
第１７回 但馬検定（１級・２級） 

次の問いに答えなさい。 

 

【１】但馬地方の遺跡等について、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）畑ケ平遺跡 → 中谷貝塚 → 祢布ヶ森遺跡 → 駄坂川原遺跡 

（ｂ）畑ケ平遺跡 → 駄坂川原遺跡 → 祢布ヶ森遺跡 → 中谷貝塚 

（ｃ）畑ケ平遺跡 → 中谷貝塚 → 駄坂川原遺跡 → 祢布ヶ森遺跡 

（ｄ）畑ケ平遺跡 → 祢布ヶ森遺跡 → 駄坂川原遺跡 → 中谷貝塚 

（正解率62.0％） 

 

【２】1863年（文久３）に、尊皇攘夷を掲げた平野国臣らが代官所を占拠した事件が起こるが、庄

屋や農民たちの離反によりあえなく鎮圧されました。全国に先駆けて倒幕の口火を切った意義

は大きいと言われているこの事件は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）出石の変   （ｂ）農兵隊の乱   （ｃ）仙石騒動   （ｄ）生野の変 

（正解率80.0％） 

 

【３】廃藩置県により、1871年（明治４）11月に但馬・丹後・丹波を管轄する新しい豊岡県が誕生

し、「ある建物」を移設して県庁舎としました。「ある建物」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）元豊岡藩邸  （ｂ）元久美浜県庁舎  （ｃ）元出石藩邸  （ｄ）元柏原県庁舎 

（正解率74.0％） 

 

【４】1896年（明治29）の郡制の施行により、但馬地域は城崎・出石・美方・養父・朝来の５郡に

整理統合されたが、それ以前の 1879年（明治 12）から 1896年（明治 29）の間に、現在の香

美町香住区香住の場所が属していた郡は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）気多郡    （ｂ）二方郡    （ｃ）七美郡    （ｄ）美含郡 

（正解率30.0％） 

 

 

 

 



 

【５】豊岡市にある「ケゴヤ古墳」は、北但馬では大型の横穴式石室であることが判明し、残され

ていた石室から出土した須恵器には「あるもの」が入っていて、死者へささげた食事として注

目されました。「あるもの」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）トチやドングリ   （ｂ）鳥や獣の骨   （ｃ）二枚貝   （ｄ）豆 

（正解率72.0％） 

 

【６】南但馬には大きな古墳が集中していますが、その「①名称」、「②所在」、「③大きさ」、

「④特徴」の組合せについて誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）①茶臼山古墳、②朝来市和田山町筒江、③直径約90ｍ、④近畿地方最大級の円墳 

（ｂ）①小丸山古墳、②朝来市和田山町岡田、③全長60ｍ、④前方後円墳２基・大型円墳４基を中核

とする岡田古墳群のひとつ 

（ｃ）①城ノ山古墳 、②朝来市和田山町東谷、③東西36ｍ、④三角縁神獣鏡が出土した円墳で首長層

の墳墓と想定される 

（ｄ）①船宮古墳、②朝来市桑市、③全長約 90ｍ、④同一水面の周濠を備えた前方後円墳としては

但馬唯一 

（正解率50.0％） 

 

【７】香美町の高井集落を見下ろす丘陵斜面に位置する古墳時代後期の古墳で、埋葬施設は全長約

10.2ｍの両袖式横穴式石室。調査で金銅装頭椎大刀、珠文鏡、馬具、鉄鏃、刀子、鉄釘、金環、

勾玉、ガラス玉、須恵器など、兵庫県を代表する豊富な副葬品（写真参照）が発見されている

この古墳は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）文堂古墳 

（ｂ）八幡山古墳群 

（ｃ）三の谷壁画古墳 

（ｄ）楯縫古墳 

（正解率82.0％） 

 

 

 

 



 

【８】朝来市にある「池田古墳」は、但馬では最大の大型前方後円墳で県下４番目の規模を誇り、

埴輪列や葺石が確認され、周濠からは多量の木製品が出土しています。また、「ある動物」の

型の埴輪がおよそ 30 体出土しており、１つの古墳からの出土数としては全国最多です。「あ

る動物」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）水鳥    （ｂ）馬    （ｃ）犬    （ｄ）牛 

（正解率78.0％） 

 

【９】但馬の古墳・古墳群について、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）森尾古墳 → 池田古墳 → 船宮古墳 → 箕谷古墳群 

（ｂ）二方古墳 → 船宮古墳 → 楯縫古墳 → 池田古墳 

（ｃ）森尾古墳 → 箕谷古墳群 → 茶臼山古墳 → 城ノ山古墳 

（ｄ）大藪古墳群 → 箕谷古墳群 → 小丸山古墳 → 茶すり山古墳 

（正解率64.0％） 

 

【10】豊岡市高屋にある「雅成親王墓」は、承久の乱で但馬国に流刑となった雅成親王（後鳥羽上

皇皇子）が幽閉され、その地で病死した親王の墓が山ろくに建てられたものであり、後に「但

馬宮」と呼ばれました。また、雅成親王の後を追って川に身を投げた妃・幸姫の霊を慰めたこ

とが始まりと伝えられる「あるまつり」がありますが、「あるまつり」とは、次のうちどれで

しょうか。 

（ａ）まいそうまつり  （ｂ）松明祭  （ｃ）万燈の火祭り  （ｄ）松岡御柱まつり 

（正解率92.0％） 

 

【11】写真の石碑は、新温泉町用土にあり、江戸時代にこの地で倒れた坂尾監物を祀った塚と言わ

れています。しかし、最近の研究では、坂尾氏の祖先は用土城の城主であり、子孫の坂尾源左

衛門が再建して祀ったものとも考えられています。この塚の名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）田多地経塚 

（ｂ）巡見使塚 

（ｃ）対田の一里塚 

（ｄ）坂尾用土塚 

（正解率78.0％） 



 

【12】「芦屋（諸寄）城跡」は、室町から戦国時代の武将の塩冶氏が居城にしていた山城で、別名

「亀ケ城」と呼ばれていました。日本海を眼前に断崖絶壁に囲まれた城は天然の要害でしたが、

1580年（天正８）「ある武将」により攻め落とされました。「ある武将」とは、次のうちだれ

でしょうか。 

（ａ）赤松広秀   （ｂ）別所重棟   （ｃ）山名祐豊   （ｄ）羽柴秀長 

（正解率90.0％） 

 

【13】毎年、４月の第３日曜日に開催される「菓子祭」では大勢の参拝客でにぎわいをみせる「中

嶋神社」でお菓子の神様として祀られている祭神は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）大国主命   （ｂ）天御中主命   （ｃ）橘菓守命   （ｄ）田道間守命 

（正解率92.0％） 

 

【14】豊岡市日高町にある「気多神社」は、天日槍との領土争いで、「ある地域」を支配した葦原

志許男命が祭神として祀られているという伝説があります。「ある地域」とは、次のうちどこ

でしょうか。 

（ａ）養父郡と気多郡  （ｂ）出石郡と気多郡  （ｃ）天田郡と気多郡  （ｄ）城崎郡と気多郡 

（正解率30.0％） 

 

