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次の問いに答えなさい。 

【１】但馬の市町で、平成２２年２月１日現在の人口が約２万１千人の市町は、どこで

しょうか。 

（ａ）朝来市 （ｂ）養父市 （ｃ）香美町 （ｄ）新温泉町 

 

【２】但馬の市町の人口について少な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）香美町・新温泉町・養父市・朝来市・豊岡市 

（ｄ）新温泉町・香美町・養父市・朝来市・豊岡市 

 

【３】但馬の面積は兵庫県全体の約４分の１を占めていますが、その面積はどれくらい

でしょうか。 

（ａ）約１．８００㎢ （ｂ）約２，１００㎢ 

（ｃ）約２，４００㎢ （ｄ）約２，７００㎢ 

 

【４】次のうち国道９号線が通っていない市町は、どれでしょうか。 

（ａ）豊岡市 （ｂ）養父市 （ｃ）朝来市 （ｄ）香美町 

 

【５】昨年開港１５周年を迎えた但馬の空の玄関コウノトリ但馬空港の滑走路は、何メ

ートルでしょうか。 

（ａ）１，０００ｍ （ｂ）１，２００ｍ  

（ｃ）１，５００ｍ （ｄ）１，８００ｍ 

 

【６】約５００万年前の新温泉町海上付近の淡水性の地層（照来層群）では、全国的に

も珍しい化石が発見されていますが、何でしょうか。 

（ａ）三葉虫 （ｂ）シダ植物 （ｃ）魚類 （ｄ）昆虫 

 

【７】１２２１年（承久３年）承久の変後、但馬流刑となった雅成親王に関連のない記

述は、どれでしょうか。 

（ａ）松岡の御柱祭 （ｂ）但馬宮 （ｃ）黒木御所 （ｄ）豊岡市九日市に幽閉 

 

【８】１８３５年（天保６年）出石藩で筆頭家老と守旧派との対立によるお家騒動の仙

石騒動が起きましたが、その時の筆頭家老は、次のうち誰でしょうか。 

（ａ）仙石秀久 （ｂ）荒木玄蕃 （ｃ）仙石久次 （ｄ）仙石左京 
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【９】豊岡市出石町出身の政治家斎藤隆夫が１９３６年（昭和１１年）に行った国会に

おける演説で名演説といわれているのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）賛成演説 （ｂ）質問演説 （ｃ）粛軍演説 （ｄ）追悼演説 

 

【10】幕末期は、但馬各地に藩校や私塾が開設されましたが、次の組み合わせで正しい

のは、どれでしょうか。 

（ａ）豊岡藩－弘道館   （ｂ）出石藩－永楽館 

（ｃ）藤本市兵衛－稽古堂 （ｄ）村岡山名領－明倫館 

 

【11】但馬・丹後・丹波のうちの３郡を管轄する新しい豊岡県が誕生したのは、いつで

しょうか。 

  （ａ）１８６９年（明治２年）２月  （ｂ）１８７０年（明治３年）５月 

  （ｃ）１８７１年（明治４年）１１月 （ｄ）１８７２年（明治５年）３月 

 

【12】大正・昭和・平成の時代において起こった但馬に関する次の出来事のうち、年と

出来事が一致していないものは、どれでしょうか。 

（ａ）１９２０年（大正９年）  円山川改修工事が政府直轄事業に決まる 

（ｂ）１９５０年（昭和２５年） 豊岡市制が発足 

（ｃ）１９７３年（昭和４８年） 生野鉱山が閉山 

（ｄ）２００５年（平成１７年） 台風２３号により円山川水系が大水害を受ける 

 

【13】但馬地方で最も古い遺跡は、新温泉町にある約２万５千年前の旧石器時代のナイ

フ形石器が発見された遺跡と言われていますが、どれでしょうか。 

  （ａ）神鍋遺跡 （ｂ）中谷貝塚 （ｃ）畑ケ平遺跡 （ｄ）見蔵岡遺跡 

 

【14】１９９２年（平成４年）の調査で埴輪片が出土したことにより判明した、国指定

史跡になっている直径約９０ｍの近畿地方最大の円墳は、どの古墳でしょうか。 

  （ａ）茶臼山古墳 （ｂ）森尾古墳 （ｃ）池田古墳 （ｄ）茶すり山古墳 

 

