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次の問いに答えなさい。

【１】 但馬地方で最も古い遺跡は、畑ヶ平遺跡ですが、約何万年前のナイフ形石器が発見され

ているでしょうか。

（a）１万５千年前 （b）２万５千年前 （c）３万５千年前 （d）４万５千年前

【２】 聖武天皇が建立を命じた「国分寺・国分尼寺」は、但馬国では現在の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

【３】 但馬守護職にあった山名氏は、一番勢力を誇った時、全国の何分の一の領土を有したで

しょうか。

（a）二分の一 （b）四分の一 （c）六分の一 （d）八分の一

【４】 但馬沿岸で江戸時代から明治時代に栄えた廻船で、1847 年、久美浜代官所に免許の

申請をした船数が一番多かったのは、どこの港でしょうか。

（a）柴山港 （ｂ）竹野港 （ｃ）浜坂港 （d）諸寄港

【５】 江戸時代、但馬の幕府領代官所は、どこにあったでしょうか。

（a）生野 （b）出石 （c）大屋 （d）村岡

【６】 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」が起こったのは、ど の藩で

しょうか。

（a）豊岡藩 （b）竹田藩 （c）出石藩 （d）八木藩

【７】 1871 年（明治4年）に廃藩置県が断行され、但馬は５県となりましたが、豊岡、出石、生

野、村岡と、あと一つはどこでしょうか。

（a）浜坂 （b）日高 （c）八鹿 （d）久美浜

【８】 1896 年（明治２９年）の郡制施行により、但馬は何郡になったでしょうか。

（a）４郡 （b）５郡 （c）６郡 （d）７郡
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【９】 山陰線余部鉄橋が完成し、京都～出雲間が全線開通した年は次のうちどれでしょうか。

（ａ）１９０６年 （ｂ）１９１２年 （ｃ）１９１９年 （ｄ）１９３１年

【10】 但馬に関する出来事で、次のうち正しいのは、どれでしょうか。

（a）イヌワシが国の特別天然記念物に指定

（b）竹野海岸が国立公園に指定

（c）平成の大合併により（新）豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町が誕生

（d）北近畿豊岡自動車道が豊岡市日高町まで開通

【11】 北近畿豊岡自動車道建設の調査時に見つかり、国指定史跡になっている近畿地方最

大の円墳はどの古墳でしょうか。

（a）城ノ山古墳 （b）小丸山古墳 （c）茶臼山古墳 （d）茶すり山古墳

【12】 ５世紀前半に作られた、但馬最大の大型前方後円墳で、県下で第４番目の規模を誇る

のはどの古墳でしょうか。

（a）池田古墳 （b）森尾古墳 （c）船宮古墳 （d）二方古墳

【13】 豊岡市気比で発見され、東京国立博物館の蔵品になっている国指定重要文化財はど

れでしょうか。

（a）銅鏡 （b）勾玉 （c）埴輪 （d）銅鐸

【14】 全国屈指の山城遺構である「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）獅子臥城 （c）龍臥城 （d）鬼臥城

【15】 但馬地域の代表的な山城で、本丸の石垣は、長さ40ｍ、高さ9.3ｍあり、豊臣時代に築

かれた類例の少ない貴重な遺跡といわれているのは、どれでしょうか。

（a）有子山城跡 （b）八木城跡 （c）此隅山城跡 （d）三開山城跡

【16】 但馬地域を代表する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、絹巻神社、養父神社、粟鹿神社ともう一社は、どこでしょうか。

（a）気多神社 （b）宇都野神社 （c）小田井縣神社 （d）四所神社
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【17】 全国でも珍しい、「菓子の神様 田道間守命」を祭神とするのは、どの神社でしょうか。

（a）青倉神社 （b）為世永神社 （c）酒垂神社 （d）中嶋神社

【18】 出石神社は但馬国一宮と言われていますが、何という愛称で親しまれているでしょうか。

（a）いっきゅうさん （b）ひぼこさん （c）さんきゅうさん （d）はつうまさん

【19】 養父市八鹿町にあり、境内の標高760mのところに、出雲大社から譲り受けた丹塗りの鮮

やかな国指定重要文化財の「三重塔」があるのは、どの神社でしょうか。

（a）日出神社 （b）名草神社 （c）赤淵神社 （d）黒野神社

【20】 全国的にも珍しい半円形石積段型桟敷「相撲桟敷」が残っている神社はどれでしょうか。

（a）久谷八幡神社 （b）日枝神社 （c）三社神社 （d）表米神社

【21】 豊岡市竹野町にあり、臨済宗南禅寺派中本山で格式のある寺院で、別名「あじさい寺」

とも呼ばれているのは、どの寺でしょうか。

（a）円通寺 （b）観音寺 （c）隆国寺 （d）総持寺

【22】 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」がある新温

泉町のお寺はどれでしょうか。

（a）正福寺 （b）正楽寺 （c）泰雲寺 （d）玉田寺

【23】 豊岡市但東町にあり、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）東楽寺 （b）安国寺 （c）金剛寺 （d）蓮華寺

