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次の問いに答えなさい。

【1】 兵庫県推計人口（平成23年12月1日現在）が30,000人を超えている但馬の市町はい

くつあるでしょうか。

（ａ）１ （ｂ）２ （ｃ）３ （ｄ）４

【2】 日本海には寒流と暖流が流れ込んでいて、豊かな漁場となっています。日本海に流れ込

んでいる寒流は何と呼ばれているでしょうか。

（ａ）対馬海流 （ｂ）黒潮 （ｃ）親潮 （ｄ）リマン海流

【3】 次のうち、境界が但馬地域と但馬地域外にまたがっている峠は、どれでしょうか。

（ａ）はさまじ峠 （ｂ）蒲生峠 （ｃ）鋳物師戻峠 （ｄ）春来峠

【4】 「耀山」と書いて「かかやま」と読みます。この地名はどこにあるでしょうか。

（ａ）養父市 （ｂ）朝来市 （ｃ）香美町 （ｄ）新温泉町

【5】 朝来市山東町にあり、朝来市のマスコットの名前にもなっている直径約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

【6】 1285 年（弘安 8）に但馬守護が幕府に注進した中世但馬の所領関係を知る貴重な史料

の名前で正しいのは次のうちどれでしょうか。

（ａ）但馬国池田文 （ｂ）但馬国大田文

（ｃ）但馬国前田文 （ｄ）但馬国堀田文

【7】 羽柴秀吉が山名氏を滅ぼした後、但馬の主要な城に大名を配置しました。別所氏が任命

された養父市にある城はどれでしょうか。

（ａ）有子山城 （ｂ）芦屋城 （ｃ）竹田城 （ｄ）八木城

【8】 江戸時代「御所務山」という鉱山に対する最高位の称号が与えられた但馬の鉱山はどれ

でしょうか。

（ａ）中瀬金山 （ｂ）金原鉱山 （ｃ）生野銀山 （ｄ）明延銅山

【9】 幕末期は但馬各地で教育熱の高まった時期です。青谿書院を開設したのは誰でしょうか。

（ａ）相馬九方 （ｂ）北垣国道 （ｃ）原 六郎 （ｄ）池田草庵

【10】 江戸時代末期 1863 年（文久 3）に全国に先駆けて倒幕の口火を切り、尊皇攘夷を掲げ

た平野国臣らが起こした事件は、何だったでしょうか。

（ａ）出石の変 （ｂ）村岡の変 （ｃ）豊岡の変 （ｄ）生野の変
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【11】 1871 年（明治 4）に廃藩置県が行われ、但馬は豊岡・出石のほか 3県を合わせて 5県

となりましたが、これに含まれないのはどれでしょうか。

（ａ）村岡 （ｂ）生野 （ｃ）久美浜 （ｄ）岩美

【12】 次の鉄道で一番早く全線開通したのはどこでしょうか。

（ａ）播但線 （ｂ）山陰線 （ｃ）出石鉄道 （ｄ）宮津線（舞鶴～豊岡間）

【13】 1917 年（大正 6）に卑弥呼の鏡ともいわれる「正始元年」で始まる文字が刻まれた「三角

縁神獣鏡」が発見された豊岡市にある古墳はどれでしょうか。

（ａ）茶臼山古墳 （ｂ）大薮古墳群 （ｃ）二方古墳 （ｄ）森尾古墳

【14】 南北30ｍ、東西36ｍ、高さ5ｍの大型円墳で、この地方における首長層の墳墓と推定さ

れる城ノ山古墳はどこにあるでしょうか。

（ａ）豊岡市 （ｂ）養父市 （ｃ）朝来市 （ｄ）香美町

【15】 741 年（天平 13）聖武天皇の命により国分寺が建てられた場所は次のうちどこでしょう

か。

（ａ）豊岡市日高町 （ｂ）豊岡市出石町

（ｃ）豊岡市城崎町 （ｄ）養父市八鹿町

【16】 但馬守護の山名持豊によって築かれ、羽柴秀吉による但馬平定後、「木崎城（城崎

城）」から「豊岡城」と改名された城址はどの山にあるでしょうか。

（ａ）山王山 （ｂ）此隅山 （ｃ）神武山 （ｄ）三開山

【17】 次のうち、城の名前と所在地の組合せが正しくないのは、どれでしょうか。

（ａ）有子山城－豊岡市 （ｂ）芦屋城－新温泉町

（ｃ）三開山城－豊岡市 （ｄ）竹田城－香美町

【18】 次の祭礼と神社の組合せで誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）菓子祭り（久久比神社） （ｂ）ネッテイ相撲（水谷神社）