【15】国指定重要文化財「戊辰年銘大刀」が出土したことから、現在は養父市のつるぎ

が丘公園として整備されているのは、どの古墳でしょうか。 

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

 

【16】豊岡市気比で発見され、国指定重要文化財になり東京国立博物館の蔵品になって

いるのは、どれでしょうか。 

  （ａ）銅鏡 （ｂ）勾玉 （ｃ）埴輪 （ｄ）銅鐸 
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【17】今年 1月奈良県桜井市の桜井茶臼山古墳で「卑弥呼の鏡」とされる「正始元年」

の「三角縁神獣鏡」の破片が見つかったことにより、１９１７年（大正６年）に同

じ銅鏡を出土しているため、他の出土品にも注目が集まっている但馬の古墳は、ど

れでしょうか。 

（ａ）森尾古墳 （ｂ）池田古墳 （ｃ）茶すり山古墳 （ｄ）船宮古墳 

 

【18】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 

 

【19】豊岡市の神武山に城跡が残る豊岡城は、もとは木崎城（城崎城）と呼ばれていま

したが、築城したのは、何氏と伝えられているでしょうか。 

（ａ）京極氏 （ｂ）山名氏 （ｃ）垣屋氏 （ｄ）田結庄氏 

 

【20】映画のロケ地にも使われ、全国屈指の山城遺構である朝来市和田山町の竹田城跡

は、その勇壮な姿から別名何城と、言われているでしょうか。 

（ａ）虎臥城 （ｂ）鷹臥城 （ｃ）龍臥城 （ｄ）鷲臥城 

 

【21】室町から戦国時代の武将塩冶氏が居城にしていた山城で、別名「亀ケ城」と呼ば

れるのは、どれでしょうか。 

（ａ）八木城 （ｂ）芦屋（諸寄）城 （ｃ）三開山城 （ｄ）此隅山城 

 

【22】但馬を代表する５つの神社は、総称して「但馬五社明神」といわれています。出

石神社・小田井縣神社・養父神社・粟鹿神社の他もう一社は、どの神社でしょうか。 

（ａ）赤淵神社 （ｂ）絹巻神社 （ｃ）気多神社 （ｄ）名草神社 

 

【23】豊岡市の中嶋神社は、全国的にも珍しい流造により建造されていますが、どの流

造でしょうか。 

（ａ）一間社流造 （ｂ）二間社流造 （ｃ）三間社流造 （ｄ）四間社流造 

 

【24】但馬五社明神のひとつ小田井縣神社の祭神は、誰だと言われているでしょうか。 

（ａ）田道間守命 （ｂ）天日槍命 （ｃ）須佐之男命 （ｄ）国作大己貴命 
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【25】次の神社の本殿のうち、国指定重要文化財に指定されていないのは、どれでしょ

うか。 

（ａ）出石神社本殿 （ｂ）中嶋神社本殿  

（ｃ）酒垂神社本殿 （ｄ）久々比神社本殿 

 

【26】神社と伝統行事の組合せが誤っているものは、どれでしょうか。 

（ａ）宇都野神社－川下祭り   （ｂ）平内神社－百手の儀式  

（ｃ）四所神社－だんじりまつり （ｄ）郡主神社－太刀振り 

 

【27】香美町村岡区にあり「絹本著色釈迦十六善神像」が国の重要文化財に指定されて

おり、別称伊津岐神社と呼ばれているのは、次のどれでしょうか。 

（ａ）黒野神社 （ｂ）桑原神社 （ｃ）鷹野神社 （ｄ）牛ケ峰神社 

 

【28】豊岡市にあり、国指定重要文化財「木造四天王立像」や県指定文化財「絹本著色

両界曼荼羅図」があるのは、どの寺でしょうか。 

（ａ）正楽寺 （ｂ）東楽寺 （ｃ）妙楽寺 （ｄ）極楽寺 

 

【29】豊岡市但東町にあり、秋にはドウダンツツジの紅葉スポットとして人気のある寺

は、どれでしょうか。 

（ａ）蔵雲寺 （ｂ）妙楽寺 （ｃ）金剛寺 （ｄ）安国寺 

 

【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は、どれでしょうか。 

（ａ）日光院 （ｂ）温泉寺 （ｃ）隆国寺 （ｄ）円龍寺 

 

