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第１５回但馬検定（１級・２級） 

次の問いに答えなさい。 

 

【１】江戸時代の後期、藩の奨励により但馬各地で独自の産業が発展しましたが、二方郡から美含

郡にかけての山間部で発達した産業は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 織物    (b) 養蚕    (c) 製鉄    (d) 柳行李 

（正解率75.9％） 

 

【２】平家滅亡後、全国に守護・地頭が置かれましたが、但馬守護職に就いた者で古い順に正しく

並んでいるのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 安達親長→太田昌明→太田政頼→山名師義 

(b) 太田昌明→太田政頼→安達親長→山名師義 

(c) 安達親長→太田政頼→太田昌明→山名師義 

(d) 太田昌明→安達親長→太田政頼→山名師義 

（正解率73.4％） 

 

【３】豊臣秀吉による天下統一後、信任の厚い家臣を配置し、但馬に城下町が形成されましたが、

城下町と家臣の組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡－宮部氏、出石－前野氏、八木－赤松氏、竹田－別所氏 

(b) 豊岡－宮部氏、出石－前野氏、八木－別所氏、竹田－赤松氏 

(c) 豊岡－前野氏、出石－宮部氏、八木－赤松氏、竹田－別所氏 

(d) 豊岡－前野氏、出石－宮部氏、八木－別所氏、竹田－赤松氏 

（正解率73.4％） 

 

【４】江戸時代、銀山で栄えた生野地域は、幕府直轄領で、生野代官所は播磨国北部や美作国まで

統治していました。その後、1868年（明治元）、新政府の命令により久美浜県に編入されまし

たが、1869年（明治2）、生野県が誕生しました。その生野県が設置されていた期間は、次の

うちどれでしょうか。 

(a) ２年３か月間   (b) ４年３か月間   (c) ６年３か月間   (d) ８年３か月間 

（正解率51.9％） 
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【５】1917年(大正6)、豊岡市の「森尾古墳」で、卑弥呼の鏡ともいわれる「三角縁神獣鏡」が発

見されましたが、その鏡に刻まれていた中国の年号は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 正始元年   (b) 正元元年   (c) 泰始元年   (d) 始元元年 

（正解率59.5％） 

 

 

【６】豊岡市日高町鶴岡、円山川東岸の標高３７ｍの山すそに位置し、但馬では禁裡塚古墳（養父

市）に次いで２番目に大きい１３ｍあまりの大型石室を持つ円墳は、次のうちどれでしょうか。 

(a) ケゴヤ古墳   (b) 観音塚古墳   (c) 池田古墳   (d) 楯縫古墳 

（正解率72.2％） 

 

 

【７】文化財保護法に基づいて指定されるもので、遺跡のなかで重要なものを「史跡」とされてい

ます。但馬地域の古墳群の中にも、国や県の指定を受けた史跡がありますが、国の指定を受け

た史跡は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 二見谷古墳群   (b) 大薮古墳群   (c) 箕谷古墳群   (d) 八幡山古墳群 

（正解率69.6％） 

 

 

【８】但馬では池田古墳に次ぐ大きさの前方後円墳で、同一水面の周濠を備えた前方後円墳として

は但馬唯一のものとされている「船宮古墳」から、当時全国で３例目となる珍しい「ある動物」

をかたどった埴輪が出土しています。「ある動物」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 牛    (b) 鶏    (c) 猪    (d) 水鳥 

（正解率25.3％） 

 

【９】人類の歴史が始まったころに干陸化し、平地になったといわれる豊岡盆地では、貝類の殻を

中心に、生活用具である土器、石器が出土しています。その中でも、自然死した貝類が堆積し

た層も確認されたことから、採取地と貝塚がセットで見つかった希少なケースとして知られる

貝塚が発見されたのは、次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市森尾   (b) 豊岡市高屋   (c) 豊岡市気比   (d) 豊岡市中谷 

（正解率78.5％） 
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【10】養父市にある「別宮家野遺跡」について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれ

でしょうか。 

(a) 東鉢伏高原の標高693mにある遺跡である。 

(b) 県下でも古い弥生時代早期の遺跡である。 

(c) 狩猟具よりも、調理具が多量に出土した。 

(d) 1973年（昭和48）に遺跡公園が完成した。 

（正解率57.0％） 

 

 

【11】南北朝後期〜室町時代にかけて、代々但馬守護職に就いた武家一族である「山名氏」と城跡

の組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 有子山城跡－山名祐豊、此隅山城跡－山名時氏、三開山城跡－山名時義 

(b) 有子山城跡－山名祐豊、此隅山城跡－山名時義、三開山城跡－山名時氏 

(c) 有子山城跡－山名時氏、此隅山城跡－山名祐豊、三開山城跡－山名時義 

(d) 有子山城跡－山名時氏、此隅山城跡－山名時義、三開山城跡－山名祐豊 

（正解率41.8％） 

 

 

【12】但馬の代表的な山城の１つである「八木城跡」（写真参照）は、複数の時代の城館跡が1カ

所に残っている珍しい遺構ですが、複数の時代とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 鎌倉時代～室町時代 

(b) 鎌倉時代～安土桃山時代 

(c) 鎌倉時代～江戸時代 

(d) 室町時代～安土桃山時代 

 