（ｃ）竹田松明祭（愛宕神社） （ｄ）瓶子渡祭（粟鹿神社）

【19】 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

の見物人が訪れるのはどれでしょうか。

（ａ）温泉神社 （ｂ）絹巻神社 （ｃ）四所神社 （ｄ）桑原神社
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【20】 出石神社の祭神と一般にいわれているのはどれでしょうか。

（ａ）天日槍命 （ｂ）大国主命 （ｃ）須佐之男命 （ｄ）田道間守命

【21】 出雲大社から譲り受けた三重の塔がある名草神社はどこにあるでしょうか。

（ａ）氷ノ山 （ｂ）鉢伏山 （ｃ）妙見山 （ｄ）三川山

【22】 豊岡市日高町にあり、４月下旬から５月上旬頃にはボタンの花が咲き乱れ、通称「ボタン

寺」としても親しまれているのは、どの寺でしょうか。

（ａ）隆国寺 （ｂ）安国寺 （ｃ）円通寺 （ｄ）正福寺

【23】 沢庵和尚の功績を讃え、別名「沢庵寺」とも呼ばれるお寺はどれでしょうか。

（ａ）蔵雲寺 （ｂ）蓮花寺 （ｃ）総持寺 （ｄ）宗鏡寺

【24】 県の天然記念物に指定されているウツギノヒメハナバチ群生地があるお寺はどれでしょう

か。

（ａ）帝釈寺 （ｂ）楽音寺 （ｃ）大同寺 （ｄ）円龍寺

【25】 香美町の大乗寺は国の重要文化財に指定されている障壁画で有名ですが、別名何と呼

ばれているでしょうか。

（ａ）慈覚寺 （ｂ）行基寺 （ｃ）道智寺 （ｄ）応挙寺

【26】 明延鉱山の最盛期には日本の 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

【27】 1925 年（大正 14）の北但大震災後に復興した建物で、防火建築の促進を目的とした建

物（豊岡復興建築群）に含まれ、現存している建物はどれでしょうか。

（ａ）但馬銀行本店 （ｂ）ＪＲ豊岡駅

（ｃ）豊岡警察署 （ｄ）豊岡市役所南庁舎別館（旧兵庫県農工銀行）

【28】 次の橋のうち国の重要文化財に指定されているのはどの橋でしょうか。

（ａ）神子畑鋳鉄橋 （ｂ）羽淵鋳鉄橋

（ｃ）余部橋りょう （ｄ）城崎温泉弓型橋群・王橋

【29】 2010 年（平成 22）に新橋りょうに架け替えられる以前の余部鉄橋は、日本一の規模を

誇るトレッスル式鉄橋であった。この余部鉄橋が開通したのはいつだったでしょうか。

（ａ）1906 年（明治 39 年） （ｂ）1912 年（明治 45 年）

（ｃ）1929 年（昭和 4年） （ｄ）1932 年（昭和７年）
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【30】 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

