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お
知
ら
せ 

②川崎市を取り巻く様々な話題や産業観光に関するもの。

試 験 概 要
＜主な出題内容＞

①以下の出版物を、本試験のためのテキストブックとします。
　「川崎産業観光読本」（改訂版）より第４章、第５章
　「川崎日和り」（2019年版）
　「川崎産業観光ガイドブック（平成30年1月改訂版）」

ようこそ！かわさき検定
（2019年度）

新・川崎産業 観 光検 定試 験

ようこそ！
かわさき検定

2020

3/８

2020年
1月6日（月）～
1月31日（金）

申込 期 間

魅力いっぱい・ステキ発見

か・わ・さ・き

※これらの出版物は川崎商工会議所、および川崎市観光協会のＨＰ
より全ページをダウンロードすることができます（無料）。

川崎商工会議所 企画広報部
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル3階 http://www.kawasaki-cci.or.jp/

※土・日・祝・年末年始を除く9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
TEL 044-211-4112お問合せ

連絡先

□主催　川崎産業観光振興協議会　［事務局：川崎商工会議所、（一社）川崎市観光協会、川崎市］

2007年に始まった「川崎産業観光検定試験」は、市民を始め多くの方々に川崎市の産業、そして川崎市の産業観光の魅力について
理解を深めていただくために実施したものです。2016年度、川崎をより身近に感じていただける試験として内容をリニューアルし、
スタートしたのがこの「ようこそ！かわさき検定」です。単語の暗記だけではない、その時々の川崎に関する様々な話題や産業観光
に関する情報を取り入れた出題となります。多くの方々のチャレンジをお待ちしております！

sun



「ようこそ！かわさき検定」のご案内

試験日 2020年3月8日（日）

試験概要

申込み方法 「ようこそ！かわさき検定（新・川崎産業観光検定試験）実施要項」に付いている「払込取扱票」に受験者本人がご
記入の上、郵便局で受験料をお振込みください。実施要項は、川崎商工会議所各支所、川崎市観光協会、各区役
所・図書館等に設置予定です。ご不明な点は川崎商工会議所までお問合せください。

❶択一式（４択／35問）
　・川崎市域の工業化に積極的に取り組み、初代の川崎市長に就任したのはだれか。
　  ①石井泰助　②安部幸兵衛　③池上幸広　④石渡四郎兵衛
　・東急スクエア、グランツリー、ららテラス等のショッピングスポットが集積する地域はどこか。
　  ①武蔵小杉　②武蔵新城　③東急かわさき　④川崎駅西口
❷記述式（２問）
　あなたは、中国企業からの視察団（40代男性５名）の案内を頼まれました。川崎の製造業の技術を見たいという希望です。
　視察先を３か所含んだツアーを考えなさい。（午前９時から午後５時までの行程とし、昼食や移動の交通手段も記せ）

○期日を過ぎても結果が届かない場合は、川崎商工会議所にお問合せください。
○合否結果に関するお問合せや異議申し立てには応じられません。
○答案の公開・返却はいたしません。　○受験票は、合否結果が届くまで大切に保管してください。

　「産業都市」として発展してきた川崎市には、わが国の近代化に多大な功績を果たした数多くの近代化産業遺産が存在しています。また、
現在も日本国内に留まらず、世界に名を知られる企業・工場が多数集積しています。さらに臨海部のみならず内陸部にも先端的な工場、研究
所群を有しており、川崎市の産業のもつ幅広さ、奥行きの深さは全国でも有数のものです。
　一方で最近、「産業観光」という言葉を聞きます。これは例えば伝統的な地場産品の製作過程を見たり、近代的な工場で生産現場を見学し
たりする、そうした観光活動を総称する言葉です。この産業観光には、観光を通した地域活性化の戦略的手段の一つとして、多くの地域が関
心を寄せています。川崎商工会議所、（一社）川崎市観光協会、川崎市では、川崎が持つ強みを効果的に発揮していく事業として、産業観光
の振興に積極的に取組んでいます。2007 年に始まった「川崎産業観光検定試験」もそうした取組の一つで、市民を始め多くの方々に川崎市
の産業、そして川崎市の産業観光の魅力について理解を深めていただくために実施したものです。
　2016 年度、川崎をより身近に感じていただける試験として内容をリニューアルしました。単語の暗記だけではない、その時々の川崎に関
する様々な話題や産業観光に関する情報を取り入れた出題となります。多くの方々のチャレンジをお待ちしております！

「ようこそ！かわさき検定（新・川崎産業観光検定試験）」とは

川崎の地域特性を活かし、産業観光を中心とした観光振興による地域ブランドＰＲおよび地域経済活性化の取り組みを推進するため、企業、
団体、学識経験者、行政で構成される団体。（事務局は、川崎商工会議所、（一社）川崎市観光協会、川崎市）

「川崎産業観光振興協議会」とは

試験時間 10：00～（試験時間60分）

受験資格 年齢、性別、学歴、国籍は一切問いません

受験料 1,650円（税込） 申込み期間 2020年１月6日（月）～1月31日（金）
※期間内の受領印有効

試験会場 川崎商工会議所等を予定

これらの出版物は川崎商工会議所および川崎市
観光協会のＨＰより全ページをダウンロード
することができます（無料）。

■主な出題内容
①以下の出版物を、本試験のためのテキストブックとします。

・「川崎産業観光読本」（改訂版）より第４章、第５章
・「川崎日和り」（2019年版）
・「川崎産業観光ガイドブック（平成30年1月改訂版）」

②川崎市を取り巻く様々な話題や産業観光に関するもの。

■合否結果の発表　2020年４月8日（水）より、合否結果を郵送で通知します。また、合格者には合格証書をお送りします。
■合格基準　100点満点で70点以上を合格とします。

■出題形式
≪例≫

川崎商工会議所 企画広報部
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル3階 http://www.kawasaki-cci.or.jp/

※土・日・祝・年末年始を除く9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
TEL 044-211-4112お問合せ

連絡先