（正解率53.2％） 
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【13】但馬五社のひとつに数えられる「養父神社」は、「養父の明神さん」と呼ばれ農業の神とし

て地元の人に親しまれていますが、神社の拝殿前に設置された「ある動物」の石像が珍しいと

いわれています。「ある動物」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 狼    (b) 牛    (c) 猪    (d) 馬 

（正解率55.7％） 

 

【14】古来より朝廷の尊崇が篤く、約600年前、国家の大難に際して４度の勅使が派遣され、その

ご加護として勅使門（写真参照）が建てられたとされる神社は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 出石神社 

(b) 絹巻神社 

(c) 小田井縣神社 

(d) 粟鹿神社 

（正解率82.3％） 

 

【15】豊岡市にある「雷神社」は、842 年（承和 9）の「続日本後紀」にその名が見られる古社で

す。本殿は、1656年（明暦2）に再建されましたが、県下でも類例の少ない「〇」間社切妻造

の本殿で、県の文化財にも指定されています。この「〇」に入る漢数字は、次のうちどれでし

ょうか。 

(a) 二     (b) 三     (c) 四     (d) 五 

（正解率19.0％） 

 

【16】標高1,139ｍの妙見山の山腹にある「名草神社」には、丹塗りの鮮やかな「三重の塔」（写

真参照）がありますが、妙見杉を提供した縁によって、「あるところ」から譲り受けたもので

す。「あるところ」とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 伊勢神宮 

(b) 出雲大社 

(c) 大宰府天満宮 

(d) 日光東照宮 

（正解率88.6％） 
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【17】但馬地域には、「その昔、大鮑が船の穴をふさぎ、遭難を救った」という伝承が残る神社が

複数ありますが、これらの神社の組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 鷹野神社と宇都野神社    (b) 鷹野神社と為世永神社 

(c) 赤淵神社と宇都野神社    (d) 赤淵神社と為世永神社 

（正解率67.1％） 

 

 

【18】かつて伊津岐山にあったことから、別称「伊津岐神社」と言われ、国の重要文化財に指定さ

れている「絹本著色釈迦十六善神像」が保存されている神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 黒野神社    (b) 郡主神社    (c) 日出神社    (d) 牛ヶ峯神社 

（正解率72.2％） 

 

 

【19】境内に山陰線工事の犠牲者を供養した「招魂碑」があり、県の無形民俗文化財に指定されて

いる「ざんざか踊り」が奉納される神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 宇都野神社    (b) 久谷八幡神社    (c) 大歳神社    (d) 日枝神社 

（正解率87.3％） 

 

 

【20】1389年（康応元）、高僧月庵和尚をして創建したとされ、県指定文化財の「絹本淡彩月庵宗

光像」を所蔵している「円通寺」は、室町時代に「ある氏族」から寺社領を寄進されています

が、「ある氏族」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 別所氏    (b) 赤松氏    (c) 山名氏    (d) 八木氏 

（正解率69.6％） 

 

 

【21】豊岡市日高町の「進美寺」では、「あること」で犠牲になった人々の霊を供養するため、「五

輪宝塔三百基造立供養」が行われましたが、「あること」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 元寇    (b) 源平合戦    (c) 応仁の乱    (d) 関ケ原の戦い 

（正解率60.8％） 
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【22】養父市にあり、山名四天王のひとりであった八木城主八木氏の菩提寺で、兵庫県の指定文化

財である「木造金剛力士立像」が安置されている寺院は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 日光院    (b) 浅間寺    (c) 山路寺    (d) 今滝寺 

（正解率59.5％） 

 

 

【23】朝来市にあり、749年（天平21）、行基によって創建されたと伝わる古刹で、本尊の「薬師

如来坐像」は、寄木造で膝が２材からつくられており非常に珍しいとされている寺院は、次の

うちどれでしょうか。 

(a) 法宝寺    (b) 円龍寺    (c) 金蔵寺    (d) 大林寺 

（正解率26.6％） 

 

 

【24】朝来市にある「楽音寺」は、大同年間（806〜810）に創建したとされる古刹で、かつて600

平方メートルの境内の前庭には、「ある花」が咲く頃にハチが乱舞する光景が壮観でしたが、

「ある花」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) アジサイ    (b) ウツギ    (c) シャクヤク    (d) キキョウ 

（正解率73.4％） 

 

 

【25】745年（天平17）、行基自ら「聖観音菩薩立像」を彫刻し祀ったのが始まりとされる香美町

香住区にある「大乗寺」（写真参照）には、数多くの文化財が所蔵されていますが、この中で、

国の重要文化財に指定されている文化財は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 木造四天王立像 

(b) 客殿及び庫裡 

(c) 障壁画 

(d) 山門 

（正解率75.9％） 
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【26】但馬地域には、花で有名な寺院が数多くありますが、寺院と花の組合せで、誤っているもの

は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 正福寺（新温泉町）－シダレザクラ    (b) 遍照寺（香美町）－キキョウ 

(c) 隆国寺（豊岡市）－ボタン        (d) 高照寺（養父市）－モクレン 

（正解率58.2％） 

 

【27】1929年（昭和4）に開通し、1985年（昭和60）まで利用されていた「明神電車線」（写真参

照）は、明延と神子畑を結ぶ専用軌道でしたが、軌道の全長は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 約６ｋｍ 