【15】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「黒野神社」（写真参照）は、江戸時

代に「ある領主」の保護が篤く、歴代領主は城中鎮護の氏神として崇め神社真向かいの山の中

腹には墓碑が並んでいます。「ある領主」とは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）豊岡藩 京極氏 

（ｂ）出石藩 仙石氏 

（ｃ）村岡領 山名氏 

（ｄ）八木藩 別所氏 

（正解率84.0％） 

 

 



 

【16】日本海沿岸部にある「平内神社」の特徴について記述したもので正しいものは、次のうちど

れでしょうか。 

（ａ）祭神は門脇宰相平教盛、伊賀平内左衛門家長ら平家の武将で、平家の氏神として信仰が篤い。 

（ｂ）境内に湧き出る清水は「鮑之霊水」と呼ばれ、大鮑が船の穴をふさぎ、遭難を救ったという

伝承がある。 

（ｃ）北前船の寄港地であったこともあり、当時の船頭が奉納した船絵馬や方角石などが残る。 

（ｄ）境内には漂着した海亀親子の供養碑がある。 

（正解率90.0％） 

 

【17】塩土翁神を祀る「為世永神社」は、「ある港」を見下ろす高台に鎮座し、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ます（写真参照）。「ある港」とは、次のうちどれでし

ょうか。 

（ａ）竹野港 

（ｂ）諸寄港 

（ｃ）柴山港 

（ｄ）浜坂漁港 

（正解率94.0％） 

 

【18】豊岡市出石町にある「総持寺」は、奈良時代に行基が開いたとされる古刹で、代々但馬守護・山

名氏の崇敬篤く、祈祷寺として庇護を受けていました。兵庫県指定文化財であるこの寺の本尊は、

次のうちどれでしょうか。 

（ａ）四天王像  （ｂ）十一面千手観音立像  （ｃ）十二神将像  （ｄ）絹本著色十六羅漢像 

（正解率62.0％） 

 

【19】養父市大屋町にある「蓮華寺」は、弘法大師により開創された寺で、檜の一木造の「聖観世

音菩薩立像」が赤堂の六角宮殿に安置されています。また、市の文化財に指定されている、亀

島を持つ阿字池と渓谷風の滝を持つ心字池の２庭園があり、有数の紅梅の古木もあります。そ

の特徴からこの寺が呼ばれる「ある別名」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）加保の池寺   （ｂ）夏梅の庭寺   （ｃ）由良の梅寺   （ｄ）樽見の桜寺 

（正解率96.0％） 



 

【20】養父市にある「日光院」は、但馬守護の山名持豊をはじめ但馬の有力武将の祈願所でもあり、

中世にはその寺領は播磨、因幡にも及んだと言われています。この「日光院」の属する「宗派」

と「本尊」の組み合わせで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）臨済宗 － 釈迦牟尼仏     （ｂ）浄土宗 － 阿弥陀如来 

（ｃ）日蓮宗 － 鬼子母神      （ｄ）真言宗 － 妙見大菩薩 

（正解率88.0％） 

 

【21】由緒ある古刹で、但馬最古の在銘鰐口が出土した「大林寺」は、今は廃寺となり観音堂を残

すのみとなっています。この「大林寺」の所在する場所は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）香美町香住区下浜     （ｂ）朝来市山東町早田 

（ｃ）香美町香住区森      （ｄ）朝来市山東町迫間 

（正解率72.0％） 

 

【22】円山応挙に師事した鳥取の絵師の「片山楊谷」が描いた、老松図、猛虎図、牡丹孔雀図など

但馬を代表する障壁画がある写真の寺は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）山路寺 

（ｂ）大乗寺 

（ｃ）円龍寺 

（ｄ）福王寺 

（正解率76.0％） 

 

 

 

【23】737年（天平９）、行基によって開かれたと伝わる「相応峰寺」は、背後の「ある山」の山

頂に本堂の圓通殿があり、２ｍを越す「十一面観音立像」は秘仏とされ、４月 18 日の春の例

祭のみご開帳されます。本堂がある「ある山」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）観音山   （ｂ）御祓山   （ｃ）妙見山   （ｄ）行者岳 

（正解率64.0％） 

 



 

【24】２月の節分には幸福を祈願して、１周30ｍもある数珠を回す「数珠くり」が行われる「鷲原

寺」には、１kmほど峡谷を入った奥の院に、鎌倉時代に石工心阿が刻んだ 16体の石仏が安置

されていて、節分と４月の春の大祭、及び毎月 18 日の午前中だけ開帳されます。この奥の院

の名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）五輪宝塔   （ｂ）岩屋観音   （ｃ）宝楼閣   （ｄ）開山堂 

（正解率88.0％） 

 

【25】新温泉町にある写真の寺には、釈迦と十六羅漢が天井に描かれた堂に、室町時代初期の作と

される檜の一木造で、肉身漆箔、着衣彩色の「阿弥陀如来坐像」が安置されています。この寺

の名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）龍満寺 

（ｂ）玉田寺 

（ｃ）正楽寺 

（ｄ）善住寺 

（正解率62.0％） 

 

 

【26】日本遺産に認定された「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」は、鉱山用の資材や、産出された

鉱石を輸送するルートとして整備されたもので、３つの道から構成されます。第１の道は飾磨

港から「①」まで鉱山用資材を運んだ銀の馬車道で、第２の道は「②」から「①」へ銀鉱石を

運んだ鋳鉄橋のある馬車の鉄道であり、第３の道は「③」から「②」へ錫鉱石を運んだ「④」

（一円電車）です。①から④の組み合わせで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）①生野、②明延、③神子畑、④神明電車  （ｂ）①生野、②神子畑、③中瀬、④神明電車 

（ｃ）①神子畑、②明延、③中瀬、④明神電車  （ｄ）①生野、②神子畑、③明延、④明神電車 

（正解率88.0％） 

 

【27】但馬地域にある「ある駅」には、明治時代の鋳物を使った柱脚の跨線橋（線路の上を横切っ

て架けた橋）があり、八鹿駅と同様に極めて珍しいもので、さらに桁をシングルレーシングで

組んでいるのは但馬ではこの駅だけです。「ある駅」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）江原駅   （ｂ）竹野駅   （ｃ）梁瀬駅   （ｄ）香住駅 

（正解率92.0％） 



 

【28】「グンゼ八鹿工場事務所跡」の特徴について記述したもので正しいものは、次のうちどれで

しょうか。 

（ａ）入口が建物の角部分に面し、中央部に柱を設けた左右対称の出入り口が２か所ある。 

（ｂ）アーチ状の玄関や、ステンドグラスがはめこまれた小窓があり、２階の和室に上げ下げ窓が

施されている。 

（ｃ）玄関部分には古代ギリシアのコリント式柱頭をモチーフにした柱が印象的に配置されている。 

（ｄ）四方にベランダをめぐらせ、外壁の四隅に石を積み上げたように見せるコーナー・ストーン

技法が使われている。 

（正解率80.0％） 

 

【29】1934年（昭和９）に建設され、現在豊岡市の大開通りにある旧兵庫県農工銀行の建物（写真

参照）は、これまで様々な店舗・施設として使用されてきましたが、その使用された店舗・施

設について誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）山陰合同銀行 

（ｂ）豊岡市役所南庁舎別館 

（ｃ）オーベルジュ豊岡1925 

（ｄ）豊岡郵便局 

（正解率78.0％） 

 