【24】 香美町の「大乗寺」は、別名、何寺と呼ばれているでしょうか。

（a）応挙寺 （b）曼荼羅寺 （c）障壁寺 （d）円山寺

【25】 豊岡市出石町にある別名「沢庵寺」とも呼ばれている寺は、どれでしょうか。

（a）進美寺 （b）龍満寺 （c）大林寺 （d）宗鏡寺

【26】 かつて日本の90％以上の「錫」の産出量を誇っていたのは、次のどこだったでしょうか。

（a）生野鉱山 （b）金瀬鉱山 （c）神子畑鉱山 （d）明延鉱山
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【27】 かつて、明延鉱山と神子畑鉱山の間を運行していた「明神電車線」は、その乗車料が電

車の愛称となって親しまれました。乗車料はいくらだったでしょうか。

（a）１円 （b）５円 （c）１０ 円 （d）１００ 円

【28】 かつて、全国有数の鉱山として栄えた生野鉱山、明延鉱山、神子畑鉱山の３つを結んで

いた輸送専用路は、現在何と呼ばれているでしょうか。

（a）鉱山の道 （b）鉱石の道 （c）銀山の道 （d）銀の馬車道

【29】 日本で一番古い鋳鉄製の橋で、国指定重要文化財の「神子畑鋳鉄橋」は、どこにあるで

しょうか。

（a）養父市 （b）新温泉町 （c）豊岡市 （d）朝来市

【30】 現存する鉄道橋の「ラチス桁橋」は、日本に３カ所あり、そのうち２カが但馬にあります。

１カ所は竹野川橋梁ですが、あと１カ所はどの橋でしょうか。

（a）岸田川橋梁 （b）田君川橋梁 （c）円山川橋梁 （d）矢田川橋梁

【31】全線営業は約15 年足らずの路線だったが、現在もいくつかの遺構が残っている出石鉄道

は、山陰本線のどの駅と出石とを結んでいたでしょうか。

（a）豊岡駅 （b）江原駅 （c）八鹿駅 （d）養父駅

【32】 近年復元された明治時代から残る関西唯一の芝居小屋で、歌舞伎興業などが行われ

ているのは、どれでしょうか。

（a）永楽館 （b）甘棠亭 （c）弘道館 （d）以命亭

【33】 1934 年に建設され、最近まで豊岡市役所南庁舎別館として利用されていた、ルネッサ

ンススタイルの国登録有形文化財は、どれでしょうか。

（a）旧兵庫県農工銀行 （b）旧豊岡郵便局 （c）豊岡カトリック教会 （d）達徳会館

【34】 1925 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）旧豊岡市役所本庁舎（旧豊岡町役場） （b）出石明治館（旧出石郡役所）

（c）民俗資料館まほろば（旧七美郡役所） （d）山口公民館（旧山口村役場）
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【35】 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、いつの時代から第 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 （b）明治時代中期 （c）明治時代末期 （d）大正時代初期