(b) 約１２ｋｍ 

(c) 約１８ｋｍ 

(d) 約２４ｋｍ 

（正解率53.2％） 

 

 

【28】1931年（昭和6）頃、建設。旧豊岡市役所などに見られるルネッサンススタイルの建築様式

で、中央の出入り口を中心にして、左右対称に当時流行していた半円形の窓が配置されている

写真の建物は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 旧出石郵便局 

(b) 達徳会館 

(c) 旧山口村役場 

(d) 旧養父合同銀行 

（正解率57.0％） 

 

【29】1912年（明治45）、山陰線京都～出雲間が全線開通しましたが、最後に完成したのは、次の

うちどれでしょうか。 

(a) 竹野川橋梁    (b) 余部鉄橋    (c) 浜坂駅給水タンク    (d) 桃観トンネル 

（正解率40.5％） 
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【30】次の写真は、いずれも明治時代に建てられた木造の擬洋風建築物ですが、写真と建築物の名

前の組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

      写真Ａ           写真Ｂ             写真Ｃ 

    

(a) 写真Ａ－旧生野警察署、写真Ｂ－旧出石郡役所、写真Ｃ－旧七美郡役所 

(b) 写真Ａ－旧七美郡役所、写真Ｂ－旧出石郡役所、写真Ｃ－旧生野警察署 

(c) 写真Ａ－旧生野警察署、写真Ｂ－旧七美郡役所、写真Ｃ－旧出石郡役所 

(d) 写真Ａ－旧七美郡役所、写真Ｂ－旧生野警察署、写真Ｃ－旧出石郡役所 

（正解率63.3％） 

 

【31】伝統的なまちなみの中に洋風意匠の外観が景観に調和し、但馬における製糸業の近代化を象

徴する建造物として高く評価され、兵庫県景観形成重要建造物に指定されている建物のある地

区は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 養父市八鹿町宿南地区    (b) 養父市大屋町大杉地区 

(c) 養父市八鹿町八鹿地区    (d) 朝来市山東町矢名瀬地区 

（正解率58.2％） 

 

【32】「桃観トンネル」の出入り口（写真参照）に、山陰線の開通記念として、当時の逓信大臣兼

鉄道院総裁後藤新平の筆による石額が掲げられていますが、出入り口と石額に刻された文字の

組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 久谷側－「惟徳罔小」、余部側－「萬方惟慶」 

(b) 久谷側－「惟徳罔小」、余部側－「楽成頼功」 

(c) 久谷側－「萬方惟慶」、余部側－「楽成頼功」 

(d) 久谷側－「萬方惟慶」、余部側－「惟徳罔小」 

（正解率75.9％） 
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【33】1925年（大正14）の北但大震災後、防火建築の促進を目的にした補助制度を創設した結果、

大開通りを中心に現在でも当時の建物が多く残っており、「豊岡復興建築群」と呼ばれていま

すが、豊岡復興建築群ではないものは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 旧中江家別荘    (b) 旧豊岡町役場    (c) 豊岡劇場    (d) 旧兵庫県農工銀行 

（正解率44.3％） 

 

 

【34】建設当時の姿を忠実に再現する復原工事が進められ、2008年（平成20）、こけら落とし大歌

舞伎が開かれた「出石永楽館」（写真参照）は、近代日本の芝居小屋として、歴史的価値を高

く評価されていますが、「出石永楽館」が建設された年は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 1901年（明治34） 

(b) 1913年（大正2） 

(c) 1922年（大正11） 

(d) 1931年（昭和6） 

（正解率55.7％） 

 

 

【35】養父市八鹿町にある「旧小出医院」には、江戸から明治、大正時代につくられた建物が集ま

り、見どころが多いですが、そのうち、兵庫県の文化財に指定され、1676年（延宝４）に建て

られた建物の名称は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 投淵軒    (b) 立誠舎    (c) 甘棠亭    (d) 静思堂 

（正解率57.0％） 

 

 

【36】日本海に面する但馬海岸には、数多くの名勝・奇勝がありますが、国の名勝に指定されてい

るものの組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 香住海岸、切浜のはさかり岩    (b) 香住海岸、但馬御火浦 

(c) 但馬御火浦、鎧の袖        (d) 香住海岸、鎧の袖 

（正解率6.3％） 
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【37】海岸の岩盤に海水の侵食作用でできた無数の丸い穴は「波食甌穴群」（写真参照）と呼ばれ、

普通は河床で見られるもので、海食は珍しく学術的価値が高いといわれていますが、この「波

食甌穴群」を見ることができるのは、次のうちどこでしょうか。 

 

(a) 香美町香住区下浜 

(b) 豊岡市竹野町切浜 

(c) 香美町香住区鎧 

(d) 豊岡市竹野町竹野 

（正解率60.8％） 

 

 

【38】「栃本の溶岩瘤」は、「ある川」がつくった自然堤防の上を神鍋溶岩が覆い、後に溶岩背後

の土砂が流れ出てできたものですが、「ある川」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 阿瀬川    (b) 田ノ口川    (c) 稲葉川    (d) 大岡川 

（正解率78.5％） 

 

