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第１５回但馬検定（３級） 

次の問いに答えなさい。 

 

【１】但馬には日本海へ注ぐ大きな川が５つありますが、その中で一番長い１級河川（延長68Kｍ）

は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）市川    （ｂ）円山川    （ｃ）出石川    （ｄ）矢田川 

（正解率95.1％） 

 

 

【２】但馬の市町の面積について、小さい順に並べられているのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）新温泉町＜香美町＜朝来市＜養父市＜豊岡市  （ｂ）香美町＜新温泉町＜朝来市＜養父市＜豊岡市 

（ｃ）新温泉町＜香美町＜養父市＜朝来市＜豊岡市  （ｄ）香美町＜新温泉町＜養父市＜朝来市＜豊岡市 

（正解率61.0％） 

 

 

【３】但馬地域の気候の特徴を表すものとして、「弁当を忘れても『○』忘れるな」という言葉が

ありますが、『○』に入る文字は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）財布   （ｂ）長靴   （ｃ）合羽   （ｄ）傘 

（正解率97.6％） 

 

 

【４】室町幕府に対する忠誠が認められて但馬守護職が与えられ、その領国は全国の６分の１にも

及んだことから、六分の一殿と呼ばれるほどの隆盛を誇った一族は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）太田垣一族  （ｂ）八木一族  （ｃ）太田一族  （ｄ）山名一族 

（正解率95.1％） 

 

 

【５】江戸時代の「三大お家騒動」のひとつとされている「仙石騒動」が起こった藩は、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）豊岡藩   （ｂ）竹田藩   （ｃ）出石藩   （ｄ）八木藩 

（正解率97.6％） 
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【６】江戸時代、但馬に幕府の代官所が置かれたのは、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）生野   （ｂ）出石   （ｃ）大屋   （ｄ）村岡 

（正解率87.8％） 

 

 

【７】1896年（明治29）の郡制施行により、但馬は、次のうち何郡になったでしょうか。 

（ａ）４郡   （ｂ）５郡   （ｃ）６郡   （ｄ）７郡 

（正解率61.0％） 

 

 

【８】明治から昭和初期にかけて全国各地で鉄道が敷設されましたが、但馬で全線開通が一番早か

った鉄道は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）播但線  （ｂ）山陰線  （ｃ）出石鉄道  （ｄ）宮津線（舞鶴～豊岡間） 

（正解率78.0％） 

 

 

【９】香美町内には海沿いにＪＲ山陰本線の駅が５か所ありますが、「香住駅」の入る位置が正し

いのは、次のうちどれでしょうか。 

餘部駅 ━ (ａ)━ 鎧駅 ━  (ｂ) ━ 柴山駅 ━ (ｃ) ━ 佐津駅 ━ (ｄ) ━ 竹野駅 

（ａ）「餘部駅」と「鎧駅」の間     （ｂ）「鎧駅」と「柴山駅」の間 

（ｃ）「柴山駅」と「佐津駅」の間    （ｄ）「佐津駅」と「竹野駅」の間 

（正解率70.7％） 

 

 

【10】国道483号「北近畿豊岡自動車道」日高豊岡南道路が2020年（令和2）の秋に開通予定とさ

れており、災害時の交通確保や、第三次医療機関へのアクセス向上などが期待されています。

このとき新たにできるインターチェンジは、「日高北インターチェンジ」ともう１ヵ所ありま

すが、その名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）豊岡南インターチェンジ     （ｂ）但馬空港インターチェンジ 

 （ｃ）コウノトリインターチェンジ   （ｄ）上佐野インターチェンジ 

（正解率36.6％） 
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【11】朝来市和田山町にある「天空の城」として全国に知られる竹田城跡（写真参照）は、その勇

壮な姿から別名「○○城」と呼ばれています。｢○○｣に入るのは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）虎臥 

（ｂ）熊臥 

（ｃ）龍臥 

（ｄ）鬼臥 

（正解率90.2％） 

 

 

 

【12】但馬で最大の前方後円墳である「池田古墳」があるのは、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）豊岡市   （ｂ）養父市   （ｃ）朝来市   （ｄ）新温泉町 

（正解率78.0％） 

 

 