【31】 ＪＲ山陰本線竹野駅駅舎は、建設されてから 2011 年（平成 23）で何年目となったでしょ

うか。

（ａ）６０年目 （ｂ）８０年目 （ｃ）１００年目 （ｄ）１２０年目

【32】 昭和 4年に開通した出石鉄道は、山陰本線のどの駅と連絡していたでしょうか。

（ａ）和田山駅 （ｂ）八鹿駅 （ｃ）江原駅 （ｄ）豊岡駅

【33】 現存する明治期の芝居小屋としては近畿地方で唯一の「出石永楽館」が 2008 年（平成

20）、44 年ぶりに復原し、こけら落とし公演が行われましたが、何が行われたでしょうか。

（ａ）雅楽 （ｂ）歌舞伎 （ｃ）落語 （ｄ）日本舞踊

【34】 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は何というでしょうか。

（ａ）ふるさと （ｂ）まほろば （ｃ）まがたま （ｄ）はにわ

【35】 新温泉町浜坂湾東部から香美町香住区伊笹岬までの海岸は但馬御火浦と呼ばれ国指

定名勝及び天然記念物となっています。但馬御火浦に含まれないのは次のうちどこでしょ

うか。

（ａ）田井の浜 （ｂ）三尾大島 （ｃ）鋸岬と旭洞門 （ｄ）鎧の袖

【36】 但馬には、海域公園が 3地区４ケ所あります。誤っている地区はどれでしょうか。

（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

【37】 次のうち山陰海岸ジオパークに含まれない所はどれでしょうか。

（ａ）鳥取砂丘 （ｂ）扇ノ山 （ｃ）神鍋山 （ｄ）天の橋立

【38】 休館中であった「浜坂マリンポーチ」が改修され、ジオパークの魅力を伝える拠点施設に

なりましたが、何という名称でしょうか。

（ａ）海の文化館 （ｂ）山陰海岸学習館

（ｃ）山陰海岸ジオパーク館 （ｄ）渚交流館

【39】 次の但馬の山で一番標高の高い山はどれでしょうか。

（ａ）氷ノ山（須賀ノ山） （ｂ）瀞川山 （ｃ）段ケ峰 （ｄ）鉢伏山
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【40】 国道 482 号で豊岡市日高町と香美町村岡区を結ぶトンネルが通るのはどの山でしょう

か。

（ａ）三川山 （ｂ）蘇武岳 （ｃ）大岡山 （ｄ）来日岳

【41】 次のうち香美町にある上下 2段に分かれていて日本の滝 100 選に選ばれている滝はど

れでしょうか。

（ａ）猿尾滝 （ｂ）天滝 （ｃ）霧滝 （ｄ）吉滝

【42】 豊岡市日高町にあり、急傾斜の谷間には約３㎞にわたり大小さまざまな４８の滝がある渓

谷はどれでしょうか。

（ａ）小又川渓谷 （ｂ）阿瀬渓谷 （ｃ）奥山渓谷 （ｄ）小代渓谷

【43】 推定樹齢2000年で、国の天然記念物にも指定されているカツラの巨木がある但馬南部

の渓谷の名前は何でしょうか。

（ａ）糸井渓谷 （ｂ）黒川渓谷 （ｃ）天滝渓谷 （ｄ）横行渓谷

【44】 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生家跡にあり、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

【45】 但馬には多くの巨木がありますが、養父市樽見、日高町知見、新温泉町竹田にある有名

な巨木に共通するのは何の木でしょうか。

（ａ）ケヤキ （ｂ）カツラ （ｃ）サクラ （ｄ）スギ

【46】 養父市大屋町加保に晩氷河期以来自生している植物で、県指定天然記念物となってい

るのはどれでしょうか。

（ａ）ミツガシワ （ｂ）ミズバショウ （ｃ）ザゼンソウ （ｄ）オキナグサ

【47】 円山川下流域を「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」に登録

する活動が行われていますがその条約の一般の呼び名は何というでしょうか。

（ａ）ラムサール条約 （ｂ）マーストリヒト条約

（ｃ）バーゼル条約 （ｄ）パリ条約

【48】 コウノトリとの共生を目指す環境づくりを進める「コウノトリ育む農法」から生まれた米は何と

いうブランド名で売られているでしょうか。

（ａ）コウノトリと共生するお米 （ｂ）コウノトリと暮らすお米

（ｃ）コウノトリ育むお米 （ｄ）コウノトリ守るお米
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【49】 コウノトリの模様で正しいのはどれでしょうか。