 

 

【30】朝来市佐嚢にある「ムーセ旧居」は、もともとは「ある場所」に「ある用途」で建設された

ものを、神子畑鉱山の開発とともに現在地へ移設し、鉱山事務舎として利用されました。  

「ある場所」と「ある用途」の組合せで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）生野鉱山（銀山）- 外国人官舎  （ｂ）明延鉱山 - 政府高官宿舎 

（ｃ）中瀬鉱山 - 診療所   （ｄ）生野代官所 - 代官屋敷 

（正解率98.0％） 

 



 

【31】国登録有形文化財に指定されている「弓形橋群・王橋」は、豊岡市の「ある川」に架けられ

ていて、北但大震災の復興計画の一環として建設されました。「ある川」と道路の段差は数 10cm

しかなかったため、岸に玄武岩を積み上げ高さ 70〜80cm の側壁を張り巡らせ、その分だけ橋

も高くしなければならず弓形の橋となりました。「ある川」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）来日川   （ｂ）桃島川   （ｃ）飯谷川   （ｄ）大谿川 

（正解率96.0％） 

 

【32】写真の山口公民館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）1925年（大正14）頃に建設された。 

（ｂ）警察署として建てられ、後に町役場として

も使われた。 

（ｃ）但馬で現存する鉄筋コンクリートの建物で

は１番古い。 

（ｄ）北但大震災以前に建てられた鉄筋コンクリ

ートの建物として、但馬で唯一現存する。 

（正解率72.0％） 

 

【33】1894 年（明治 27）頃に旧七美郡の郡役所として建設された木造の擬洋風建築物で、破風の

装飾板は他では見られない凝った装飾がなされていました。1988 年（昭和 63）に移転され、

軽量鉄骨構造の外観再現建築で改築され、現在は別の用途で使用されています。この建物の現

在の名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）浜坂先人記念館 以命亭  （ｂ）民俗資料館 まほろば 

（ｃ）射添会館    （ｄ）まち歩き案内所 松籟庵 

（正解率90.0％） 

 

【34】優れた景勝地として環境大臣が指定する国立・国定公園の区内には、景観を維持・保護する

ために指定された「海域公園」があります。但馬地域では海域公園が３地区指定されています

が、指定された海域公園でないものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）豊岡海域公園  （ｂ）竹野海域公園  （ｃ）香住海域公園  （ｄ）浜坂海域公園 

（正解率50.0％） 



 

【35】「流痕」とは、砂や礫などがまじった海底面の水が海底で土石流となって流れる時、その流

れの方向に沿ってできた凸凹のことを言います。昆陽川の流域に、約 1,500万年前の海底面の

流痕が、川の侵食によってできた洞窟の天井に現れるという、全国的にも非常に珍しいものが

あります。この流痕がある場所は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）香美町小代区  （ｂ）香美町香住区  （ｃ）新温泉町田井  （ｄ）香美町村岡区 

（正解率82.0％） 

 

【36】兵庫県一の高さを誇る「氷ノ山」は、標高「①ｍ」で、「②ある公園」に属し、すぐ北の鳥

取県境にある「③ある山」とともに、約300万年前の火山噴火によって形成されたと考えられ

ます。高地性湿原の古生沼付近で自然林を形成するアシウスギは、樹齢を重ねていることから

「④ある名称」の名で呼ばれ、その付近一帯は県の天然記念物に指定されています。①から④

の組み合わせで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）①1,510ｍ、②氷ノ山・後山・那岐山国定公園、③扇ノ山、④古千本・千本杉 

（ｂ）①1,709ｍ、②但馬山岳国定自然公園、③三川山、④古千本・万年杉 

（ｃ）①1,310ｍ、②氷ノ山・後山・那岐山国定公園、③瀞川山、④古万年・千本杉 

（ｄ）①1,560ｍ、②氷ノ山・但馬山岳国立公園、③扇ノ山、④古千本・古生杉 

（正解率96.0％） 

 

【37】「①写真の川」は、「②ある山」を源流とし、「③ある海域」へ注ぐ全長 24kmの急勾配の川

で、その名は上流部の地名に由来します。もとは二日市の東側を通り、「④ある川」に合流し

ていましたが、1934年（昭和９）以後、現在のように改修されました。この川に関する記述に

ついて、①から④の組み合わせで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）①矢田川、②三川山、③香住湾、④香住谷川 

（ｂ）①岸田川、②扇ノ山、③浜坂湾、④久斗川 

（ｃ）①竹野川、②来日山、③竹野浜、④須井川 

（ｄ）①気比川、②三開山、③気比の浜、④円山川 

（正解率92.0％） 

 

 



 

【38】1976年（昭和 51）、大屋町加保坂のヒジロ谷で発見された「ある原石」は、自然産状での原

石発見としては日本初で世界的にも珍しいものでした。宝石的価値はないもののソーダ雲母等

が確認されており、岩石学や地質学上非常に貴重と言われています。この発見された「ある原

石」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）硬玉ヒスイの原石  （ｂ）翠玉の原石  （ｃ）琥珀の原石  （ｄ）紫水晶の原石 

（正解率90.0％） 

 

【39】標高 888ｍで、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

れています。山頂付近は各種無線・テレビの中継塔が設置され、電波通信の主要拠点でもある

この山は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）三川山   （ｂ）妙見山   （ｃ）蘇武岳   （ｄ）粟鹿山 

（正解率86.0％） 

 

【40】平家の落人の伝説を秘める「平家ヶ城跡」や「姫が淵」などの地名が残されている「横行渓

谷」は、養父市大屋町側からの氷ノ山登山ルートの「あるポイント」への道中にある渓谷です。

「あるポイント」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）大段ヶ平   （ｂ）氷ノ越   （ｃ）小ヅッコ大ヅッコ   （ｄ）小代越 

（正解率86.0％） 

 

【41】明るい黄色の地に黒の縞模様、後翅にはオレンジ色とブルーの縁取り、真紅のマークの鮮や

かなアゲハチョウの仲間で但馬でも広く生息していましたが、食草のカンアオイが減少したこ

と等が影響して減少しているチョウ（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）ギフチョウ 

（ｂ）ヤイロチョウ 

（ｃ）アサギマダラ 

（ｄ）ウスイロヒョウモンモドキ 

（正解率82.0％） 

 

 



 

【42】「ヒヌマイトトンボ」は、全国で約 20数か所でしか見つかっていない絶滅危惧種で、成虫の

体長は約３cmと細く小さなトンボです。このトンボが 1992年（平成４）に但馬で最初に発見

された場所は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）豊岡市の加陽水辺公園     （ｂ）豊岡市城崎町の戸島湿地 

（ｃ）豊岡市の六方田んぼ      （ｄ）豊岡市城崎町の桃島池 

（正解率70.0％） 

 

【43】矢田川上流の秋岡地区より鳥取県境・桑ヶ山に至り、山は急峻で谷深く、「但馬木曽」と呼

ばれる絶壁奇岩の秘境である渓谷は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）村岡渓谷   （ｂ）瀞川渓谷   （ｃ）小代渓谷   （ｄ）美方渓谷 