【31】かつては但馬高野と呼ばれた名刹で、広い境内には商売繁盛・学業成就の弁財天

など多くの石像を集めた「賽の河原」がある寺は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）円通寺 （ｂ）文常寺 （ｃ）進美寺 （ｄ）蓮華寺 

 

【32】近代化遺産とは、近代化手法によってつくられた建築物や近代化技術を用いてつ

くられた建築物や工作物をいいますが、いつから第 2次世界大戦終結時までの間に

つくられたもののことでしょうか 

（ａ）江戸時代末期から （ｂ）明治時代中期から  

（ｃ）明治時代末期から （ｄ）大正時代初期から 
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【33】１９１２年（明治４５年）に建築された余部鉄橋は、橋脚の高さ４１．５メート

ルのトレッスル式鉄橋ですが、鉄橋の長さは何メートルでしょうか。 

（ａ）３０９ｍ （ｂ）３１９ｍ （ｃ）３２９ｍ （ｄ）３３９ｍ 

 

【34】明延鉱山の最盛期に日本の９０％以上の産出量を誇った鉱物は、どれでしょうか。 

（ａ）金 （ｂ）銀 （ｃ）銅 （ｄ）錫 

 

【35】明治時代初期、生野鉱山の近代化に携わった技術者コワニエは、どこの国の人で

しょうか。 

（ａ）イギリス （ｂ）フランス （ｃ）スペイン （ｄ）ポルトガル 

 

【36】豊岡市の中心街「大開通り」「宵田通り」には、北但大震災後にできた建築物が

多くありますが、次のうち豊岡復興建築群でないのは、どれでしょうか。 

（ａ）旧豊岡町役場 （ｂ）元兵庫県農工銀行豊岡支店   

（ｃ）旧豊岡郵便局 （ｄ）達徳会館 

 

【37】JR 山陰本線の竹野川橋梁、新温泉町の田君川橋梁の特徴は、断面が L字型の鉄

材を４５度ずつ傾斜させ、互いに直角に交わるように組み、橋桁が格子状になって

いることですが、このような橋梁を何と呼んでいるでしょうか。 

（ａ）アーチ橋 （ｂ）ラチス桁橋 （ｃ）トラス橋 （ｄ）吊橋 

 

【38】「鉱石の道」近代化産業遺産（経済産業省認定）のうち、国指定重要文化財は、

どれでしょうか。 

（ａ）旧神子畑鉱山事務所 （ｂ）明延鉱山探検坑道 

（ｃ）神子畑鋳鉄橋    （ｄ）羽渕鋳鉄橋 

 

【39】１９２５年（大正１４年）頃に建設され、但馬で現存する鉄筋コンクリートの建

物で一番古い建築物は、どれでしょうか。 

（ａ）旧日高小学校講堂 （ｂ）旧但馬銀行大屋支店 

（ｃ）旧出石郵便局   （ｄ）旧山口村役場 

 

【40】但馬の海は暖流と寒流がぶつかりあうため、熱帯の魚や北海道周辺の魚を見るこ

とができ、良い漁場となっていますが、但馬の海に流れる暖流は、次のうちどれで

しょうか。 

（ａ）リマン海流 （ｂ）黒潮 （ｃ）アリューシャン海流 （ｄ）対馬海流 
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【41】但馬で最も古い時代の化石として養父市御祓山で見つかった化石は、何でしょう

か。 

（ａ）アンモナイト （ｂ）三葉虫 （ｃ）フズリナ （ｄ）ミオホリア 

 

【42】但馬海岸は、但馬御火浦、日和山海岸など名勝・奇勝が多く山陰海岸国立公園の

一角をなしていますが、西端の新温泉町居組から東端の豊岡市津居山まで、直線距

離で約何 km あるでしょうか。 

（ａ）約２０数 km （ｂ）約４０数 km （ｃ）約６０数 km （ｄ）約８０数 km 

 

【43】先端が兵庫県の最北端に位置し、竹野川の河口から細長く日本海に突き出た半島

は、どれでしょうか。 

（ａ）猫崎半島 （ｂ）犬崎半島 （ｃ）牛崎半島 （ｄ）猿崎半島 

 