【13】豊岡市の「森尾古墳」で出土した「三角縁神獣鏡」は、朝来市和田山町の古墳でも出土して

いますが、その古墳とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）城ノ山古墳  （ｂ）茶すり山古墳  （ｃ）船宮古墳  （ｄ）小丸山古墳 

（正解率65.9％） 

 

 

【14】この写真は、ある古墳から出土した鉄製の遺物です。この古墳は、直径９０ｍの近畿地方最

大の円墳で、おさめられていた棺の中に大量の鉄製品が副葬されていましたが、この古墳は、

次のうちどれでしょうか。 

（ａ）城ノ山古墳 

（ｂ）茶すり山古墳 

（ｃ）船宮古墳 

（ｄ）小丸山古墳 

（正解率82.9％） 
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【15】養父市内で唯一の前方後円墳で、墳丘には山石を利用した葺石がみられる「上山古墳」を主

墳とする１９基からなる古墳群は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）国木とが山古墳群  （ｂ）箕谷古墳群  （ｃ）二見谷古墳群  （ｄ）大薮古墳群 

（正解率53.7％） 

 

 

【16】国指定重要文化財｢戊辰年銘太刀｣が出土し、その銘文入り鉄刀にちなんで、養父市の「つる

ぎが丘公園」として整備されている古墳群は、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）国木とが山古墳群  （ｄ）箕谷古墳群 

（正解率68.3％） 

 

 

【17】聖武天皇が全国に建立を命じた「国分寺・国分尼寺」が、但馬国にも建てられましたが、次

のうちどこに建てられたでしょうか。 

   （ａ）豊岡市出石町  （ｂ）豊岡市城崎町  （ｃ）豊岡市但東町  （ｄ）豊岡市日高町 

（正解率82.9％） 

 

 

【18】但馬を代表する５つの主要神社を総称して「但馬五社明神」といい、初詣に五社明神を巡る

と縁起がよいとされていますが、但馬五社明神でない神社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）出石神社   （ｂ）小田井縣神社   （ｃ）絹巻神社   （ｄ）名草神社 

（正解率95.1％） 

 

 

【19】全国的にも珍しい半円形石積段型桟敷「相撲桟敷」が残っている朝来市和田山町にある神

社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）黒野神社   （ｂ）表米神社   （ｃ）郡主神社   （ｄ）久谷八幡神社 

（正解率92.7％） 
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【20】天日槍命（あまもひぼこのみこと）を祀り、但馬国一宮といわれ「いっきゅうさん」の愛称

で親しまれている神社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）日の出神社   （ｂ）出石神社   （ｃ）中嶋神社   （ｄ）宇都野神社 

（正解率82.9％） 

 

 

【21】古来より城崎温泉の氏神、温泉の守護神として信仰され、秋の祭礼「だんじり祭り」に多く

の見物人が訪れる神社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）温泉神社   （ｂ）絹巻神社   （ｃ）四所神社   （ｄ）桑原神社 

（正解率80.5％） 

 

 

【22】津居山城跡の円山川河口部を見通すところに立地しており、境内に鎌倉後期の作で高さ約６

ｍの但馬最大の石造遺物である「石造九重塔」（写真参照）が置かれている神社は、次のうち

どれでしょうか。 

 

（ａ）酒垂神社 

（ｂ）八幡神社 

（ｃ）気多神社 

（ｄ）海神社 

（正解率26.8％） 

 

 

 

 

【23】養父市の「名草神社」には、妙見杉を提供した縁によって譲り受けた「三重塔」があります

が、次のうちどこから譲り受けたものでしょうか。 

（ａ）出雲大社   （ｂ）厳島神社   （ｃ）春日大社   （ｄ）日光東照宮 

（正解率90.2％） 
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【24】朝来市にあり、巨石神像を有し、その裏より湧き出る水は目の病気に効くと言われ、「目の

神様」として知られる神社（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）青倉神社 

（ｂ）粟鹿神社 

（ｃ）赤淵神社 

（ｄ）表米神社 

（正解率85.4％） 

 

 

 

【25】北前船の風待ち港として栄えた港の高台にあり、境内には全国の船主などから寄進された玉

垣が残っている神社は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）海神社   （ｂ）鷹野神社   （ｃ）平内神社   （ｄ）為世永神社 

（正解率58.5％） 

 

 

 

【26】山名氏の菩提寺として創立されたと伝えられ、1616年（元和2）に再興された別名「沢庵寺」

としても知られる寺院は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）隆国寺   （ｂ）称名寺   （ｃ）総持寺   （ｄ）宗鏡寺 