（正解率76.0％） 

 

【44】香美町村岡区小城の裏山・標高 700〜800ｍに広がっている「ある植物群落」は、兵庫県指定

天然記念物で小城 48 滝の最上流にあたる集落から遠望できます。「ある植物群落」とは、次

のうちどれでしょうか。 

（ａ）ブナ原生林  （ｂ）ザゼンソウ群落  （ｃ）カキツバタ群落  （ｄ）トチノキ原生林 

（正解率54.0％） 

 

【45】「ヤマドリゼンマイ」はシダ類のゼンマイ科植物であり、山地の湿地に群生し温帯地方に分

布しています。但馬地域では「ある高原」に群落があり（写真参照）、1965年（昭和 40）に兵

庫県の天然記念物に指定されましたが消滅の危機を迎えています。このヤマドリゼンマイが群

生している「ある高原」とは、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）鉢伏高原 

（ｂ）上山高原 

（ｃ）神鍋高原 

（ｄ）兎和野高原 

（正解率82.0％） 

 

 



 

【46】豊岡市吉井の「ある神社」の石段を登りつめた左手にある「大モミ」は、樹齢 800年と言わ

れ、樹高 30ｍの兵庫県指定天然記念物の老樹です。1987年（昭和 62）に落雷で亀裂が生じ、

1992年（平成４）に上部を切断、1998年（平成 10）に治療され、樹勢が回復しました。この

大モミの所在する「ある神社」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）三柱神社   （ｂ）岩清水神社   （ｃ）白藤神社   （ｄ）大歳神社 

（正解率92.0％） 

 

【47】新温泉町芦屋で見られる、兵庫県指定天然記念物である２つの植物の群落で、「①」は日当

たりがよく潮風に吹かれるゴツゴツした岩場に育つ多年草で、５月下旬に直径 2.5〜6cm の可

憐な白い花をたくさん咲かせます。「②」は、若狭を中心に但馬・因幡周辺などに生育するキ

ク科の植物で、日当たりがよく潮風のあたる低山に自生し、毎年 10〜11 月に白い花を咲かせ

ます。①と②の組み合わせで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）①タンゴイワガサ、②ワカサハマギク   （ｂ）①ミツバイワガサ、②イナバハマギク 

（ｃ）①イナバイワガサ、②ハマコンギク    （ｄ）①ワカサイワガサ、②タンゴハマギク 

（正解率68.0％） 

 

【48】養父市大久保ムネ畑にある写真の大杉は、樹齢 1,000 年以上、樹高 22ｍ、幹周り 12.6ｍを

誇り、標高 1,150ｍの高地にこのような大きな杉があるのはとても珍しいものです。「とてつ

もなく大きい」を意味するこの地域の方言から呼ばれているこの大杉の名称は、次のうちどれ

でしょうか。 

 

（ａ）ドーホー杉 

（ｂ）ホーボー杉 

（ｃ）ボーボー杉 

（ｄ）ホードー杉 

（正解率84.0％） 

 

 

 

 

 



 

【49】国の天然記念物に指定され、樹高 35ｍ、枝張り東西 30ｍ、南北 31ｍの大カツラで、樹齢約

2,000年とも言われています。特徴として大小約 80本の「ひこばえ」が主幹を保護する形で林

立していて、主幹は朽ち果てて空洞になっています。この大カツラの名称は、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）宇和野の大カツラ   （ｄ）和池の大カツラ 

（正解率84.0％） 

 

【50】国重要無形民俗文化財に指定されている「因幡・但馬の麒麟獅子舞」のうち、但馬地域で行

われている麒麟獅子舞でないものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）栃谷田君麒麟獅子舞     （ｂ）和田麒麟獅子舞 

（ｃ）芦津麒麟獅子舞       （ｄ）鎧麒麟獅子舞 

（正解率70.0％） 

 

【51】「轟の太鼓踊り」は、但馬に残る「ざんざか・ざんざこ踊り」といった風流太鼓踊りと同じ

系統に属しています。「ざんざか・ざんざこ踊り」は衣裳や踊りに工夫が凝らされ神社に奉納

されますが、「轟の太鼓踊り」は派手さはなく、衣裳も白浴衣のみで、「ある儀式」のために

踊られていました。「ある儀式」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）盆の施餓鬼供養       （ｂ）雨乞いの儀式 

（ｃ）五穀豊穣と無病息災     （ｄ）火伏せの儀式 

（正解率74.0％） 

 

【52】兵庫県指定有形民俗文化財の「農村歌舞伎舞台」（写真参照）がある、「ささばやし（太鼓

踊り）」の舞台として使用されている神社は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）八坂神社 

（ｂ）葛畑神社 

（ｃ）石部神社 

（ｄ）安牟加神社 

（正解率86.0％） 



 

【53】新温泉町のある地域に安土桃山時代より伝わる踊りで、戯曲・謡曲・歌舞伎に由来を発した

所作や物語の一場面を取り入れています。道具は、刀・槍などを持ち、２人１組、もしくは３

人１組になって踊ります。踊り子は全て男性で構成され、男役は前掛けにもろ肌を脱いだ姿、

女役はネゴマを付けた姿といった衣装で踊ります。この踊りの名称は、次のうちどれでしょう

か。 

（ａ）中辻芸踊り  （ｂ）丹土はねそ踊り  （ｃ）海上の傘踊り  （ｄ）岸田さえもん踊り 

（正解率58.0％） 

 

【54】悪霊を鎮める主役の翁、千歳、黒木将の三神が舞台を踏むような厳かな舞いを奉納する三番

叟は、香美町内の７か所で伝承されており、2017年（平成 29）度には「香美町の三番叟」とし

て、兵庫県重要無形文化財に指定されました。香美町内で伝承されている地区について誤って

いるものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）香住区香住   （ｂ）香住区沖浦   （ｃ）小代区新屋   （ｄ）香住区安木 

（正解率58.0％） 

 

【55】但馬地域で行われる大草鞋や大草履を賽の神に奉納する神事として、「ある地域①」では朝、

氏子たちがお堂に集まって、大きさ約 1.5ｍの大草鞋と大草履を片方ずつつくり村の神木に奉

納します。一方、「ある地域②」では大草履だけを祀り、家族の無病息災を祈願するための小

草履を片方ずつつくります（写真参照）。①と②の組み合わせで正しいものは、次のうちどれ

でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）①養父市出合、②豊岡市日高町田ノ口   （ｂ）①豊岡市日高町山宮、②養父市出合 

（ｃ）①豊岡市日高町田ノ口、②養父市安井   （ｄ）①養父市安井、②豊岡市日高町山宮 

（正解率88.0％） 



 

【56】2022年（令和４）に行われた但馬地域の夏祭り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）浜坂の「川下祭り」は 7/16～18に開催された。渡御行列や花火大会が行われ、大勢の観客で

賑わった。 

（ｂ）豊岡の「柳まつり」は 8/1の一日だけ開催された。豊岡おどりが行われ、サプライズで花火も

上がった。 

（ｃ）120 年余り続いた「八鹿夏まつり」は廃止されたが、7/17 にやぶ市民交流広場で「YB ファブ

のナツフェス！」が開催された。 

（ｄ）「和田山夏まつり和田山地蔵祭」は造り物の展示は行われなかったが、8/23に３年ぶりに花火

大会のみ実施された。 

（正解率30.0％） 

 