【44】ユネスコによる世界地質公園「ジオパーク」への山陰海岸国立公園の認定を目指

す山陰海岸ジオパーク推進協議会が、平成１９年７月に発足しました。構成メンバ

ーに入っていないのは、どこでしょうか。 

（ａ）鳥取県 （ｂ）兵庫県 （ｃ）京都府 （ｄ）福井県 

 

【45】山陰海岸ジオパークエリアの代表的な景観でないのは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）立岩 （ｂ）玄武洞 （ｃ）鎧の袖 （ｄ）天橋立 

 

【46】但馬には海中公園が４カ所ありますが、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」があるのは、どこでしょうか。 

（ａ）竹野海中公園     （ｂ）豊岡海中公園 

（ｃ）浜坂海中公園 海金剛 （ｄ）浜坂海中公園 田井の浜 

 

【47】但馬には高い山が多くありますが、次のうち１０００ｍを越えている山は、どれ

でしょうか。 

（ａ）神鍋山 （ｂ）三川山 （ｃ）瀞川山 （ｄ）大岡山 

 

【48】但馬には多くの滝がありますが、名称と所在地が全て一致しているものは、どれ

でしょうか。 

  （ａ）八反の滝（新温泉町）・霧ヶ滝（香美町）・猿尾滝（養父市）・天滝（豊岡市） 

  （ｂ）八反の滝（香美町）・霧ヶ滝（養父市）・猿尾滝（豊岡市）・天滝（新温泉町） 

  （ｃ）八反の滝（養父市）・霧ヶ滝（豊岡市）・猿尾滝（新温泉町）・天滝（香美町） 

  （ｄ）八反の滝（豊岡市）・霧ヶ滝（新温泉町）・猿尾滝（香美町）・天滝（養父市） 
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【49】「円山川」は但馬最大の河川ですが、円山川の支流でないのは、次のうちどれで

しょうか。 

（ａ）大屋川 （ｂ）出石川 （ｃ）久斗川 （ｄ）稲葉川 

 

【50】但馬には日本海に注ぐ大きな川が５つありますが、円山川（延長６７km）に次い

で２番目に長い川は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）竹野川 （ｂ）佐津川 （ｃ）矢田川 （ｄ）岸田川 

 

【51】日本の棚田百選に選ばれた但馬の棚田は、どれでしょうか。 

（ａ）小代秋岡の棚田  （ｂ）関宮別宮の棚田 

（ｃ）小代うへ山の棚田 （ｄ）村岡和池の棚田 

 

【52】次の大カツラのうち国指定天然記念物となっているのは、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 

 

【53】新温泉町の福富三柱神社の境内に生育し、全国的にも大分県日田市（５．４ｍ）

のものに次ぐ幹回り４．６ｍもある木は、何でしょうか。 

（ａ）ケヤキ （ｂ）イチョウ （ｃ）アカメヤナギ （ｄ）ヒノキ 

 

【54】養父市能座の出身で明治の新政府で活躍した北垣国道の旧邸宅内にあり、国指定

天然記念物に指定されている巨木は、どれでしょうか。 

（ａ）ヒダリマキガヤ （ｂ）ヤブツバキ 

（ｃ）ウラジロガシ  （ｄ）イタヤカエデ 

 

【55】１９７０年（昭和４５年）に養父市大屋町加保坂で自生が発見され、それまで南

限地とされていた岐阜県からこの地が西南限地となった県指定天然記念物の植物

は、どれでしょうか。 

（ａ）ヤマドリゼンマイ （ｂ）ミズバショウ  

（ｃ）ザゼンソウ    （ｄ）ミツガシワ 

 

【56】兵庫県下最大クラスの桜で推定樹齢１０００年、国指定天然記念物「樽見の大ザ

クラ」は、どこにあるでしょうか。 

（ａ）養父市八鹿町    （ｂ）養父市大屋町 

（ｃ）養父市（旧）養父町 （ｄ）養父市（旧）関宮町 
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【57】１９９５年（平成７年）に「種の保存法」の指定を受け、１９９８年（平成１０

年）には豊岡市の生息域が生息地等保護区に指定されており、環境省のレッドデー

タブックで絶滅危惧種とされている両生類は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）ヒダサンショウウオ  （ｂ）オオサンショウウオ 

（ｃ）カスミサンショウウオ （ｄ）アベサンショウウオ 

 