（正解率92.7％） 

 

 

 

【27】香美町香住区にあり、円山応挙とその一門の障壁画が数多く残り、別名「応挙寺」とも呼ば

れている寺院は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）大乗寺   （ｂ）楽音寺   （ｃ）浅間寺   （ｄ）大同寺 

（正解率92.7％） 
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【28】「正福寺」には、学名で「プルヌス・タジマエンシス・マキノ」といい、1つの花にめしべ

が複数あるという珍しい「正福寺桜」がありますが、この寺院があるのは、次のうちどの温泉

でしょうか。 

（ａ）湯村温泉   （ｂ）城崎温泉   （ｃ）浜坂温泉   （ｄ）黒川温泉 

（正解率87.8％） 

 

 

【29】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、1069年（延久元）に覚増上人が創

建したとされ、現在は本堂と仁王門（写真参照）のみ残る寺院は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）今滝寺 

（ｂ）福王寺 

（ｃ）蓮華寺 

（ｄ）山路寺 

（正解率39.0％） 

 

 

 

 

【30】道智上人により創建された高野山真言宗の別格本山で、国指定重要文化財の本堂、宝篋印塔

や十一面観音立像など貴重な文化財がある寺院は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）日光院   （ｂ）温泉寺   （ｃ）隆国寺   （ｄ）円龍寺 

（正解率43.9％） 

 

 

【31】朝来市岩津の「鷲原寺」では、2月の節分に1周30mにもなる「あるもの」を回して幸福を

祈願します。この「あるもの」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）コマ    （ｂ）綱    （ｃ）しめ縄    （ｄ）数珠 

（正解率82.9％） 
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【32】但馬地方の新温泉町を中心に分布する「獅子舞」では、ある架空の動物をかたどった頭を

被りますが、この架空の動物とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）青龍    （ｂ）鳳凰    （ｃ）白虎    （ｄ）麒麟 

（正解率90.2％） 

 

 

【33】「ざんざか踊り（ざんざこ）」は、災厄除けや五穀豊穣などを祈願する神事として但馬地域

で継承されていますが、1カ所だけは「ざんざこ踊り」と呼ばれています。その地区は、次の

うちどこでしょうか。 

（ａ）九鹿    （ｂ）久谷    （ｃ）大杉    （ｄ）寺内 

（正解率90.2％） 

 

 

【34】国指定有形民俗文化財の「農村歌舞伎舞台」があり、2003年（平成15）に農村歌舞伎が37

年ぶりに復活した養父市の地域は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）鵜縄     （ｂ）葛畑     （ｃ）轟     （ｄ）別宮 

（正解率92.7％） 

 

 

【35】香美町村岡区和田で、「大きな池に竜が住んでいる」という伝説にちなんで行われている伝

統芸能は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）大わらじ奉納   （ｂ）菖蒲綱引き  （ｃ）幟まわし  （ｄ）餅つき 

（正解率82.9％） 

 

 

【36】新温泉町丹土の「はねそ踊り」は、元々剣術修行に由来するとされていますが、この地に伝

えられたのは、次のうちいつでしょうか。 

（ａ）鎌倉時代   （ｂ）室町時代   （ｃ）戦国時代   （ｄ）江戸時代 

（正解率53.7％） 
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【37】重さが 150kg ある神輿を担いで約 20km を練り歩く養父市の「お走り祭り」で、神輿を担い

で川を渡る「川渡御」（写真参照）が行われる川は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）大屋川 

（ｂ）建屋川 

（ｃ）米地川 

（ｄ）八木川 

（正解率80.5％） 

 

 

【38】平家落人伝説で有名な香美町御崎の「平内神社」では、毎年、平家再興を願って矢を射る「百

手の儀式」（写真参照）が行われますが、次のうち何本の矢を射るのでしょうか。 

 

（ａ）99本 

（ｂ）100本 

（ｃ）101本 

（ｄ）108本 

（正解率80.5％） 

 

 

 

【39】秋祭りに行われる古式相撲で、養父市奥米地の「水谷神社」に奉納される「ネッテイ相撲」

（写真参照）は、次のうちどんな掛け声で四股を踏むでしょうか。 

 