【36】 国指定名勝「香住海岸」の区域内にあって、国指定天然記念物になっている「鎧の袖」

は、幅200ｍ、高さ70ｍ、斜度70度のそそり立つ断崖ですが、何によって形成されたと言われ

ているでしょうか。

（a）台風 （b）大津波 （c）火山活動 （d）隕石の落下

【37】 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のは、次のどれでしょうか。

（a）黒川渓谷 （b）瀞川渓谷 （c）糸井渓谷 （d）小代渓谷

【38】 但馬地域には兵庫県で一番高い山（1,510ｍ）がありますが、どの山でしょうか。

（a）扇ノ山 （b）鉢伏山 （c）妙見山 （d）氷ノ山

【39】 但馬地域には1,000m を越える山が多くありますが、次のうち1,000m 以下の山は、どれ

でしょうか。

（a）段ヶ峰 （b）蘇武岳 （c）大岡山 （d）妙見山

【40】 但馬で一番長い河川（延長67km）は、どの川でしょうか。

（a）岸田川 （b）円山川 （c）竹野川 （d）矢田川

【41】 全国滝100 選に選ばれ、県下一の落差（98m）を誇るのはどの滝でしょうか。

（a）霧ケ滝 （b）猿尾滝 （c）天滝 （d）吉滝

【42】 国指定天然記念物になっている、香美町村岡区の「和池の大カツラ」は、どこに有るでし

ょうか。

（a）但馬高原植物園 （b）兎和野高原 （c）但馬牧場公園 （d）針伏高原
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【43】兵庫県下最大クラスの桜で推定樹齢 1,000 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）朝来市 （b）香美町 （c）豊岡市 （d）養父市

【44】 新温泉町の田君川には、水のきれいなことを示す指標植物が群生していますが、どれで

しょうか。

（a）アカメヤナギ （b）タンゴイワガサ （c）バイカモ （d）ワカサハマギク

【45】 1970 年に養父市大屋町加保坂で発見され、この植物の自生地として日本の西南限地

となっている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）ザゼンソウ （c）ミツガシワ （d）ミズバショウ

【46】 「日本の棚田百選」に選定されている棚田は、どれでしょうか。

（a）関宮別宮の棚田 （b）村岡西ヶ丘の棚田

（c）村岡和池の棚田 （d）小代秋岡の棚田

【47】 但馬海岸の夏の風物詩である「漁火」を灯した漁船は、何を獲っているでしょうか。

（a）アワビ （b）サザエ （c）イカ （d）タコ

【48】 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

る幻想的な秋の風物詩といえば、どれでしょうか。

（a）雲海 （b）陽炎 （c）蜃気楼 （d）虹

【49】 但馬地域では「コウノトリの野生復帰」の取り組みが、世界的に注目されていますが、平成

17年に世界で初めて人里で行われたのは、どれでしょうか。

（a）自然観察 （b）自然保護 （c）自然回帰 （d）自然放鳥

【50】 毎年、8 月16 日に養父市大屋町の「二ノ宮神社」で行われる、国選択無形民俗文化

財に指定されている、踊りを何というでしょうか。

（a）九鹿ざんざか踊り （b）久谷ざんざか踊り

（c）大杉ざんざこ踊り （d）寺内ざんざか踊り



8-3- 7

【51】 但馬の「麒麟獅子舞」は、いつごろ伝わったといわれているでしょうか。

（a）江戸時代 （b）明治時代 （c）大正時代 （d）昭和時代

【52】 国指定有形民俗文化財の「農村歌舞伎舞台」があり、農村歌舞伎が復活した養父市関

宮の地区はどこでしょうか。

（a）鵜縄 （b）葛畑 （c）轟 （d）別宮

【53】 養父市の「お走り祭り」で「川渡御」を行うのは、どの川でしょうか。

（a）大屋川 （b）建屋川 （c）八木川 （d）円山川

【54】 正月に、家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸で、豊岡市法花寺に伝わる県指定

無形民俗文化財は次のうちどれでしょうか。

（a）宮神楽 （b）三番叟 （c）万歳 （d）傘踊り

【55】 江戸期から伝わる、新温泉町の「海上の傘踊り」は、何かを乞う儀式から派生したと言わ

れていますが、何を乞う儀式でしょうか。

（a）豊漁 （b）豊作 （c）好天 （d）雨

【56】 天下泰平・国家安泰などを祈願し、舞を奉納する三番叟は、但馬内には一つの市町にし

か残っていませんが、それは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

【57】 江戸時代、出石藩主が始めたとされる「出石初午大祭」は、但馬に何を告げる祭りとして

有名でしょうか。

（a）春 （b）夏 （c）秋 （d）冬

【58】 養父市大屋町で行われる祭りで、燃えさかる松明の炎で古鬼面姿の鬼が持った木鉾を

たたき、その年の無病息災を願うまつりを何と言うでしょうか。

（a）お走り祭り （b）まいそうまつり （c）松岡御柱まつり （d）御田植祭

【59】 但馬三大祭りのひとつとされ、新温泉町浜坂の宇都野神社で夏の例祭として行われる

有名な祭りは、どれでしょうか。

（a）柳まつり （b）川下祭り （c）地蔵祭 （d）瓶子渡祭

【60】 養父市八鹿町出身で、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）多田弥太郎 （c）仙石左京 （d）池田草庵
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【61】 香美町小代区出身の「前田周助」は、どんな功績を残した人でしょうか。