【58】県立コウノトリの郷公園の情報によると、２００９年（平成２１年）１２月２９

日現在野外にいるコウノトリの数は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）１６羽 （ｂ）２６羽 （ｃ）３６羽 （ｄ）４６羽 

 

【59】但馬の各地で増殖し、農作物に被害を与えている外来種のネズミの仲間がいます。

それは次のうちどれでしょうか。 

（ａ）アライグマ （ｂ）チョウセンイタチ 

（ｃ）ヌートリア （ｄ）マスクラット 

 

【60】オオサンショウウオ科の生態にないものは、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）夜行性 （ｂ）群れで生活 （ｃ）待ち伏せ型捕食 （ｄ）定住性 

 

【61】１９９２年（平成４年）に豊岡市城崎町桃島池のヨシ原で発見され、これが日本

海側では最初の発見となった全国でも２０数ヶ所でしか見つかっていないトンボ

は、どれでしょうか。 

（ａ）ヒヌマイトトンボ （ｂ）ハッチョウトンボ  

（ｃ）ベニイトトンボ  （ｄ）アオイトトンボ 

 

【62】朝来市山東町の楽音寺には、近年巣の数が減少している県指定天然記念物のウツ

ギノヒメハナバチが生息していますが、どこに巣を作るでしょうか。 

  （ａ）木の枝 （ｂ）土の中 （ｃ）草の中 （ｄ）家の軒 

 

【63】豊岡市但東町に伝わり、悪霊を追い払い、五穀豊穣と無病息災祈願のため、地区

内を笛や太鼓に合わせて屋台とともに練り歩き、神社境内では「宮振り」を奉納す

る伝統芸能は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）槍まわし （ｂ）剣の舞 （ｃ）太刀振り （ｄ）傘踊り 
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【64】朝来市の石部神社で毎年１０月、静かに神前に奉納する質素な演技が特徴で、「幕

切り」から「昇殿の舞」まで７種類の舞いを約３時間かけて踊るという伝統芸能は、

何でしょうか。 

（ａ）三番叟 （ｂ）幟まわし （ｃ）太神楽 （ｄ）宮神楽 

 

【65】但馬地方の新温泉町を中心に分布する獅子舞では、ある動物をかたどった頭を被

りますが、この動物の名前は、何でしょうか。 

（ａ）龍 （ｂ）鳳凰 （ｃ）唐獅子 （ｄ）麒麟 

 

【66】国選択無形民俗文化財に指定されている伝統芸能で、８月１６日に二ノ宮神社で

行われる踊りは、何というでしょうか。 

（ａ）大杉ざんざこ踊り （ｂ）久谷ざんざか踊り 

  （ｃ）九鹿ざんざか踊り （ｄ）寺内ざんざか踊り 

 

【67】養父市別宮の八幡神社の年初めの祭礼で、上下２つの組が計７回競い合い、最後

に上組が勝つことで豊作が約束される伝統行事がありますが、何を競うのでしょう

か。 

（ａ）相撲 （ｂ）綱引き （ｃ）弓矢 （ｄ）だんじりのぶつかり合い 

 

【68】豊岡市法花寺に伝わる、正月に家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸のことを、

何と言うでしょうか。 

（ａ）万歳 （ｂ）傘踊り （ｃ）三番叟 （ｄ）宮神楽 

 

【69】鎌倉時代中期に一遍上人が山陰地方を巡回したときに残した踊りが起源とされ、

踊りの芸題に「熊谷直美」「伊勢音頭」などがある手踊りは、次のうちどれでしょ

うか。 

（ａ）笹踊り （ｂ）芸踊り （ｃ）さえもん踊り （ｄ）太鼓踊り 

 

【70】香美町香住区の平内神社で平家落人の伝説にまつわる祭礼の百手の儀式が行われ

るのは、毎年いつでしょうか。 

（ａ）１月４日 （ｂ）１月９日 （ｃ）１月１４日 （ｄ）１月２８日 

 

【71】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るが、いつごろ伝

わったといわれているでしょうか。 

（ａ）鎌倉時代 （ｂ）室町時代 （ｃ）戦国時代 （ｄ）江戸時代 
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【72】朝来市岩津の鷲原寺では、幸福を祈願して、１周３０ｍもある数珠を回す「数珠

