次の問いに答えなさい。
【１】但馬は平成の大合併で 3 市 2 町になりました。面積で 1 番広いのは豊岡市の
697.66k ㎡ですが 2 番目に広い面積の市町は、どこでしょうか。
（ａ）養父市

（ｂ）朝来市

（ｃ）香美町

（ｄ）新温泉町

【２】兵庫県推計人口（平成 23 年 1 月 1 日現在）による但馬の市町人口について、次
の組合せで正しいのは、どれでしょうか。
（ａ）養父市－約２万４千人

（ｂ）朝来市－約３万５千人

（ｃ）香美町－約２万１千人

（ｄ）新温泉町－約１万６千人

【３】兵庫県では明石市が東経 135 度の子午線が通過していることで有名ですが、但馬
の中で子午線が通過しているところは、どこでしょうか。
（ａ）豊岡市出石町

（ｂ）朝来市山東町

（ｃ）朝来市和田山町

（ｄ）豊岡市但東町

【４】但馬の市町の中で、ＪＲの駅が 5 つ以上ある市町は、いくつあるでしょうか。
（ａ）２市町

（ｂ）３市町

（ｃ）４市町

（ｄ）５市町

【５】1925 年（大正 14 年）但馬地方に大きな被害をもたらした北但馬地震が発生しま
したが、この地震の震源地は、どこでしょうか。
（ａ）円山川河口付近

（ｂ）神鍋高原付近

（ｃ）矢田川河口付近

（ｄ）岸田川河口付近

【６】8 世紀頃中央と地方とを結ぶ主要道が整備されましたが、当時、整備された山陰
道は、但馬内のどこから入って、どこに抜けていたでしょうか。
（ａ）夜久野峠－七坂八峠

（ｂ）登尾峠－七坂八峠

（ｃ）遠阪峠－蒲生峠

（ｄ）生野峠－蒲生峠

【７】1185 年（元暦 2 年）壇ノ浦の戦いで平家が敗れ、平家の落人として豊岡市気比
に隠れ住んでいましたが、後に捕らわれ刑死し、豊岡市気比と城崎町湯島に残る 2
基の宝篋印塔がその供養塔と伝わっているのは、誰でしょうか。
（ａ）門脇宰相平教盛

（ｂ）越中次郎兵衛盛継

（ｃ）伊賀平内左衛門家長

（ｄ）矢引六郎右衛門
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※【８】次のことは、1221 年（承久 3 年）承久の変が起こったことにより、但馬の歴
史にかかる出来事を記述したものですが、誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）幕府は、但馬守護を安達親長に替えて太田昌明を新たに任じた。
（ｂ）後鳥羽上皇皇子雅成親王が流刑となり、豊岡市高屋に幽閉された。
（ｃ）流刑された親王の住まいは「但馬御所」と呼ばれた。
（ｄ）但馬守護太田政頼が但馬の所領関係を知る「但馬国大田文」を幕府に注進
【９】但馬守護が山名持豊（宗全）の頃、守護所をどこに置いていたでしょうか。
（ａ）豊岡市出石町

（ｂ）豊岡市九日市

（ｃ）香美町村岡区村岡

（ｄ）朝来市和田山町竹田

【10】1835 年（天保 6 年）に起こった仙石騒動により、幕府は家政不取り締まりの理
由を持って出石藩仙石久利の封地を 5 万 8 千石から、いくらに減封したでしょうか。
（ａ）2 万石

（ｂ）3 万石

（ｃ）4 万石

（ｄ）5 万石

【11】但馬沿岸の港は、江戸中期から明治時代にかけて日本海沿岸を航行して物資を運
んだ北前船の寄港地として栄えましたが、1847 年（弘化 4 年）の時点で久美浜代
官所へ免許申請した船数の 1 番多かった港は、どこでしょうか。
（ａ）津居山港