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

【50】 養父市、朝来市、新温泉町の計 5 ヵ所で継承されている依り代となるものを身につけ、太

鼓を打ち鳴らしながら踊る但馬の伝統芸能は何というでしょうか。

（ａ）麒麟獅子舞 （ｂ）ざんざか（ざんざこ）踊り （ｃ）万歳 （ｄ）太刀振り

【51】 豊岡市竹野町轟の蓮華寺に伝わる県指定無形民俗文化財で、盆の施餓鬼供養の仏事

として行われるのは次のうちどれでしょうか。

（ａ）太鼓踊り （ｂ）はねそ踊り （ｃ）芸踊り （ｄ）さえもん踊り

【52】 但馬で唯一国の有形民俗文化財に指定されている葛畑農村歌舞伎舞台がある市町は

どこでしょうか。

（ａ）養父市 （ｂ）豊岡市 （ｃ）香美町 （ｄ）新温泉町

【53】 新温泉町海上の傘踊りは、江戸期から伝わる儀式ですが、何を願う儀式でしょうか。

（ａ）豊作 （ｂ）雨 （ｃ）豊漁 （ｄ）雪

【54】 天下泰平、国家安穏などを祈願し、舞を氏神に奉納する三番叟が残っている市町はどこ

でしょうか。

（ａ）豊岡市 （ｂ）養父市 （ｃ）朝来市 （ｄ）香美町

【55】 毎年 1月 14日に養父市大屋町で行われる祭りで、燃え盛る松明の炎で鬼を追い払い、

その年の無病息災を願い「マーイソーナイ」とはやし立てる祭りは次のうちどれでしょうか。

（ａ）まいそうまつり （ｂ）松岡御柱まつり

（ｃ）竹田松明祭 （ｄ）愛宕の火祭り
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【56】 三たん（但馬・丹波・丹後）一の大祭ともいわれる祭りで、但馬の春を告げる祭りとして、

「これが終わるともう雪は降らない。｣という俗諺がある祭りは次のうちどれでしょうか。

（ａ）出石初午大祭 （ｂ）瀞川稲荷大祭

（ｃ）三川権現大祭 （ｄ）鬼子母神大祭

【57】 養父市のお走り祭りで、神輿を担いで渡る「川渡御」が行われるのは次のうちどの川でしょ

うか。

（ａ）大屋川 （ｂ）建屋川 （ｃ）米地川 （ｄ）八木川

【58】 5月5日に中学生達が初節句を迎える男の子がいる家々を回り、門前で丸い輪を描きな

がら5本の幟を持ち、歌を歌い、竹法螺を吹きながら祝う「幟まわし」が行われるのは次のう

ちどの神社でしょうか。

（ａ）日の出神社 （ｂ）出石神社 （ｃ）中嶋神社 （ｄ）宇都野神社

【59】 月おくれの端午の節句（6月 5日）を中心に行われる菖蒲綱引きが但馬では 3 ヵ所で伝

承されています。香美町村岡区和田と新温泉町久谷とあと１ヵ所はどこでしょうか。

（ａ）朝来市和田山町竹田 （ｂ）新温泉町湯

（ｃ）養父市別宮 （ｄ）香美町香住区三川

【60】 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どの武将でしょうか。

（ａ）源 頼光 （ｂ）源 頼家 （ｃ）源 頼政 （ｄ）源 頼義

【61】 明治時代に鉱業家として名をはせ、後に人材育成や豊岡市上水道建設費の寄附などを

行い、現在豊岡市内に銅像があるのは次のうち誰でしょうか。

（ａ）北垣国道 （ｂ）桜井 勉 （ｃ）中江種造 （ｄ）原 六郎

【62】 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）近藤朔風 （ｂ）東井義雄 （ｃ）太田垣士郎 （ｄ）河本重次郎

【63】 朝来市生野町出身の三巨匠と称される洋画家は、和田三造、青山熊治とあと一人は次

のうち誰でしょうか。

（ａ）白瀧幾野助 （ｂ）浜尾 新（ｃ）堀田瑞松（ｄ）前田純孝

【64】 1887 年（明治 20）豊岡市に生まれ、治水事業に尽くし砂防の神様と呼ばれた農学博

士で、豊岡市名誉市民で文化勲章も受章したのは誰でしょうか。

（ａ）赤木正雄 （ｂ）篠原無然 （ｃ）丸山修三 （ｄ）北条秀一
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【65】 新温泉町浜坂出身の登山家で、単独行の草分けとして知られ、新田次郎の小説「孤高