【57】豊岡市内で行われる「だんじりまつり」の「①ある祭り」は、古くから続く「②ある神社」

の秋の例大祭で、神社を中心に上部・中部・下部に分け、参加者には「③ある基準」による階

級的な役割が決められています。神社の神輿の巡行によりそって守ろうとするのが台（上部の

山車）、これを排除しようとするのが大だんじり（中・下部の山車）で、各所で「④ある名称」

と呼ばれるぶつかりあいが繰り広げられます（写真参照）。①から④の組み合わせで正しいも

のは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）①出石だんじりまつり、②諸杉神社、③氏子としての年功、④ぶちかまし 

（ｂ）①城崎だんじりまつり、②四所神社、③氏子としての年功、④ぶちかまし 

（ｃ）①出石だんじりまつり、②出石神社、③年齢、④練り合わせ 

（ｄ）①城崎だんじりまつり、②四所神社、③だんじり経験の年功、④セリ 

（正解率68.0％） 

 

 

 

 

 

 

 



 

【58】新温泉町の面沼神社で行われる「お茗荷祭り」は、珍しい神事の手法から奇祭と言われてい

ます。その神事の手法について正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）調理したミョウガの味・香り・歯ごたえなどで、家内安全と無病息災を占う。 

（ｂ）ミョウガの芽の形・大きさ・光沢・色ぐあいなどで、吉凶・景気を参拝者自らが占う。 

（ｃ）投げたミョウガの距離・割れ具合などで商売繁盛を占う。 

（ｄ）ミョウガを燃やした煙の大きさ・方角などで五穀豊穣を参拝者自らが占う。 

（正解率94.0％） 

 

【59】「菖蒲綱引き」は村を二分して綱を引きあい、その年の五穀豊穣や村の発展をかけて勝負が

行われます。但馬地域でも３か所で行われていますが、その記述について正しいものは、次の

うちどれでしょうか。 

（ａ）「久谷菖蒲綱引き」は国指定無形民俗文化財であり、古老が唄う「石場搗き唄」にあわせて引

きあい、７回目の勝負を「納め綱」と呼ぶ。 

（ｂ）「和田菖蒲綱引き」は、この地に残る白蛇伝説に由来し、この白蛇に似せた綱を村人総出で

編む。５番勝負で綱を引きあい、村の親睦を深める。 

（ｃ）「湯村の菖蒲綱引き」は国指定無形民俗文化財であり、長さ300ｍ以上にも及ぶ大綱を、住民

や観光客も加わって東西南北に分かれて引きあう。 

（ｄ）「下浜の菖蒲綱引き」は、屋根にあげたショウブ・ヨモギ・カヤ等で綱を作り、家々を巡った

後、綱引きを行う。その後、海岸に移動し、綱引きの綱で土俵を作って相撲を取る。 

（正解率64.0％） 

 

【60】「越前朝倉氏」は鎌倉幕府を開いた将軍源頼朝に仕えた武将朝倉高清を始まりとします。朝

倉氏は養父市八鹿町朝倉付近にあった朝倉庄を治めた武将であり、元々「ある本姓」であった

が朝倉と言う地名を苗字としました。その子孫である朝倉広景が 1337 年（延元２）但馬から

越前に入国し、後に守護大名となりました。朝倉氏の元々の「ある本姓」とは、次のうちどれ

でしょうか。 

（ａ）日下部   （ｂ）太田垣   （ｃ）八木   （ｄ）新田 

（正解率70.0％） 

 

 

 



 

【61】同志社創立者の「新島 襄」の妻「新島八重」の最初の夫として知られる、豊岡市出石町生ま

れで、江戸で蘭学や舎密学（化学）を学び、会津藩藩校・日新館の蘭学教授となった幕末の洋

学者は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）川崎貞之助   （ｂ）川崎庄之助   （ｃ）川崎進之助   （ｄ）川崎尚之助 

（正解率94.0％） 

 

【62】豊岡市で生まれ、22歳で京都に出て鉄筆一刀彫の名手となり、紫檀の置物台を孝明天皇に献

上しました。また、さび止め塗料を発明し、我が国の専売特許第１号を獲得しています。この

彫刻家・発明家は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）堀田瑞松   （ｂ）北垣国道   （ｃ）上田広甫   （ｄ）毛戸勝元 

（正解率94.0％） 

 

【63】日本近代医学に貢献した医師の「河本重次郎」は、豊岡市に生まれ、東京大学医学部を首席

で卒業し、同学部外科学教室の助手となりました。留学で渡欧し、帰国後は東京大学の主任教

授に任じられ、以後日本の医学を先進国の水準に近づけ、さらに発展させました。この河本重

次郎が専門とする診療科は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）皮膚科   （ｂ）整形外科   （ｃ）脳神経外科   （ｄ）眼科 

（正解率96.0％） 

 

【64】福本藩士の子として生まれ、17歳の時に生野銀山の地役人の養子となりました。1896年（明

治 29）の生野鉱山民間払い下げの際には、恩賜金の確保に奔走し、町政の振興に多大な貢献を

されたと言われています。県議会議員、衆議院議員として活躍し、播但鉄道建設や生野銀行設

立に関わり、口銀谷地区の姫宮神社に銅像が建立されているこの人物（写真参照）は、次のう

ちだれでしょうか。 

（ａ）朝倉盛明 

（ｂ）原 六郎 

（ｃ）白瀧幾之助 

（ｄ）浅田貞次郎 

（正解率70.0％） 

 



 

【65】豊岡市出身の教育行政家「浜尾 新」について記載したもので、誤っているものは、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）豊岡藩江戸詰めの下級武士の子として生まれた。幼くして父を失い、豊岡藩へ出仕しながら、

文武に励んだ。 

（ｂ）藩費遊学制度（現在の奨学金制度）の対象に選ばれ、後に大成し、文部省学務局長を務めた。 

（ｃ）東京渋谷に工芸学校（後の東京工芸大学）を創立。さらに、東京藝術大学総理（長）に就任し、

運営と改革に献身した。 

（ｄ）文部大臣、東宮大夫、枢密院議長に任じられ、子爵に列する。東京大学構内には銅像が設置さ

れている。 

（正解率70.0％） 

 

【66】豊岡市出身の国鉄顧問、参議院議員、衆議院議員を歴任した政治家で、引退後は郷里に帰り、

郷土史を出版し無料で配布しました。また、母校の小学校に「負けじ魂基金」を創設し、努力

した子どもたちを表彰する「負けじ魂賞」を設けるなど、生涯を通して社会貢献に努めたこの

人物は、次のうちだれでしょうか。 

（ａ）篠原無然   （ｂ）小島徹三   （ｃ）北條秀一   （ｄ）太田垣士郎 

（正解率80.0％） 

 

【67】豊岡市出身で治水砂防に一生を捧げた技術者、政治家である「赤木正雄」は「砂防の神様」

と呼ばれ、その功績を称えた像が円山川塩津公園に建立されています（写真参照）。他にもう

１か所に赤木正雄の銅像が建てられているのですが、その場所は、次のうちどこでしょうか。 

 