（ｂ）竹野港

（ｃ）香住港

（ｄ）諸寄港

【12】幕末期は、但馬各地に藩校や私塾が開設されましたが、1847 年（弘化 4 年）に
開設された私塾は、どれでしょうか。
（ａ）稽古堂

（ｂ）弘道館

（ｃ）青谿書院

（ｄ）明倫館

【13】1896 年（明治 29 年）に施行された郡制により、但馬は何郡何町村に整理統合さ
れたでしょうか。
（ａ）４郡５６町村

（ｂ）５郡６６町村

（ｃ）５郡７０町村

（ｄ）６郡７６町村

【14】新温泉町にある但馬地方で最も古い遺跡といわれている畑ケ平遺跡で、旧石器時
代のナイフ形石器が発見されていますが、約何万何千年前のものでしょうか。
（ａ）約２万５千年前

（ｂ）約３万５千年前

（ｃ）約４万５千年前

（ｄ）約５万５千年前
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【15】玄武洞の対岸にあり、但馬では類例の極めて少ない家形石棺を内蔵し、立地から
円山川や日本海の水運・海運に関する有力者の墓と考えられているのは、どれでし
ょうか。
（ａ）二見谷古墳群

（ｂ）小丸山古墳

（ｃ）大薮古墳群

（ｄ）ケゴヤ古墳

【16】県下でも４番目、但馬では最大の規模を誇る大型前方後円墳で、埴輪、葺石、楯
型周溝をすべて備えているのは、どれでしょうか。
（ａ）森尾古墳

（ｂ）池田古墳

（ｃ）城ノ山古墳

（ｄ）文堂古墳

【17】新温泉町にある芦屋（諸寄）城は、室町～戦国時代の武将、塩冶氏が居城にして
いた山城ですが、別名何城と呼ばれていたでしょうか。
（ａ）鶴ケ城

（ｂ）龍ケ城

（ｃ）孔雀ケ城

（ｄ）亀ケ城

【18】次のことは、但馬国にあったとされる但馬国分寺について記述していますが、誤
っているのは、どれでしょうか。
（ａ）但馬国府は、現在の豊岡市日高町に建てられていた。
（ｂ）最も多く出土している遺物は皿である。
（ｃ）この時代では全国でも最大級の大井戸が見つかっている。
（ｄ）1580 年（天正 8 年）羽柴秀吉が但馬攻めをした際に、堂を焼失した。
【19】次のことは、朝来市和田山町にある竹田城跡について記述したものですが、誤っ
ているものは、どれでしょうか。
（ａ）映画「天と地と」「魔界転生」のロケ地になった。
（ｂ）虎が臥せているように見えることから別名「虎臥城」と呼ばれている。
（ｃ）最後の城主山名持豊（宗全）が、豪壮な石垣城郭を築いた。
（ｄ）近江穴太衆の手による穴太流石積み技法が用いられている。
【20】2010 年但馬では 33 年ぶりに本殿と拝殿が国の重要文化財に指定された神社は、
どこでしょうか。
（ａ）出石神社

（ｂ）小田井縣神社

（ｃ）養父神社

（ｄ）名草神社

【21】農業の神として崇められた神社の祭礼日に牛市が開かれたのが牛市の始まりとさ
れ、諸国の博労が寄進した江戸中期の石灯篭が残る神社は、どれでしょうか。
（ａ）小田井縣神社

（ｂ）養父神社

（ｃ）粟鹿神社
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（ｄ）黒野神社

【22】次の中で、豊岡市気比にある「但馬五社明神」の一つである絹巻神社について記
述しているものは、どれでしょうか。
（ａ）羽柴秀吉の但馬攻めの際、戦火に焼かれ、社領、神供田を没収された。
（ｂ）県下でも有数の規模と自然性を持ったスダジイ林が成立している。
（ｃ）祭神は、天日槍命を祀り、「いっきゅうさん」の愛称で親しまれている。
（ｄ）古来より朝廷の尊崇が厚く、国家の大災に際し、４度の勅使が派遣された。
【23】弘法大師によって帰命山安養寺として開創されましたが、江戸期に現在の名に改
められ、境内には日本有数の紅梅の古木があり、別名「夏梅の庭寺」とも呼ばれて
いる寺は、どれでしょうか。
（ａ）隆国寺（豊岡市日高町）

