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次の問いに答えなさい。 

 

【１】平成26年7月1日現在の但馬の人口は、次のうちどれでしょうか。 

  (a)約12万2千人  (b)約17万2千人  (c)約22万2千人  (d)約27万2千人 

 

【２】但馬の面積は、次のうちどれでしょうか。 

  (a)約698㎢      (b)約2,133㎢    (c)約8,396㎢    (d)約377,900㎢ 

 

【３】但馬地域のコミューター空港として開港した｢コウノトリ但馬空港｣は、今年(平成26年)、開 

港何周年を迎えたでしょうか。 

(a)10周年      (b)15周年     (c)20周年     (d)25周年 

 

【４】但馬地域を通らない国道は、次のうちどれでしょうか。 

  (a)国道178号線   (b)国道312号線  (c)国道176号線   (d)国道426号線 

 

【５】但馬地域にはＪＲ山陰本線と播但線両線の接続駅がありますが、その駅は、次のうちどれでし 

ょうか。 

  (a)梁瀬駅      (b)八鹿駅       (c)和田山駅     (d)江原駅 

 

【６】日本の標準時子午線である東経135度線が通過しているのは、次のうちどこでしょうか。 

 (a)豊岡市日高町  (b)朝来市山東町    (c)豊岡市但東町   (d)香美町村岡区 

 

【７】今年４月、城崎温泉に、舞台芸術を中心とした滞在型の創造活動拠点施設ができました。こ 

   の施設の名称は、次のうちどれでしょうか。 

  (a)城崎国際アートセンター      (b)城崎大会議館 

   (c)城崎劇作家シアター        (d)城崎歴史文学センター 

 

【８】今年4月、豊岡市役所の正面に、ホテル、カフェレストラン、ショップを備えた施設｢豊岡 

1925｣がオープンしましたが、この施設は、何をテーマにした施設でしょうか。  

 (a)麦わら細工    (b)お菓子     (c)豊岡かばん     (d)出石そば 
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【９】｢但馬理想の都の祭典｣から 20周年にあたる今年度、但馬では地域を挙げて様々な取り組み   

が展開されています。この祭典 20周年事業の名称は、次のうちどれでしょうか。 

(a) ～出会い・感激～ 夢但馬2014    (b) ～出会い・感動～  夢但馬2014 

(c) ～感謝・感激～ 夢但馬2014     (d) ～ふれあい・感動～ 夢但馬2014 

 

【10】政府が地域限定で規制緩和を進める国家戦略特区で、農業特区に指定された但馬の自治体は、 

次のうちどこでしょうか。 

   (a)豊岡市     (b)養父市      (c)朝来市       (d)香美町 

  

【11】但馬地方で最も古い遺跡と言われ、約 2万 5千年前の石器が発見されたのは、次のうちどこ

でしょうか。 

   (a)田多地経塚   (b)見蔵岡遺跡   (c)別宮家野遺跡  (d)畑ヶ平遺跡 

 

【12】聖武天皇が建立を命じた国分寺・国分尼寺は、現在のどこに建てられたでしょうか。 

   (a)朝来市生野町  (b)養父市養父市場  (c)新温泉町湯   (d)豊岡市日高町 

 

【13】最盛期には全国の六分の一を領していた山名氏ですが、1580年、羽柴秀吉の2回目の但馬攻 

めに遭いその嫡流が但馬から滅亡しました。次のどの城で滅んだのでしょうか。 

   (a)有子山城    (b)此の隅山城    (c)八木城     (d)豊岡城 

 

【14】明治政府は、生野鉱山の近代化を進めるため、外国から２４人の技術者を招へいしましたが、 

その国は、次のうちどこでしょうか。 

   (a)イギリス    (b)フランス    (c)イタリア    (d)ドイツ 

 

【15】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港は、次のうちどこでしょうか。 

   (a)柴山港     (b)浜坂港     (c)竹野港     (d)諸寄港 

 

【16】江戸時代の三大お家騒動の一つとされる出石藩で起こった騒動は、次のうちどれでしょうか。 

   (a)赤松騒動     (b)仙石騒動    (c)京極騒動    (d)垣屋騒動 
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【17】幕末期は但馬各地に藩校や私塾が開設されましたが、次の組合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 － 青谿書院 

   (c)池田草庵 － 稽古堂     (d)村岡山名領 － 明倫館 

 

