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次の問いに答えなさい。 

 

【１】但馬の市町の人口（平成26年7月1日現在）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・養父市・朝来市・豊岡市 

（c）新温泉町・香美町・養父市・朝来市・豊岡市 

（d）香美町・新温泉町・朝来市・ 養父市・豊岡市 

 

【２】但馬の市町の面積について、大きい順に並べられているのは、次のうちどれでしょ

うか。 

（a）豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町 

（b）豊岡市・朝来市・養父市・香美町・新温泉町 

（c）豊岡市・養父市・朝来市・新温泉町・香美町 

（d）豊岡市・朝来市・養父市・新温泉町・香美町 

 

【３】1994年に開港した「コウノトリ但馬空港」から大阪（伊丹）～但馬間を運航してい

る航空会社は、次のうちどれでしょうか。 

 （a）日本エアコミューター（JAC）  （b）スカイマーク（SKY） 

（c）ジャルエクスプレス（JEX）  （d）スターフライヤー（SFJ） 

 

【４】1965年（昭和 40 年）に開通した但馬初の有料道路は、次のうちどれでしょうか。 

（a）播但連絡道路       （b）北近畿豊岡自動車道 

（c）山陰近畿自動車道     （d）但馬海岸道路 

 

【５】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）山陰線  （b）播但線  （c）出石鉄道  （d）宮津線（舞鶴～豊岡） 

 

【６】但馬一長いトンネルは、香美町村岡区～豊岡市日高町を結ぶ蘇武トンネルですが、

その全長は、何メートルでしょうか。 

（a）2,692ｍ   （b）3,692ｍ   （c）4,692ｍ   （d）5,692ｍ 

 

【７】 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）お菓子   （b）豊岡鞄   （c）但馬牛  （d）麦わら細工 
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【８】今年度、但馬・理想の都の祭典 20周年事業が各地で展開されています。その事業の

ロゴマークとして正しいのは、次のどれでしょうか。 

（a）          （b）        （c）          （d） 

 

 

 

 

 

 

【９】養父市が国家戦略特別区域に指定され、地域経済の活性化を図る政策の後押しにな

ると期待されていますが、この特区は次のどの分野で指定されたでしょうか。 

（a）林業分野  （b）工業分野  （c）農業分野  （d）観光分野 

 

【10】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昨年５月にオープンしましたが、この施設を何と言う

でしょうか。 

（a）天空の駅  （b）雲の駅  （c）空の駅  （d）海の駅 

 

【11】新温泉町が県内ではじめて、温泉水を使って、水よりも沸点の低いアンモニアなど

の媒体を加熱、蒸発させて、発電機のタービンを回して発電する設備を導入しました。

その発電方法は、次のうちどれでしょうか。 

（a）バイオマス発電    （b）温度差熱利用  

（c）高温岩体地熱発電  （d）バイナリー発電 

 

【12】但馬地方で最も古い遺跡と言われている新温泉町の畑ヶ平遺跡で、旧石器時代の

ナイフ形石器が発見されていますが、約何年前のものでしょうか。 

（a）約１万５千年前  （b）約２万５千年前  

（c）約３万５千年前  （d）約４万５千年前 

 

【13】８世紀頃、中央と地方を結ぶ主要道が整備され、但馬は山陰道の道筋に属しました

が、但馬のどこから入って、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 
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【14】但馬各地には平家の落人伝説が数多く残っていますが、平盛継（越中次郎兵衛盛継）

が潜伏したと伝わる但馬の場所は、次のうちどこでしょうか。 

（a）養父市大屋町横行     （b）新温泉町三尾  

（c）香美町香住区余部     （d）豊岡市気比 

 

【15】源頼朝は義経追討という大義名分で全国に守護・地頭を置きましたが、最初の但馬

守護に任じたのは、次のうち誰でしょうか。 

  （a）太田昌明   （b）安達親長   （c）山名持豊  （d）太田政頼 

 

【16】1454年（享徳 3年）、山名宗全は将軍足利義政の怒りに触れて、４年間但馬に退居

しました。その場所は次のどこでしょうか。 

（a）坪井（豊岡市出石町）   (b) 弘原（豊岡市出石町） 

(c) 九日市（豊岡市）    （d）村岡（香美町） 

 