（ａ）コイ、コイ、コイ 

（ｂ）テイ、テイ、テイ 

（ｃ）ヘイ、ヘイ、ヘイ 

（ｄ）ヨイ、ヨイ、ヨイ 

（正解率78.0％） 
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【40】新温泉町海上の「傘踊り」の元々の起源は、江戸時代から伝わる「ある儀式」から派生した

といわれています。この「ある儀式」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）好天祈願   （ｂ）雨乞い   （ｃ）豊漁祈願   （ｄ）疫病払い 

（正解率82.9％） 

 

 

【41】「万歳」とは、正月に家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸のことで、今日の漫才の起源

といわれていますが、兵庫県下に唯一残る伝統芸能「万歳」（写真参照）が受け継がれている

地区は、次のうちどこでしょうか。 

 

（ａ）豊岡市妙楽寺 

（ｂ）豊岡市正法寺 

（ｃ）豊岡市法花寺 

（ｄ）豊岡市祥雲寺 

（正解率82.9％） 

 

 

 

【42】能や歌舞伎の流れをくんだ舞を奉納する「三番叟」は、但馬地域で７ヶ所伝承されています

が、一つの市町にしか残っていません。「○○の三番叟」として兵庫県の重要無形文化財に指

定されていますが、「○○」に入る市町は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）養父市   （ｂ）朝来市   （ｃ）香美町   （ｄ）新温泉町 

（正解率75.6％） 

 

 

【43】香美町にある「三川権現社」では、無病息災などを願って大祭が開かれ、護摩供（ごまく）

が行われますが、この祭事が行われるのは、次のうちいつでしょうか。 

（ａ）１月    （ｂ）３月    （ｃ）５月    （ｄ）１１月 

（正解率70.7％） 
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【44】「生野鉱山」は、明治政府でもっとも早く官行が決定し、日本初の官営鉱山となりましたが、

施設の近代化を進めるため、外国から 24 人の技術者を招聘しました。その国は、次のうちど

こでしょうか。 

（ａ）イギリス   （ｂ）フランス   （ｃ）アメリカ   （ｄ）ドイツ 

（正解率90.2％） 

 

 

【45】日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」の一部で、明延から神子畑に錫鉱石を運んだ

「明神電車」ですが、客車をつけ一般の乗客も運んでいました。乗車料がこの電車の愛称とな

って親しまれましたが、その乗車料は、次のうちいくらだったでしょうか。 

（ａ）１円   （ｂ）５円   （ｃ）１０円   （ｄ）１００円 

（正解率100.0％） 

 

 

【46】2020年（令和2）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「神選」が開館しましたが、この交流館がある神子畑選鉱

場跡の写真として正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）                   （ｂ）    

 

 

 

 

（ｃ）                   （ｄ）  

 

 

 

 

（正解率90.2％） 
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【47】1928年（昭和3）建設で、事務所の入口が建物の角部分に面し、さらに中央部に柱を設けた

左右対称の出入り口が特徴的な事務所棟（写真参照）が使われていたグンゼの工場は、次のう

ちどれでしょうか。 

 

（ａ）グンゼ梁瀬工場 

（ｂ）グンゼ養父工場 

（ｃ）グンゼ八鹿工場 

（ｄ）グンゼ日高工場 

（正解率65.9％） 

 

 

【48】香美町村岡区にある当時の郡役所を活用した民俗資料館（写真参照）の名称は、次のうちど

れでしょうか。 

 

（ａ）ふるさと 

（ｂ）むらおか 

（ｃ）まろにえ 

（ｄ）まほろば 

（正解率82.9％） 

 

 

【49】日本に３ヵ所しかない鉄道の「ラチス桁橋梁」（写真参照）のうち、２ヵ所は但馬にありま

すが、その２ヵ所の組合せが正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）大屋川橋梁 － 田君川橋梁 

（ｂ）岸田川橋梁 － 竹野川橋梁 

（ｃ）竹野川橋梁 － 田君川橋梁 

（ｄ）岸田川橋梁 － 大屋川橋梁 

（正解率80.5％） 
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【50】切妻屋根をもつ煉瓦造平屋建で、赤煉瓦の壁面を縁取るように設けられた御影石の白がア

クセントとなっている、全国でも数少ない煉瓦造りの機関庫（写真参照）が今も残る駅は、

次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）浜坂駅 

（ｂ）豊岡駅 

（ｃ）八鹿駅 

（ｄ）和田山駅 

（正解率97.6％） 

 

