第３回
まつだマイスター検定解説
問題用紙
（午前 10 時 10 分開始 制限時間 60 分）

注意事項
１．解答はすべて解答用紙に記入してください。
２．誤って記入し、訂正する際は、あとが残らないようにプラスチック消しゴム
で消してから記入してください。
３．解答欄は、各問題につき、１つのみ解答してください。
４．全 50 問出題し、配点は１問につき２点です（１００点満点）。
５．問題に特段の指示がない場合、平成 29 年 12 月１日時点での考え方や事柄
について解答してください。
６．検定開始前に問題用紙は開かないでください。また、携帯電話、スマートフ
ォン、PHS などの機器の電源は切るか、マナーモードにしてください。
７．問題文中、元号標記の後のカッコ内の数字は西暦を表します。
（例：平成 29 年（2017）における（2017）は西暦 2017 年を意味します。）
８．不正行為を疑わしめる行為は一切禁止とします。
９．問題内容に関する質問は受け付けません。
10．開始 15 分以降は、解答用紙を提出して退出することができます。
11．一度提出した解答用紙は、返却しません。
12．この問題用紙は、検定終了後に持ち帰ることができます。
平成 29 年 12 月 17 日(日)

松田町

ｐ

〇次の問から正しいと思う番号を解答欄に記入してください。
【まちに関する問題 １５問】
問１
松田町役場本庁舎の駐車場は、23 台の来庁者用の駐車スペースがありますが、
その駐車場の地下にあり、災害時に重要な役割を果たすものとは何でしょうか。
①核シェルター

②貯水槽

③食料備蓄庫

④秘密基地

正解は②「貯水槽」です。駐車場の地下には総容量 40 ㎡の貯水槽が設置されて
います。（「広報まつだ 平成 19 年５月号」より）

問２
松田町は町制施行１００周年を迎え、町制施行１１０周年を迎えるところに
あります。さて、松田町が町制施行１１０周年を迎えるのはいつでしょうか。
①平成 30 年４月１日 ②平成 31 年４月１日
④平成 33 年４月１日

③平成 32 年４月 1 日

正解は②「平成 31 年４月１日」です。松田町は「明治 42 年（1909）４月１日
」に町制を施行しました。
問３
平成 19 年９月７日に台風９号により落橋し、その後復旧工事を続け、平成 20
年 12 月 22 日に開通した橋の名前はなんでしょうか。
①十文字橋

②新十文字橋

③篭場橋

④湯の沢橋

正解は①「十文字橋」です。平成 19 年９月７日に台風９号により落橋した十文
字橋は、同年 12 月 19 日に仮設歩道橋を設置し、翌平成 20 年 12 月 22 日に開
通しました。（「広報まつだ 平成 19 年 10 月号～平成 21 年１月号」より）

問４
ごみの不法投棄などもあり、地域住民から河川清掃の要望が寄せられた箇所
で、現在は名誉町民の故・永山栄一氏から松田町、大井町に広場整備費用をご寄
附いただいて、完成した酒匂川健楽ふれあい広場が完成したのはいつでしょう
か。
①平成 20 年５月

②平成 20 年８月

③平成 20 年 12 月

④平成 21 年３月

正解は①「平成 20 年５月」です。平成 20 年５月２日に約１万㎡の酒匂川健楽
広場のお披露目式が行われました。（「広報まつだ 平成 19 年５月号」より）

問５
毎年、３月下旬頃から４月上旬にかけて開催される寄しだれ桜まつり。その桜
の木の中で、土佐原自治会にある松田町最古ともいわれるしだれ桜は樹齢約何
年といわれているでしょうか。
①約 130 年

②約 180 年

③約 230 年

④約 280 年

正解は③「約 230 年」です。土佐原自治会にある松田町最古ともいわれるしだ
れ桜は樹高 12ｍ、枝渡し 14ｍという見事なものです。
（「広報まつだ 平成 24 年
５月号」より）

問６
平成 21 年２月 23 日、寄小学校の５年生児童が、総合学習として当時の寄ふ
れあい動物村への職業体験から学んだことを発表しました。その発表方法とは、
なんだったでしょうか。
①紙芝居

②演劇

③作文発表会

④自主制作映画

正解は④「自主製作映画」です。
「いのち輝く“私と動物と命”」というタイトル
で昼休みに上映会が開催されました。動物の大切さや命の尊さと伝えるものと
なっています。（「広報まつだ 平成 24 年５月号」より）

