標高差は最大何メートルでしょう

①約２，０００ｍ　　②約２，３００ｍ　　③約２，６００ｍ　　④約２，９００ｍ

松本市の市章で、松葉の円の中にデザインされた字はどれでしょう

①城　　　②本　　　③松　　　④山

国外姉妹都市のソルトレイク市はアメリカの何州にあるでしょう

①ユタ州　　②ネバダ州　　③コロラド州　　④アイダホ州

松本市の標高の基準となっている場所はどこでしょう

①上土の旧松本市役所跡　　②松本市役所　　③松本城　　④千歳橋
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【上級】

美ヶ原高原ロングトレイルと呼ばれる、四賀地区から牛伏寺砂防ダムまでの総延長は
何㎞でしょう

①約３５㎞　　②約４５㎞　　③約５５㎞　　④約６５㎞

上高地の徳沢上流約１キロの地点にある吊り橋の名前は何でしょう

①奥又白橋　　②横尾橋　　③新村橋　　④涸沢橋

河童橋から明神池方面へ１５分ほどの場所で、デッキから六百山などを背景に、澄んだ
水面に立枯木が点在する幻想的な景色が堪能できる湿原は何という名前でしょう

①白沢湿原　　②小梨湿原　　③岳沢湿原　　④焼岳湿原

乗鞍の三本滝は、「日本の滝百選」と県の名勝指定を受けています。その３本の滝に
含まれていないものはどれでしょう

①小大野川本沢　　②熊の沢　　③クロイ沢　　④無名沢

松本平から見える東山の「王ヶ鼻」には多くの石造物群がありますが、ある方向を向いて
います。それはどこでしょう

①御嶽山　　　②富士山　　　③立山　　　④白山

アスレチックやキャンプ場が整備され、乗鞍高原の山遊びの前線基地として、３０年５月
にリニューアルオープンした施設の名前は何でしょう

①いがやレクリエーションランド　　②ばんどこメリーランド
③湯けむりランド　　　　　　　　  ④一の瀬アドベンチャーランド

「日本アルプス」の呼称を初めて使ったのは誰でしょう

①ウィリアム・ガウランド　②ウォルター・ウェストン　③小島烏水　④上條嘉門次

梓川の源流とされている場所はどこでしょう

①徳沢　　　　②槍沢　　　　③岳沢　　　　④涸沢

「糸魚川－静岡構造線」はフォッサマグナのどちら側に位置しているでしょう

①東側　　　　②西側　　　　③南側　　　　④北側

北アルプスの「大喰岳」は何と読むでしょう

①おおばみだけ　②おおくらいだけ　③だいくうだけ　④だいくらいだけ
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【上級】

江戸時代後期に出版された「旅行用心集」に松本周辺の温泉として記されている温泉
は、白骨、浅間ともう一つはどこでしょう

①横田温泉　　②竜島温泉　　③奈川温泉　　④美ヶ原温泉

野麦街道沿いで江戸時代の旅籠の様子を伝える松田屋が残る奈川地区の集落はどこ
でしょう

①古宿　　　②入山　　　③寄合渡　　　④川浦

昭和３０年に梓川村となったのは梓村と何村でしょう

①立田村　　②安曇村　　③上野村　　④倭村

江戸時代、現在の信毎メディアガーデンの場所にあったものは何でしょう

①御使者宿　　②砥石屋　　③番所　　④大手門

「三階菱」は何氏の家紋でしょう

①小笠原氏　　②水野氏　　③戸田氏　　④堀田氏

松本市重要文化財高橋家住宅のある町はどこでしょう

①天白町　　②安原町　　③御徒士町　　④本町

市の天然記念物に指定されている大きなケヤキがある神社はどこでしょう

①松本神社　　②岡田神社　　③嶋々神社　　④筑摩神社

４８８日かけて「シベリア単騎横断」し、後に陸軍大将となった松本出身の人物は誰
でしょう

①平林盛人　　②川島浪速　　③福島安正　　④小里頼永

明治３２年（１８９９）、初めて本町などに電灯がともった際の、送電元となる発電所
は、現在のどの地区にあったでしょう

①中山　　　②里山辺　　　③入山辺　　　④本郷

文部次官や京都大学総長などを務め、明治・大正時代を代表する教育者であった人物
は誰でしょう

①小林有也　　②浅井洌　　③沢柳政太郎　　④今井五介
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【上級】