（ｂ）円通寺（豊岡市竹野町）

（ｃ）蓮華寺（養父市大屋町）

（ｄ）帝釈寺（香美町香住区）

【24】但馬守護の山名持豊（宗全）をはじめ、垣屋・八木・太田垣氏など但馬の有力武
将たちの祈願所であった養父市八鹿町にある寺院は、どれでしょうか。
（ａ）福王寺

（ｂ）日光院

（ｃ）浅間寺

（ｄ）今滝寺

【25】新温泉町諸寄にある江戸時代から「馬北（北但馬）の鬼道場」と知られ、代々名
僧が出ており、中でも、曹洞宗を復興した学僧玄楼和尚が第 12 世住職であった寺
は、どれでしょうか。
（ａ）玉田寺

（ｂ）正楽寺

（ｃ）善住寺

（ｄ）龍満寺

【26】京都の天竜寺から移植されたもので、幹周りでは西日本一の大きさを持ち、兵庫
県指定天然記念物となっている樹齢 250 年の巨木は、どれでしょうか。
（ａ）白藤神社の大モミ

（ｂ）樽見の大ザクラ

（ｃ）建屋のヒダリマキガヤ

（ｄ）泰雲寺のシダレザクラ

【27】一円電車の愛称で親しまれていた明神電車は、1985 年（昭和 60 年）に廃止され
ましたが、どの区間を結んでいたでしょうか。
（ａ）明延―新井 （ｂ）明延―生野 （ｃ）明延―神子畑 （ｄ）神子畑―生野
【28】神子畑鉱山で採掘された鉱石を生野の精錬所へ運ぶために建設された鉱石運搬専
用道路には「神子畑鋳鉄橋」を含め、当時鉄橋はいくつ架けられていたでしょうか。
（ａ）３

（ｂ）５

（ｃ）８

（ｄ）１１
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【29】日本有数の鉱山として栄え、明治政府で最も早く官行が決定し、日本の近代化に
貢献した生野鉱山が閉山したのは、いつでしょうか。
（ａ）１９１９年 (大正６年)

（ｂ）１９７３年 (昭和４８年)

（ｃ）１９８５年 (昭和６０年)

（ｄ）１９８７年 (昭和６２年)

【30】トレッスル式鉄橋としては日本一の規模を誇っていた余部鉄橋は、2010 年 8 月
にコンクリート橋に架け替えられましたが、新たな防風対策が施され、風速何メー
トルまで運行可能となったでしょうか。
（ａ）毎秒２０ｍ

（ｂ）毎秒３０ｍ

（ｃ）毎秒４０ｍ

（ｄ）毎秒５０ｍ

【31】山陰線最後の工区となった香住～久谷間にある山陰線のトンネルで 1 番長い「桃
観トンネル」の長さは、約何メートルでしょうか。
（ａ）約１，０００ｍ

（ｂ）約２，０００ｍ

（ｃ）約３，０００ｍ

（ｄ）約４，０００ｍ

【32】1929 年（昭和 4 年）に開通した江原駅と出石町を結ぶ出石鉄道は、不要不急線
として鉄道の鉄材が撤去され短命な路線でしたが、営業休止となったのは、いつで
しょうか。
（ａ）１９３９年（昭和１４年）

（ｂ）１９４４年（昭和１９年）

（ｃ）１９４９年（昭和２４年）

（ｄ）１９５４年（昭和２９年）

【33】日本に 3 ヵ所しかない鉄道のラチス桁橋梁のうち、2 ヵ所は但馬にあります。
その 2 ヵ所が正しいのは、どれでしょうか。
（ａ）円山川橋梁と余部橋梁

（ｂ）岸田川橋梁と矢田川橋梁

（ｃ）竹野川橋梁と田君川橋梁

（ｄ）建屋川橋梁と大屋川橋梁

【34】ＪＲ餘部駅とともに、但馬の駅の中で「近畿の駅百選」に認定された駅は、どれ
でしょうか。
（ａ）八鹿駅

（ｂ）城崎温泉駅

（ｃ）浜坂駅

（ｄ）竹野駅

【35】豊かな自然環境に恵まれた但馬には、4 つの県立自然公園があります。但馬山岳、
出石糸井、朝来群山とあと一つは、どれでしょうか。
（ａ）多紀連山県立自然公園

