
一般の部

＜一般の部＞問題

問題１ 富山湾の海底の最深部と立山頂上との高度差として一番近いものはどれ

か。

①約3,000ｍ　②約4,000ｍ

③約5,000ｍ　④約6,000ｍ

問題２ 次のうち「立山カルデラ」と関連のないものは。

①常願寺川　②黒部峡谷

③白岩砂防ダム　④安政の大地震

問題３ 国指定の天然記念物「杉沢の沢スギ」が見られるのはどこか。

①黒部川扇状地末端部の湧水帯　②片貝川中流の河川敷

③神通川の河口付近　④小矢部川上流の峡谷部

問題４ 蛇歯見の滝、夫婦滝など４つの滝がある「常虹の滝」が見られるのはどこ

か。

①黒部峡谷　②宮島峡

③庄川峡　④神通峡

問題５ 富山湾から海洋深層水をくみ上げる施設がある自治体は、入善町とどこか。

①魚津市　②滑川市

③高岡市　④氷見市

問題６ 常願寺川上流の称名滝は「日本一の滝」とされるが、この滝の何が日本一

か。

①全体の落差が日本一　②滝の幅が日本一

③滝の水量が日本一　④滝のある地点の標高が日本一

問題７ ３kmにわたって約460本のソメイヨシノが並ぶ県内有数の花見スポットで、

「日本さくら名所百選」にも選ばれているのは。

①舟橋村・京坪川べり　②富山市・松川べり

③氷見市・朝日山公園　④倶利伽羅県定公園

問題８ 男島と女島からなる富山湾最大の島で、北方、南方系の植物が混生し、県

名勝・天然記念物にも指定されているのは。

①唐島　②虻が島

③見附島　④弁天島

問題９ 高岡市の岸渡川ぞいにある1,000本の桜並木を楽しむ、花見イベントの名称

は。

①古城さくらまつり　②戸出さくらまつり

③福岡さくらまつり　④伏木さくらまつり

問題10 平成５年（1993）、南砺市の境川ダムの完成に伴って誕生した人造湖は。
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①楓（かえで）湖　②桂湖

③欅（けやき）湖　④桜湖

問題11 氷見市で保護や人工繁殖の取り組みが続けられている、国の天然記念物

および絶滅危惧【きぐ】種指定の淡水魚は。

①ゲンゴロウブナ　②ニホンウナギ

③メダカ　④イタセンパラ

問題12 今年度から、富山市ファミリーパークが東京の上野動物園とともに、環境省

と連携して人工飼育している動物は。

①イヌワシ　②クマタカ

③スバールバルライチョウ　④ニホンライチョウ

問題13 東京出身の登山家で、黒部峡谷をくまなく歩き、「十字峡」を発見、命名する

などした功績から「黒部の父」とも呼ばれるのは。

①深田久弥　②冠松次郎

③柴崎芳太郎　④三浦雄一郎

問題14 環境省の名水百選にも選ばれている上市町の「穴の谷の○○」の、○に入

ることばは。

①清水　②名水

③霊水　④湧き水

問題15 日本海側最大級の古墳とされる氷見市の柳田布尾山古墳の形式は。

①前方後円墳　②前方後方墳

③円墳　④四隅突出型古墳

問題16 大伴家持が、天平18年（746）から5年間、越中に赴任したときの役職は。

①受領　②按察使【あぜち】

③巡察使　④国司

問題17 木曽義仲が倶利伽羅合戦で用いたとされる奇襲とは。

①牛の角にたいまつをつけて暴走させた

②馬の尻尾に火をつけて暴走させた

③牛の尻尾に火をつけて暴走させた

④馬の背にたいまつを乗せて暴走させた

問題18 戦国時代に多発した「一向一揆」の「一向」とは何を意味するか。

①浄土真宗　②禅宗

③真言宗　④天台宗

問題19 江戸時代に越中と飛騨の国境にあって、通行証を用いて物資の運搬を管

理していた関所は。

①猪谷関所　②白川関所

③白木峰関所　④飛越関所

問題20 江戸時代、五箇山で密かに作られていた「塩硝」とは何か。

①鉄砲に使う火薬の原料　②貴重な調味料

③外見は塩に似た毒薬　④煙草の代用品

問題21 富山城主として治水（川のはんらんを防いだり、産業や生活に利用しやすく
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すること）に努め、いたち川を整備した戦国武将は。