旧念来寺鐘楼に、鐘がつるされていない理由は何でしょう

①盗まれてしまった　　　　②地震で落ちてしまった
③火事で焼けてしまった　　④戦争で供出された

「八丁だるみ」、「百曲り」、「天狗の露路」などの名称があるのはどこでしょう

①穂高連峰　　②乗鞍高原　　③野麦峠　　④美ヶ原高原

本能寺の変があった天正10年にこの地は「深志」から「松本」に変わったといわれています。
変えたのは誰でしょう

①武田信玄　　②小笠原長時　　③石川数正　　④小笠原貞慶

城山公園に碑がある人物は誰でしょう

①いわさきちひろ　　②鳩山春子　　③石井柏亭　　④臼井吉見

「松本大変」のあと、松本領主となった戸田氏は、どこからきたでしょう

①志摩国鳥羽　　②上野国高崎　　③信濃国飯田　　④越前国大野

松本城の歴代藩主の中でもっとも長く松本をおさめていたのは何氏でしょう

①石川氏　　　②戸田氏　　　③松平氏　　　④水野氏

千鹿頭社本殿・千鹿頭神社本殿は、千鹿頭山上に並んで建てられています。これは江戸時代、
千鹿頭山の尾根で藩が分かれていたことが原因ですが、松本藩と何藩でしょう

①高遠藩　　　②高島藩　　　③尾張藩　　　④松代藩

松本城本丸御殿の焼失は享保１２年のこと。では二の丸御殿の焼失はいつでしょう

①明治６年　　②明治７年　　③明治８年　　④明治９年

四賀地区で、磨崖仏の地蔵尊や大黒天、百体観音などが見られる場所はどこでしょう

①岩井堂　　　②無量寺　　　③廣田寺　　　④浄運寺

次の松本市内の神社の本殿のうち、松本市重要文化財はどれでしょう

①筑摩神社　　②大宮熱田神社　　③若宮八幡社　　④岡宮神社
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【上級】