（ｂ）音水ちくさ県立自然公園

（ｃ）雪彦峰山県立自然公園

（ｄ）清水東条湖県立自然公園
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【36】2010 年 10 月山陰海岸ジオパークが世界ジオパークに認定されたことにより、
国内の世界ジオパークは、何ヵ所になったでしょうか。
（ａ）２カ所

（ｂ）３カ所

（ｃ）４カ所

（ｄ）５カ所

【37】山陰海岸ジオパークのエリアで正しいのは、どれでしょうか。
（ａ）宮津市天橋立～鳥取市鳥取砂丘まで
（ｂ）伊根町～岩美町浦富海岸まで
（ｃ）京丹後市琴引浜～鳥取市鳥取砂丘まで
（ｄ）京丹後市経ケ岬～鳥取市白兎海岸まで
【38】世界に先駆けて玄武洞の地磁気逆転を発見したのは、誰でしょうか。
（ａ）柴野栗山

（ｂ）小藤文次郎

（ｃ）松山基範

（ｄ）小柴昌俊

【39】豊岡市竹野町にある猫崎半島で、兵庫県指定天然記念物になっている海水の浸食
作用でできたものは、何でしょうか。
（ａ）はさかり岩

（ｂ）波食甌穴群

（ｃ）宇日流紋岩の流理

（ｄ）ゾウの足跡化石

【40】国指定の名勝となっている香住海岸の今子浦には、千畳敷、但馬赤壁と並んで、
ある動物にそっくりな岩がありますが、ある動物とは何でしょうか。
（ａ）カエル

（ｂ）獅子

（ｃ）ウサギ

（ｄ）馬

【41】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、どれでしょうか。
（ａ）瀞川山

（ｂ）鉢伏山

（ｃ）来日岳

（ｄ）妙見山

【42】標高 1,103ｍ。但馬の南端に近い位置にあり、但馬の山々を南側から眺められる
面白い山は、どれでしょうか。
（ａ）段ケ峰

（ｂ）粟鹿山

（ｃ）青倉山

（ｄ）須留ケ峰

【43】次の但馬にある滝の記述に、誤りがあるのは、どれでしょうか。
（ａ）猿尾滝－日本の滝 100 選に選ばれ、上下２段の滝からなる落差は 60ｍある。
（ｂ）霧ケ滝－小又川渓谷の奥にあり、周辺は霧のように水しぶきが立ち込める。
（ｃ）吉滝－別名「裏見の滝」と呼ばれ、裏からの滝の流れを見ることができる。
（ｄ）天滝－日本の滝 100 選に選ばれ、落差は県下一を誇り 98ｍある。
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【44】2010 年 10 月豊岡市で第 4 回コウノトリ未来・国際かいぎが開催されました。
第 1 回目が開催されたのはコウノトリ野生復帰計画が策定された年ですが、いつ
でしょうか。
（ａ）平成６年６月

（ｂ）平成７年７月

（ｃ）平成１２年７月

（ｄ）平成１７年９月

【45】2010 年但馬の中で、世界の重要な湿地を守る「ラムサール条約」登録湿地の日
本国内における潜在候補地の一つとして選定されたところは、どこでしょうか。
（ａ）大屋町加保坂湿地
（ｂ）円山川下流域及び周辺水田
（ｃ）氷ノ山山頂下の古千本・千本杉の周辺湿地
（ｄ）新温泉町田君川のバイカモ群落湧水地
【46】但馬地域に多く生息するニホンジカは、天然資源として見直されています。主
なシカ肉の主な栄養的特徴は 3 つありますが、高タンパク、低脂肪と、もう一つは
何でしょうか。
（ａ）鉄分豊富 （ｂ）カロリー豊富 （ｃ）炭水化物豊富 （ｄ）食物繊維豊富
【47】但馬に定着しているニホンザルの群れは、何群あるでしょうか。
（ａ）２群