【17】江戸後期に経済政策を巡って反対派と対立し、「仙石騒動」を引き起こした出石藩

の筆頭家老は、次のうち誰でしょうか。 

  （a）仙石政明   （b）仙石左京   （c）仙石久行   （d）仙谷久利 

 

※【18】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、誤っている

のはどれでしょうか。 

（a）京極高盛 － 稽古堂   （b）仙谷政辰 － 弘道館 

（c）山名祐豊 － 明倫館   （d）池田草庵 － 青谿書院  

 

【19】豊岡県が５年間続いた後、兵庫県と京都府に分割合併され現在の兵庫県が成立した

のは、いつでしょうか。 

（a）1871年（明治4年）  （b）1876年（明治9年） 

（c）1889年（明治22年）  （d）1896年（明治29年） 

 

※【20】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のはどれでしょうか。 

(a) 1925年（大正 14年）北但大震災が起こる 

(b) 1956年（昭和 31年）コウノトリが国の特別天然記念物に指定 

(c) 1978年（昭和 53年）冒険家・植村直己が国民栄誉賞を受賞 

(d) 2006年（平成 16年）円山川流域が台風 23号により大水害を受ける 
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【21】但馬では類例の極めて少ない家形石棺を内蔵し、金銅製の鉄刀や鈴などを副葬し

ている兵庫県指定史跡は、次のうちどれでしょうか。 

（a）二見谷古墳群  （b）箕谷古墳群  

（c）大藪古墳群   （d）八幡山古墳群 

 

【22】北但馬最大の円墳で、円筒埴輪が採集されていることなどの点から、但馬の中期を

代表する大型古墳とされるのは、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）城ノ山古墳 

 

【23】1974 年に豊岡市竹野町で発見された鬼神谷窯跡によって、少なくともいつごろから、

但馬で須恵器がつくられていたとわかったでしょうか。 

（a）４世紀後半 （b）５世紀後半 （c）６世紀前半 （d）７世紀前半 

 

【24】但馬守護の山名持豊（宗全）により木崎（城崎）城が築かれましたが、「城崎」

から「豊岡」へ改名したのは、次のうち誰でしょうか。 

（a）京極高盛  （b）桜井良翰  （c）塩冶周防守  （d）宮部継潤 

 

【25】山名四天王のひとりであった八木城主八木氏の菩提寺で、八木城歴代城主の位牌

を祀ってある、1069年（延久元）に創建したとされる寺は、次のうちどれでしょう

か。 

（a）浅間寺  （b）今滝寺  （c）円通寺  （d）法樹寺 

 

【26】豪壮な石垣を持つ山城遺跡として、全国でも名高い竹田城跡の石積みの技法は、次

のうちどれでしょうか。 

（a）穴太積み  （b）野面積み  （c）算木積み   （d）布積み 

 

【27】次の神社と関係する事項の組み合わせで、誤っているのはどれでしょうか。 

（a）出石神社－天日槍命   （b）小田井縣神社－鮑之霊水 

（c）養父神社－牛市     （d）絹巻神社－暖地性原生林 

 

【28】朝来市にあり、秋には「瓶子渡」の珍しい神事が行われ、但馬国一の宮と呼ばれて

いたこともある神社は、次のうちどれでしょうか。 

  （a）赤淵神社  （b）青倉神社  （c）粟鹿神社   （d）表米神社 
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【29】お菓子の神様として中島神社に祀られている田道間守が、常世国から持ち帰った非

時香菓（とぎじくのかくのこのみ）とは、何の実と言われているでしょうか。 

  （a）橘   （b）梨   （c）柿   （d）桃 

 

【30】香美町にあり、「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、次のうちどれでしょうか。 

（a）牛ヶ峰神社  （b）郡主神社  （c）平内神社  （d）黒野神社 

 

【31】豊岡市にあり、国指定重要文化財「木造四天王立像」や兵庫県指定文化財「絹本著

色両界曼茶羅図」などがある寺は、次のうちどれでしょうか。 

（a）東楽寺   （b）文常寺  （c）温泉寺  （d）妙楽寺 

 