くり」が行われていますが、いつおこなわれるのでしょうか。 

（ａ）２月の節分 （ｂ）桃の節句 （ｃ）春分の日 （ｄ）花まつりの日 

 

【73】養父市八鹿町出身で「青谿書院」を開塾して人材育成につくし、「但馬聖人」と

呼ばれたのは、誰でしょうか。 

  （ａ）北條秀一 （ｂ）原 六郎 （ｃ）多田弥太郎 （ｄ）池田草庵 

 

【74】植村直己が人類史上初めて達成した栄誉ある行動は、次のうちどれでしょうか。 

  （ａ）徒歩で世界一周  （ｂ）ヨットで太平洋単独横断  

（ｃ）五大陸最高峰登頂 （ｄ）気球でヒマラヤ越え 

 

【75】豊岡市出石町出身の「言うべきことを言う代議士」斎藤隆夫が、鬼才岡本一平よ

り命名されたニックネームは、次のうちどれでしょうか。 

  （ａ）白亜の獅子 （ｂ）ねずみの殿様 

（ｃ）但馬の野鶴 （ｄ）議事堂の鷹 

 

【76】次の組合せのうち、誤っているのはどれでしょうか。 

  （ａ）加藤弘之－東京大学初代総理（長） （ｂ）桜井 勉－気象測候所の創始者 

（ｃ）中江種造－鉱山王         （ｄ）沖野忠雄－砂防の神様 

 

【77】豊岡市但東町出身で「昭和のペスタロッチ」と呼ばれ、村を育てる教育を実践し

た情熱の教育者は、誰でしょうか。 

  （ａ）森 はな （ｂ）東井義雄 （ｃ）丸山修三 （ｄ）木下 保 

 

【78】豊岡市出石町出身の訳詞家で、「菩提樹」、「のばら」、「ローレライ」などの訳詞・

作詞をしたのは、誰でしょうか。 

（ａ）京極杞陽 （ｂ）近藤朔風 （ｃ）木下 保 （ｄ）宇野雪村 

 

【79】朝来市和田山町出身で、農民の喜びや悲しみを歌う「農民歌人」と称され、但馬

歌壇の父ともいわれているのは、誰でしょうか。 

  （ａ）前田周助 （ｂ）原 六郎 （ｃ）前田純孝 （ｄ）藤原東川 

 

【80】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のは、誰でしょうか。 

（ａ）河本重次郎 （ｂ）斎藤隆夫 （ｃ）赤木正雄 （ｄ）東井義雄 
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【81】２００１年（平成１３年）に文化勲章を受章し、「朝来芸術の森美術館」に生涯

作品が展示されている彫刻家は、誰でしょうか。 

（ａ）田中銀之助 （ｂ）和田三造 （ｃ）青山熊治 （ｄ）淀井敏夫 

 

【82】新温泉町浜坂出身の登山家で、小説家新田次郎の名作「孤高の人」のモデルとな

ったのは、誰でしょうか。 

（ａ）加藤文太郎 （ｂ）植村直己 （ｃ）野口 健 （ｄ）長谷川恒男 

 

【83】昨年４月～６月に兵庫県下全域でＪＲグループとタイアップして実施した「あい

たい兵庫デスティネーションキャンペーン」を略して何というでしょうか。 

（ａ）ＡＣ （ｂ）ＢＣ （ｃ）ＣＣ （ｄ）ＤＣ 

 

【84】「へしこ」はイワシ、サバ、イカなどの魚を寒い時期に漬け込む保存食ですが、

何に漬け込むのでしょうか。 

（ａ）みそ漬け （ｂ）しょうゆ漬け （ｃ）ぬか漬け （ｄ）こうじ漬け 

 

【85】豊岡市在住のかばんプロデューサーがデザインしたかばん「ニューダレス」が昨

年２月「ｉＦ（アイエフ）デザイン賞」を受賞しましたが、どこの国の工業デザイ

ン賞でしょうか。 

（ａ）ドイツ （ｂ）フランス （ｃ）イタリア （ｄ）スイス 

 

【86】江戸時代中期、享保年間に因幡（鳥取県）から来た半七が、湯治の手なぐさみに

作ったのが始まりとされる、城崎温泉の伝統工芸品は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）杞柳細工 （ｂ）麦わら細工 （ｃ）寄木細工 （ｄ）桑細工 