（ｂ）２０群

（ｃ）５０群

（ｄ）２００群

【48】次の樹木とその記述の組合せが誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）畑上の大トチノキ－国指定天然記念物、トチノキでは県下第 1 位の巨木
（ｂ）八代の大ケヤキ－国指定天然記念物、樹齢は 1,600 年と推測される古木
（ｃ）桑野本の大イチョウ－兵庫県指定天然記念物、樹高は 44ｍ
（ｄ）口大屋の大アベマキ－国指定天然記念物、推定樹齢は約 400 年
【49】但馬には、海中の景観を保護するために指定された「海域公園」（従来の名称海
中公園）は 4 カ所ありますが、その内、スノーケルやカヌーなどが体験できるスノ
ーケルセンター・ビジターセンターがあるのは、どこでしょうか。
（ａ）豊岡海域公園
（ｃ）浜坂海域公園

（ｂ）竹野海域公園
田井の浜

（ｄ）浜坂海中海域
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海金剛

【50】兵庫県指定天然記念物で支幹が左巻きであることから「捻幹カツラ」ともよばれ
ているカツラの巨木は、どこの大カツラでしょうか。
（ａ）糸井の大カツラ

（ｂ）別宮の大カツラ

（ｃ）兎和野の大カツラ

（ｄ）和地の大カツラ

【51】氷ノ山山頂下にある「古生沼」では北方系の多くの植物を生育させていますが、
西日本で当地にだけ見られる植物は「ヤチスゲ」ともう１種類は、どれでしょうか。
（ａ）サギソウ （ｂ）オキナグサ （ｃ）ミズアオイ （ｄ）ツマトリソウ
【52】養父市大屋町の加保坂湿地には、但馬が亜寒帯域であった証として、ミズバショ
ウが自生しています。この植物が、比較的暖かい但馬で残れた主な理由は、どれ
でしょうか。
（ａ）山の深いところにあったため
（ｂ）山の尾根にあったため
（ｃ）陽が当たらないところにあったため
（ｄ）湧水に浸るところにあったため
【53】ハチ北高原の標高 700m 付近に自生しているサトイモ科の植物で、3,000 株を超
える群落が兵庫県指定天然記念物になっている植物は、どれでしょうか。
（ａ）ミツガシワ

（ｂ）オキナグサ

（ｃ）ヤマドリゼンマイ

（ｄ）ザゼンソウ

【54】田舎の豪族が家の子郎党に剣術を教えたことに由来し、県芸術文化協会の 2009
年度ふるさと文化賞を受賞した、お盆に披露される伝統芸能は、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）丹土はねそ踊り

（ｄ）宮神楽

【55】新温泉町や香美町に伝わる麒麟獅子舞はそれぞれに舞い方、囃しのリズムなどが
微妙に異なります。特に二頭舞（雌雄の舞）が行われているのは、但馬では浜坂宇
都野神社ともう一つは、どこでしょうか。
（ａ）三尾八柱神社

（ｂ）居組大歳神社

（ｃ）諸寄為世永神社

（ｄ）越坂牛ヶ峰神社
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【56】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」が行われますが、何本の矢を射るのでしょうか。
（ａ）100 本

（ｂ）101 本

（ｃ）108 本

（ｄ）矢を射る人の年齢の合計

【57】次の伝統芸能と行われる神社の組合せが正しいものは、どれでしょうか。
（ａ）大杉ざんざこ踊－社日枝神社
（ｂ）若杉ざんざか踊－三社神社
（ｃ）九鹿ざんざか踊り－二ノ宮神社
（ｄ）寺内ざんざか踊り－久谷八幡神社
【58】養父市別宮の八幡神社で年の初めに豊作・無病息災を祈願する祭礼の「お綱打ち」
は、上組と下組に分かれ綱引きを行いますが、何回綱を引くのでしょうか。
（ａ）５回