【18】1871年(明治 4年)に廃藩置県が行われ、但馬は豊岡、出石、村岡、生野、久美浜が県となり

ましたが、同年11月には新しい豊岡県が誕生します。豊岡県の管轄で含まれないのは、次のう

ちどこでしょうか。 

(a)但馬    (b)丹後    (c)因幡   (d)丹波(氷上・多紀・天田三郡) 

  

【19】大正・昭和・平成の時代に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

ないのは、どれでしょうか。 

   (a) 1925年(大正14)  北但大震災が起こる 

   (b) 1956年(昭和31)  コウノトリが国の特別天然記念物に指定 

   (c) 1994年(平成6)   但馬理想の都の祭典が開幕 

   (d) 2005年(平成17)  山陰海岸ジオパークが世界ジオパークネットワークに加盟 

 

【20】国指定重要文化財｢戊辰年銘太刀｣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古墳は、次のうちどれでしょうか。 

   (a)二見谷古墳群   (b)大藪古墳群   (c)八幡山古墳群   (d)箕谷古墳群 

 

【21】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90メートルの近畿地方最大の円墳は、次のうちどれでしょうか。 

   (a)森尾古墳    (b)茶すり山古墳   (c)茶臼山古墳    (d)池田古墳 

 

【22】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、次のうちど 

  れでしょうか。 

  (a)銅鏡    (b)勾玉     (c)埴輪     (d)銅鐸 
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【23】1974年(昭和49年)に、県下最古の窯を含む3基の須恵器窯跡群が見つかり、少なくとも5世

紀後半には、但馬で須恵器の生産が行われていたことが分かりました。見つかったのは、次のう

ちどこでしょうか。 

   (a)豊岡市日高町  (b)豊岡市竹野町   (c)養父市八鹿町   (d)朝来市山東町 

 

【24】旧因幡道沿いの新温泉町対田に今も残る一里塚は、江戸時代に一里（約4㎞）ごとに土、石、 

木などでつくられるものですが、その目的は、次のうちどれでしょうか。 

   (a)亡くなった人の供養のため      (b)村の守り神として 

   (c)旅人のための目印や休憩所として   (d)村に貢献した人を讃えるため 

 

【25】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（城崎）城」から「豊

岡城」と改名された城址は、次の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 

 

【26】鎌倉、室町、戦国の各時代の居館や石垣などの遺構が連続して良好に遺存していることから、

国の史跡に指定されており、別所氏が最後の城主であった但馬の代表的な城跡は、次のうちどれ

でしょうか。 

   (a)八木城跡    (b)豊岡城址     (c) 有子山城跡    (d)竹田城跡 

 

【27】朝来市の国史跡・竹田城は、その幻想的な風景から｢日本のマチュピチュ｣、「○○の城」と呼

ばれ、最近は観光客が急激に増えています。｢○○｣に入るのは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)天国     (b)雲上     (c)天空     (d)霧中 

 

【28】但馬国一宮として知られる出石神社に祀られている「天日
あめのひ

槍
ぼこ

」は、次のどこの国の王子でし

ょうか。 

   (a)百済     (b)新羅     (c)高句麗    (d)隋 

 

【29】但馬を代表する5つの神社は総称して「但馬五社明神」と言われています。出石神社・小田井

縣神社・養父神社・粟鹿神社のほかもう一つの神社は、次のうちどれでしょうか。 

   (a)赤淵神社    (b)絹巻神社    (c)気多神社    (d)名草神社 
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【30】お菓子の神様、田道間守命を祀り、毎年4月に「菓子まつり」が開催され、菓子業界を筆頭に 

大勢の参拝客で賑わうのは、次のどこでしょうか。 

   (a)酒垂神社    (b)表米神社    (c)久久比神社   (d)中嶋神社 

 

【31】出雲大社から譲り受けた三重塔がある名草神社は、次のどこの山腹にあるでしょうか。 

   (a)氷ノ山     (b)鉢伏山     (c)妙見山     (d)三川山 

 

【32】全国的にも珍しい半円形石積段型桟敷「相撲桟敷」が残っているのは、次のどの神社でしょう

か。 

   (a)表米神社   (b)久谷八幡神社    (c)日枝神社    (d)三社神社 

 