の人」のモデルとなった人物は誰でしょうか。

（ａ）山田六郎 （ｂ）加藤文太郎 （ｃ）太田垣士郎 （ｄ）和田完ニ

【66】 2011 年（平成 23）2 月に生誕 100 年となった洋画家で、女性美を追究した作品を多

数描いた豊岡市出石町出身の人物は誰でしょうか。

（ａ）木地三郎 （ｂ）宇野雪村 （ｃ）伊藤清永 （ｄ）淀井敏夫

【67】 植村直己が達成した偉業で誤っているのは、次のうちどれでしょうか。

（ａ）アマゾン川の筏下り （ｂ）犬ぞりによる北極点到達

（ｃ）南極大陸横断 （ｄ）エベレスト登頂

【68】 次の各人物にゆかりのある施設（カッコ書き）の名称が誤っているのはどれでしょうか。

（ａ）淀井敏夫（あさご芸術の森美術館） （ｂ）斎藤隆夫（静思堂）

（ｃ）山田風太郎（忍法帖記念館） （ｄ）植村直己（植村直己冒険館）

【69】 次の芸能人・有名人のうち、但馬出身でないのは誰でしょうか。

（ａ）今井雅之（俳優） （ｂ）能見篤史（プロ野球選手）

（ｃ）松浦亜弥（歌手） （ｄ）笑福亭鶴笑（落語家）

【70】 ＮＨＫ朝の連続テレビ小説にその生い立ちを採用してもらおうとする活動が行われている

朝来市和田山町出身の児童文学作家で、代表作「じろはったん」を書いたのは誰でしょう

か。

（ａ）森 はな （ｂ）森 たけ （ｃ）森 うめ （ｄ）森 まつ

【71】 夏の日本海の風物詩である「漁火」は何の漁をしている漁船の明かりでしょうか。

（ａ）サザエ （ｂ）イカ （ｃ）アジ （ｄ）ハタハタ

【72】 湯村温泉は、ＮＨＫドラマで一躍有名になった温泉ですが、そのドラマはどれでしょうか。

（ａ）土佐日記 （ｂ）十六夜日記 （ｃ）更級日記 （ｄ）夢千代日記

【73】 但馬にはたくさんの温泉施設がありますが、次のうち外湯温泉施設の名称が正しいのはど

れでしょうか。

（ａ）たんたん温泉「誕生の湯」 （ｂ）ハチ北温泉「おじろん」

（ｃ）浜坂温泉「ゆーらく館」 （ｄ）とがやま温泉「天女の湯」
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【74】 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

【75】 ホタルイカは富山湾の特産と知られていますが、但馬でホタルイカの水揚げ量日本一に

なったことがある漁港はどこでしょうか。

（ａ）津居山漁港 （ｂ）柴山漁港 （ｃ）香住漁港 （ｄ）浜坂漁港

【76】 1929 年（昭和 4）に苗木を植えて栽培に取り組んだのが兵庫県の二十世紀梨の発祥と

いわれていますが、それはどの市町だったでしょうか。

（a）新温泉町 （b）養父市 （c）豊岡市 （d）香美町

【77】 岩津ねぎは根深ねぎと葉ねぎの兼用種であり、柔白部分から葉先部分まで食べられるの

が特徴です。次のうち、どのねぎの改良種といわれているでしょうか。

（ａ）深谷ねぎ （ｂ）九条ねぎ （ｃ）千住ねぎ （ｄ）観音ねぎ

【78】 但馬牛の改良の祖といわれる前田周助は現在のどの市町の出身でしょうか。

（ａ）豊岡市 （ｂ）養父市 （ｃ）香美町 （ｄ）新温泉町

【79】 但馬地域は、豊富な水資源に加えて昼夜の温度差が大きいことなどから高品質で味の

良い米の産地として高い評価を受けている。3 年連続で食味日本一に輝いた米はどれでし

ょうか。

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

【80】 杞柳製品を基盤に発展した地場産業は、どれでしょうか。

（ａ）織物 （ｂ）家具 （ｃ）鞄 （ｄ）畳

【81】 約 400 年前に始まったといわれている家具の産地として有名なのは、どこでしょうか。

（ａ）生野 （ｂ）出石 （ｃ）竹田 （ｄ）梁瀬

【82】 新温泉町浜坂で、かつて長崎から製造技術が導入され盛んに生産された特産品は何で

しょうか。

（ａ）縫針 （ｂ）金属バネ （ｃ）畳 （ｄ）家具

【83】 冷え込んだ早朝、来日岳・大岡山（豊岡市）、竹田城跡・立雲峡（朝来市）などで見られ

る秋の風物詩といえば何でしょうか。

（ａ）雲海 （ｂ）陽炎 （ｃ）蜃気楼 （ｄ）虹
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【84】 全国的に有名な但馬杜氏は、何をつくっているでしょうか。

