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第１３回但馬検定（２級） 

次の問いに答えなさい。 

 

【１】稲の穂を刈り取る石包丁やモミ跡のある土器が出土し、米づくりの技術が伝わったことをう

かがい知ることができる遺跡は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 畑ケ平遺跡    (b) 中谷貝塚    (c) 駄坂川原遺跡    (d) 祢布ヶ森遺跡 

 

 

【２】8世紀頃、米や産物などの税を安定して確保するため、中央と地方を結ぶ主要道が整備され

ました。但馬地域は「山陰道」に属し、ある峠を越えて粟鹿に入り、現在の新温泉町を抜けて、

因幡へと続いていました。ある峠とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 青垣峠     (b) 遠阪峠     (c) 夜久野峠     (d) 登尾峠 

 

 

【３】但馬地域には日本の歴史上において重要な鉱山が点在しています。江戸時代から「但馬三山」

と呼ばれた鉱山に該当しないのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 生野銀山     (b) 明延銅山     (c) 中瀬金山     (d) 竹野鉱山 

 

 

【４】江戸時代後期、但馬各藩の財政悪化は厳しい状況でしたが、1835年（天保6）に出石藩で起

きた江戸時代の三大お家騒動のひとつと数えられているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 仙石騒動     (b) 伊達騒動     (c) 黒田騒動     (d) 加賀騒動 

 

 

【５】元来、「養蚕」が盛んだった但馬では、明治時代に生糸の海外需要が高まる中で急成長を遂

げましたが、「橋本龍一」が洋式の機械製糸を始めた場所は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 養父市大屋町    (b) 豊岡市但東町    (c) 朝来市山東町    (d) 香美町村岡区 
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【６】東西約 2km、南北約 1kmあまりの範囲に約 150基が群集している但馬最大規模の後期群集墳

は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 大薮古墳群   (b) 国木とが山古墳群   (c) 箕谷古墳群   (d) 八幡山古墳群 

 

 

【７】古墳名と所在地の組合せで誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) ケゴヤ古墳 － 豊岡市城崎町     (b) 城ノ山古墳 － 朝来市和田山町 

(c) 観音塚古墳 － 養父市八鹿町     (d) 三の谷壁画古墳 － 香美町村岡区 

 

 

【８】遺跡・史跡名と所在地の組合せで誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 鬼神谷窯跡 － 豊岡市竹野町    (b) 田多地経塚 － 豊岡市出石町 

(c) 見蔵岡遺跡 － 豊岡市日高町    (d) 巡見使塚 － 新温泉町 

 

 

【９】山頂部にある主郭を中心に、多くの曲
くる

輪
わ

や畝状
うねじょう

竪
たて

堀
ほり

を持つ、南北朝時代の山名時氏の本拠

が置かれていた城跡は、次のうちどれでしょうか。 

 (a) 豊岡城跡        (b) 三開山城跡       (c) 此隅山城跡       (d) 有子山城跡 

 

 

【10】「芦屋（諸寄）城」は、日本海を眼前に断崖絶壁に囲まれた天然の要害となっており、諸寄

港を利用した海上輸送にもゆかりが深い城とされていますが、この城の別名は、次のうちどれ

でしょうか。 

(a) 亀ケ城        (b) 竜ケ城       (c) 鶴ケ城       (d) 猿ケ城 

 

 

【11】但馬を代表する５つの主要神社を総称して「但馬五社明神」といい、初詣に五社明神を巡る

と縁起がよいとされていますが、但馬五社明神でない神社は、次のうちどれでしょうか。 

 (a) 出石神社    (b) 小田井縣神社    (c) 絹巻神社    (d) 名草神社 
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【12】神社名と本殿の造りの組合せで誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 中嶋神社 － 二間社流造     (b) 久久比神社 － 三間社流造 

(c) 酒垂神社 － 二間社流造     (d) 郡主神社 － 三間社流造 

 

 

【13】「八幡神社」は、南北朝時代から安土桃山時代まで続いた津居山城跡に立地し、境内にある

「石造九重塔」は鎌倉後期の作で、高さ約 6ｍ、但馬最大の石造遺物といわれていますが、こ

の神社の祭神は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 神武天皇    (b) 応神天皇    (c) 仁徳天皇    (d) 推古天皇 

 

 

【14】北前船の寄港地であったことから、当時の船頭たちが奉納した船絵馬や、日和見や入船の連

絡に使われた方角石などが残り、地元の人から親しみを込め、「浜の天神さん」と呼ばれてい

る神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 海神社    (b) 桑原神社    (c) 鷹野神社    (d) 雷神社 