【33】但馬各地には平家の落人伝説が数多く残っていますが、平家復興を願い 101本の矢を射る｢百 

手の儀式｣が行われているのは、次のどの神社でしょうか。 

   (a)平内神社    (b)桑原神社    (c)鷹野神社    (d)牛ヶ峰神社 

 

【34】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、次のうちどれでしょうか。 

   (a)円通寺     (b)観音寺     (c)隆国寺     (d)総持寺 

 

【35】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お寺は、次のう

ちどれでしょうか。 

   (a)蔵雲寺     (b)妙楽寺     (c)金剛寺     (d)安国寺 

 

【36】月庵和尚を中興の祖として 1372年に開創し、代々但馬守護・山名氏の庇護を受けて禅寺とし

て栄えた、近年はモリアオガエルの生息地としても知られている、朝来市山東町にあるお寺は、

次のうちどれでしょうか。 

   (a)宗鏡寺     (b)楽音寺     (c)大同寺     (d)相応峰寺 
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【37】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 

【38】慈覚大師により創建されたと伝えられる正福寺には、1つの花にめしべが 1から6本もあると

いう「正福寺桜」がありますが、この寺院があるのは、次のどの温泉でしょうか。 

   (a)湯村温泉    (b)城崎温泉    (c)浜坂温泉    (d)黒川温泉 

 

【39】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境内にあるのは、 

次のうちどこでしょうか。 

   (a)泰雲寺     (b)玉田寺     (c)温泉寺     (d)宗鏡寺 

 

【40】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、次のうちどれでしょうか。 

   (a)金     (b)銀     (c)銅     (d)錫 

 

【41】かつて、明延・神子畑・生野の 3鉱山を結ぶ輸送路が整備され、鉱石や人、物資が運ばれてい 

ましたが、この輸送路を現在何と呼んでいるでしょうか。 

   (a)鉱石の道    (b)銀の馬車道    (c)銀山の道    (d)近代化産業遺産の道 

  

【42】2010年（平成22年）にかけ替えられた｢余部鉄橋｣の橋りょうの高さは、次のうちどれでしょ 

うか。 

   (a)13.8ｍ   (b)23.9ｍ     (c)41.5ｍ    (d)98ｍ 

 

【43】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カ所が但馬地域にあります。 

  1ヶ所は田君川橋梁ですが、あと1ヶ所は次のどの橋でしょうか。 

   (a)岸田川橋梁   (b)円山川橋梁    (c)矢田川橋梁   (d)竹野川橋梁 

 

【44】山陰本線最大の難所であり、最後の工区となった香住～久谷間にあるトンネルは、次のうちど 

れでしょうか。 

   (a)仕立トンネル  (b)桃観トンネル  (c)佐古峠トンネル   (d)芦谷トンネル 
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【45】豊岡市日高町と香美町村岡区を結ぶ全長 3,692ｍの、但馬一長いトンネルは、次のうちどれで 

しょうか。 

   (a)村岡トンネル  (b)春来トンネル   (c)蘇武トンネル  (d)遠阪トンネル 

 

【46】豊岡市出石町にある明治期に建てられた、芝居小屋としては近畿地方に現存する唯一のもの 

で、2008年(平成20年)に復原されたのは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)以命亭     (b)永楽館     (c)出石明治館    (d)静思堂 

 

【47】1925年ごろに建設され、但馬で現存する鉄筋コンクリートの建物で、一番古い建築物は次の 

うちどれでしょうか。 

   (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) 

 

【48】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、次のうちどれでしょうか。 

   (a)ふるさと    (b)まがたま     (c)まろにえ    (d)まほろば 

 

※【49】明治時代に建設され、国の有形文化財にも登録されている、洋風と和風を折衷した生野町国 

銀谷にある建築物は、次のうちどれでしょうか。 

    (a)上垣医院    (b)旧海崎医院    (c)山口公民館   (d)旧小出医院 

 

【50】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、次のう 

ちどれでしょうか。 

   (a)猫崎半島    (b)丹後半島     (c)弓浜半島    (d)伊笹岬 

 

【51】国指定名勝｢香住海岸｣の区域内にあって、柱状節理の発達した岩質からなり、国指定天然記念

物になっているのは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)漣痕化石    (b)宇日の流紋岩    (c)はさかり岩    (d)鎧の袖 
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【52】香住海岸で、船では行けない洞門に入ったり、奇岩を真下から観察したりできるアウトドアス