問７
平成 19 年に町の無形文化財である大名行列が県外のまつりで披露されまし
た。その縁でその地域の奴が平成 21 年の第 32 回まつだ観光まつりにも特別参
加していただき、勇壮な振り付けを披露しました。その地域とはどこでしょうか。
①山形県河北町

②北海道東神楽町

③静岡県磐田市

④北海道美幌町

正解は①「山形県河北町」です。平成 19 年に山形県河北町の「とんが祭り」に
松田町の大名行列が参加した縁で、平成 21 年のまつだ観光まつりに河北町の谷
地奴（やちやっこ）が特別参加しました。
（「広報まつだ 平成 19 年 10 月号・平
成 21 年８月号」より）
問８
町制施行 100 周年記念の時に、姉妹町である千葉県横芝光町より、梅の木が
贈呈されましたが、その梅の木はどこに植樹されたでしょうか。
①松田山ハーブガーデン

②酒匂川健楽ふれあい広場

③最明寺史跡公園

④松田健康福祉センター

正解は③「最明寺史跡公園」です。横芝光町から贈呈された梅の木は平成 21 年
12 月に植樹され、今でも花を咲かせています。
（「広報まつだ 平成 22 年３月号」
より）

問９
まつだ桜まつり限定で、松田山ハーブガーデンが販売しているソフトクリー
ムの味は？
①桜 ②コスモス

③薔薇

④菜の花

正解は①「桜」です。今年の第 20 回まつだ桜まつりにおいても販売される予定
ですので味わってみてはいかがでしょうか。

問１０
明治 13 年(1880)に延命寺・観音前に開設された施設は何でしょうか？
①松田町役場

②松田町図書館

③松田郵便局

④松田診察所

正解は③「松田郵便局」です。松田郵便局は、松田惣領郵便局として開設し、明
治 22 年（1888）に松田郵便局となりました。

問１１
松田町には「かながわの橋 100 選」に数えられている 108ｍの道路橋があり
ます。橋の名前は何でしょう。
①新十文字橋

②篭場橋

③文久橋

④田代橋

正解は③「文久橋」です。文久橋はその昔、船の渡り賃として文久銭１枚をとっ
たもので、この名前が付けられています。この他にも新十文字橋（全長 367ｍ）
や大寺橋が選ばれています。

問１２
高齢者の介護予防教室で最も利用者の多い教室の名称には、曜日がついてい
ます。何曜体操会というでしょうか。この体操会は、昭和の時代から、現在まで
続いています。
①土曜体操会

②月曜体操会

③火曜体操会

④金曜体操会

正解は③「火曜体操会」です。この体操会は、毎週火曜日、町立公民館の展示ホ
ールにて実施されています。

問１３
春は食べられる野草さがし、初夏には植物スケッチ、松田山での昆虫観察会、
夏休みには小中学生向けに自由研究の相談もでき、秋はどんぐり、木の実、スス
キの穂などを使った工作で賑わう、西平畑公園にある自然とふれあうことので
きる場所は？
①自然館 ②子どもの館

③ハーブ館

④松田館

正解は①「自然館」です。自然館では、毎月様々なイベントを実施しています。

問１４
松田健康福祉センターの３階には、富士山が臨める入浴施設があります。何と
いう名称でしょうか。
①健康の湯 ②娯楽の湯

③湯治の湯

④健楽の湯

正解は④「健楽の湯」です。健楽の湯では、町内在住の 65 歳以上の方を対象に、
１回の入浴につき 1 ポイント貯まり、10 ポイント貯まると１回の利用料金（３
時間まで）が無料となるポイントカードを、平成 29 年４月１日から導入してい
ます。（「広報まつだ 平成 29 年３月号」より）

問１５
町民の皆様の生（なま）の声を聞くため、今年も 10 月 30 日から 11 月 30 日
まで「町長と語ろう！夢をカタチに！協働のまちづくり座談会」を開催し、町長
が町内各地にて、町民の皆様と意見交換等を行いました。さて、何会場で開催し
たでしょうか。
①５会場

②10 会場 ③15 会場

④20 会場

正解は③「15 会場」です。平成 29 年度も、昨年と同様に町内 15 会場に実施さ
せていただきました。（「松田町公式サイト」より）

【イベントに関する問題 10 問】
問１６
松田城落城のとき農民が道案内に送り火を焚いたなど、さまざまな起源の説
がある「百八ッ火」。現在はまつだ観光まつりの日に併せて行っていますが、昔
は例年決まった日に行われていました。それは何月何日でしょうか。
①8 月 2 日