（a）蚕種の改良 （b）但馬牛の改良 （c）梨の改良 （d）養鶏の改良

【62】 豊岡市出石町出身で東京大学初代総理（長）になったのは、誰でしょうか。

（a）加藤弘之 （b）桜井 勉 （c）中江種造 （d）浜尾 新

【63】 豊岡市出身で国土保全に尽くした「赤木正雄」の業績により、世界共通語になったのは、

どの言葉でしょうか。

（a）BOUSAI（防災） （b）CHISAN（治山）

（c）SABO（砂防） （d）CHISUI（治水）

【64】 新温泉町出身の登山家「加藤文太郎」の生涯を、新田次郎が小説として出版してい

ます。本の題名は、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

【65】 養父市関宮出身の作家「山田風太郎」の作品の中で、一世を風靡した人気シリーズは、

どれでしょうか。

（a）三度笠 （b）捕物帖 （c）忍法帖 （d）必殺仕事人

【66】 次の人物と、職業の組合せのうち正しいのはどれでしょうか。

（a）堀田瑞松 － 造形家 （b）斎藤隆夫 － 政治家

（c）河本重次郎 － 実業家 （d）前田純孝 － 訳詞家

【67】 朝来市出身で、第百国立銀行、東京貯蓄銀行等の頭取となった、明治の実業家は、誰

でしょうか。

（a）原 六郎 （b）和田完二 （c）山田六郎 （d）中江種造

【68】 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）篠原無然 （b）近藤朔風 （c）青山熊治 （d）藤原東川
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【69】 豊岡市出身のプロ野球選手で阪神タイガースで活躍しているのは、誰でしょうか。

（a）鳥谷 敬 （b）新井貴浩 （c）能見篤史 （d）藤波晋太郎

【70】 豊岡市日撫の正福寺には遺髪塚があり、秋には盛大に祭りが行われ、赤穂浪士の討ち

入りで知られている大石内蔵助の妻は、誰でしょうか。

（a）大石りえ （b）大石りく （c）大石りか （d）大石りん

【71】 関西電力の初代取締役社長に就任し、黒部ダムの事業に着工、また地元の発展のた

め尽力し、関西経済界に貢献した財界人は誰でしょうか。

（a）太田垣士郎 （b）北垣国道 （c）沖野忠雄 （d）淀井敏夫

【72】 ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の主人公、山本八重の最初の夫である「川崎尚之助」は但

馬出身の洋学者ですが、何藩の出身でしょうか。

（a）村岡藩 （b）豊岡藩 （c）生野藩 （d）出石藩

【73】 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 年に日本人として最初

に山頂に立ったのは、どの山でしょうか。

（a）エベレスト （b）キリマンジャロ

（c）マッキンリー （d）マッターホルン

【74】 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）3 （b）5 （c）7 （d）9

【75】 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）足湯 （b）荒湯 （c）地獄湯 （d）温熱湯

【76】 但馬で「松葉ガニ」と呼ばれているカニは、どんな漁法で捕られているでしょうか。

（a）沖合底引き網漁法 （b）カゴ漁法 （c）定置網漁法 （d）一本釣り網漁法
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【77】 浜坂漁港での水揚げ量が日本一を誇り、海の妖精ともいわれるイカはどれでしょうか。