【39】標高1,139ｍ。但馬の中心部に位置し、蘇武岳とともに南北に峰をなし、東の円山川水系と

西の矢田川水系の分水界となっている山は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 妙見山    (b) 鉢伏山    (c) 三川山    (d) 扇ノ山 

（正解率79.7％） 

 

【40】播州との分水界、朝来市生野町円山を源流とする「円山川」は、但馬最大の河川で、延長は

68kmありますが、兵庫県では、次のうち何番目の長さでしょうか。 

(a) ２番目    (b) ３番目    (c) ４番目    (d) ５番目 

（正解率59.5％） 

 

【41】「絹巻神社の暖地性原生林」は、円山川の河口が急に狭められている場所にあり、日本海型

照葉樹林を代表する樹林ですが、「ある生き物」の生息地としても知られています。「ある生

き物」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) ヒメハルゼミ   (b) モリアオガエル   (c) ヒヌマイトトンボ   (d) ギフチョウ 

（正解率57.0％） 



- 11 - 

 

 

【42】新温泉町海上の「小又川渓谷」には、全国でも珍しい洞窟の中にある滝（写真参照）があり

ますが、その滝とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 桂の滝 

(b) シワガラの滝 

(c) 吉滝 

(d) 猿壺の滝 

（正解率75.9％） 

 

 

 

 

【43】瀬戸内海に注ぐ市川の源流にあたる「黒川渓谷」（写真参照）は、朝来群山県立自然公園に

指定され、紅葉の名所、渓流釣りのスポットとなっていますが、次のうち、「黒川渓谷」にな

いものはどれでしょうか。 

 

(a) 大明寺 

(b) 魚ヶ滝 

(c) 平家ヶ城跡 

(d) 銀山湖 

（正解率73.4％） 

 

 

 

【44】「アベサンショウウオ」は、日本産の小型サンショウウオの中では最も分布域が狭く、非常

に個体数の少ないサンショウウオですが、「アベサンショウウオ」の生息地等保護区がある地

域は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市出石町   (b) 豊岡市日高町   (c) 朝来市生野町   (d) 朝来市山東町 

（正解率46.8％） 
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【45】養父市能座出身で、明治の新政府で活躍した「北垣国道」の旧邸内にある、樹高26mの西日

本最大のカヤの木（写真参照）は、「ヒダリマキガヤ」と呼ばれていますが、名前の由来は、

次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 本幹が左巻きに捻じれているため。 

(b) 支幹が左巻きであるため。 

(c) カヤの葉が左巻きであるため。 

(d) カヤの種子が左巻きの波紋であるため。 

（正解率63.3％） 

 

 

【46】1970年（昭和45）、養父市大屋町加保に「ミズバショウ」（写真参照）が自生していること

がわかり、この地がミズバショウの西南限地となりましたが、それ以前の南限地は、次のうち

どこだったでしょうか。 

 

(a) 福井県勝山市 

(b) 岐阜県郡上市 

(c) 石川県白山市 

(d) 京都府京丹後市 

（正解率48.1％） 

 

【47】水のきれいなことを示す指標植物である「バイカモ」（写真参照）は、湧水地に多い水生の

多年草で、毎年５〜11月に梅の花によく似た白い花をつけますが、海岸付近の低地にあること

から学術的に注目されているバイカモの群落のある川は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 大栃川 

(b) 味原川 

(c) 久斗川 

(d) 田君川 

（正解率93.7％） 
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【48】1863年（文久3）、尊皇攘夷を掲げた平野国臣らが生野代官所を占拠した「生野の変（生野

義挙）」が起こりましたが、当時の様子を記した『生野義挙絵巻』に描かれている大ケヤキが

境内にある寺院は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 延応寺    (b) 円龍寺    (c) 金蔵寺    (d) 大同寺 

（正解率60.8％） 

 

 

【49】写真の巨木は、渓流にまたがって成長し樹齢 1000 年以上とされ、この巨木の上手から湧き

出る水は、「平成の名水百選」に選ばれています。兵庫県の天然記念物にも指定されているこ

の巨木は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 別宮の大カツラ 

(b) 糸井の大カツラ 

(c) 和池の大カツラ 

(d) 兎和野の大カツラ 

（正解率88.6％） 

 

 

 

【50】「古生沼」にはヤチスゲ、ツマトリソウなどの氷河期の植物が生育しており、「古生沼の高

地湿原植物群落」として兵庫県の天然記念物に指定されています。この「古生沼」がある山は、

次のうちどれでしょうか。 

(a) 氷ノ山    (b) 扇ノ山    (c) 鉢伏山    (d) 蘇武岳 

（正解率74.7％） 

 

 

【51】稲の虫除けや雨乞いを祈願して奉納されたことが始まりとされ、踊りの主役は３人の子ども

たちで、安牟加神社境内の農村歌舞伎舞台で行われる民俗芸能は、次のうちどれでしょうか。 

(a) ささばやし    (b) 太刀振り    (c) はねそ踊り    (d) さえもん踊り 

（正解率60.8％） 
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【52】相撲の原型ともされ、国選択無形民俗文化財、兵庫県指定無形民俗文化財である「ネッテイ