①上杉謙信　②佐々成政

③武田信玄　④前田利家

問題22 加賀藩の分藩によってできた富山藩の初代藩主はだれか。

①前田利次　②前田利幸

③前田利久　④前田利保

問題23 高岡市西田地区にある国泰寺が参詣者にふるまったのが始まりとされる、

同地区の名物料理は。

①こんにゃく料理　②サトイモ料理

③タケノコ料理　④レンコン料理

問題24 ホタルイカは、確認されている最も古い記録によれば、江戸時代には何と呼

ばれていたか。

①こいか　②まごいか

③えっちゅういか　④とやまいか

問題25 昭和29年（1954）開催の富山産業大博覧会に合わせて、戦後復興のシンボ

ルとして建設されたのは。

①富山城天守閣　②魚津水族館

③高岡市体育館　④砺波チューリップ公園

問題26 毎年７月、聖徳太子の遺徳をしのぶ「太子伝会【たいしでんえ】」が行われる

寺社は。

①雄山神社　②勝興寺

③瑞泉寺　④高瀬神社

問題27 江戸時代に、現在の富山市から神通峡にそって岐阜、さらには長野まで、

ある特産品を運んだルートを「○○街道」と呼ぶが、○に入る語句は。

①くすり　②米

③銅器　④ぶり

問題28 公害病の恐ろしさと克服の歴史を学び、環境や健康を大切にした生活や地

域づくりを考えるために、平成24年（2012）に開館された施設は。

①県立イタイイタイ病資料館　②県立イタイイタイ病歴史館

③県立公害病学習館　④県立公害病公文書館

問題29 大伴家持が創建したとされる、射水市にある神社は。

①櫛田神社　②下村加茂神社

③新湊天満宮　④放生津八幡宮

問題30 下村加茂神社で、ブリを神前にささげて家々の繁栄と無病息災を祈る「鰤分

け神事」が行われる日にちは。

①１月１日　②３月３日

③９月９日　④12月12日

問題31 伝統的工芸品「越中和紙」に含まれないのはどれか。

①朝日和紙　②五箇山和紙

③八尾和紙　④蛭谷和紙
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問題32 明治時代に富山から大阪へ出て、後に文房具メーカー「国誉」を興した黒田