 

 

【51】蒸気機関車に水を補給するため、1911 年（明治 44）に赤煉瓦でつくられた給水塔が残る駅

は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）浜坂駅   （ｂ）生野駅   （ｃ）国府駅   （ｄ）梁瀬駅 

（正解率95.1％） 

 

 

【52】1901年（明治34）に建設され、芝居小屋として近畿地方に現存する唯一のものは、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）出石永楽館  （ｂ）豊岡カトリック教会  （ｃ）山口公民館  （ｄ）達徳会館 

（正解率95.1％） 

 

 

【53】豊岡市に移住された劇作家の「平田オリザ」さん主宰の劇団「青年団」の拠点となる劇場が、

2020年（令和2）にオープンしましたが、その名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）城崎アートセンター     （ｂ）江原アートセンター 

（ｃ）江原河畔劇場        （ｄ）城崎河畔劇場 

（正解率68.3％） 
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【54】氷ノ山・後山・那岐山国定公園の区域内にあり、「日本の秘境百選」に選ばれ、周辺には兎

和野高原や木の殿堂がある渓谷は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）黒川渓谷   （ｂ）瀞川渓谷   （ｃ）霧ヶ滝渓谷   （ｄ）横行渓谷 

（正解率78.0％） 

 

 

【55】渓谷の上中流域は、浸食によって著しいＶ字谷が形成され、「シワガラの滝」「桂の滝」な

どの滝があり、下流域では貴重な昆虫や植物の化石が発見されている渓谷は、次のどれでしょ

うか。 

（ａ）奥山渓谷   （ｂ）天滝渓谷   （ｃ）阿瀬渓谷   （ｄ）小又川渓谷 

（正解率73.2％） 

 

 

【56】裏から滝の流れを見ることができる、別名｢裏見の滝｣と呼ばれている珍しい滝（写真参照）

で、兵庫県指定名勝となっている滝は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）龍王滝 

（ｂ）吉滝 

（ｃ）布滝 

（ｄ）白糸の滝 

（正解率75.6％） 

 

 

 

 

【57】香美町村岡区にあり、県指定名勝で「日本の滝100選」にも選ばれた上下２段の滝からなる

落差60mの滝は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）天滝    （ｂ）猿尾滝    （ｃ）魚ヶ滝    （ｄ）霧ヶ滝 

（正解率85.4％） 
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【58】妙見山、蘇武岳の北端に位置し、香住・村岡・日高・竹野の旧４町にまたがり、山岳信仰の

拠点としても知られる山は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）三川山   （ｂ）大岡山   （ｃ）来日岳   （ｄ）瀞川山 

（正解率80.5％） 

 

 

【59】兵庫県内で最も新しい火山の一つで、川に沿って流れた溶岩流の跡や風穴などを見ることが

できる山は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）鉢伏山   （ｂ）神鍋山   （ｃ）蘇武岳   （ｄ）大岡山 

（正解率82.9％） 

 

 

 

【60】花崗岩からなる美しい円形の礫浜（写真参照）や西突端に「龍宮洞門」があり、海底にはノ

リなどの紅藻類やホンダワラなどの褐藻類の群生や、スズメダイなどの群遊を見ることができ

る新温泉町の地域は、次のうちどこでしょうか。 

 

（ａ）田井 

（ｂ）諸寄 

（ｃ）居組 

（ｄ）三尾 

（正解率73.2％） 

 

 

 

【61】国指定名勝｢香住海岸｣の区域内にあって、柱状節理の発達した岩質からなり、国指定天然記

念物になっているのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）漣痕化石  （ｂ）宇日の流紋岩  （ｃ）はさかり岩  （ｄ）鎧の袖 

（正解率90.2％） 
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【62】1988年（平成元）に兵庫県の天然記念物に指定された甌穴で、直径約１５ｍ、深さ約５ｍの

他に類を見ない巨大な「池の島の大甌穴」がある海域公園は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）竹野海域公園        （ｂ）豊岡海域公園 

（ｃ）浜坂海域公園        （ｄ）香住海域公園 

（正解率48.8％） 

 

 