相撲」が行われる水谷神社のある地域は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 養父市別宮    (b) 養父市養父市場    (c) 養父市奥米地    (d) 養父市葛畑 

（正解率75.9％） 

 

【53】1647年（正保4）、尾張からやってきた石工によって、伝授されたものと言われ、７種類の

舞いを約３時間かけて踊る「宮神楽」（写真参照）が行われる、朝来市にある神社は、次のう

ちどれでしょうか。 

 

(a) 粟鹿神社 

(b) 赤淵神社 

(c) 表米神社 

(d) 石部神社 

（正解率70.9％） 

 

【54】言い伝えでは、「歌長太神楽」は、新温泉町歌長地区が「ある災害」に見舞われたため、村

人が伊勢参りした際、習い覚えたことが始まりとされていますが、「ある災害」とは、次のう

ちどれでしょうか。 

(a) 大凶作    (b) 大水害    (c) 大火災    (d) 疫病の大流行 

（正解率32.9％） 

 

【55】綱引きをして、豊作・無病息災を祈願する「別宮のお綱打ち」は、鉢伏山山腹の養父市別宮

地区にある八幡神社の祭礼ですが、綱引きの行われる時期は、次のうちいつでしょうか。 

(a) １月９日    (b) １月２８日    (c) ２月１１日    (d) ４月１４日 

（正解率45.6％） 

 

【56】香美町香住区余部にある平内神社で行われる「百手の儀式」は、武士に扮した少年が的をめ

がけて101本の矢を射る、平家落人の伝説にまつわる祭礼ですが、矢を射る少年の人数は、次

のうちどれでしょうか。 

(a) １人    (b) ２人    (c) ３人    (d) ４人 

（正解率82.3％） 
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【57】「ざんざか・ざんざこ踊り」は、災厄除けや五穀豊穣などを祈願する神事で、「ざんざか・

ざんざこ」という名称の踊りは但馬地域にしか分布していないとのことですが、現在継承され

ている中で、国の無形民俗文化財に選択されているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 九鹿ざんざか踊り     (b) 大杉ざんざこ踊り 

(c) 寺内ざんざか踊り     (d) 久谷ざんざか踊り 

（正解率57.0％） 

 

 

【58】但馬三大祭りのひとつとされる「川下祭り」は、京都八坂神社の祇園祭にちなんで始まった

と言われますが、「川下祭り」の行われる神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 為世永神社    (b) 三柱神社    (c) 大歳神社    (d) 宇都野神社 

（正解率83.5％） 

 

 

【59】江戸時代中期に始まったとされる「出石だんじり祭り」（写真参照）は、長さ１７ｍの棒が

ぶつかりあう勇壮な合戦の様子は迫力満点です。だんじりを担いでいるのは３つの神社の氏子

たちですが、この３つの神社に含まれないのは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 出石神社 

(b) 諸杉神社 

(c) 石部神社 

(d) 伊福部神社 

（正解率41.8％） 

 

 

 

【60】但馬五社の一つに数えられる「粟鹿神社」の秋季例大祭で、左右交互に踏む足を差し違え、

二人の息があった時に三宝を渡し、殿内におさめて儀式を終えるという、全国的にも例を見な

いユニークな儀式が行われますが、その儀式とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 三方渡    (b) 神鏡渡    (c) 瓶子渡    (d) 御幣渡 

（正解率88.6％） 
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【61】1000年（長保2）前後に但馬守に任じられた武将で、豊岡市日高町上郷にある寺院がその武

将の邸宅跡と伝えられる人物は、次のうちだれでしょうか。 

(a) 源義朝    (b) 源頼光    (c) 源頼義    (d) 源為朝 

（正解率68.4％） 

 

 

【62】たくあん漬けの考案者ともいわれる「沢庵和尚」が郷里出石の宗鏡寺で閑居生活を送ってい

たところ、1627年（寛永4）に勃発した「ある出来事」で、沢庵和尚は、大徳寺全山を幕府へ

の抗議派に統一し、抗議書を自ら書き幕府に提出しましたが、「ある出来事」とは、次のうち

どれでしょうか。 

(a) 仙石騒動    (b) 由井正雪の乱    (c) 寛永の禁書令制定    (d) 紫衣事件 

（正解率57.0％） 

 

 

【63】豊岡市日高町出身で、大阪で修行を積み、未生流華道の奥義を極め、２代目家元として未生

流の基盤を築いた人物は、次のうちだれでしょうか。 

(a) 上田広甫    (b) 堀田瑞松    (c) 近藤朔風    (d) 京極杞陽 

（正解率82.3％） 

 

 

【64】豊岡市出身で、事業家として成功をおさめ、育英基金の創設や豊岡市上水道建設に尽力し、

「明治の鉱山王」と呼ばれた人物は、次のうちだれでしょうか。 

(a) 朝倉盛明    (b) 和田完二    (c) 中江種造    (d) 山田六郎 

（正解率96.2％） 

 

 

【65】長熈・長耕作父子は、私財を捧げ、漁業発展の基礎を築きましたが、基礎を築いたのは、次

のうちどこの漁港でしょうか。 

(a) 津居山漁港    (b) 竹野漁港    (c) 香住漁港    (d) 浜坂漁港 

（正解率81.0％） 
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【66】「但馬聖人」と呼ばれた幕末期の儒学者「池田草庵」について記述したもので、誤っている