 

【87】昨年、北近畿タンゴ鉄道が観光客の利用を増やそうと、但馬三江駅に愛称をつけ

ましたが、何という愛称でしょうか。 

（ａ）コウノトリの郷駅 （ｂ）コウノトリの都駅   

（ｃ）コウノトリの巣駅 （ｄ）コウノトリの卵駅 

 

【88】昨年１２月但馬の全市町、観光関連団体、経済団体、交通会社、県などが協力し

て、観光振興を目指す団体が設立されましたが、何という団体でしょうか。 

（ａ）北近畿観光連盟  （ｂ）但馬観光協議会 

（ｃ）北近畿観光連合会 （ｄ）但馬観光連絡協議会 
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【89】昨年、休館中であった「浜坂マリンポーチ」を改修し、新しい施設がオープンし

ましたが、何という施設でしょうか。 

（ａ）松葉ガニ資料館    （ｂ）浜坂博物館   

（ｃ）山陰海岸ジオパーク館 （ｄ）レコード針工業記録館 

 

【90】今年の１月、養父市は歌手の島倉千代子さんが初代の大使に就任したことを発表

しましたが、何大使でしょうか。 

（ａ）応援大使 （ｂ）ふるさと大使 （ｃ）観光大使 （ｄ）歌謡大使 

 

【91】日本酒の酒造りは、一人の指導者の下で数人から２０人程度のチームをつくって

作業を行いますが、その一人の指導者のことを何と呼んでいるでしょうか。 

（ａ）蔵人 （ｂ）蔵棟梁 （ｃ）蔵がしら （ｄ）杜氏 

 

【92】豊岡市但東町ではどぶろく特区として製造免許を取得し、どぶろくが製造されて

いますが、このどぶろくの名前は、何でしょうか。 

（ａ）シルク酒 （ｂ）田舎仕込 （ｃ）八平だるま （ｄ）白まむし 

 

【93】木造中三階建の養蚕農家が全国的にも珍しいことから兵庫県景観条例景観形成地

区に指定されているのは、どの地区でしょうか。 

  （ａ）生野町口銀谷地区 （ｂ）出石町城下町地区 

  （ｃ）大屋町大杉地区  （ｄ）和田山町竹田地区 

 

【94】城崎温泉は、外湯めぐりを楽しめる温泉地として人気がありますが、いくつの外

湯があるでしょうか。 

（ａ）５つ （ｂ）６つ （ｃ）７つ （ｄ）８つ 

 

【95】但馬には色々な名前の外湯温泉（日帰り温泉）施設があり、それぞれ人気があり

ますが、但馬に無い温泉施設は、次のうちどれでしょうか。 

（ａ）小町の湯 （ｂ）美人の湯 （ｃ）天女の湯 （ｄ）乙女の湯 

 

【96】湯村温泉街の中心にある源泉で摂氏９８度の豊富な温泉が湧き出ている場所を何

というでしょうか。 

  （ａ）極楽湯 （ｂ）荒湯 （ｃ）地獄湯 （ｄ）薬師湯 
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【97】但馬の冬の味覚の王様「松葉ガニ」の「メス」の漁期は、いつ頃でしょうか。 

  （ａ）１０月下旬～２月初旬 （ｂ）１１月初旬～１月初旬 

  （ｃ）１１月初旬～３月中旬 （ｄ）１２月初旬～３月中旬 

 

【98】朝来市には、円山川と市川の分水界一帯の地形的な特徴を利用して建設された日

本最大出力を誇る揚水発電所がありますが、何というでしょうか。 

（ａ）奥多々良木発電所 （ｂ）生野発電所 

（ｃ）黒川発電所    （ｄ）与布土発電所 

 

【99】豊岡市が国の天然記念物「玄武岩」にちなんだキャラクターをお披露目したとこ

ろ人気を集めていますが、そのキャラクターは、何と言うでしょうか。 

（ａ）玄さん （ｂ）岩さん （ｃ）武さん （ｄ）洞さん 

 

【100】次の但馬の地名の読み方で間違っているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）土田（つちだ）  （ｂ）指杭（さしくい） 

  （ｃ）上箇（あげ）   （ｄ）八社宮（はさみ） 

 