（ｂ）７回

（ｃ）１０回

（ｄ）１２回

【59】秋祭りに行われる古式相撲で、国選択無形民俗文化財になっているネッテイ相撲
が奉納される神社は、どれでしょうか。
（ａ）安牟加神社

（ｂ）養父神社

（ｃ）表米神社

（ｄ）水谷神社

【60】新温泉町の面沼神社で毎年 2 月 11 日に行われる祭りでは、境内の池にある小さ
な島に生える植物の芽の形・大きさ・光沢・色具合などで、その年の吉凶・景気を
占いますが、それは何の芽でしょうか。
（ａ）ニラ

（ｂ）ショウガ

（ｃ）ミョウガ

（ｄ）フキノトウ

【61】次のことは豊岡市出石町宮内にある出石神社で行われる「幟まわし」について記
述したものですが、誤っているものは、どれでしょうか。
（ａ）５月５日節句の日に行われ、初節句を迎える男の子がいる家を回る。
（ｂ）古式の装束をまとうのは、地元宮内地区の中学生
（ｃ）門前で歌を歌いながら丸い輪になり、歌と竹法螺にあわせ６本の幟をまわす。
（ｄ）幟には豊臣秀吉や静御前などの姿が描かれている。
【62】養父市関宮出身で、1959 年（昭和 34 年）に発表した作品「甲賀忍法帖」を皮
切りに、忍法帖シリーズで一世を風靡した作家は、誰でしょうか。
（ａ）山田風太郎

（ｂ）近藤朔風

（ｃ）前田純孝
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（ｄ）京極杞陽

【63】豊岡市出石町下谷の由緒ある禅寺に生まれましたが、寺を継ぐことよりも絵画の
道を選び、女性美を礼賛する作品を極め、1996 年（平成 8 年）には文化勲章を受
章した西洋画家は、誰でしょうか。
（ａ）青山熊治

（ｂ）和田三造

（ｃ）白瀧幾之助

（ｄ）伊藤清永

【64】新温泉町二日市出身で、書を上田桑鳩に学び、前衛書道の草分け的存在として
海外でも活躍した現代書道の先駆者は、誰でしょうか。
（ａ）宇野雪村

（ｂ）淀井敏夫

（ｃ）丸山修三

（ｄ）藤原東川

【65】次の但馬出身の人物と、成し遂げた功績を称えた呼び名との組合せに誤りがある
のは、どれでしょうか。
（ａ）池田草庵－「但馬聖人」

（ｂ）河本重次郎－「日本近代眼科の父」

（ｃ）赤木正雄－「憲政の神様」

（ｄ）篠原無然－「飛騨聖人」

【66】但馬は各所に温泉施設が点在していますが、1991 年（平成 3 年）環境省から「国
民保養温泉地」に指定されたのは、どこの温泉でしょうか。
（ａ）矢田川温泉

（ｂ）黒川温泉

（ｃ）浜坂温泉

（ｄ）城崎温泉

【67】城崎温泉を流れる大谿川の護岸には、大正 14 年の北但馬地震後の復興に際し、
あるところの石が使われましたが、それはどこの石だったのでしょうか。
（ａ）玄武洞の玄武岩

（ｂ）神鍋山の溶岩

（ｃ）豊岡城の石垣

（ｄ）生野のカラミ石

【68】香美町でブランド化が奨められている香住ガニ（ベニズワイガニ）は、何という
漁法で捕られているでしょうか。
（ａ）カゴ漁法 （ｂ）沖合底引き網漁法 （ｃ）まき網漁法 （ｄ）定置網漁法
【69】城崎温泉の温泉客に人気の高い土産物となっている「麦わら細工」に使われる
材料は、どれでしょうか。
（ａ）コムギ

（ｂ）ライムギ

（ｃ）ハトムギ

（ｄ）オオムギ

【70】明治から昭和にかけて但馬の養蚕の中心地として栄え、生糸取引の商いで隆盛を
誇った時代、「大正ロマンの漂う町」と評されたのは、どこでしょうか。
（ａ）城崎町温泉地区

（ｂ）八鹿町八鹿地区

（ｃ）和田山町竹田地区

（ｄ）新温泉町湯・細田地区
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【71】1870 年（明治 3 年）に建設された入母屋造の屋根をもつ母屋や、白の漆喰塗り
が特徴の香美町で初めて国の登録有形文化財に選ばれた住宅は、どれでしょうか。
（ａ）赤木家住宅