のは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 満福寺で僧侶として修行に励んだ。 

(b) 立誠舎と言う建物を借り受け、弟子の教育を開始した。 

(c) 陽明学を学ぶ学者であり「慎独」という教えを説いた。 

(d) 加藤弘之など明治・大正期に活躍する逸材を多数輩出した。 

（正解率53.2％） 

 

 

【67】朝来市生野町出身画家の三巨匠と称される洋画家である「白瀧幾之助」は、白馬会や文展で

活躍し、後に日本美術恩賜賞を受賞しましたが、「白瀧幾之助」の代表作は、次のうちどれで

しょうか。 

(a) 南風    (b) 稽古    (c) 金仏    (d) 曙光 

（正解率55.7％） 

 

 

【68】新温泉町諸寄出身で、明治末期の歌人「前田純孝」は、生前二千首にも及ぶ短歌を遺し、そ

の才能は「東のある歌人」と並び称されましたが、「東のある歌人」とは、次のうちだれでし

ょうか。 

(a) 石川啄木    (b) 島崎藤村    (c) 北原白秋    (d) 正岡子規 

（正解率77.2％） 

 

 

【69】但馬地域では様々な分野で活躍した人物を輩出し、その功績を称えて銅像などが設置されて

いますが、人物と銅像などの設置場所の組み合わせで誤っているのは、次のうちどれでしょう

か。 

(a) 中江種造－寿公園        (b) 小島徹三－養父市役所 

(c) 赤木正雄－円山川塩津公園    (d) 太田垣士郎－城崎温泉駅 

（正解率59.5％） 
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【70】生涯をへき地医療に捧げる中、歌をつくり続け、「栃の木」「白き花」「暦日」などの歌集

を残した「丸山修三」の出身地は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 香美町村岡区   (b) 香美町小代区   (c) 新温泉町諸寄   (d) 朝来市和田山町 

（正解率46.8％） 

 

【71】学術や芸術など文化の発展に顕著な功績を残した人に授与される「文化勲章」ですが、但馬

出身で受章された人物の組み合わせで正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 和田三造、伊藤清永    (b) 淀井敏夫、伊藤清永 

(c) 赤木正雄、沖野忠雄    (d) 沖野忠雄、淀井敏夫 

（正解率64.6％） 

 

【72】文科省は令和元年度から４年間、近代日本探偵小説研究の基盤整備として資料の調査や保存、

公開に向けた活動を行っています。初年度の調査対象となったのは２人で、１人は横溝正史さ

ん、もう１人は但馬出身の作家です。その但馬出身の作家とは、次のうちだれでしょうか。 

(a) 山村美紗    (b) 江戸川乱歩    (c) 山田風太郎    (d) 松本清張 

（正解率97.5％） 

 

【73】2020年（令和2）3月、「温泉総選挙2019」（旅して日本プロジェクト主催）が、温泉地の

取り組みを評価する各賞を発表し、但馬地域の「ある温泉」が、温泉熱の有効活用による地球

温暖化対策と温泉地活性化に地域が一体となって取り組んでいる点が評価され、環境大臣賞を

受賞しました。その「ある温泉」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 城崎温泉    (b) 湯村温泉    (c) 浜坂温泉    (d) 七釜温泉 

（正解率68.4％） 

 

【74】但馬で「ベニガニ」と呼ばれる「ベニズワイガニ」について記述したもので、誤っているの

は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 松葉ガニは腹側が白いのに対して、ベニガニは腹側も赤い。 

(b) 甲羅の一番幅が広い部分には1本のトゲがある。 

(c) 水深800〜2,000m近くの深海に生息し、「カゴ漁」で行われる。 

(d) 自主的に操業期間を短縮して、漁期は9月1日から翌年の6月30日までとしている。 

（正解率63.3％） 
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【75】葉が柔らかく、シャキシャキと気持ちよい歯ごたえと磯の香りが最高の一品である日本海の

「ワカメ」ですが、この「ワカメ」を採取する時期は、次のうちどれでしょうか。 

(a) ２～３月    (b) ４～５月    (c) ６～７月    (d) ８～９月 

（正解率81.0％） 

 

【76】香美町、新温泉町、養父市、豊岡市と広く栽培される但馬を代表する果樹で、全国的にも珍

しいワインの原料にも使われているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) ブドウ    (b) 梨    (c) リンゴ    (d) 桃 

（正解率97.5％） 

 

【77】「但馬牛」は、優良牛の育成を目指して、何世代も近親繁殖を繰り返し、そのすぐれた特質

を持つ蔓牛を作ってきましたが、その代表的な蔓牛と地域の組み合わせで正しいのは、次のう

ちどれでしょうか。 

(a) あつた蔓（香美町香住区佐津）、ふき蔓（香美町小代区）、よし蔓（新温泉町照来） 

(b) あつた蔓（香美町香住区佐津）、ふき蔓（新温泉町照来）、よし蔓（香美町小代区） 

(c) あつた蔓（香美町小代区）、ふき蔓（新温泉町照来）、よし蔓（香美町香住区佐津） 

(d) あつた蔓（香美町小代区）、ふき蔓（香美町香住区佐津）、よし蔓（新温泉町照来） 

（正解率74.7％） 

 