（a）赤イカ （b）白イカ （c）ホタルイカ （d）スルメイカ

【78】 戦時中、大阪市内の企業が朝来市和田山町に疎開し工場を造ったのが始まりとされる

地場産業で、自動車、コンピューター、携帯電話の部品として欠かせないものは、どれでしょう

か。

（a）半導体 （b）液晶 （c）モーター （d）金属バネ

【79】 新温泉町浜坂では、かつて、全国に知られた何の工業製品がつくられていたでしょうか。

（a）のこぎり （b）はさみ （c）包丁 （d）針

【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）かばん （b）家具 （c）織物 （d）畳

【81】 1992 年（平成４年）の記録では、全国の杜氏は１，７５４人でしたが、そのうち、但馬の杜

氏は全体の約何割を占めていたでしょうか。

（a）約１割 （b）約２割 （c）約３割 （d）約４割

【82】 2004 年に「兵庫県景観形成地区」に指定された、養父市八鹿町八鹿地区にある民家

の特徴的なものは、何でしょうか。

（a）造り酒屋 （b）町屋 （c）うだつ （d）白壁

【83】 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、何でし

ょうか。

（a）小判 （b）麦 （c）豆 （d）米

【84】 但馬の小京都と呼ばれる出石の名物、「皿そば」を商うそば屋は、昭和４０年当時は２件

でしたが、現在（平成25年４月時点）は何軒あるでしょうか。

（a）２２軒 （b）４４軒 （c）６６軒 （d）８８軒

【85】 北但大震災は、今から約何年前に発生したでしょうか。

（a）約60 年前 （b）約90年前 （c）約120 年前 （d）約140 年前
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【86】 2004年（平成16年）10月に発生し、但馬に大きな被害をもたらした台風はどれでしょうか。

（a）台風１６号 （b）台風２０号 （c）台風２３号 （d）台風２６号

【87】 平成の大合併で但馬は３市２町となりましたが、合併前は何市何町だったでしょうか。

（a）１市１６町 （b）１市１８町 （c）１市２０町 （d）１市２２町

【88】 現在の但馬の人口は、約何万人でしょうか。

（a）約８万人 （b）約１８万人 （c）約２８ 万人 （d）約３８ 万人

【89】 但馬の面積は約2,100 ㎢ですが、兵庫県全体の約何分の一に当たるでしょうか。

（a）約２分の１ （b）約３分の１ （c）約４分の１ （d）約５分の１

【90】 但馬地域は、年間を通じて降水量が多く「弁当を忘れても何忘れるな」といわれているでしょうか。

（a）合羽 （b）長靴 （c）レインコート （d）傘

【91】 但馬は、全国的にも降雪量が多い地域ですが、豊岡市で一年間に降る雪の量(年間平

均降雪量)はどのくらいでしょうか。

（a）約１００㎝ （b）約２００㎝ （c）約３００㎝ （d）約４００㎝

【92】 平成6年に、但馬全域で開催された祭典の名称は但馬何の祭典でしょうか。

（a）創造の都 （b）夢の都 （c）発展の都 （d）理想の都

【93】 旧余部鉄橋の歴史を後世に残すとともに、人々の交流を促す観光拠点とするため、鉄

橋の一部を残した展望施設が、今年５月オープンしましたが、何というでしょうか。

（a）空の駅 （b）道の駅 （c）雲の駅 （d）海の駅

【94】 国道 9 号にあるトンネルを、東から順に並べたもののうち、順番が正しいのは次のうちどれ

でしょうか。

（a）但馬トンネル、村岡トンネル、春来トンネル、蒲生トンネル

（b）但馬トンネル、春来トンネル、村岡トンネル、蒲生トンネル

（c）村岡トンネル、但馬トンネル、春来トンネル、蒲生トンネル
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（d）村岡トンネル、春来トンネル、但馬トンネル、蒲生トンネル

【95】 次の国道のうち但馬地域を通っていないのは、どの国道でしょうか。

（a）国道178 号 （b）国道312 号 （c）国道176 号 （d）国道429 号

【96】 ラムサール条約の湿地登録に関する次の記述の（ ）内に入る言葉の、正しい組合せ

はどれでしょうか。

※ 平成22年、ルーマニアで開催されたラムサール条約締約国会議で「（ ）下流域及

び周辺（ ）」が正式に湿地登録された。

（a）岸田川、湿地 （b）円山川、湿地 （c）岸田川、水田 （d）円山川、水田

【97】 コウノトリ但馬空港に就航している運行会社はどれでしょうか。

（a）日本航空 （b）日本エアコミューター

（c）全日本空輸 （d）ピーチアビエーション

【98】 山陰海岸ジオパークは平成22年10月、世界ジオパークネットワークに加盟認定されまし

たが、国内で何番目でしょうか。

（a）1番目 （b）2番目 （c）3番目 （d）4番目

【99】 この夏、豊岡市役所が新築され、旧本庁舎に市立交流センターが設置されましたが、

その名称は次のどれでしょうか。

（a）文殊堂 （b）円山堂 （ｃ）稽古堂 （ｄ）京極堂

【100】 昨年、北近畿豊岡自動車道が養父市八鹿町まで開通しましたが、インターチェンジの

名称はどれでしょうか。

（a）八鹿・鉢伏山IC （b）八鹿・明延IC

（c）八鹿・氷ノ山IC （d）八鹿・高柳IC