（ａ）豊岡市街地にある寿公園（通称ロータリー） 

（ｂ）東京都千代田区の砂防会館 

（ｃ）生家である豊岡市引野の赤木正雄展示館 

（ｄ）神戸市中央区の砂防会館 

（正解率82.0％） 

 

 

 

 



 

【68】豊岡市出石町出身の政治家「斎藤隆夫」について記載したもので、誤っているものは、次の

うちどれでしょうか。 

（ａ）1870年（明治３）、豊岡市出石町で生まれ、帝国大学の行政科を首席で卒業し、内務省に入省。

1912年（明治45）第11回総選挙に立憲国民党より出馬し、当選順位は兵庫県内の定員11人中

10位であった。 

（ｂ）1940年（昭和 15）、「支那事変を中心とした質問演説」の中で当時タブーとされていた軍部を

痛烈に批判。陸軍の反感を買い懲罰委員会にかけられ、後に離党、衆議院議員を除名処分となっ

た。 

（ｃ）1942年（昭和17）、総選挙が行われ、激しい妨害の中、選挙区最高得票で当選する。生涯で国

会議員13期、国務大臣に２度就任し、古い政治記者からは「ねずみの殿様」「憲政の神様」と

称されていた。 

（ｄ）演説には定評があり、庭を散歩しながら原稿を完全に暗記したと言われる。その遺徳を偲び、

生地には斎藤隆夫記念館「静思堂」が建てられている。 

（正解率78.0％） 

 

【69】心優しき知的障害者の青年を書いた「じろはったん」で日本児童文学者協会新人賞を受賞し

た児童文学作家の「森 はな」の経歴について、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）朝来市和田山町宮田に生まれる     （ｂ）豊岡師範学校を卒業 

（ｃ）高砂市荒井小学校で教鞭を執る     （ｄ）第41回神戸新聞平和賞を受賞 

（正解率70.0％） 

 

【70】プロ野球選手として活躍した「大友 工」は、1949 年（昭和 24）に巨人軍に入団し 1952 年

（昭和27）にノーヒットノーラン、翌年には最優秀防御率、最多勝の２冠を獲得し、最優秀選

手（ＭＶＰ）、沢村賞に輝きました。巨人軍の第２期黄金時代をエースとして支えた「大友 工」

の出身地は、次のうちどこでしょうか。 

 

（ａ）朝来市和田山町 

（ｂ）豊岡市日高町 

（ｃ）養父市八鹿町 

（ｄ）豊岡市出石町 

（正解率80.0％） 



 

【71】豊岡市日高町生まれで、俳優・演出家・脚本家である「今井雅之」の受賞した賞の中で誤っ

ているものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）日本アカデミー賞 優秀助演男優賞  （ｂ）文化庁芸術祭賞 

（ｃ）国際連合作家協会芸術賞   （ｄ）日本映画協会新人賞 

（正解率14.0％） 

 

【72】「城崎温泉」、「湯村温泉」、「浜坂温泉」、「七釜温泉」について、温泉が発見・開湯さ

れた順に正しく並んでいるものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）城崎温泉 → 湯村温泉 → 七釜温泉 → 浜坂温泉 

（ｂ）湯村温泉 → 城崎温泉 → 浜坂温泉 → 七釜温泉 

（ｃ）城崎温泉 → 湯村温泉 → 浜坂温泉 → 七釜温泉 

（ｄ）湯村温泉 → 城崎温泉 → 七釜温泉 → 浜坂温泉 

（正解率58.0％） 

 

【73】「豊岡杞柳細工」は、コリヤナギや籐、麻糸を使って制作されるかご細工で、1992年（平成

４）国の伝統的工芸品の指定を受けました。このような杞柳製品の製造が始まったとされる時

代は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）奈良時代   （ｂ）平安時代   （ｃ）室町時代   （ｄ）江戸時代 

（正解率44.0％） 

 

【74】「①ある科」に属する「ズワイガニ」の雄を山陰地方一帯では松葉ガニと呼んでいて、子持

ちの雌は地元でセコガニと呼ばれています。雌は毎年水深 240〜280ｍ付近に集まり、「②ある

時期」に産卵を行います。そして、資源保護のため雌の漁期は「③ある期間」に限定されてい

ます。2021年度漁期の但馬地域の漁船によるズワイガニの漁獲量は「④○○トン」で前年度比

31％の減でした。①から④の組み合わせで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）①ミズヒキガニ科、②５～７月頃、③11月６日から１月末頃、④約400万トン 

（ｂ）①クモガニ科（ケセンガニ科）、②２～４月頃、③11月６日から12月末頃、④約500万トン 

（ｃ）①ミズヒキガニ科、②２～４月頃、③11月６日から１月末頃、④約600万トン 

（ｄ）①クモガニ科（ケセンガニ科）、②５～７月頃、③11月６日から２月末頃、④約700万トン 

（正解率72.0％） 



 

【75】「金属バネ工業」は、但馬の地場産業の中では歴史が新しく、第２次世界大戦中に大阪市内

のスプリング工場が「ある地域」に疎開し工場を開設したのが始まりと言われています。中で

も「ある地域」の金属バネ工業は県の特産品に指定され、コンピュータ用の数ミリのものから、

工業用の大きなスプリングまで毎日数十トン単位で生産し、東京・大阪などの工業地へと出荷

されています。「ある地域」とは、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）朝来市和田山町  （ｂ）豊岡市（旧豊岡市）  （ｃ）養父市八鹿町  （ｄ）豊岡市日高町 

（正解率96.0％） 

 

【76】竹田城跡を中心とした景観形成が、兵庫県景観形成条例の景観形成地区に指定されている「和

田山町竹田地区」（写真参照）には、武家屋敷があったと伝えられる寺町通りに、歴代竹田城

主の菩提寺が４つ並んでいます。その中でも初代城主・太田垣氏の菩提寺は、次のうちどれで

しょうか。 

（ａ）法樹寺 

（ｂ）勝賢寺 

（ｃ）善證寺 

（ｄ）常光寺 

（正解率74.0％） 

 

【77】豊岡市城崎町楽々浦に祀られている地蔵にまつわる言い伝えです。 

その昔、漁師の夢に現れたお地蔵様に「水の底から救い上げてほしい」と頼まれ実際に網を

打つと、川からお地蔵様が引き上がりました。そして、お地蔵様の「ある部分」からポロポロ

とお米がこぼれてきて、たまったお米は村人たちにも分け、お地蔵様を大切にお祀りしていた

ということです。 

ところが、漁師は米がもっと欲しくなり、のみとつちでお地蔵様のお米が出てくるところを

広げようとしましたが、手元が狂いお地蔵様の「ある部分」全体が欠けてしまい、それ以降一

粒のお米も出なくなりました。 

この言い伝えどおりなのか、祀られているこのお地蔵さまは、一つだけ願い事をするとその

願いをかなえて下さると言われています。 

この言い伝えに出てくる、お地蔵様の「ある部分」とは、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）口    （ｂ）目    （ｃ）耳    （ｄ）鼻 

（正解率92.0％） 



 

【78】「ホタルイカ」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）日本近海に広く分布しており、普段は主に沖合の水深200ｍよりも深い海域に生息している。 