ポーツが人気ですが、これを何と言うでしょうか。 

   (a)グラススキー  (b)パラグライダー   (c)ジオカヤック  (d)シャワークライミング 

 

【53】山陰海岸ジオパークのエリアは山陰海岸国立公園を中心とする京都府から兵庫県、鳥取県に 

  またがる広大なエリアですが、次のうちジオパークに含まれないのはどれでしょうか。 

   (a)神鍋高原     (b)玄武洞      (c)鳥取砂丘          (d)天の橋立 

【54】但馬には高い山がたくさんありますが、次のうち 1000ｍを超えている山はどれでしょうか。 

   (a)神鍋山     (b)来日山      (c)三川山     (d)氷ノ山 

 

【55】兵庫県内で最も新しい火山の一つで、川に沿って流れた溶岩流の跡や風穴などを見ることが 

できる山は、次のうちどれでしょうか。 

   (a)鉢伏山     (b)神鍋山       (c)蘇武岳     (d)大岡山    

 

【56】但馬には日本海にそそぐ大きな川が5つありますが、円山川に次いで2番目に長い川は、次 

  のうちどれでしょうか。 

   (a)出石川     (b)佐津川       (c)矢田川     (d)八木川 

 

【57】裏から滝の流れを見ることができる、別名｢裏見の滝｣と呼ばれている珍しい滝で、兵庫県指 

定名勝となっているのは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)霧ヶ滝     (b)吉滝         (c)猿尾滝     (d)天滝 

 

【58】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、次のうちどれでしょうか。 

  (a)黒川渓谷    (b)瀞川渓谷      (c)糸井渓谷    (d)阿瀬渓谷 

 

【59】2005年（平成17年）、コウノトリ野生復帰の第一歩として試験放鳥が行われましたが、現在

（26年8月末）野外にいるコウノトリは約何羽でしょうか。 

    (a)20～30羽       (b)50～60羽    (c)80～90羽       (d)110～120羽 
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【60】朝来市山東町の楽音寺境内には、土の中に巣をつくるハチの群生地があり、兵庫県指定天然記

念物となっています。次のうちどのハチの群生地でしょうか。 

    (a)ツツジノヒメハナバチ      (b)ツバキノヒメハナバチ 

    (c)サクラノヒメハナバチ      (d)ウツギノヒメハナバチ 

 

【61】但馬地域には県下でも最大クラスの巨木がたくさんありますが、朝来市の糸井地区にあり、国

指定の天然記念物に指定されているのは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)ケヤキ     (b)カツラ       (c)イチョウ    (d)サクラ 

 

【62】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、次のうちどれでしょうか。 

   (a) 大アベマキ      (b)ヒダリマキガヤ    (c)イタヤカエデ   (d)モミ 

 

【63】兵庫県下最大クラスの桜で、推定樹齢1000年、国指定天然記念物の｢樽見の大ザクラ｣は、次

のうち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 

 

【64】湿原に多く自生する多年生の水草で、兵庫県内では鉢伏高原のみ自生しているのは、次のうち

どれでしょうか。 

   (a)ミツガシワ   (b)ヤマドリゼンマイ   (c) バイカモ   (d) オキナグサ    

 

【65】2012年(平成24年)7月に｢円山川下流域及び周辺水田｣が水鳥の生息地として国際的に重要な

湿地を保全する条約に登録されました。この条約は何と言うでしょうか。 

   (a)パリ条約   (b)ラムサール条約   (c)マーストリヒト条約  (d)バーゼル条約 

 

【66】「ざんざか踊り」は氏神の夏祭り・秋祭りに厄除や五穀豊穣を願う神事です。現在但馬5カ所

で継承され、1箇所だけ「ざんざこ踊」と呼称されているのは、次のうちどこでしょうか。 

   (a)大杉      (b)若杉       (c)九鹿      (d)久谷 
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【67】豊岡市法花寺に伝わる、正月に家々の座敷や門前で祝を述べる祝福芸のことを、何と言うでし

ょうか。 

   (a)万歳      (b)太刀振り     (c)三番叟     (d)宮神楽 

 

【68】兵庫県指定有形民俗文化財の「農村歌舞伎舞台」があり、現在も「ささばやし（太鼓踊り）」

の舞台として使用されているのは、次のうちどの神社でしょうか。 

   (a)水谷神社    (b)四所神社     (c)安牟加神社   (d)鷹野神社 

 