（ｂ）平尾家住宅

（ｃ）宿南家住宅 （ｄ）森田家住宅

【72】昔話で、但馬の国も治めようとしていた、出雲の国の大国主命（大黒様）と、新
羅の国から日本に移住して住むところを探していた天日槍命が但馬の国に入ろう
として争った山は、どれでしょうか。
（ａ）三川山（香美町）

（ｂ）扇ノ山（新温泉町）

（ｃ）大岡山（豊岡市）

（ｄ）藤無山（養父市）

【73】2007 年（平成 19 年）2 月に但馬の医療再編が合意され、但馬で 24 時間・365 日
体制の救急を担うこととされた病院は、どれでしょうか。
（ａ）和田山病院、八鹿病院

（ｂ）浜坂病院、豊岡病院

（ｃ）日高病院、豊岡病院

（ｄ）豊岡病院、八鹿病院

【74】2010 年 5 月（平成 22 年）但馬－伊丹空港を結ぶ旅客機で、機体にコウノトリの
絵が描かれた「夢ひこうき」は、機体再塗装のためラストフライトを迎えましたが、
機体には、何をくわえたコウノトリが描かれていたでしょうか。
（ａ）松葉ガニとサクラ
（ｂ）杞柳細工とやなぎ
（ｃ）豊岡のかばんと四つ葉のクローバー
（ｄ）但馬ちりめんとチューリップ
※【75】次の組合せで誤っているのは、どれでしょうか。
（ａ）日本の秘境百選－瀞川渓谷

（ｂ）日本 100 名城－竹田城

（ｃ）日本の夕陽百選－竹野海岸の夕陽 （ｄ）日本の棚田百選（うへ山、西ヶ丘）
【76】次の但馬の出来事で１番早く起こったものは、どれでしょうか。
（ａ）北但馬地震がおこる
（ｂ）丹波職人が出石に製陶技術を教え、出石焼が始まる
（ｃ）円山川と市川を結んで播磨や大阪へ荷を運ぶ「近廻り通船」が始まる
（ｄ）生野銀山の産出量が減少したため、生野奉行から生野代官に改称
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【77】2010 年（平成 22 年）6 月県立コウノトリ郷公園の仮設人工巣塔から、野生コウ
ノトリの雌と放鳥の雄との間に生まれた幼鳥が１羽巣立ちましたが、野生の血統を
受け継ぐコウノトリの巣立ちは、国内で何年ぶりだったのでしょうか。
（ａ）２９年

（ｂ）３９年

（ｃ）４９年

（ｄ）５９年

【78】2010 年 4 月日本海側では初めての取り組みであります「ドクターヘリ」が公立
豊岡病院を拠点として周航しましたが、運行範囲は原則として、半径何㎞圏内にか
かる消防本部の管轄区域でしょうか。
（ａ）３０㎞

（ｂ）５０㎞

（ｃ）７０㎞

（ｄ）１００㎞

【79】2010 年（平成 22 年）12 月公立豊岡病院に、悪天候などの際に運行できない「ド
クターヘリ」を補完するために配備された「ドクターカー」の運行が開始されまし
たが、12 月現在、ドクターカーの運行範囲は、どれでしょうか。
（ａ）但馬３市２町
（ｂ）但馬３市２町・丹波地域
（ｃ）但馬３市２町・京都府北部・鳥取県東部
（ｄ）但馬３市２町・丹波地域・京都府北部・鳥取県西部
【80】（財）但馬ふるさとづくり協会発行の情報誌「T2」77 号の「新但馬の七不思議」
にノミネートされている事柄で、「勅使門に彫られた鳳凰は名作ゆえに夜な夜な飛
び出すので、右扉の鳳凰が首から下だけになっている」と伝えられている鳳凰の彫
刻がある神社は、どれでしょうか。
（ａ）中嶋神社

（ｂ）青倉神社

（ｃ）出石神社
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（ｄ）粟鹿神社