【32】但馬には、花や木で有名な寺院がありますが、次のうち寺院と植物の組合せで、 

誤っているものはどれでしょうか。 

（a）隆国寺（豊岡市） － ボタン    

（b）高照寺（養父市） － モクレン・シラハギ 

（c）正福寺（新温泉町）－ ツバキ  

（d）安国寺（豊岡市） － ドウダンツツジ 

 

【33】1200 年の歴史をもつ日本有数の大鉱山として栄え、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）1917年（大正6年）   （b）1969年（昭和44年） 

（c）1973年（昭和48年）  （d）1987年（昭和62年） 

 

【34】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 

 

【35】1872年（明治5年）に建設され、当初生野鉱山の「御雇外国人官舎」として建てら 

れた通称ムーセ旧居は、その後用途を変えてどこに移築されたでしょうか。 

（a）明延鉱山   （b）神子畑鉱山  （c）糸井鉱山   （d）中瀬鉱山 

 

【36】次の鉱山について、組合せが誤っているのはどれでしょうか。 

（a）生野鉱山 － 御所務山   （b）神子畑鉱山 － 選鉱場 

（c）明延鉱山 － 明神電車   （d）中瀬鉱山 － 鋳鉄橋 
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【37】桃観トンネルと余部鉄橋の山陰本線最大の難工事が完成し、全線が開通したのは何

年でしょうか。 

（a）1906年 （b）1912年 （c）1929年  （d）1944年 

 

【38】１９９１年（平成３年）までのおよそ８０年間にわたり、蒸気機関車やディーゼル

機関車の点検修理のための施設として利用された機関庫が残っている駅は、次のうち

どれでしょうか。 

（a）生野駅   （b）和田山駅  （c）八鹿駅  （d）豊岡駅 

 

【39】1901 年（明治 34 年）に建設され、その種類の建物として近畿地方に現存する唯一

のものは、次のうちどれでしょうか。 

  （a）山口公民館    （b）豊岡カトリック教会 

（c）出石永楽館    （d）葛畑農村歌舞伎舞台 

 

【40】豊岡市竹野町の猫崎半島にあり、海水の浸食作用でできた兵庫県指定天然記念物に

なっているものは、次のうちどれでしょうか。 

（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 

 

【41】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て

いますが、但馬御火浦に含まれるものは、次のうちどれでしょうか。 

（a）三尾大島 （b）但馬松島 （c）淀の洞門 （d）鎧の袖 

 

【42】神鍋火山群の活動により流れ出た溶岩流がつくる様々な地形の中で、兵庫県指定天

然記念物になっているのは、次のうちどれでしょうか。 

（a）ひょうたん淵   (b) 栃本の溶岩瘤  

(c) 風穴          （d）八反の滝 

 

【43】山陰海岸ジオパークは、平成 25年 12月に新たに一部のエリアが日本ジオパークエ

リアに認定され、今年度世界ジオパークネットワークの加盟を目指しています。この一

部のエリアとは次のどこでしょうか。 

（a）白兎海岸から青谷海岸    （b）白兎海岸から大山 

（c）経ヶ岬から天橋立     （d）経ヶ岬から里波見海岸 
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【44】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 

 

【45】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、次のうちどれでしょうか。 

(a) 瀞川山  (b) 鉢伏山  (c) 扇ノ山   (d) 妙見山 

 

【46】扇ノ山を源流とし、環境基準ランクで上位を記録する県内でも有数の水質のきれい 

な川で、その名が上流部の地域名に由来するのは、次のうちどれでしょうか。 

（a）円山川  （b）竹野川  （c）岸田川  （d）矢田川 

 

【47】ブナなどの多種多様な植物が生育し、落差 65ｍの滝があるこの渓谷の一体は、環境

保全・自然再生による地域活性化をはかるエコミュージアムが進められています。この

渓谷は、次のうちどれでしょうか。 

（a）横行渓谷  （b）瀞川渓谷  （c）小又川渓谷  （d）霧ケ滝渓谷 

 

【48】ヒヌマイトトンボは全国で20数カ所でしか見つかっていない珍しいトンボです

が、但馬では1992年（平成4）に発見されました。どこで見つかったのでしょうか。 

（a）桃島池   （b）田君川   （c）小代渓谷   （d）銀山湖 

 