【63】西日本一の幹周りを持ち、県の天然記念物に指定されているシダレザクラ（写真参照）が境

内にある寺院は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）泰雲寺 

（ｂ）妙楽寺 

（ｃ）温泉寺 

（ｄ）宗鏡寺 

（正解率95.1％） 

 

 

 

 

【64】養父市大久保に「とてつもなく大きい」を意味する方言で呼ばれている杉の巨木があります

が、この巨木の呼び名は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）デッカイ杉  （ｂ）ドエリャー杉  （ｃ）ホードー杉  （ｄ）ボーボー杉 

（正解率87.8％） 

 

 

【65】県下一の高さを誇る氷ノ山の頂上付近には、学術的に貴重な高地性湿原が残されていますが、

その湿原は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）古生沼  （ｂ）銚子ケ谷湿原  （ｃ）大沼湿地  （ｄ）加保坂湿地 

（正解率70.7％） 
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【66】養父市能座にある「ヒダリマキガヤ」の巨木は、国の天然記念物となっていますが、左巻き

になっているものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）幹    （ｂ）枝    （ｃ）葉    （ｄ）種子 

（正解率61.0％） 

 

 

【67】写真の桜は、兵庫県下で最大クラスのエドヒガンザクラで、樹齢 1000 年を超えているとい

われることから「仙櫻」とも呼ばれ親しまれていますが、この桜の名称は、次のうちどれでし

ょうか。 

 

（ａ）樽見の大ザクラ 

（ｂ）椒のおまき桜 

（ｃ）狗鷲桜 

（ｄ）正福寺桜 

（正解率92.7％） 

 

 

 

【68】円山川下流域のこの写真の中州は、西日本では稀なシッチコモリグモの生息地で、治水工事

の際には、貴重な自然環境を守るため左側半分を残し、湿地や巣穴が設置されました。かつて

は水田も耕作されていたというこの中州の名称は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）後ケ島 

（ｂ）黒島 

（ｃ）白石島 

（ｄ）ひのそ島 

（正解率82.9％） 
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【69】「ミズバショウ」（写真参照）の南限地は、岐阜県蛭ヶ野高原とされてきましたが、但馬の

ある地域に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。

ある地域とは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）豊岡市竹野町桑野本 

（ｂ）香美町村岡区村岡 

（ｃ）養父市大屋町加保 

（ｄ）朝来市和田山町竹ノ内 

（正解率100.0％） 

 

 

 

【70】但馬では氷ノ山山系、扇ノ山山系などの山岳地帯に生息する大型の鳥で、近年国内で絶滅の

危機に瀕している国の天然記念物は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）ヤイロチョウ  （ｂ）イヌワシ  （ｃ）シロハヤブサ  （ｄ）オオタカ 

（正解率87.8％） 

 

 

【71】国の特別天然記念物であるコウノトリを人工飼育し、兵庫県が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）現在、日本の自然環境に生息する「野外コウノトリ」

が200羽となりましたが、コウノトリの写真で正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）                  （ｂ）  

 

 

 

（ｃ）                  （ｄ）  

 

 

 

（正解率92.7％） 
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【72】大江山の鬼退治の伝説で有名な平安時代の武将で、但馬守に任じられ、豊岡市日高町の寺院

にその名が残るのは、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）源 頼光   （ｂ）源 頼家   （ｃ）源 頼政   （ｄ）源 頼義 

（正解率78.0％） 

 

 

【73】豊岡市日撫の正福寺には遺髪塚があり、赤穂浪士の討ち入りで知られている大石内蔵助の妻

は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）大石りえ  （ｂ）大石りく  （ｃ）大石りか  （ｄ）大石りん 

（正解率97.6％） 

 

 

【74】幕末期、「但馬聖人」と呼ばれた池田草庵が開いた学舎で、明治・大正時代に活躍する逸材

を多数輩出した私塾は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）青谿書院   （ｂ）弘道館    （ｃ）稽古堂   （ｄ）明倫館 

（正解率92.7％） 

 

 

【75】自身の名前が朝来市生野町口銀谷にある写真の橋に付けられた人物で、フランス人技師・コ

ワニエの通訳として生野へ赴任し、生野銀山の近代化や銀の馬車道の建設に尽力したのは、次

のうちだれでしょうか。 

 