 

 

【15】寺院名と別名の組合せで誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 蓮華寺（養父市大屋町）－ 夏梅の庭寺    (b) 大乗寺（香美町香住区）－ 応挙寺 

(c) 隆国寺（豊岡市日高町）－ ボタン寺     (d) 金剛寺（豊岡市）－ さつき寺 

 

 

【16】真宗寺院として、平安時代末期には創始されていたと考えられ、1390年（明徳元）の山名氏

一族の内紛の舞台として知られている寺院は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 妙楽寺    (b) 文常寺    (c) 称名寺    (d) 松禅寺 

 

 

【17】平安中期から後期にかけて創建されたと伝わり、正面３間と左右１間に床を張り、仁王を安

置する珍しい方法を用いている寺院は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 総持寺    (b) 観音寺    (c) 福王寺    (d) 日輪寺 
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【18】豊岡市出石町の「宗鏡寺」について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれでし

ょうか。 

(a) 寺名は、「すきょうじ」と読む。 

(b) 別名「沢庵寺」と呼ばれている。 

(c) 有子山山ろくに山名氏の菩提寺として創立されたと伝えられる。 

(d) 1968年（昭和43）に「投渕軒」が復元された。 

 

 

【19】今は廃寺となり観音堂を残すのみとなっているが、境内の松尾坊跡から出土した「鰐口」は、

1388年（嘉慶2）につくられたもので、在銘鰐口としては、但馬最古のものといわれている寺

院は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 進美寺    (b) 今滝寺    (c) 正楽寺    (d) 大林寺 

 

 

【20】1934年（昭和 9）に建設。堅牢な面合格子や網入りガラスが当時の面影を残し、2014年（平

成 26）、「豊岡市立まちなか交流館（豊岡 1925）」として改修された建物は、次のうちどれで

しょうか。 

(a) 旧兵庫県農工銀行          (b) 旧豊岡町役場 

(c) トヨオカ自動車店          (d) 旧豊岡郵便局 

 

 

【21】明治時代に神子畑鉱山で採掘された鉱石を生野の製錬所へ運ぶ運搬路に五つもの近代的な鋳

鉄製の橋が建設されました。その橋の中で現存するものは、次のうちどれでしょうか。 

 (a) 神子畑吊橋    (b) 羽渕鋳鉄橋    (c) 金木鋳鉄橋    (d) 小田和無名橋 

 

 

【22】明治時代以降、交通輸送の主役として、全国で鉄道の建設が行われ、但馬でも播但線、山陰

線が全線開通しましたが、最も古く建設されたのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 和田山駅機関庫   (b) 浜坂駅給水タンク   (c) 城崎温泉駅舎   (d) 竹田駅舎 
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【23】日本に３つしか残っていないラチス桁橋梁のうち、２つは但馬に残っています。１つは竹野

川橋梁ですが、もう１つの橋梁は、どの川に架けられた橋梁でしょうか。 

(a) 円山川    (b) 矢田川    (c) 出石川    (d) 田君川 

 

 

【24】1931年（昭和6）建設。辰鼓楼に向かい合って建ち、かつては西洋風の外観を持つ木造２階

建て、瓦屋根の建物で、現在は改装されてそば屋になっているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 旧ちりめん工場   (b) 旧出石郡役所   (c) 旧出石郵便局   (d) 旧出石警察署 

 

 

【25】甲子園球場と同じころ建設され、1925 年（大正 14）に発生した北但大震災以前に建てられ

た鉄筋コンクリートの建物で、但馬に唯一現存するものは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 旧七美郡役所（民俗資料館まほろば）   (b) 旧山口村役場（山口公民館） 

(c) 旧生野警察署（一区公民館）       (d) 旧豊岡町役場（豊岡稽古堂） 

 

 

【26】建設された年の古い順に並んでいるのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 旧海崎医院－旧小出医院－上垣医院   (b) 旧小出医院－旧海崎医院－上垣医院 

(c) 旧海崎医院－上垣医院－旧小出医院   (d) 旧小出医院－上垣医院－旧海崎医院 

 

 

【27】「香住海岸」について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 香美町香住区の境から鎧に至る海岸線を指す。 

(b) 県指定天然記念物の鎧の袖を有する。 

(c) 但馬松島、鷹の巣島など数々の景勝地を有する。 

(d) 1938年（昭和13）に国の名勝に指定された。 
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【28】「洞門・洞穴」は、断層や節理のような地層のすき間が海水などの影響を受け、侵食されて