（ｂ）1977年（昭和52）、浜坂漁港で本格的にホタルイカ漁が始まり、今では日本有数の水揚げ量を

誇るようになった。２月から漁が始まり、４月頃までが旬。 

（ｃ）ホタルイカの発光器は構造から３つの種類に分けられ、それぞれ腕発光器、眼発光器、皮膚発

光器と呼ばれている。 

（ｄ）内蔵はビタミンＡ、Ｅがウナギ並に豊富でカロリーは半分以下。低脂肪ＥＰＡ、ＤＨＡの比率

も高く健康によい食材としても注目されている。 

（正解率54.0％） 

 

【79】兵庫県の特産物として指定されている朝来市和田山町の「竹田の家具」について、その始ま

りと言われている出来事で正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）竹田は古くから材木の集散地として栄え、大工仕事のかたわらで箪笥を作り始めたこと。 

（ｂ）北前船の寄港地である竹野の船大工が竹田に住み着き、家具や建具類を作り始めたこと。 

（ｃ）朝来市神子畑に住んでいた木地師が、木工製品を竹田に持ち込んだこと。 

（ｄ）竹田城の築城工事に携わった大工が住み着き、箪笥を作り始めたこと。 

（正解率76.0％） 

 

【80】城崎温泉の町並みは「城崎町城崎温泉地区」として豊岡市景観条例の景観形成重点地区に指

定されています。城崎の中心を流れる「①ある川」沿いには、木造２〜３階建ての旅館が立ち

並び、その中には小説家の志賀直哉が湯治をした「②ある旅館」を始めとした、風情を漂わす

様々な旅館があります。温泉街には最古の湯と言われる「③ある外湯」を始め、７つの外湯が

立ち並び、温泉街と「④ある山」を結ぶ城崎ロープウェイも開通しています。また、駅通りや

「①ある川」沿いで「⑤ある事業」が進められていて、積極的に景観づくりが行われています。

①から⑤の組み合わせで正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）①桃島川、②西村屋、③一の湯、④来日山、⑤伝統的建造物群保存事業 

（ｂ）①円山川、②山本屋、③御所の湯、④城崎山、⑤区画整理事業 

（ｃ）①城崎川、②古まん、③地蔵湯、④愛宕山、⑤まちなみ緑化事業 

（ｄ）①大谿川、②三木屋、③鴻の湯、④大師山、⑤無電柱化事業 

（正解率96.0％） 

 



 

【81】江戸時代に大庄屋を務めた但馬屈指の大地主で、約 4,000 ㎡の敷地内には大小約 20 もの建

物が点在しています。主屋は 1896年（明治 29）の建築で、宮大工によるものと伝えられてい

て、1790年（寛政２）建築の新蔵、1826年（文政９・明治期改修）建築の離れなど、江戸時代

の建物が今も残っています。また、敷地内を川が流れ、屋根の付いた立派な川いとが設けられ

ています。この国登録有形文化財である写真の住宅は、次のうちどれでしょうか。 

 

（ａ）赤木家住宅 

（ｂ）平尾家住宅 

（ｃ）旧栃尾家住宅 

（ｄ）進藤家住宅 

（正解率88.0％） 

 

 

 

【82】但馬地域にある地名のうち、下線部の読み方が誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）新温泉町辺地（へのち）       （ｂ）豊岡市竹野町鬼神谷（おじんだに） 

（ｃ）養父市八鹿町岩崎（いわさい）    （ｄ）香美町香住区守柄（すから） 

 （正解率78.0％） 

 

【83】朝来市に言い伝えられている「助九郎松」の伝説です。 

元々仲のよかった「ある２つの村」で争いが起こり、庄屋の助九郎が亡くなりました。その

遺恨の証として松の木が植えられ、以降、２つの村の間では縁組が認められませんでした。 

100年余り経ったころ、２つの村の男女が恋仲となるが周囲から結婚を認めてもらえず、女

は死に、男も村を出て二度と帰ってきませんでした。翌日、助九郎の松の木が風で倒されてい

たことをきっかけに、「このようないさかいは終わりにしよう」と、元の仲のよい村に戻った

という話です。 

この伝説に出てくる「ある２つの村」とは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）桑市と立脇  （ｂ）石田と伊由市場  （ｃ）多々良木と立野  （ｄ）羽渕と山口 

（正解率86.0％） 

 



 

【84】「ラムサール条約」とは、世界の重要な湿地を守る国際条約のことで、2012年（平成24）、

コウノトリやヒヌマイトトンボをはじめ希少な動植物や魚類などを重層的に支えていること

が評価され、「円山川下流域・周辺水田」がラムサール条約湿地に登録されました。この条約

の正式名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）国際的に絶滅する恐れのある種を支える湿地を保全する条約 

（ｂ）特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 

（ｃ）持続可能な生態系保全のための国際的に重要な湿地に関する条約 

（ｄ）水生生物の生息地として国際的に重要な湿地の保護・保全に関する条約 

（正解率64.0％） 

 

【85】直近 10 年の但馬地域での出来事である次の①～④のうち、古い順に正しく並んでいるもの

は、次のうちどれでしょうか。 

① 養父市が「国家戦略特区・農業特区」に指定される 

② 公立豊岡病院内に「但馬こうのとり周産期医療センター」が発足 

③ 「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」が日本遺産に認定 

④ コウノトリ但馬空港の但馬・伊丹路線に「新型機 ATR42-600」が就航 

（ａ）① → ② → ③ → ④     （ｂ）② → ① → ④ → ③ 

（ｃ）① → ② → ④ → ③     （ｄ）② → ① → ③ → ④ 

（正解率46.0％） 

 

【86】新設された登録制度である「県登録無形民俗文化財」に、2022年（令和４）９月、但馬地域の

伝統行事が３件登録されましたが、その登録内容について誤っているものは、次のうちどれで 

しょうか。 

（ａ）先祖の霊を船で送る盆行事「居組の精霊船流し」 

（ｂ）朝来市で子どもが中心となって継承された、２つの祠を参拝する行事「圓圓和」 

（ｃ）先祖の霊を船で送る盆行事「諸寄の精霊船流し」 

（ｄ）江戸中期から続く年頭に行われるオトウ行事「黍田のハナフリ・ゴツキ（牛撞き）行事」 

（正解率38.0％） 

 

 

 



 

【87】香美町村岡区の国道９号にて、冬期における安全でスムーズな交通確保のため、国土交通省

により「笠波峠除雪拡幅事業」が進められています。その事業の一部区間である「笠波トンネ

ル」について、2022年（令和４）現在の進捗状況で正しいものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）早期工事着手を求める決起大会が開かれた。 

（ｂ）トンネル掘削を前に安全祈願祭が行われた。 

（ｃ）トンネルの貫通式が行われた。 

（ｄ）工事が完了し、開通式が行われ供用開始された。 

（正解率56.0％） 

 

【88】「コウノトリ」に関する 2022年（令和４）の出来事について、誤っているものは、次のうち

どれでしょうか。 

（ａ）７月末時点で野外個体が300羽を越えた。 

（ｂ）４月に美方郡で初めて人口巣塔が設置された。 

（ｃ）９月末時点で野外個体の繁殖地に新潟県が加わった。 

（ｄ）ペアが生き別れた上で、新しいペアが誕生するという珍し 

いケースが、３月の一斉調査をきっかけに確認された。 

（正解率30.0％） 

 