善太郎が、郷土の富山大学に寄付したものは。

①正門　②講堂

③図書館　④学生寮

問題33 次のうち、「富山湾の宝石」と呼ばれるシロエビの主な漁場でないのは。

①水橋沖　②岩瀬沖

③新湊沖　④氷見沖

問題34 国の重要無形民俗文化財の指定を受けている高岡市福岡町の特産品は。

①福岡織　②鯉のぼり

③菅笠　④福岡焼

問題35 富山湾の底引き漁で獲られ、体の表面がぬるぬるしたゼラチン質に覆わ

れ、近年は珍味として見直されている魚介類は。

①オイボ　②ホタルイカ

③ゲンゲ　④ベニズワイガニ

問題36 東砺波郡庄下村（現・砺波市）の水野豊造氏がチューリップの栽培を試みた

のは、何時代か。

①江戸時代　②明治時代

③大正時代　④昭和時代

問題37 県内で、最も歴史が古いとされる焼き物は。

①越中瀬戸焼　②小杉焼

③福光焼　④水戸田焼

問題38 黒部市の新川育成牧場が、昨年新しい名称「くろべ牧場 ○○」になった

が、○に入る語句は。

①まきばの風　②みどりの風

③ひかりの丘　④ふれあいの丘

問題39 生地やトッピング、ソースにシロエビを使った「しんきろう白エビどんどん焼」

は、どこのまちおこしグルメか。

①入善町　②魚津市

③射水市　④氷見市

問題40 農業研究家・稲塚権次郎にちなんだ「権次郎牛丼」は、どこのまちおこしグ

ルメか。

①入善町　②立山町

③氷見市　④南砺市

問題41 高岡市○○地区は、「ふじ」や「王林」などを県内最大級の面積で栽培する

「○○りんご」が特産だが、○に入る地名は。

①二上　②戸出

③国吉　④福岡

問題42 鉄鋼・ホテル・流通業で業績を残した大谷米太郎と、彼を助けた大谷竹次郎

が、兄弟そろって名誉市民となっている出身地は。

①魚津市　②上市町
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③小矢部市　④南砺市

問題43 江戸時代から伝わる土人形の技術を受け継ぎ、制作・販売を行っている、

富山市にある施設は。

①呉羽山郷土人形伝承館　②呉羽山土人形のアトリエ

③とやま郷土人形の里　④とやま土人形工房

問題44 砺波市庄川町の金屋地区を中心に生産され、秋には「庄川○○まつり」も

開かれる、○に入る特産品名は。

①赤かぶ　②ねぎ

③さといも　④ゆず

問題45 出世魚として知られ、富山県では娘が嫁入りした年の暮れに、実家から嫁

ぎ先に贈る風習がある魚は。

①タイ　②マグロ

③ブリ　④カツオ

問題46 新湊大橋の自転車歩行者道の愛称は。

①あいの風プロムナード　②越ノ潟プロムナード

③海王スカイウォーク　④潮風スカイウォーク

問題47 富山県内に広く残っている天神信仰の神様とはだれか。

①在原業平　②大伴家持

③菅原道真　④紀貫之

問題48 富山県から生まれた民間デイサービスで、高齢者から幼児、障害者までを

一緒にケアする家庭的な福祉サービスの方式を何と呼ぶか。

①富山型福祉サービス　②富山型デイサービス

③富山型グループケア　④富山型デイケア

問題49 富山ライトレールの車両カラーは７色あるが、ないのは次のうちのどれか。

①ブラック　②レッド

③パープル　④オレンジ

問題50 利用者に人気が高いことから、９月１日より３年間継続されることになった、

万葉線を走るラッピング電車のキャラクターは。

①あみたん娘　②利長くん

③パーマン　④ドラえもん

問題51 南砺市井波・瑞泉寺の太子伝会【たいしでんえ】や、同市城端・善徳寺の虫

干法会【むしぼしほうえ】で出される魚料理は。

①鱒【ます】ずし　②鮎【あゆ】ずし

③ 【さば】ずし　④鮒【ふな】ずし

問題52 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている高岡市・山町筋の町

並みの特徴は。

①擬洋風造り　②土蔵造り

③レンガ造り　④合掌造り

問題53 富山県が全国２位の資源量を誇るとされるエネルギーを活用した発電が注

目されているが、それは。
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①地熱発電　②風力発電

③波力発電　④小水力発電

問題54 小矢部市のシンボルキャラクターは、「メルギューくん」と何か。

①クロスちゃん　②ともえちゃん

③メルヘンちゃん　④メルモモちゃん

問題55 富山県の地形と「と」の字体を思わせるデザインや、語尾に「ぷー」を付ける

つぶやきで、ネット上の人気を集めているキャラクターは。

①とやまくん　②とやま先生

③とやまちゃん　④とやま博士

問題56 次のうち、魚津市のイメージキャラクターは。

①ウォー太郎　②きときと君

③キラりん　④ミラたん

問題57 学問の神様・菅原道真をまつる宮として受験生の参拝が多い、射水市にあ

る神社は。

①護国八幡宮　②気多神社

③櫛田神社　④新湊天満宮

問題58 平成20年度から全国で初めて都道府県単位でレジ袋を有料化した富山県

で、今年３月末までに削減された枚数はどれだけになったか。

①１億枚以上　②５億枚以上

③10億枚以上　④15億枚以上

問題59 平成25年（2013）に命名された富山空港の愛称は。

①富山アルプス空港　②富山きときと空港

③富山チューリップ空港　④富山まいどはや空港

問題60 今年８月、富山市西町にオープンした、市ガラス美術館や市立図書館本館

などが入る再開発ビルの名称は。

①TOYAMAキラリ　②TOYAMAミライ

③まちなかキラリ　④まちなかミライ

問題61 「越中の稚児舞」として国の無形民俗文化財に指定されているのは、下村

加茂神社（射水市）、熊野神社（富山市婦中町）と、もう１カ所は。

①黒部市宇奈月町明日の法福寺　②富山市山王町の日枝神社

③砺波市庄川町の雄神神社　④魚津市諏訪町の諏訪神社

問題62 越中八尾おわら風の盆で、地方【じかた】衆が哀調を帯びた音色を奏でる楽

器は。

①笙【しょう】　②篠笛【しのぶえ】

③胡弓【こきゅう】　④ささら

問題63 町家の千本格子（さまのこ）や、銅片を敷き込んだ石畳が名物の町並みが

見られるのはどこか。

①富山市八尾町の諏訪町通り　②高岡市の金屋町通り

③射水市の湊川リバーウォーク　④南砺市の八日町通り

問題64 富山県民会館分館として公開されている、江戸時代の豪農屋敷の構えを残
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す邸宅は。