①約１２㎞　　②約１５㎞　　③約１８㎞　　④約２５㎞

松本市美術館の屋外に展示されている松本市出身のアーティスト草間彌生さんの
作品「幻の華」のモチーフとなった花は何でしょう

①サクラ　　　②チューリップ　　　③バラ　　　④ヒマワリ

松本城だけに見られる天守の特徴的な構造の呼び方は何でしょう

①三建構造天守　②連立建造式天守　③連結複合式天守　④三守並立複合天守

奈良井川新橋付近から安曇野市穂高の烏川まで流れる拾ヶ堰の全長は何㎞でしょう

重要文化財馬場家住宅の主屋の棟の正面につけられた棟飾りを何というでしょう

①鯱　　　②雀おどし　　　③棟飾り　　　④大棟

旧開智学校と姉妹館提携を結んでいる、愛媛県にある学校はどれでしょう

①開明学校　　②閑谷学校　　③旧岩科学校　　④中込学校

まつもと市民芸術館を設計した建築家は誰でしょう

①安藤忠雄　　②宮本忠長　　③黒川紀章　　④伊東豊雄

次のうち、主ホール（大ホール）の座席数が一番多い施設はどれでしょう

①ザ・ハーモニーホール　　　②波田文化センター
③キッセイ文化ホール　　　   ④まつもと市民芸術館

松本城の立地による分類は次のうちどれでしょう

①山城　　　②平山城　　　③平城　　　④水城

松本駅前に設置された三角柱の時計塔に刻まれた「学都」「楽都」「岳都」の文字を書い
ていないのは次のうち誰でしょう

①小澤征爾　　②菅谷昭　　③草間彌生　　④田部井淳子

松本市立考古博物館はどこにあるでしょう

①和田　　　②寿　　　③中山　　　④入山辺
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【上級】

現在の車道が開いていない時代、島々から徳本峠を越えて上高地へ。この「徳本峠」の
読み方はなんでしょう

①とくほんとうげ　②のりもととうげ　③あつもととうげ　④とくごうとうげ

道祖神や史跡を巡るウォ―キングマップを市内35地区に作った「○○運動」とは何でしょう

①みんなで歩こう　②市民走ろう　③アルプちゃんと歩こう　④市民歩こう

入山辺で行われる貧乏神追いの行事で中村・舟付地区が藁で作る物は何でしょう

①龍　　　②足半ぞうり　　　③馬　　　④百足

江戸時代の終わりに軍隊の保存食として考案されたといわれている松本地方の食べ物は
何でしょう

①乾パン　　　②寒天　　　③稲核菜　　　④味噌パン

市内を流れる女鳥羽川にかかっていない橋はどれでしょう

①幸橋　　　②千歳橋　　　③緑橋　　　④中の橋

明治維新後、上級武士が子息に就かせ、今も松本城周辺に多い職業はどれでしょう

①飲食業　　　②医者　　　③銀行業　　　④運送業

松本に移住し、「山ガール」を広めた漫画家は誰でしょう

①鈴木ももこ　　②鈴木ともこ　　③鈴木さとこ　　④鈴木さくらこ

次のうち宿泊できるのはどこでしょう

①ホットプラザ浅間　　②桧の湯　　③ふれあい山辺館　　④梓水苑

次のうちワイナリーがある地区はどれでしょう

①安曇　　　②四賀　　　③波田　　　④梓川

松本市の湧水・井戸のうち、現在酒造りに使用されているのはどこでしょう

①源智の井戸　②女鳥羽の泉　③鯛萬の井戸　④槻井泉神社の湧水
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【上級】

松本本町に生まれ、松本民芸家具製作を始めたのは誰でしょう

①池田次郎　　②池田三四郎　　③池田一郎　　④池田六衛

飴市で、飴をお供えする神様は次のうちどれでしょう

①毘沙門天　　　②大黒天　　　③恵比寿　　　④布袋

第１回「山の日」記念全国大会を記念して建立された記念碑に刻まれている言葉はどれ
でしょう

①山の友に　　　②山へ伴に　　　③山と共に　　　④山は永久に

「信濃三之宮」と呼ばれていた神社はどれでしょう

①三神社　　　②沙田神社　　　③波多神社　　　④岡田神社

梓川の七日山石仏群の石仏は何体でしょう

①１００体　　　②９９体　　　③８８体　　　④１１１体

松本３３か所観音霊場で３３番目の寺はどれでしょう

①兎川寺　　　②安楽寺　　　③玄向寺　　　④大音寺

和田の西善寺の仏像は廃仏毀釈の際、どこの寺から移されたでしょう

①盛泉寺　　　②広沢寺　　　③恭倹寺　　　④念来寺

松本市の重要無形民俗文化財に指定されている内田の踊りは何でしょう

①タタラ踊り　　②盆踊り　　③ササラ踊り　　④田植え踊り

あめ市のとき、どこから市神様をお迎えするでしょう

①岡宮神社　　②護国神社　　③深志神社　　④四柱神社

松本平の方言で「ササラホーサラ」とはどういう意味でしょう

①てんやわんや　　②ごちそう　　③気の毒　　④取るに足らない



第７３問  

第７４問

第７５問

第７７問

第７９問

第８０問

８

第７８問

時事・総合

第７１問

第７２問

　

第７６問

【上級】

内田にある重要文化財の「牛伏川階段工」は平成３０年で完成何周年でしょう

①５０年　　②７５年　　③１００年　　④１２５年

１０月５日公開の映画「パーフェクトワールド　君といる奇跡」。松本市と姉妹都市に
なっているロケ地は次のうちどこでしょう

①藤沢市　　②札幌市　　③鹿児島市　　④高山市

松本市町会連合会マスコットキャラクター　町会フェアリー○ちゃん。
○に入るのはどれでしょう

①キズナ　　　②トモ　　　③ココロ　　　④ユイ

Ｍウイング前の、定時にメロディーを奏でるモニュメントは何をかたどっているでしょう

①七夕人形　　②押絵雛　　③松本てまり　　④姉様人形

今年８月１日に新たに伊勢町通りにミュージアムショップを開店した施設はどれでしょう

①日本浮世絵博物館　②考古博物館　③山と自然博物館　④松本市立博物館

平成２９年（2017年）に松本市が行った市内宿泊者数調査で、外国人の宿泊者数が一番
多かった国や地域はどこでしょう

①台湾　　　②中国　　　③アメリカ　　　④韓国

松本市が有する観光資源を広く周知し、観光客誘致促進を図るために観光大使を任命
しています。次のうち、松本市観光大使でない人は誰でしょう

①赤司龍之祐　　②秋本奈緒美　　③角田識之　　④峰竜太

上高地で開催された第１回「山の日」記念全国大会で始まり、その後継承されている
大会の象徴として式典で行われる行為はどれでしょう

①山鈴（鈴を鳴らす）　　　②山びこ（コールをする）
③山鐘（鐘を鳴らす）　　　④山拍（拍手をする）

平成28年から運行されている、松本・上田直行バスの松本～上田間の片道大人運賃は
いくらでしょう

①１，０００円　　②１，２００円　　③１，５００円　　④１，８００円

「長野県発祥といわれている人気の高いスポーツは何でしょう

①グランドゴルフ　②パターゴルフ　③ゲートボール　④マレットゴルフ
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第８４問
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第９０問