②8 月 6 日

③8 月 20 日

④8 月 26 日

正解は④「８月 26 日」です。かつては、毎年８月 26 日に実施されていました。
（「広報まつだ 平成 23 年８月号」より）
問１７
松田・寄合併 60 周年記念として、ある競馬場で記念レースが開催されました。
ある競馬場とはどこでしょう？
①川崎競馬場

②中山競馬場

③東京競馬場

④大井競馬場

正解は①「川崎競馬場」です。平成 28 年１月 29 日(金)に松田町を PR するレー
ス「桜まつりでおもてなし松田町賞」が行われました。
（「広報まつだ 平成 28 年
３月号」より）

問１８
寄地区は昨年の８月 23 日、神奈川県のある地域に選定されました。その地域
は？
①かながわの大自然保全等地域
③かながわの故郷保全等地域

②里地里山保全等地域
④緑の保全等地域

正解は②「里地里山保全等地域」です。平成 28 年(2016)８月 23 日に松田町寄
の全部（2,241ha）が認定されました。その概要として「松田町の北部に位置し、
背後に丹沢大山国定公園を抱えており、傾斜地ではお茶、平坦地では水稲が栽
培され、山間沿いに点在する集落と一体となった里地里山の風景が色濃く残さ
れた地域」とされています。

問１９
松田山の上空を颯爽と滑空しているスポーツといえば何でしょうか？
①スカイダイビング

②バンジージャンプ

③パラグライダー

④気球

正解は③「パラグライダー」です。晴れた日の空を気持ちよさそうに滑空してい
ます。

問２０
松田町と隣町の境にそびえる頭高山の山腹にある滝の名前はなんでしょう
か？
①寄滝 ②神山滝

③惣領滝

④庶子滝

正解は②「神山滝」です。松田町と隣町の境にそびえる頭高山（ずっこうさん）
の山腹に滝があります。バスの本数が少なく、車をとめるスペースも見当たら
ないため、人がなかなか近づきにくい場所ですが、山道を分け入ると思いがけ
ず滝に出会うという隠れたスポットです。二段構えの滝には、条件が揃うと虹
が架かることもあるそうです。（「松田町公式サイト」より）

問２１
今年のまつだ観光まつりにおいて、国際交流事業として駅前で実施していた
ことは何だったでしょうか。
①外国人向け観光案内

②クイズ大会

③ダンス大会

④食事会

正解は①「外国人向け観光案内」です。国際交流事業の一環として、空き店舗を
利用して実施しました。当日は、外国人の方も訪れ、観光まつりを楽しみまし
た。
「広報まつだ 平成 29 年８月号」より）

問２２
毎年４月下旬に、延命寺にて咲く花といえば何の花でしょうか。
①桜 ②藤

③菖蒲

④牡丹

正解は④「牡丹」です。延命寺では、毎年４月の終わりに花供養まつだぼたん祭
が開催されています。（「広報まつだ 平成 26 年６月号」より）

問２３
右の写真の構造物があるのはどこでしょうか。
①松田健康福祉センター
③松田町役場本庁舎

②松田町民文化センター
④寄自然休養村管理センター

正解は④「寄自然休養村管理センター」です。
（解説は問 24 に掲載）
問２４
問２３の構造物の名称はなんでしょうか。
①けんらくの塔

②ちえの塔

③やどりきの塔

④しぜんの塔

正解は③「やどりきの塔」です。この塔は、平成元年に土の造形作家、藤田昭子
さんが緑いっぱいの寄にふさわしいモニュメントをと制作されたものです。高
さ２ｍ、幅１ｍで約４００の部分からできていて、約２トンの粘土が使用され
ています。（「広報まつだ 平成元年６月号」より）

問２５
今年の 11 月 17 日(金)に国際交流事業として、ミカンなど松田町の物産品を販
売した場所はどこでしょうか。
①米軍座間キャンプ場
④東京駅構内

②アメリカ合衆国大使館

③米軍厚木基地

正解は②「アメリカ合衆国大使館」です。大使館でもミカンは人気で、その他に
も町のハチミツや、桜に関する物産品などを販売しました。
（松田町公式ツイッ
ターより）

【まちの制度に関する問題 １０問】
問２６
松田町生きがい事業団は、平成 27 年４月１日に法人化され、名称が変わりま
した。何という名称でしょうか。
①松田町シルバー人材センター
③松田町お助け人材センター