①金岡邸　②内山邸

③山本邸　④村上邸

問題65 南砺市で行われるこきりこ祭りの「こきりこ」とは何か。

①木を切る音　②細い竹でできた楽器

③鳥の鳴き声　④小さな木の板を108枚つづり合わせた楽器

問題66 富山市で全日本チンドンコンクールが始まったのはいつからか。

①日満産業大博覧会の開催を祝って昭和11年から

②第１回県民体育大会の開催を祝って昭和23年から

③戦後のまちを元気づけるために昭和30年から

④置県100年を記念して昭和58年から

問題67 魚津市のたてもん祭りの「たてもん」は、何をかたどっているとされるか。

①漁船　②ブリの頭

③しんきろう　④立山

問題68 今年から始まった黒部峡谷の欅平パノラマ新周遊ルートで、竪坑【たてこ

う】の中を約200ｍ上昇する乗り物は。

①インクライン　②エスカレーター

③エレベーター　④ケーブルカー

問題69 今年４月にオープンした、国重要有形・無形民俗文化財でもある祭りの魅力

を伝える「○○会館」の、○に入る名称は。

①たてもん祭り　②越中八尾おわら

③高岡御車山　④出町子供歌舞伎曳山

問題70 「福野○○祭」「津沢○○あんどん祭」「となみ○○まつり」の○○に共通す

る語句は。

①七夕　②築山

③曳山　④夜高

問題71 今年２月、新湊漁港に揚がったダイオウイカの試食会が開かれたが、約

2,000人が味わったそのメニューは。

①味噌汁　②黒作り

③天ぷら　④するめ

問題72 富山市の白岩川河畔を会場に、花火大会や「火流し」が行われる祭りは。

①岩瀬橋まつり　②水橋橋まつり

③四方橋まつり　④和合橋まつり

問題73 たいまつを乗せたいかだを海に流して無病息災を祈る滑川市の伝統行事

で、日本海側での同様の行事の南限とされ、国重要無形民俗文化財にも指定され

ているのは。

①火流し　②ねつはらい

③ねつおくり　④ネブタ流し

問題74 県内のカラーラーメンの一つ、「高岡○○ラーメン」。○に入る色名は。

①グリーン　②ブラック
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③ホワイト　④レッド

問題75 横山大観や竹内栖鳳をはじめとする日本を代表する作家や、富山県出身の

下保昭の作品などを鑑賞できる施設は。

①県立近代美術館　②富山県水墨美術館

③高岡市美術館　④福光美術館

問題76 魚津市にある「海の駅」の名称は。

①きときと　②蜃気楼

③たてもん　④ミラージュ

問題77 射水市新湊博物館に、国の重要文化財を含む多くの資料が展示・収蔵され

ている江戸時代後期の数学者は。

①平賀源内　②伊能忠敬

③石黒信由【のぶよし】　④川原田政太郎【かわらだまさたろう】

問題78 大正時代に馬場はるが創設した旧制富山高等学校は、次のうちどれの前

身となったか。

①富山大学工学部　②富山大学文理学部

③富山医科薬科大学　④高岡短期大学

問題79 県内で国宝に指定されている文化財はいくつあるか。

①１つ　②２つ

③３つ　④５つ

問題80 明治期の学校建築として国の重要文化財に指定されている「巌浄閣」があ

るのは、現在の何高校か。

①富山県立南砺福野高校　②富山県立雄山高校

③富山県立となみ野高校　④富山県立伏木高校

問題81 「時計台の鐘」の作詞･作曲で知られる音楽家・高階哲夫を顕彰する時計台

が建つのはどこか。

①宮野運動公園　②猿倉山自然公園

③割山森林公園「天湖森」　④東福寺野自然公園

問題82 射水郡高岡町（現・高岡市）出身の化学者・高峰譲吉の功績で正しくないも

のは。

①日本初の化学肥料会社を設立　②アドレナリンの抽出に成功

③高岡にアルミ産業を提案　④北海道で開拓事業を推進

問題83 平成27年（2015）の梶田隆章氏を含め、日本人のノーベル賞受賞者のうち

５人が沿線にゆかりがあることから、「ノーベル街道」として知られる国道は。

①８号線　②41号線

③156号線　④359号線

問題84 砺波市庄川町出身の彫刻家で、出身地にその名を冠した美術館があるの

は。

①佐々木大樹【たいじゅ】　②篁【たかむら】　牛人【ぎゅうじん】

③松村外次郎　④山崎覚太郎

問題85 今年７月、海王丸パークをメーン会場に県内で初開催された国内最大級の