（ａ）朝倉盛明 

（ｂ）浅田貞次郎 

（ｃ）志村 喬 

（ｄ）和田三造 

（正解率34.1％） 
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【76】新温泉町出身で登山家・加藤文太郎の生涯は、新田次郎氏によって小説として出版されまし

た。その本の題名は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）恍惚の人   （ｂ）孤高の人   （ｃ）白磁の人   （ｄ）路傍の人 

（正解率95.1％） 

 

 

【77】新温泉町出身で、「東の啄木、西の翠渓」と並び称された、明治末期に活躍した歌人は、次

のうちだれでしょうか。 

（ａ）藤原東川   （ｂ）前田純孝   （ｃ）丸山修三   （ｄ）近藤朔風 

（正解率75.6％） 

 

 

【78】香美町小代区出身の「前田周助」の残した功績は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）蚕種の改良  （ｂ）但馬牛の改良  （ｃ）梨の改良  （ｄ）和紙の改良 

（正解率97.6％） 

 

 

【79】豊岡市城崎町出身の財界人で関西電力の初代取締役社長に就任し、黒部ダムの建設に着工し

たほか、城崎の振興のためロープウェイ建設に尽力した人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）北條秀一   （ｂ）和田完二   （ｃ）中江種造   （ｄ）太田垣士郎 

（正解率92.7％） 

 

 

【80】豊岡市出身で国土保全に尽くした「赤木正雄」（写真参照）の業績により、世界共通語にな

った言葉は、次のうちどれでしょうか。 
 

（ａ）ＢＯＵＳＡＩ（防災） 

（ｂ）ＣＨＩＳＡＮ（治山） 

（ｃ）ＳＡＢＯ（砂防） 

（ｄ）ＣＨＩＳＵＩ（治水） 

（正解率90.2％） 
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【81】豊岡市出身で東京大学医学部に進み、その後日本の眼科を先進国の水準に引き上げ、「日本

近代眼科の父」と称された人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）河本重次郎   （ｂ）斎藤隆夫   （ｃ）桜井 勉   （ｄ）東井義雄 

（正解率85.4％） 

 

 

【82】豊岡市出身で、土木建築を学び内務省技師として、生涯を治水工事・港湾の開拓に捧げた「日

本の治水港湾工事の始祖」といわれている人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）山田六郎   （ｂ）沖野忠雄   （ｃ）宇野雪村   （ｄ）毛戸勝元 

（正解率78.0％） 

 

 

【83】豊岡市出身で東京上野の美術学校（後の東京芸大）の創立に関わり、東京大学総理（長）に

も就任した人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）加藤弘之   （ｂ）北垣国道   （ｃ）小島徹三   （ｄ）浜尾 新 

（正解率63.4％） 

 

 

【84】豊岡市日高町出身で国民栄誉賞を受賞した「植村直己」が1970年（昭和45）に日本人とし

て最初に山頂に立った山は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）キリマンジャロ         （ｂ）エベレスト 

（ｃ）マッキンリー          （ｄ）マッターホルン 

（正解率73.2％） 

 

 

【85】朝来市出身で明治時代の金融・産業界の中枢的存在であった「原六郎」の生家で、「佐中千

年家」として知られる住宅は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）吉川家住宅  （ｂ）森田家住宅  （ｃ）進藤家住宅  （ｄ）栃尾家住宅 

（正解率70.7％） 

 



- 22 - 

 

 

【86】養父市大屋町大杉地区は、全国的にも珍しい中3階建ての住宅（写真参照）があり兵庫県景

観形成地区にも指定されていますが、次のうち何をするための住宅だったでしょうか。 

 

（ａ）木彫 

（ｂ）養蚕 

（ｃ）酒づくり 

（ｄ）味噌づくり 

（正解率97.6％） 

 

 

【87】北前船などの海運による商業と漁業が栄えた江戸時代の雰囲気が残る遊歩道（写真参照）が

新温泉町浜坂にありますが、この遊歩道の名称は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）久斗小径 

（ｂ）たぎみ小径 

（ｃ）きしだ小径 

（ｄ）あじわら小径 

（正解率87.8％） 

 

 

【88】冬の日本海岸では「うらにし」と言う風が吹き、海がしけて漁に出られない日が続くことが

ありますが、この「うらにし」は、次のうちどの方角から吹く風でしょうか。 

（ａ）北西    （ｂ）南西    （ｃ）北東    （ｄ）南東 

（正解率92.7％） 

 