【49】今年3月にコウノトリは、2005年の試験放鳥以来初めて国外への飛来が確認されま

したが、飛来した国は、次のうちどこでしょうか。 

（a）中国   （b）韓国   （c）北朝鮮   （d）ロシア 

 

【50】豊岡市畑上にある国指定天然記念物の古木で、海岸線近くの山に生える珍しい木は、

次のうちどれでしょうか。 

（a）モミノキ  （b）イチョウ  （c）サクラ  （d）トチノキ 

【51】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」とも呼ばれ

ているカツラの巨木は、次のうちどれでしょうか。 

（a）糸井の大カツラ     （b）和池の大カツラ  

（c）宇和野の大カツラ    （d）別宮の大カツラ 
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【52】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にのみ自生しているの

は、次のうちどれでしょうか。 

  （a）ヤスチゲ  （b）ヤマドリゼンマイ  （c）ミツガシワ  （d）オキナグサ 

 

【53】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、次のうちどれで

しょうか。 

（a）ワシントン条約  （b）ラムサール条約   

（c）バーゼル条約   （d）マーストリヒト条約 

 

【54】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 

 

【55】新温泉町丹土のはそね踊りは、もともと剣術修行に由来するとされていますが、い

つごろから伝わったといわれているでしょうか。 

（a）奈良時代  （b）平安時代  （c）鎌倉時代  （d）戦国時代 

 

【56】三番叟は、現在但馬内のひとつの市町に残っていますが、その市町は次のうちどれ

でしょうか。 

（a）新温泉町  （b）香美町  （c）朝来市  （d）養父市 

 

【57】燃えさかる松明の炎で古鬼面姿に木鉾を持った鬼をたたき、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）松岡御柱まつり  （b）竹田松明祭  （c）愛宕の火祭り （d）まいそうまつり 

 

【58】平内神社で、平家落人伝説にまつわる祭礼の百手の儀式がおこなわれるのは、次の

うちいつでしょうか。 

（a）1月3日  （b）1月9日   （c）1月14日  （d）1月28日 

 

【59】但馬の伝統行事で、その年の五穀豊穣や地域の発展などを願って行う行事は、次の

どれでしょうか。 

（a）大わらじ奉納  （b）但馬久谷菖蒲綱引き   

（c）三川権現大祭  （d）幟まわし 
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【60】養父市大屋町出身の但馬養蚕業の先駆者「上垣守国」が、48歳の時に出版した養蚕

の技術書で、シーボルトもオランダへ持ち帰ったという書物は、次のうちどれでしょう

か。 

（a）養蚕のすすめ  （b）養蚕秘録  （c）養蚕新論  （d）養蚕事典 

 

【61】豊岡市出石町出身の川崎尚之助は、ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」の主人公山本（新

島）八重と共に、鶴ヶ城籠城戦で新政府軍と戦いました。その戦争は次のうちどれでし

ょうか。 

(a) 会津戦争  (b) 函館戦争  (c) 西南の役  (d) 鳥羽・伏見の戦い 

 

【62】朝来市和田山町出身で、農民の喜びや悲しみを歌い、但馬歌壇の父ともいわれてい 

るのは、次のうち誰でしょうか。 

（a）京極杞陽  （b）宇野雪村  （c）藤原東川  （d）上田広甫 

 

【63】次の組合せで、誤っているのはどれでしょうか。 

（a）毛戸勝元 － 法学博士    （b）北條秀一 － 教育者 

（c）赤木正雄 － 砂防の神様   （d）桜井  勉 － 気象測候所の創始者 

 

【64】朝来市生野町出身で黒田清輝に師事し、「南風」などの代表作があり、文化功労者

にも選ばれた画家は、次のうち誰でしょうか。 

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

 

【65】豊岡市日高町出身で国民栄誉賞を受賞した植村直己が、消息を絶つ前に次の目標

にしていた山は、次のうちどれでしょうか。 

（a）マッキンリー （b）マッターホルン （c）モンブラン （d）ビンソン・マシフ 

 