【69】無数の鈴を付けた傘を手に持ち、2人1組で勇壮活発に踊る「傘踊り」が盆踊り行事として行

われているのは、新温泉町のどこでしょうか。 

   (a)海上    (b)岸田    (c)中辻     (d)丹土 

 

【70】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 

 

【71】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、次のどの川でしょうか。 

   (a)大屋川     (b)建屋川     (c)米地川     (d)八木川 

 

【72】5月5日に中学生たちが初節句を迎える男の子がいる家々を5本の幟を持って回り、歌を歌 

い竹法螺を吹きながら祝う「幟
のぼり

まわし」が行われるのは、次のうちどの神社でしょうか。 

   (a)絹巻神社    (b)中嶋神社    (c)出石神社    (d)愛宕神社 

 

【73】月遅れの端午の節句(6 月 5 日)を中心に行われる菖蒲引きが但馬では 3 カ所で伝承されてい

ます。新温泉町久谷、新温泉町湯とあと１ヶ所は、次のうちどこでしょうか。 

   (a)豊岡市但東町相田      (b)香美町村岡区和田  

 (c)養父市別宮        (d)朝来市和田山町竹田 
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【74】但馬三大祭りの一つとされ、新温泉町宇都野神社の夏の例祭で麒麟獅子舞などが行われる有

名なまつりは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)柳まつり   (b)まいそうまつり    (c)川下まつり      (d)地蔵まつり  

 

【75】香美町小代区に生まれた前田周助は、生涯を「○○の改良」に捧げました。何の改良だったで

しょうか。 

   (a)養蚕種     (b)二十世紀梨     (c)八鹿豚      (d)但馬牛 

 

【76】養父市八鹿町出身で、人材育成に尽くし｢但馬聖人｣と呼ばれたのは、次のうち誰でしょうか。 

   (a)北条秀一    (b)川崎尚之助    (c)池田草庵     (d)森 はな 

 

【77】朝来市出身、明治政府の推薦で欧米に留学し、帰国後は第百国立銀行、東京貯蓄銀行などの頭

取を務め、金融業界でその手腕を発揮した明治の実業家は、次のうち誰でしょうか。 

   (a)中江種造    (b)浜尾 新     (c)原 六郎     (d)山田六郎 

 

【78】次の組合せのうち、誤っているのはどれでしょうか。 

   (a)上垣守国 ― 但馬養蚕業の先駆者   (b)加藤弘之 ― 東京大学初代総理（長） 

   (c)桜井 勉 ― 鉱山王         (d)河本重次郎― 日本近代眼科の父 

 

【79】豊岡市名誉市民で円山川公園に銅像が立つ、砂防の神様と呼ばれた人は、次のうち誰でしょう 

か。 

 (a)太田垣士郎   (b)和田完二    (c)赤木正雄    (d)沖野忠雄 

 

【80】新温泉町浜坂出身の登山家で、但馬・関西・日本アルプスの山のほとんどを単独行で登頂し、

小説[孤高の人]のモデルになった人は､次のうち誰でしょうか。 

   (a)太田垣士郎   (b)新田次郎    (c)加藤文太郎   (d)山田六郎 

 

【81】次の 4 人の画家のうち、朝来市生野町出身の三巨匠と称される洋画家ではない人は、誰でし

ょうか。 

   (a)白瀧幾之助   (b)伊藤清永    (c)青山熊治    (d)和田三造 



9-3-12 

 

【82】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、次のうち誰でしょうか。 

   (a)池田草庵    (b)北垣国道    (c)東井義雄    (d)近藤朔風 

 

【83】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、次のう

ちどれでしょうか。 

   (a)捕物帖     (b)忍法帖     (c)必殺仕事人   (d)怪奇空想 

 

【84】次の人物と職業の組合せのうち、誤っているのはどれでしょうか。 

   (a)能見篤史 ― プロ野球選手     (b)井上香織 ― バレーボール選手 

   (c)今井雅之 ― 落語家        (d)斎藤隆夫 ― 政治家 

 

【85】世界に誇る不屈の単独冒険家「植村直己」は、冬のマッキンリーで消息を絶ったため、次の目

標としていたが成し遂げることのできなかったことがあります。それは南極大陸横断ともう一

つは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)犬ぞりでの北極点到達    (b)エベレスト山登頂 