できたものといわれています。その洞門・洞穴の多さが浜坂海岸の特色ですが、浜坂海岸エリ

アにある洞門は、次のうちどれでしょうか。 

(a) くじゃく洞門   (b) 五色洞門   (c) 亀山洞門   (d) 釣鐘洞門 

 

 

【29】但馬のある地域で発見された「硬玉ヒスイ原石」は、日本初の自然産状の原石発見で、世界

的にも珍しく、岩石学や地質学上非常に貴重といわれていますが、ある地域とは、次のうちど

こでしょうか。 

(a) 養父市大屋町   (b) 朝来市生野町   (c) 豊岡市但東町   (d) 香美町香住区 

 

 

【30】約 1500 万年前の海底面の土砂を含んだ海水が流れた跡を示しており、全国的にも非常に珍

しい「海底面の流痕」が露出している場所は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡市日高町   (b) 香美町村岡区   (c) 香美町香住区   (d) 新温泉町 

 

 

【31】但馬地域の山について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 扇ノ山 － なだらかな高原状の上山高原、畑ヶ平高原がある。 

(b) 瀞川山 － 小代区側の山腹は急峻でイヌワシやクマが生息している。 

(c) 大岡山 － ブナの天然林、落葉広葉樹の２次林、スギ・ヒノキの人工林が狭い範囲で並ぶ。 

(d) 氷ノ山 － 古千本・千本杉といわれる樹林一帯は国の天然記念物に指定されている。 

 

 

【32】兵庫県と鳥取県の県境である赤倉山に源を発する「矢田川」は、香美町村岡区川会である支

流を加え、固い矢田川層群の岩を削って峡谷をつくり、香住区中央部を貫いて日本海へ流入し

ていますが、ある支流とは、次のうちどこでしょうか。 

(a) 湯舟川    (b) 稲葉川    (c) 久斗川    (d) 八木川 
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【33】霧のように瀑布のしぶきがたち込め、「仙人の谷」といわれる「霧ケ滝渓谷」では、絶滅が

危惧される貴重な植物も見かけられます。その植物とは、次のうちどれでしょうか。 

 (a) ケナツノタムラソウ     (b) ウヤマタムラソウ 

(c) アキノタムラソウ       (d) タジマタムラソウ 

 

 

【34】平家の落人の伝説を秘める「平家ヶ城跡」や「姫が淵」などの地名が残され、紅葉の名所と

しても知られ、春・秋にはハイキングコースとしても最適な渓谷は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 天滝渓谷    (b) 横行渓谷    (c) 小代渓谷    (d) 黒川渓谷 

 

 

【35】床尾の三滝と不動の滝があり、推定樹齢 2000 年、国の天然記念物に指定されている「カツ

ラの巨木」がそびえ立つこの渓谷とは、次のうちどれでしょうか。 

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

 

 

【36】コウノトリ野生復帰の第一歩として、2005年（平成 17）、7羽のコウノトリが試験放鳥され、

2007 年（平成 19）には、国内の自然界で（ ）年ぶりとなるコウノトリのヒナが巣立ちまし

た。この（ ）に入る数字は、次のうちどれでしょうか。 

(a) ２６    (b) ３６    (c) ４６    (d) ５６ 

 

 

【37】「オオサンショウウオ」について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょ

うか。 

(a) 魚の仲間ではなく、カエルと同じ両生類である。 

(b) 但馬地方では、朝来市生野町などで生息している。 

(c) 別名「ハンザキ」と呼ばれていた。 

(d) 1956年（昭和31）地域を定めない特別天然記念物に指定された。 
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【38】自生（群生）する場所と植物の組合せで誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 口大屋（養父市大屋町）－ 大アベマキ    (b) 白藤神社（豊岡市）－ 大イチョウ 

(c) 延応寺（朝来市生野町）－ 大ケヤキ     (d) 大杉神社（新温泉町）－ 大ヒノキ 

 

 

【39】樹高 26ｍの日本最大を誇る「建屋のヒダリマキガヤ」は、養父市能座出身で明治の新政府で

活躍したある人物の旧邸内にあります。ある人物とは、次のうちだれでしょうか。 

(a) 原六郎    (b) 斎藤隆夫    (c) 北垣国道    (d) 小島徹三 

 

 

【40】「ホードー杉」は、樹高 22m、幹周り12.6mを誇り、標高 1,150mという高地にこのような大

きな杉があるのはとても珍しいと言われていますが、この杉がある場所は、次のうちどれでし

ょうか。 

 (a) 豊岡市畑上   (b) 香美町村岡区黒田   (c) 養父市大久保   (d) 朝来市八代 

 