②松田町ＣＣＲＣ人材センター
④松田町おたっしゃ人材センター

正解は①「松田町シルバー人材センター」です。平成 27 年４月１日に生きがい
事業団から名称が変更されました。
問２７
地域の魅力を再発見し、町の愛着や誇り育むため、今回で３回目を迎える検定
の名称は何でしょうか。
①まつだマイスター検定
③地域密着検定

②おもてなし検定
④松田町ご当地検定

正解は①「まつだマイスター検定」です。平成 28 年 12 月に第１回。平成 29 年
６月に第２回を開催し、今回で第３回目となります。

問２８
松田町消防出初式は毎年同じ日に開催されますが、開催日はいつでしょうか
①１月７日 ②１月 10 日

③１月 14 日

④１月 15 日

正解は①「１月７日」です。松田町では毎年１月７日に松田町消防出初式が開催
されています。

問２９
松田町のごみ処理は、東部清掃組合で行っていますが、構成する町はどこでし
ょう？
①松田町・開成町・中井町
③大井町・松田町・中井町

②大井町・松田町・山北町
④松田町・開成町・山北町

正解は③「大井町・松田町・中井町」です。東部清掃組合は、３カ町で構成され、
大井町にあるゴミ処理場に、松田町で収集されたゴミは運搬され、処分されて
います。

問３０
町では、ある年齢以上の方が、7200 円の年間パスを購入すると富士急湘南バ
スを使用しての町内での乗降が自由となります。ある年齢とは何歳以上でしょ
う？
①60 歳 ②65 歳

③70 歳

④80 歳

正解は②「65 歳」です。この制度は「まちのりパス 65」という名称で、利用者
の方と町と富士急湘南バスがそれぞれ均等に負担し、パスを購入するという制
度です。

問３１

松田町議会議員の定数は何人でしょうか？
①６人 ②８人

③10 人

④12 人

正解は④「12 人」です。
「社会情勢」、
「県内市町村議員の定数」、
「議会の行革に
よる経費削減」、「住民 1,000 名に対し議員１名を目安とする考え」など考慮し
て審査を行い、議員数を 14 名から 12 名にすることが議会改革特別委員会より、
報告され、平成 22 年 12 月の 12 月定例議会にて定数を 12 名とする条例が可決
されました。（「松田町議会だより

No.181 2011.2.15」より）

問３２
来年１月５日に開催される松田町賀詞交換会・表彰式において、コンサートを
実施する松田町ふるさと大使といえば誰でしょうか。
①柳沢慎吾

②渡辺元智

③山崎一

④北川大介

正解は④「北川大介」です。北川氏は平成 29 年１月につづき、平成 30 年１月
の賀詞交歓会においても、コンサートを実施しました。（「広報まつだ 平成 29
年 12 月号」より）

問３３
松田町が独自に松田町在住の満６歳未満のお子さんと同居し養育している方
に対し、購入補助を行っているものとは何でしょうか。
①紙おむつ ②ベビー服
④チャイルドシート

③地元木材で作成したおもちゃ

正解は④「チャイルドシート」です。町では、中古品は対象外として、購入日か
ら１年以内の申請で購入価格の２分の１（限度額５千円）を補助しています。
（「広報まつだ 平成 27 年５月号」より）

問３４

松田健康福祉センター３階に、「未病を改善するコーナー」として昨年 12 月
より設置されたものといえば何でしょうか。
①ランニングマシーン

②鉄棒

③酸素カプセル

④マッサージチェア

正解は③「酸素カプセル」です。神奈川県が進める「未病の改善」の一環として、
平成 28 年 11 月より健康福祉センター３階「健楽の湯」に酸素カプセルを導入
しました。（「広報まつだ 平成 28 年 12 月号」より）

問３５
広報まつだ平成 29 年 11 月号より、連載中の町長コラムの名称が変更されま
した。その名称は何でしょうか。
①風 ～かぜ～ ②協働 ～きょうどう～
④鼓動 ～こどう～

③集い ～つどい～

正解は④「鼓動 ~こどう~」です。この号の広報で、
「風 ~かぜ~」という名称か
ら変更しました。（「広報まつだ 平成 29 年 11 月号」より）

【まちの歴史に関する問題 10 問】
問３６
木の学校へと生まれ変わろうとしている松田小学校は松田惣領、松田庶子２
カ村の公立学校「貫穿舎（かんせんしゃ）」が、明治６年（1873）５月に延命寺
に設置されました。その後、様々な変遷を経て、明治 22 年（1889）に松田惣領、
松田庶子、神山村が合併して松田村となった時、松田小学校が誕生し、校舎も新
しくできました。当時の松田小学校は、その校舎の様子から〇〇〇学校という愛
称で呼ばれていました。その愛称とは何でしょうか。
①団子学校