   (c)アマゾン川の筏下り     (d)ビンソン・マシフ登頂 

 

【86】但馬にはいろいろな名前の外湯温泉施設がありますが、次のうち但馬にない温泉施設はどれ 

でしょうか。 

 (a)羽合の湯    (b)天女の湯     (c)乙女の湯    (d)美人の湯 

 

【87】現在、城崎温泉には7つの外湯がありますが、一の湯、御所の湯、まんだら湯、鴻の湯、地 

蔵湯、さとの湯と、もうひとつは次のうちどれでしょうか。 

  (a)松の湯     (b)柳湯        (c)竹の湯      (d)桜湯 

 

【88】但馬の冬の味覚の王様「松葉ガニ」はズワイガニの雄の呼び名ですが、子持ちの雌は何と呼 

ばれているでしょうか。 

    (a)ミズガニ    (b)セコガニ    (c)ワタリガニ    (d)ベニガニ 
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【89】1987年（昭和62年）本格的な漁獲が始まり、今では浜坂漁港が水揚げ量日本一を誇るよう 

になった、海の妖精とも言われる魚介類は、次のうちどれでしょうか。 

 (a)ウミホタル            (b)チョウチンアンコウ 

 (c)ハダカイワシ           (d)ホタルイカ 

 

【90】但馬牛は優良牛の育成を目指して、何世代も近親繁殖を繰り返し、そのすぐれた特質が固定 

され血統を作ってきました。この系統を何と言うでしょうか。 

 (a)蔓（つる）    (b)蔦（つた）    (c)葛（くず）   (d)綱（つな） 

 

【91】全国的に有名な「但馬杜氏」は、何を作っているのでしょうか。 

   (a)焼酎        (b)ワイン       (c)日本酒    (d)ビール 

 

 

【92】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開設したのが始まりとされる地場 

  産業で、コンピューター用のわずか数ミリのものから工業用のスプリングまで生産しているの 

は、次のうちどれでしょうか。 

 (a)半導体       (b)液晶        (c)金属バネ    (d)モーター 

 

【93】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 

 

【94】国指定伝統的工芸品の白磁の焼き物として有名なのは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)出石焼      (b)但馬焼      (c)須恵器     (d)有田焼 

 

【95】養父市大屋町大杉地区は、全国的にも珍しい中 3階建ての住宅があり兵庫県景観形成地区に 

も指定されていますが、何をするための住宅だったでしょうか。 

   (a)木彫        (b)養蚕        (c)酒づくり    (d)味噌づくり 
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【96】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、鉱石のくずを固めた「カラ 

ミ石」を積んだ擁壁が特徴的な地区は、次のうちどこでしょうか。 

 (a)出石町城下町地区     (b)和田山町竹田地区 

 (c)生野町口銀谷地区     (d)八鹿町八鹿地区 

 

【97】江戸時代に浜坂村でいち早く質屋を営み、酒造業でもあった元七釜屋森家の屋敷を改修し、歴 

史民俗資料館として古き良き時代を伝える役目を果たしている、新温泉町にある施設を何と言 

うでしょうか。 

 (a)住吉屋歴史資料館   (b)平尾家住宅   (c)稲葉本家    (d)以命亭 

 

【98】昔、近くの泉に水を汲みに行った小僧さんが大蛇にひと飲みにされたり、突然の山崩れや大水 

が流れるなどの伝説が残り、水にちなんだ「海上」「児島」といった地名がついた、新温泉町 

にある山は次のうちどれでしょうか。 

   (a)牛ヶ峰      (b)段ヶ峰      (c)三川山    (d)妙見山 

 

【99】養父市大屋町では芸術によるまちづくりに力を入れており、平成 24年4月、「ある建物」を 

活用して、アート作品の展示場や創作室、貸しアトリエなどを備えた「大屋アート村ビッグ 

ラボ」がオープンしました。ある建物とは次のうちどれでしょうか。 

 (a)古民家      (b)旧高校     (c)旧役場    (d)旧診療所 

 

【100】但馬地域にある地名のうち、下線部の読み方が正しいのは、次のうちどれでしょうか。 

   (a)豊岡市竹野町小城（こじょう）    (b)朝来市和田山町高生田（たかしょうだ） 

   (c)香美町香住区守柄（しゅがら）    (d)新温泉町辺地（へんち） 

 