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ヨットレース「○○」富山大会の○に入る名称は。

①さんまカップ　②たけしカップ

③所カップ　④タモリカップ

問題86 射水市新湊地域や新湊曳山まつりを舞台に、竹野内豊、江口洋介らが出

演する来年公開予定の映画のタイトルは。

①家族はつらいよ　②人生の約束

③モヒカン故郷に帰る　④64（ロクヨン）

問題87 今年、レスリングの世界選手権で３連覇を果たし、リオ五輪代表を確実にし

た高岡市出身の女子選手は。

①伊調馨　②登坂絵莉

③川井梨紗子　④吉田沙保里

問題88 南砺市出身の農業研究家を描いた映画「NORIN ○○“農の神”と呼ばれた

男　稲塚権次郎物語」の、○に入る語句は。

①ZERO　②ONE

③FIVE　④TEN

問題89 富山県が、長野県・石川県・埼玉県と連携して大河ドラマの誘致活動に取り

組んでいる歴史上の人物は。

①大伴家持　②木曽義仲・巴

③源義経・静　④前田正甫

問題90 高岡古城公園内の射水神社を発着点に、高岡大仏、高岡関野神社など中

心市街地を走る「高岡○○駅伝」。○に入る語句は。

①ねがいみち　②まえだみち

③まちめぐり　④れきしめぐり

問題91 黒部市を主な舞台に、比嘉愛未、ミムラ、佐々木希が演じる三姉妹と家族

の絆を描く、来年公開予定の映画は。

①アリア　②カノン

③タンゴ　④ワルツ

問題92 今年、富山GRNサンダーバーズに入団した、NPBで本塁打464本の外国人

通算最多記録を持つ選手は。

①カブレラ　②フェルナンデス

③ラミレス　④ローズ

問題93 富山弁で「おーどな人」とは、どんな人か。

①おおざっぱな人　②おおらかな人

③おとなしい人　④おもしろい人

問題94 「平成の大合併」によって、富山県内の35市町村が15市町村に再編された

が、それぞれの数は。

①８市５町２村　②９市５町１村

③10市４町１村　④11市２町２村

問題95 富山県が、平成25年（2013）まで23年連続で全国トップの低さを誇っている

ものは。
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①交通事故発生件数　②出火率

③食中毒発生件数　④消費者相談件数

問題96 都道府県面積ランキングで富山県の面積は全国で何番目か。

①18番目　②28番目

③33番目　④42番目

問題97 富山県で今年８月下旬にスタートした、医師や看護師が乗り込んで患者の

いる現場へ行き、病院へと運ぶ救急システムは。

①ドクターカー　②ドクターバイク

③ドクターヘリ　④ドクター新幹線

問題98 富山市の地名、水橋「肘崎」の読みは。

①かいなざき　②きもさき

③すざき　④ひじさき

問題99 高岡市の「市の花」は。

①カタカゴ　②キク

③サクラ　④リンドウ

問題100 富山弁で「ありがとう」を意味するのは。

①いちゃけな　②きのどくな

③てんぽな　④もくしょな

＜一般の部＞解答

問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10

問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20

問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

問31 問32 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40

問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48 問49 問50

問51 問52 問53 問54 問55 問56 問57 問58 問59 問60

問61 問62 問63 問64 問65 問66 問67 問68 問69 問70

問71 問72 問73 問74 問75 問76 問77 問78 問79 問80

問81 問82 問83 問84 問85 問86 問87 問88 問89 問90

問91 問92 問93 問94 問95 問96 問97 問98 問99 問100
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