②三ツ村学校

③お茶屋学校

④足柄随一の学校

正解は③「お茶屋学校」です。当時の校舎は、日本家屋様式の二階建て。屋根は
杉皮ぶき、出入口や窓は障子張りで、当時の松田にあった旅館に似ていたため
呼ばれていました。（「広報まつだ 子ども版 平成 21 年７月号」より）
問３７

寄小学校は、明治６年（1873）柳川第１０６番小学誠意館枝校が福昌院に置
かれ児童 35 名で開校し、明治８年（1875）
、合併によって寄村となった際、平
屋建ての校舎が建設されました。その後、明治 42 年（1909）には１２６坪の校
舎を増築し、運動場も整備されました。さてこの増築、整備工事の財源となった
ものは何でしょうか。
①村長の私財 ②村民の寄附
④文部大臣からの寄附

③隣町であった当時の松田町からの寄附

正解は②「村民の寄附」です。当時の校舎は、村民の寄附によって整備され、村
民が教育に熱心であったことが伺えます。（「広報まつだ 子ども版 平成 21 年
７月号」より）

問３８
大正 10 年（1921）に中村舜次郎氏（後に町長）が東京資本の最先端の人絹糸
工場を上茶屋地区に誘致しました。この工場を建設する時、資材・機械などを東
海道線松田駅から運搬するときにある動物が活躍しました。その動物とは何で
しょうか。
①ゾウ

②ネコ

③イヌ

④クマ

正解は①「ゾウ」です。このゾウがどこから来たのか、どのように飼育されてい
たのか、その後にどうなったのかはわかりませんが、資材の運搬にゾウを使役
していたとのことです。（「広報まつだ 子ども版 平成 21 年７月号」より）

問３９

道祖神は、道の神や子どもを守る神、夫婦和合の神などの多種複雑な信仰要素
をもっている歴史的石造物です。松田町にもいくつか点在しており、松田地区に
24 カ所、寄地区に 13 カ所の計 53 基（一カ所に複数基あるものもあるため）あ
ります。その中で、銘文または年代が書いてあるものは９基だけですが、一番古
い表記のもの(寄・宮地上地区にあります)はいつでしょうか。
①１６８６年

②１７３８年

③１７８４年

④１８３１年

正解は②「１７３８年」です。この道祖神は浮き彫り双対立像で、天文３年（１
７３８）の表記年代があります。（「広報まつだ
平成 24 年９月号」より）

問４０
江戸時代の明和４～７年（1767～1770）頃にかけて活躍した、松田出身の力
士のしこ名は何でしょうか。
①荒竜 ②荒虎

③荒熊

④荒馬

正解は④「荒馬」です。現在の沢尻自治会あたりの出身の力士でした。
（「平成 29
年度町民大学」より）

問４１
文明４年（1472）に開山した萬松山延命寺は、現在も松田町内にあるお寺で
す。このお寺の開基（※）は小田原北条氏の家臣であり、その家臣の子孫は江戸
時代でも名奉行といわれたある人物です。名奉行といわれたその人物は誰でし
ょうか。
※開基・・・寺院の創始にあたって必要な経済的支持を与えた者
①長谷川平蔵

②大岡忠相

③遠山景元

④小栗忠順

正解は③「遠山景元」です。時代劇「遠山の金さん」で有名な遠山金四郎景元の
先祖である遠山直景が開基とされています。（「町ホームページ」より）

問４２

實方壽義（さねかたひさよし）氏の著書「戦国大名後北条氏の地方統治―特に
豆相両国における御料所郷村の場合―」によると、北条氏の御領所（※）として
推察される町内の地域はどこでしょう。
※御領所・・・室町幕府や戦国大名の直轄地。本問の場合は北条氏が直接治め
ていた領土のこと
①神山 ②松田惣領