 

【41】2012年（平成24）7月、「円山川流域・周辺水田」が、ラムサール条約に湿地登録されまし

た。この地域について記述したもので、誤っているものは、どれでしょうか。 

(a) 日本で唯一のシッチコモリグモの生息地である。 

(b) 絶滅危惧種「ヒヌマイトトンボ」が生息している。 

(c) ミズアオイなどの絶滅危惧植物が集中して分布している近畿有数の地域であるといわれている。 

(d) 一帯は、淡水と海水が混じる「汽水」と呼ばれる水域である。 

 

 

【42】「ヒメボタル」は、幼虫期を含めた一生を陸の上で過ごし、「森のホタル」とも呼ばれてい

ます。地元の保全グループが行うヒメボタルの夜間鑑賞会が、環境学習の場として恒例行事と

なっている小学校は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡小学校    (b) 養父小学校    (c) 生野小学校    (d) 東河小学校 
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【43】2018 年（平成 30）、南但地域で初めて野外コウノトリが繁殖し、ひな 2 匹が巣立ちました

が、ひなの観察記録をつけるなどの環境学習に取り組んでいた小学校は、次のうちどれでしょ

うか。 

 (a) 八鹿小学校    (b) 宿南小学校    (c) 伊佐小学校    (d) 梁瀬小学校 

 

 

【44】「ざんざか（ざんざこ）踊り」は氏神の夏祭り・秋祭りに、災厄除けや五穀豊穣などを祈願

する神事で、但馬では５か所で継承されていますが、今年、人口の減少により踊り手が確保で

きず、やむなく中止となったのは、次のうちどの地区でしょうか。 

(a) 養父市大屋町大杉       (b) 養父市大屋町若杉 

(c) 朝来市和田山町寺内      (d) 新温泉町久谷 

 

 

【45】「万歳」とは、正月に家々の座敷や門前で祝いを述べる祝福芸のことで、今日の漫才の起源

といわれていますが、兵庫県下に唯一残る伝統芸能「万歳」が受け継がれている地区は、次の

うちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市妙楽寺   (b) 豊岡市正法寺   (c) 豊岡市法花寺   (d) 豊岡市祥雲寺 

 

 

【46】「賽
さい

の神」は、道を遮り悪霊の侵入を防ぐ「道切り」の神として、古くから人々のあつい信

仰を集めてきました。一般的には注連縄
し め な わ

をまつりますが、約 1.5m の大草鞋
おおわらじ

と大草履
おおぞうり

を奉納す

る地区があります。その地区とは、次のうちどこでしょうか。 

(a) 豊岡市日高町田ノ口     (b) 養父市安井 

(c) 香美町香住区三川      (d) 養父市別宮 

 

 

【47】平家の落人伝説が残る香美町香住区余部の御崎地区では、源氏に見立てた的に 101本の矢を

放つ伝統行事「百手
ももて

の儀式」が行われていますが、この行事が行われる神社は、次のうちどれ

でしょうか。 

(a) 郡主神社   (b) 黒野神社   (c) 日吉神社   (d) 平内神社 
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【48】新温泉町竹田の面沼神社で行われる「お茗荷祭り」では、参拝者は、その茗荷の芽の形や色

ぐあいなどの成長状況でその年の吉凶状況を占います。この祭りが行われる日は、次のうちい

つでしょうか。 

(a) 2月11日    (b) 4月14日    (c) 5月1日    (d) 6月5日 

 

 

【49】伝統行事と行われる神社の組合せで誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 城崎だんじりまつり － 四所神社     (b) 御田植祭 － 雷神社 

(c) 松岡御柱まつり － 十二社神社      (d) 竹田松明祭 － 愛宕神社 

 

 

【50】「菖蒲綱引き」について記述したもので、誤っているものは、次のうちどれでしょうか。 

(a) かつては全国的にみられた民俗行事であったが、現在但馬で伝承されているのは３か所である。 

(b) 久谷の菖蒲綱引きは、５回目の勝負を「締め綱」と呼び、勝負の結果でその年の豊作を占う。 

(c) 湯村の菖蒲綱引きは、長さ100ｍ以上の大綱を住民や観光客が加わって上と下に分かれて引き 

合う壮大さが特徴である。 

(d) 和田の菖蒲綱引きは、３番勝負で綱を引きあい、村の親睦を深める神事である。 

 

 

【51】「朝倉氏」は養父市八鹿町朝倉付近にあった朝倉庄を治めた武将ですが、1337年（延元2）、

但馬から越前に入国し、後に守護大名となったのは、次のうち誰でしょうか。 

(a) 朝倉広景    (b) 朝倉高清    (c) 朝倉高景    (d) 朝倉孝景 

 