 

【89】因幡（鳥取県）の半七が伝えたといわれている、城崎温泉で人気の高い郷土民芸品は、次の

うちどれでしょうか。 

（ａ）ガラス細工   （ｂ）麦わら細工   （ｃ）竹細工   （ｄ）柳細工 

（正解率92.7％） 
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【90】豊岡のカバンは、もともとはある素材を用いた、かご編みの技術から発展したといわれてい

ますが、ある素材とは、次のうちどれしょうか。 

（ａ）藤    （ｂ）コリヤナギ    （ｃ）カズラ    （ｄ）竹 

（正解率90.2％） 

 

 

【91】江戸時代半ばにはじまり、1980年（昭和55）に国の伝統的工芸品に指定された白磁（白い磁

器）が特徴で、この写真のように産地に風鈴が数多く飾られることが夏の風物詩になっている

工芸品は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）但馬焼     

（ｂ）八鹿焼     

（ｃ）出石焼     

（ｄ）ばば焼 

（正解率95.1％） 

 

 

 

【92】豊岡市城崎町に伝わる昔話「鼻かけ地蔵」で、お地蔵様の鼻から出てくるものは、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）米    （ｂ）麦    （ｃ）豆    （ｄ）小判 

（正解率78.0％） 

 

 

【93】鳥取砂丘の「多鯰ヶ池（たねがいけ）」に続いているという伝説が残る「くぐり池」は、3畝

ほどの小さな池で、悲恋の物語も伝わっていますが、コウボネやフトイなどの貴重な植物も生

息するこの池の所在地は、次のうちどの市町でしょうか。 

（ａ）養父市   （ｂ）朝来市   （ｃ）香美町   （ｄ）新温泉町 

（正解率78.0％） 

 



- 24 - 

 

 

【94】但馬地方に昔からある名産品で、アク抜きなどの工程に非常に手間がかかり、独特なほろ苦 

さと香りが魅力の特産品は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）よもぎ餅   （ｂ）とち餅   （ｃ）ゆず餅   （ｄ）ぎんなん餅 

（正解率97.6％） 

 

 

【95】実は大粒、まろやかな味、爽やかな柑橘系の香りが特徴で「魔法のスパイス」とも呼ばれる

養父市でブランド化されている山椒の名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）浅井山椒   （ｂ）山名山椒   （ｃ）朝倉山椒   （ｄ）八木山椒 

（正解率85.4％） 

 

 

【96】江戸時代末期、天保年間に作り始められたといわれている土から作られたひな人形や、地域

で使わなくなったひな人形を旧小学校の校舎に展示する「であいの里ひなまつり」が行われて

いる市町は、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46.3％） 

 

 

 

【97】但馬地域にある地名のうち、下線部の読み方が間違っているのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）豊岡市－小人（こびと）      （ｂ）養父市－夏梅（なつめ） 

（ｃ）朝来市－一品（ひとしな）     （ｄ）香美町－味取（みどり） 

（正解率73.2％） 
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【98】但馬の空の玄関「コウノトリ但馬空港」では、2018年（平成30）に但馬･伊丹路線に一回り

大きな飛行機が導入され、36席から48席となりましたが、この飛行機（写真参照）の機種は、

次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）ＳＡＡＢ３４０Ｂ 

（ｂ）ＡＴＲ４２-６００ 

（ｃ）ＹＳ-１１ 

（ｄ）ＭＲＪ９０ 

（正解率85.4％） 

 

 

【99】信号も停止線もないドーナツ形の交差点「ラウンドアバウト（環状交差点）」が但馬に登場

しましたが、この交差点（写真参照）があるのは、次のうちどこでしょうか。 

 

（ａ）養父市 

（ｂ）朝来市 

（ｃ）香美町 

（ｄ）豊岡市 

（正解率46.3％） 

 

 

【100】JR西日本の観光列車で巡る「酒と海の宝箱」兵庫県北部の地酒と海の幸を味わう旅が、2020

年（令和2）10月に企画されていますが、金と黒の地色に、コウノトリや柳、花など、地元を

イメージさせる図柄を華やかにあしらった､この観光列車の愛称は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）しあわせむすび 

（ｂ）はまさとむすび 

（ｃ）うみやまむすび 

（ｄ）ゆのはまむすび 

（正解率29.3％） 