９
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　時事・総合

第８１問

第８２問

第８６問

【上級】

毎年７月１日に上高地で開催されている、北アルプス南部地区での遭難者の慰霊祭の
名前は何でしょう

①山に祈る慰霊祭    ②山に祈る塔慰霊祭    ③山の神に祈る慰霊祭    ④上高地慰霊祭

松本が舞台または松本の地名などが出てくる小説ではないものはどれでしょう

①山本茂実・「あゝ野麦峠」　　　②井上靖・「氷壁」　
③中里介山・「大菩薩峠」　　　　④芥川龍之介・「蜘蛛の糸」　

松本駅を通っていない路線はどれでしょう

①中央線　　　②大糸線　　　③篠ノ井線　　　④上高地線

大正時代に建てられてから平成２４年まで利用された木造の駅舎。平成２９年に解体
されるまで、映画やテレビなどのロケでもよく使われた上高地線の駅名はどれでしょう

①渚駅　　　②信濃荒井駅　　　③新村駅　　　④新島々駅

今もアルプス口に掲げられている松本駅舎の看板は何代目駅舎のものでしょう

①初代　　　②２代目　　　③３代目　　　④４代目

松本山雅フットボールクラブの設立年は何年でしょう

①１９６５年　②１９７５年　③２００６年　④２０１２年

梓川のほとりを歩く、春の人気ウォーキングイベントは「梓川・何ウォーク』でしょう

①桜　　　　②菜の花　　　　③スミレ　　　　④たんぽぽ

今夏の信州まつもと空港発着路線は福岡・新千歳・丘珠と、もう一か所はどこでしょう

①那覇　　　②鹿児島　　　③伊丹　　　④関西国際空港　

今年、３月３日から７月２２日まで松本市美術館で開催された「草間彌生特別展」の
入場者数は約何人でしょう

①約107,000人　　②約137,000人　　③約167,000人　　④約197,000人

旧開智学校は明治９年に新築されました。その時の工事費はいくらだったでしょう

①９，０００円　②１１，０００円　③１３，０００円　④１５，０００円
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第９８問

時事・総合

第９１問

第９２問

第９６問

【上級】

松本市が2019年４月に導入を予定している事業は次のうちどれでしょう

①シェアサイクル　②カーシェア　③シェアハウス　④クールシェア

松本市が加盟している「日本アルプス観光連盟」は８自治体と２法人の全１０団体が
加盟しているが、次のうち加盟していない町村はどこでしょう

①小谷村　　②池田町　　③山形村　　④朝日村

「松本スイーツコンテスト2018」グランプリに輝き、商品化されたスイーツは次のうち
どれでしょう

①松本城シュークリーム   ②ミソラサンド   ③くるみそパウンドケーキ   ④松本ぼんBon

「新松本を楽しむ本」（第５版）の表紙を飾る「orange」の描画に描かれていないものは
次のうちどれでしょう

①松本城天守　　　②埋橋　　　③黒門　　　④内堀

来年３月、アルピコプラザホテル１階にオープン予定の施設の名称はどれでしょう

①松本そば横丁　②松本ハシゴ横丁　③松本のんべえ横丁　④松本思い出横丁

梓川流域には、奈川渡、黒川渡など「渡（ど）」のつく地名が多くあります。これらは
どんな場所についた地名でしょう

①渡し船がある　②浅瀬がある　③ダムがある　④川が合流する

旧松本測候所の最低気温の記録は何度でしょう

①－２４．８℃　②－２２．９℃　③－２１．８℃　④－２０．７℃

平成２１年に発刊された旅行ガイド「ミシュラングリーンガイドジャポン」で松本で
３つ星に選ばれたのはどこでしょう

①城山公園　　②松本駅前　　③中町通り　　④アルプス公園

①上高地　　②国宝松本城　　③中町　　④日本浮世絵博物館

松本市市制施行１００周年記念で作成された、１００をモチーフにしたモニュメント
がある場所はどこでしょう

県庁所在地に日銀がなくて、それ以外の街に日銀があるのは、全国で２都市だけです。
それは松本市とどこでしょう

①下関市　　　②川崎市　　　③浜松市　　　④北九州市
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