（ａ）焼酎 （ｂ）日本酒 （ｃ）ビール （ｄ）ワイン

【85】 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

【86】 豊岡市城崎町で小説家志賀直哉をはじめ城崎にゆかりのある文人に関する資料が展示

されている施設の名前は何でしょうか。

（ａ）城崎文芸館 （ｂ）城崎文学館 （ｃ）城崎文化館 （ｄ）城崎図書館

【87】 摂氏 98 度の高温の源泉で、山菜や玉子などをゆがく姿がみられる温泉はどこでしょう

か。

（ａ）七釜温泉 （ｂ）城崎温泉 （ｃ）黒川温泉 （ｄ）湯村温泉

【88】 出石の町並みのシンボルとなっている時計台は何というでしょうか。

（ａ）辰鼓楼 （ｂ）巳鼓楼 （ｃ）午鼓楼 （ｄ）未鼓楼

【89】 但馬で木造中三階建の養蚕農家が景観を形成している集落があるのは次のうちどの地

域でしょうか。

（ａ）豊岡市但東町 （ｂ）香美町香住区

（ｃ）養父市大屋町 （ｄ）豊岡市日高町

【90】 朝来市和田山町竹田寺町通りで毎年６月、ある花にちなんだ祭りが開催されますがその

花は次のうちどれでしょうか。

（ａ）ヒマワリ （ｂ）タンポポ （ｃ）ハナショウブ （ｄ）アジサイ

【91】 下記の地区はすべて兵庫県の景観形成地区に指定されていますが、カラミ石を積んだ

擁壁が特徴的な地区はどこでしょうか。

（ａ）生野町口銀谷地区 （ｂ）出石町城下町地区

（ｃ）八鹿町八鹿地区 （ｄ）和田山町竹田地区

【92】 新温泉町の浜坂先人記念館は、江戸時代の屋敷を改修した展示施設ですが、この施設

の名称はどれでしょうか。

（ａ）以命亭 （ｂ）井筒屋 （ｃ）やまぶき亭 （ｄ）夢千代亭
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【93】 但馬各地では昔から植物や貝などの化石が見つかっていますが、全国でも珍しい昆虫の

石が発見され、それらを展示する施設「おもしろ昆虫化石館」があるのはどこでしょうか。

（ａ）養父市 （ｂ）朝来市 （ｃ）香美町 （ｄ）新温泉町

【94】 昔、垂仁天皇の命を受けて、わが国のお菓子の始まりとされる非時香菓（ときじくのかぐのこ

のみ）を持ち帰ったといわれ、豊岡市の中嶋神社の祭神として祀られているのは誰でしょう

か。

（ａ）天日槍命 （ｂ）須佐之男命 （ｃ）田道間守 （ｄ）大国主命

【95】 コウノトリ但馬空港から飛行機を利用して大阪（伊丹空港）乗り継ぎで東京（羽田空港）ま

で約何時間で行くことができるでしょうか。

（ａ）約１時間 （ｂ）約２時間 （ｃ）約３時間 （ｄ）約４時間

【96】 次の但馬の出来事で、一番最近の出来事はどれでしょうか。

（ａ）播但線開通 （ｂ）北但大震災

（ｃ）桃観トンネル完成 （ｄ）生野鉱山閉山

【97】 平成 22 年から但馬地域で運行しているドクターヘリの目的・業務ではないものはどれでし

ょうか。

（ａ）救急現場への医師搬送 （ｂ）病院間の施設間搬送

（ｃ）救急現場からの患者搬送 （ｄ）夜間の救急活動

【98】 コウノトリの生息域を拡散させるため、平成23年12月に豊岡市からペア1組が移送され

たのはどこでしょうか。

（ａ）愛媛県西予市 （ｂ）岡山県倉敷市

（ｃ）千葉県野田市 （ｄ）福井県越前市

【99】 北近畿豊岡自動車道は 2012 年（平成 24）秋にはどこまで開通する予定でしょうか。

（ａ）養父市浅野 （ｂ）養父市八鹿町高柳

（ｃ）豊岡市日高町久斗 （ｄ）豊岡市上佐野

【100】 但馬地域が抱える課題解決や但馬の夢の実現の契機として但馬・理想の都の祭典 20

周年事業が計画されています。20 周年に当たる年度はいつでしょうか。

（ａ）平成２４年度 （ｂ）平成２６年度

（ｃ）平成２８年度 （ｄ）平成３０年度