③松田庶子

④寄

正解は②「松田惣領」です。惣領という言葉には家督相続者という意味もあるよ
うです。

問４３
地名としての松田が初めて出てくるのは、治承４年(1180)10 月とされていま
すが、その出典は何でしょうか。
①吾妻鏡 ②方丈記

③愚管抄

④玉葉

正解は①「吾妻鏡」です。治承４年(1180)10 月 14 日の記事に「源頼朝の挙兵に
応じなかった波多野義常が、討手を派遣されたのを知り、松田郷において自殺
した」とあります。（「広報まつだ平成 26 年１月号」より）

問４４
「風土記稿（ふどきこう）」の庶子の項に宝寿院の記載があり、その観音堂に
本尊十一面観音について言及されていますが、本尊十一面観音の作者は誰とさ
れているでしょうか。
①運慶 ②行基

③最澄

④一休

正解は②「行基」です。現在の長谷山観音寺の本尊のことであると思われます
が、一木造で平安末の作の仏像として、町の重要文化財に指定されています。
（「まつだの歴史」より）

問４５

現在の小田急小田原線が開通したのはいつでしょうか。
①大正 11 年５月 29 日 ②大正 14 年 11 月 10 日
④昭和２年 10 月 15 日

③昭和２年４月１日

正解は③「昭和２年４月１日」です。小田急線は①大正 11 年５月 29 日に小田
原線の施設許可が降り、②大正 14 年 11 月 10 日に起工式が行われ、③昭和２年
４月１日に開通し、④昭和２年 10 月 15 日に全線が複線化しました。（「まつだ
の歴史」より）

〇次の問題の解答を解答用紙に記入してください。
【筆記問題 ５問】
問４６
地域の特徴を活かした収益事業に寄の各地区で取り組むことで、寄地区全体
の雇用創出や産業振興を通じたにぎわいを創出する事業を単語の頭文字をとり、
〇〇〇事業といいます。〇の中に入る文字は何でしょうか。アルファベット３文
字で記入してください。
正解は「YHV」事業です。YHV とは Yadoriki Healing Village から頭文字を
とったもので、松田町では神奈川県最大規模のドッグランやカフェを運営し、
そのドッグラン及び周辺施設を中心に地域活性化を推進しています。（「広報ま
つだ平成 29 年度発行号」や「町長と語ろう！夢をカタチに！協働のまちづくり
座談会」より）

問４７
町立松田中学校と寄中学校は平成 31 年３月 31 日に閉校し、新たに「松田中
学校」として開校します。これに伴い、町ではあるものを平成 30 年１月 31 日
まで広く募集しています。さて、そのあるものとは何でしょうか。
正解は「校章のデザイン」です。町では、両校の歴史と伝統を受け継いで町の子
どもたちを豊かに育む、新たな学校のシンブルとしてふさわしい校章のデザイ
ンを募集しています。（「広報まつだ平成 29 年 12 月号」より）
問４８

松田町老人クラブ連合会は、60 歳以上の方の生きがいと健康づくりのために、
昭和 59 年に発足し、地域活動を続けてきました。
連合会は、今年４月から個人単位で「個人会員」として入会できるようになり、
地域の枠を超えたクラブ活動を展開するようにもなりました。それにあわせて
名称も「〇〇〇〇〇〇松田」と名称も変更しました。〇の中に入る文字は何でし
ょうか。カタカナ６文字で記入してください。
正解は「シニアクラブ」松田です。松田町老人クラブ連合会は平成 29 年４月か
らシニアクラブ松田と名称を変更しました。（「広報まつだ平成 29 年 12 月号」
より）

問４９
松田町へのふるさと納税の返礼品としても、抜群の人気を誇る松田町の特産
品といえば何でしょうか。カタカナ３文字で記入してください。
正解は「ミカン」です。ふるさと納税の返礼品としてもミカンは人気で日本全国
の寄附者の方が返礼品としてミカンを選択しています。
（「広報まつだ平成 29 年
10 月号」より）
問５０
かつては寄ふれあいドッグランという愛称で親しまれてきたドッグラン場で
すが、今年７月にグランドオープンした際、ある名称へ改称しました。その名称
は、旧寄村となったときに構成された地区の数に由来して、寄〇〇〇ドッグラン
となったのですが、〇に入る文字は何でしょうか。３文字で記入してください。
正解は寄「七つ星」ドッグランです。旧寄村が７つ村が合併してできたことと、
寄地区で見られる満点の星空にちなんで名付けられました。（「広報まつだ平成
29 年７月号」より）

問題は以上で終了です。お疲れさまでした。
検定の結果は平成 30 年１月中に発送する予定です。
【問い合わせ】
政策推進課 経営戦略係
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