【89】2022年（令和４）４月、但馬牧場公園のスキーゲレンデ（愛宕山）の頂上に、高さ約３ｍの

ブランコがリニューアルオープンしました。このブランコの名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）山頂アルプスブランコ      （ｂ）愛夢鞦韆（I’m Balanco、アイムブランコ） 

（ｃ）牧場公園ハイジブランコ     （ｄ）牧場ぶらんこ ウッシー 

（正解率32.0％） 

 

【90】2022年（令和４）３月、県立和田山特別支援学校教諭の「田渕伸司」さんが、北京冬季パラ

リンピックに出場され、その功績をたたえ豊岡市、朝来市から表彰を受けられました。田渕さ

んが出場された競技は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）スノーボード  （ｂ）アイスホッケー  （ｃ）車いすカーリング  （ｄ）アルペンスキー 

（正解率68.0％） 

 



 

【91】2022年（令和４）２月、「つなぐ棚田遺産」に但馬地域の４か所が選定されました。その

４か所の棚田は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）宮垣の棚田（養父市）、別宮の棚田（養父市）、藤和の棚田（朝来市）、西ヶ岡の棚田（香美町） 

（ｂ）能座の棚田（養父市）、藤和の棚田（朝来市）、うへ山の棚田（香美町）、丹土の棚田（新温泉町） 

（ｃ）三原の棚田（豊岡市）、宮垣の棚田（養父市）、うへ山の棚田（香美町）、丹土の棚田（新温泉町） 

（ｄ）宮垣の棚田（養父市）、能座の棚田（養父市）、別宮の棚田（養父市）、うへ山の棚田（香美町） 

（正解率72.0％） 

 

【92】2023 年（令和５）４月に予定されていた但馬地域の２つの特別支援学校の統合を延期し、

2022年（令和４）５月から、学校関係者や保護者、有識者らを交えて「新しい学校像検討会議」

が開かれ議論されました。この統合について議論された２つの特別支援学校は、次のうちどれ

でしょうか。 

（ａ）「豊岡聴覚特別支援学校」と「出石特別支援学校」 

（ｂ）「豊岡聴覚特別支援学校」と「和田山特別支援学校」 

（ｃ）「和田山特別支援学校」と「出石特別支援学校」 

（ｄ）「出石特別支援学校」と「出石特別支援学校みかた校」 

（正解率72.0％） 

 

【93】「コウノトリ但馬空港」に関する 2022年（令和４）の出来事について、誤っているものは、

次のうちどれでしょうか。 

（ａ）４月、ターミナルビル屋上の展望デッキに、

「TAJIMA」のモニュメントが設置された。 

（ｂ）５月、展示機 YS-11 の客室内で、ＮＨＫの連続

テレビ小説『舞いあがれ！』の撮影が行われた。 

（ｃ）７月、世界ラリー選手権に出場しているラリー

カーが滑走路を走行するイベントが開かれた。 

（ｄ）８月、空港フェスティバルでセスナの体験飛行

とスカイダイビングが行われた。 

（正解率34.0％） 

 

 



 

【94】2022年（令和４）３月、地域資源を活用した新商品・サービス等を顕彰する「ふるさと名品

オブ・ザ・イヤー」で、朝来市生野町栃原の宿泊施設が、2021年度の「コト部門」で地方創生

賞に入賞しました。リゾート地で使われなくなった別荘を、ガラス張りのドーム型やツリーハ

ウスなどに改装したこの宿泊施設の名称は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）SUGOMoRIリゾート生野高原    （ｂ）リラクシア生野高原 

（ｃ）生野高原リゾート カッセル    （ｄ）フォレストリゾートCoCoDe 

（正解率64.0％） 

 

【95】2022年（令和４）６月、但馬地域のある自治体の名所や観光スポット等をバーチャルの世界

に再現し、そこにアバターとして訪れることができる、３次元の仮想空間「メタバース」がイ

ンターネット上に開設されました。吉本興業（株）と連携し、メタバースで地域の活性化を図

る取組ですが、この取組を実施している自治体は、次のうちどこでしょうか。 

（ａ）豊岡市     （ｂ）南但広域行政事務組合（養父市と朝来市） 

（ｃ）朝来市     （ｄ）養父市 

（正解率76.0％） 

 

【96】2022年（令和４）、「ある偉人」を題材にした漫画が制作されました。全 124ページで地元

出身の介護士が作画を担当し、地元の小中学校等に配布されました。この漫画の題材となった

「ある偉人」とは、次のうち誰でしょうか。 

（ａ）大石りく   （ｂ）植村直己   （ｃ）池田草庵   （ｄ）加藤文太郎 

（正解率66.0％） 

 

【97】2023年（令和５）に行われる「兵庫ディスティネーションキャンペーン」は、兵庫県内の自

治体と観光事業者、JR グループ６社や旅行会社が一体となって行う大型観光キャンペーンで

す。その前年となる 2022 年（令和４）はプレキャンペーンが展開され、但馬地域にも特別急

行列車「WEST EXPRESS銀河」や観光列車「うみやまむすび」、欧風客車「サロンカーなにわ」

が運行されたところです。この「兵庫ディスティネーションキャンペーン」のテーマとなるキ

ャッチフレーズは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）兵庫テロワール旅     （ｂ）ひょうご出会い・感動の旅 

（ｃ）ディスカバー兵庫     （ｄ）素敵トリップひょうご旅 

（正解率52.0％） 



 

【98】2022年（令和４）２月、官民一体の観光促進支援団体「旅して日本プロジェクト」が開催し

た「温泉総選挙 2021」で、但馬地域の３か所の温泉が地方創生担当大臣賞を受賞しました。受

賞した温泉は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）与布土温泉、矢田川温泉、とがやま温泉    （ｂ）湯村温泉、浜坂温泉、七釜温泉 

（ｃ）城崎温泉、湯村温泉、シルク温泉       （ｄ）城崎温泉、湯の原温泉、黒川温泉 

（正解率52.0％） 

 

【99】2022年 10月、豊岡市にある「玄武洞」は、地磁気逆転現象の発見地として、国際地質科学

連合により、第一回世界の「ある100選」に選定されました。「ある 100選」とは次のうちど

れでしょうか。 

（ａ）奇岩遺産100選      （ｂ）地質遺産100選 

（ｃ）ジオサイト100選     （ｄ）磁場遺産100選 

（正解率60.0％） 

 

【100】竹田城跡を望む名所として知られる立雲峡に、2021 年（令和３）10 月「①新たな展望台」

が整備され、2022年（令和４）４月には、その一角に「②モニュメント」が設置されました（写

真参照）。「①新たな展望台」「②モニュメント」の名称の組合せについて正しいものは、次

のうちどれでしょうか。 

（ａ）①スカイテラス、②立雲ロード天望所     （ｂ）①立雲峡テラス、②光の道天望所 

（ｃ）①みはらしテラス、②雲海ライン天望所    （ｄ）①雲海テラス、②虎臥城天望所 

（正解率58.0％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