【78】1970年（昭和45）から養殖に取り組み、近くから湧き出る26℃の温泉水を利用して育てら

れ、県内の旅館などを中心に出荷している香美町小代区の特産品は、次のうちどれでしょうか。 

(a) スッポン    (b) チョウザメ    (c) コイ    (d) ヤマメ 

（正解率62.0％） 

 

【79】「但馬ちりめん」の産地は、湿度が高いことや水資源に恵まれていることなど、絹織物生産

に適した条件の下で発展しました。但馬ちりめんの起源は、1804年（文化元）〜1818年（文政

元）に技術が移入されたのが始まりとされていますが、技術が移入されたのは、次のうちどこ

からでしょうか。 

(a) 久美浜地域    (b) 大江地域    (c) 夜久野地域    (d) 峰山地域 

（正解率60.8％） 
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【80】養父市大屋町にあり、現在は養父市立木彫展示館として再生され、『木彫フォークアート・

おおや』の入賞作品の常設展示や木彫等の創作活動ができる「旧栃尾家住宅」ですが、当時の

建物の使用目的は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 庄屋住宅    (b) 代官屋敷    (c) 養蚕住宅    (d) 診療所 

（正解率39.2％） 

 

 

【81】新温泉町多子には、「池につけていた洗い物がいつの間にかなくなり、後日、鳥取砂丘の多

鯰ヶ池で浮かんでいた」「大雨が降っても、晴れた日が続いても、池の水かさは変わらない」

などの言い伝えが残っていますが、この言い伝えが残る池は、次のうちどれでしょうか。 

(a) かげみ池    (b) くぐり池    (c) あわら池    (d) 明神池 

（正解率78.5％） 

 

 

【82】兵庫県では、令和元年12月23日現在で６地区が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定さ

れています。そのうち２地区が但馬地域にありますが、養父市大屋町大杉地区とあと１地区は、

次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市城崎温泉地区      (b) 豊岡市出石地区 

(c) 新温泉町湯・細田地区     (d) 朝来市生野町口銀谷地区 

（正解率25.3％） 

 

 

【83】写真の煉瓦塀は、難工事の末開通した山陰線鉄道工事の犠牲者を民族の区別なく弔った住職

に寄進されたものです。フランス積みという方法で、坂道に沿って階段状に作られている煉瓦

塀ですが、この煉瓦塀のある寺院は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 正楽寺 

(b) 善住寺 

(c) 西光寺 

(d) 龍満寺 

（正解率43.0％） 
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【84】郷宿の遺構として、鉱山町の歴史的特性をものがたる貴重な文化財である「旧吉川家住宅」

（写真参照）は、2002年（平成14）に、まちづくり拠点施設として整備され、地元住民によっ

て管理運営されていますが、吉川家が、当時名乗っていた屋号は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 井筒屋 

(b) 伊勢屋 

(c) 近江屋 

(d) 越後屋 

（正解率89.9％） 

 

 

 

【85】貴重な地質遺産が連続する「山陰海岸ジオパーク」は、2010 年（平成 22）、国内４番目の

「世界ジオパークネットワーク」への加盟が認められ、2019 年（平成 31）に２回目の再認定

を果たしましたが、その広大なエリアは、次のうち何市何町にまたがっているでしょうか。 

(a) ３市２町    (b) ４市２町    (c) ３市３町    (d) ４市３町 

（正解率64.6％） 

 

 

【86】但馬地域の高速交通の空白状態を1日も早く解消し、交通の利便性を高めるコミューター空

港として、1994年（平成6）に開港した「コウノトリ但馬空港」ですが、大阪（伊丹）空港間

の最短の所要時間は、次のうちどれでしょうか。 

(a) ３５分    (b) ４５分    (c) ５５分    (d) ６５分 

（正解率86.1％） 

 

 

【87】但馬地域にある小学校の下線部の読み方が誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 神美小学校（かみよし）    (b) 建屋小学校（たきのや） 

(c) 枚田小学校（ひらた）     (d) 東河小学校（とうが） 

（正解率92.4％） 
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【88】但馬には、灯火の標高が284mで日本一高い灯台（写真参照）があります。その灯台は、西は

鳥取県東郷町、東は京都府の経ヶ岬まで光が届き、船の安全を毎日見守り、夏には美しい漁火

を眼下に見ることができます。その灯台とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 余部埼灯台 

(b) 猫崎灯台 

(c) 浜坂港矢城ヶ鼻灯台 

(d) 諸寄港日和山灯台 

（正解率58.2％） 

 

 

 

【89】各地で行われているオオサンショウウオの研究調査、保護活動やその他関連事業に携わる人

同士の情報交換を主な目的とした、日本オオサンショウウオの会の大会が但馬で開催される予

定でしたが、コロナウイルス感染拡大のため、2021 年（令和 3）の秋ごろに延期されました。

この大会の開催予定地は、次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市    (b) 養父市    (c) 朝来市    (d) 香美町 

（正解率74.7％） 

 

 

【90】アートで地域を盛り上げる取り組みが但馬の各地で見られます。次の写真は、2019年（令和

元）10 月に行われた「風と光のページェント ～ハロウィンな夜～」の風景ですが、このイベ

ントが開催された地域は、次のうちどこでしょうか。 

   