【66】朝来市出身のプロ野球選手で、埼玉西武ライオンズに所属しているのは、次のうち

誰でしょうか。 

（a）大友工  （ｂ）山田哲人  （c）能見篤史  （d）藤原良平 

 

【67】香住の漁業に近代化をもたらした先駆者で、香住で初めて発動機付き漁船を導入し 

たのは、次のうち誰でしょうか。 

(a)長耕作   (b)浜本次朗市   (c)掘田瑞松   (d)長熙 
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【68】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

質が固定され系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） 

 

【69】但馬にはいろいろな名前の外湯がありますが、次のうち誤っているのはどれでし

ょうか。 

（a）たんたん温泉「福寿の湯」  （b）竹野温泉・北前館「生誕の湯」 

（c）ハチ北温泉「湯治の郷」   （d）とがやま温泉「天女の湯」 

 

【70】湯村温泉の中心を流れる川のほとりに湧く源泉・荒湯では、春になると観光客にま

じって地元の人が山菜などをゆがく姿が風物詩となっています。この川は、次のどれで

しょうか。 

（a）久斗川  （b）照来川  （c）春来川  （d）味原川 

 

【71】次の但馬の海産物と収穫時期の組合せで、誤っているのはどれでしょうか。 

（a）ホタルイカ － 3～5月   （b）松葉ガニ － 10～4月 

（c）ハタハタ   － 9～5月   （d）ワカメ   － 4～5月 

 

【72】新温泉町浜坂では、かつて縫針製造の技術が導入され盛んに生産されましたが、こ

の技術はどこから導入されたでしょうか。 

（a）長崎県  （b）京都府  （c）大阪府  （d）長野県 

 

【73】城崎温泉の町並みは、古くから「駅は玄関、道は廊下で宿は○○。土産物屋は売店

で、外湯は大浴場」と言われています。○○に入る言葉は何でしょうか。 

（a）食堂  （b）居間  （c）客室  （d）寝室 

 

【74】江戸時代半ばの始まりとされ、1876年（明治 9年）には、桜井勉らが柴田善平を招

いて盈進舎を設立し、パリや東京の博覧会へ出品し名声を高め、1980 年（昭和 55 年）

に国の伝統的工芸品に指定されたのは、次のうちどれでしょうか。 

  （a）杞柳細工  （b）麦わら細工  （c）但馬ちりめん  （d）出石焼 

 

【75】 明治初期に建設された、入母屋造の屋根をもつ母屋や白の漆喰塗りが特徴の建物で、 

香美町で初めて国の登録有形文化財に選ばれたのは、次のうちどれでしょうか。 

（a）赤木家住宅  （b）森田家住宅  （c）平尾家住宅  （d）宿南家住宅 
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【76】新温泉町浜坂にある歴史民俗資料館「以命亭」は、浜坂村の庄屋で造り酒屋でも

あった屋敷を改修した施設です。誰の屋敷だったでしょうか。 

（a）七釜屋森家  （b）高島屋森家  （c）江戸屋林家  （d）藤田屋林家 

 

【77】小説家・志賀直哉が代表作「城の崎にて」を執筆したことで知られる城崎温泉の旅

館で、国登録有形文化財に選ばれたのは、次のうちどれでしょうか。 

（a）西村屋本館   （b）但馬屋   （c）三國屋   （d）三木屋 

 

【78】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）牛が峰   （b）三成山   （c）大空山   （d）瀞川山 

 

【79】平成 24年 4月に廃校を活用し、アート作品の展示場や創作室、貸しアトリエなどを

備えた芸術振興の拠点施設がオープンしました。その施設は、次のうちどこにあるでし

ょうか。 

（a）豊岡市城崎町  （b）養父市大屋町 （c）朝来市山東町 （d）香美町村岡区 

 

【80】但馬にある地名のうち、下線部の読み方の組合せが正しいのは、次のうちどれでし

ょうか。 

1 上計（香美町） 2 多子（新温泉町） 3 内海（朝来市） 4 上石（豊岡市 

（a）  1 あげい   2 たご      3うつのみ    4あげいし 

（b）  1 あげい   2 おいご    3うつみ    4あげし 

（c）  1 あげ     2 たご      3うつみ      4あげいし 

（d）  1 あげ   2 おいご    3うつのみ    4あげし 