(a) 豊岡市城崎町湯島     (b) 養父市大屋町加保 

(c) 朝来市多々良木      (d) 新温泉町湯 

（正解率78.5％） 
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【91】「義務教育学校」とは、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行うため、2016年（平

成28）から新たな設置が認められた学校ですが、2020年（令和2）4月、但馬地域で初めて開

校した学校は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 城崎学園    (b) 関宮学園    (c) 梁瀬学園    (d) 浜坂学園 

（正解率81.0％） 

 

 

【92】2020年（令和2）、「ある伝統芸能」が、国の重要無形民俗文化財に指定されました。但馬

で国の重要無形民俗文化財に指定されたのは、1989 年（平成元）の「但馬久谷の菖蒲綱引き」

以来31年ぶりとのことですが、指定された「ある伝統芸能」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 轟の太鼓踊り       (b) 養父のネッテイ相撲 

(c) 香美町の三番叟      (d) 因幡・但馬の麒麟獅子舞 

（正解率84.8％） 

 

 

【93】「グローバルギャップ認証」とは、食品安全、労働環境、環境保全に配慮した「持続的な生

産活動」を実践する優良企業に与えられる世界共通ブランドのことをいいますが、但馬地域に

は、主食用の米では全国で最初にグローバルギャップを取得したブランドがあります。そのブ

ランドとは、次のうちどれでしょうか。 

(a) かにのほほえみ   (b) 棚田米   (c) コウノトリ育むお米   (d) 蛇紋岩米 

（正解率74.7％） 

 

 

【94】2020年（令和2）6月、観光振興の促進による地域の活性化を図るとともに、鉱石の道に関

する情報発信を目的として、神子畑交流館が開館しましたが、この交流館の名称は、次のうち

どれでしょうか。 

(a) 神明   (b) 神鉱   (c) 神選   (d) 神橋 

（正解率45.6％） 
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【95】2020年（令和2）、養父市の建屋校区と三谷校区の住民が「地元の奇祭」をヒントに「ちょ

んまげ寿し」を考案し、養父市や朝来市の道の駅などで販売を始めました。商品名は、奇祭に

まつわる史料にちょんまげを結った男たちが神輿を巡行する絵が残ることから名付けられた

とのことですが、養父神社から約 20km 離れた斎神社を目指し、神輿を担いで練り歩く「地元

の奇祭」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) はやしこみ   (b) お走りまつり   (c) 松岡御柱まつり   (d) まいそうまつり 

（正解率81.0％） 

 

 

【96】ＮＰＯ法人「地域活性化支援センター」が始めた取り組みで、全国の観光地域の中からプロ

ポーズにふさわしいロマンティックなスポットを「恋人の聖地」として選定しています。但馬

地域では、新温泉町の「浜坂県民サンビーチ松の庭」「城山園地」「あじわら小径」「バイカ

モ公園」の４カ所と朝来市のある場所が「恋人の聖地」に選ばれていますが、ある場所とは、

次のうちどこでしょうか。 

(a) よふど温泉    (b) 生野銀山    (c) あさご芸術の森    (d) 竹田城跡 

（正解率54.4％） 

 

 

【97】国の特別天然記念物である「コウノトリ」を人工飼育し、兵庫県で初めて放鳥してから今年

でおよそ１５年になります。2020年（令和2）6月25日、京都府京丹後市久美浜町の人工巣塔

で１羽のコウノトリが巣立ちましたが、これで自然環境の中に生息する「野外コウノトリ」は、

次のうち何羽に到達したでしょうか。 

(a) １００羽    (b) ２００羽    (c) ３００羽    (d) ４００羽 

（正解率78.5％） 

 

【98】国の天然記念物に指定されている「イヌワシ」は、兵庫県内で９羽しか生息していないとい

われていますが、2020年（令和2）、但馬地域でイヌワシのヒナ１羽が確認されました。兵庫

県内では１６年ぶりの繁殖成功とのことですが、このヒナが確認された場所は、次のうちどこ

でしょうか。 

(a) 段ヶ峰周辺    (b) 扇ノ山周辺    (c) 氷ノ山周辺    (d) 妙見山周辺 

（正解率62.0％） 
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【99】2020年（令和2）１月、田治米合名会社酒造場と住宅（写真参照）が、地域の良好な景観形

成に重要な役割を果たしている建造物として、兵庫県の「景観形成重要建造物」に指定されま

したが、この建造物のある場所は、次のうちどこでしょうか。 

 

(a) 養父市八鹿町八鹿 

(b) 養父市関宮 

(c) 朝来市和田山町竹田 

(d) 朝来市山東町矢名瀬町 

（正解率84.8％） 

 

 

 

【100】2013年（平成25）の落石による、遊歩道落石対策工事のため、通行止めとなっていた「あ

る名勝」（写真参照）が、2020年（令和2）7月、工事が完了し、７年ぶりに全面通行できる

ようになりました。上下２段の滝からなる落差６０mの大瀑布で、「日本の滝百選」にも選ば

れている「ある名勝」とは、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 瀞川滝 

(b) 天滝 

(c) 猿尾滝 

(d) 霧ヶ滝 

（正解率81.0％） 

 