 

【52】豊岡藩京極家 2 代目の当主で、但馬一の大寺といわれた興国寺を藩寺として建立したのは、

次のうち誰でしょうか。 

(a) 京極高広    (b) 京極高住    (c) 京極高久    (d) 京極高盛 
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【53】養父市大屋町蔵垣生まれ。養蚕を但馬、丹波、丹後に広めた但馬養蚕業の先駆者で、1803年

（享和 3）、シーボルトもオランダへ持ち帰ったとされる「養蚕秘録」という養蚕の技術書を

出版したのは、次のうち誰でしょうか。 

(a) 田島弥平    (b) 上垣宇右衛門    (c) 高山長五郎    (d) 上垣守国 

 

 

【54】東京大学初代総理（長）など官界学会の多数の官職を歴任した政治学者であり、著書「国体

新論」の開明的民権思想は現在も高く評価されている「加藤弘之」の出身地は、次のうちどこ

でしょうか。 

(a) 豊岡市城崎町   (b) 豊岡市日高町   (c) 豊岡市出石町   (d) 豊岡市但東町 

 

 

【55】明治の新国家設立に尽力した政治家で、内務省時代には、全国の気象測候所の創設を働きか

け、気象観測網の基礎を築いたといわれる「桜井勉」が 8歳で入学した藩校は、次のうちどれ

でしょうか。 

(a) 稽古堂     (b) 弘道館    (c) 明倫館    (d) 青谿書院 

 

 

【56】豊岡市大磯に生まれ、内務省の土木技師として、生涯を治水工事・港湾の開拓に捧げ、「日

本の治水港湾工事の始祖」といわれたのは、次のうち誰でしょうか。 

(a) 長耕作    (b) 沖野忠雄    (c) 太田垣士郎    (d) 赤木正雄 

 

 

【57】児童文学作家「森はな」は、朝来市和田山町宮田に生まれ、64歳で日本児童文学者協会新人

賞を受賞しましたが、心優しき知的障害者の青年と神戸からの疎開者や地元の人との心の交流

が描かれている受賞作は、次のうちどれでしょうか。 

(a) こんこんさまにさしあげそうろう   (b) 旅しばいの二日間 

(c) ぼくらは６年生           (d) じろはったん 
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【58】朝来市生野町出身画家の三巨匠と称される洋画家の一人で、代表作「南風」が、2018年（平

成 30）に国の重要文化財に指定されたのは、次のうち誰でしょうか。 

(a) 白瀧幾之助    (b) 和田三造    (c) 青山熊治    (d) 浅田貞次郎 

 

 

【59】但馬の外湯の名称と所在地の組合せで、誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 「美人の湯」－ 朝来市生野町     (b) 「乙女の湯」－ 養父市八鹿町 

(c) 「誕生の湯」－ 豊岡市竹野町     (d) 「福寿の湯」－ 豊岡市但東町 

 

 

【60】「へしこ」といえば海の魚を使いますが、全国的にも珍しい川魚をへしこに加工した商品が、

道の駅「あゆの里矢田川」にお目見えしましたが、その川魚とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) イワナ     (b) ニジマス    (c) アマゴ    (d) アユ 

 

 

【61】但馬における「ハタハタ」の水揚げ量は、全国トップクラスで、一夜干し、南蛮漬けなどさ

まざまな調理法で楽しめるのも魅力ですが、但馬で行われているハタハタの漁法は、次のうち

どれでしょうか。 

(a) 底引き網漁    (b) 中層トロール網漁    (c) 定置網漁    (d) 巻き網漁 

 

 

【62】「出石焼」の歴史は江戸時代半ば、1784年（天明 4）に陶器を焼いたのが始まりとされ、戦

後、日展の特選に選ばれるなど作家活動が盛んになり、国の伝統的工芸品に指定されましたが、

指定された年は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 1964年（昭和39）        (b) 1972年（昭和47） 

(c) 1980年（昭和55）        (d) 1992年（平成4） 
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【63】「朝倉山椒」は、山椒特有のピリピリ感に加えて、フルーティーでまろやかな風味が特徴で

す。2015年（平成 27）、ある都市で開催された国際博覧会への出展がきっかけで、海外へ販路

が拡大しました。ある都市とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) パリ     (b) ミラノ     (c) リヨン     (d) ローマ 

 

 

【64】全国の温泉地を、部門ごとに一般投票で順位付けする、国と民間企業の共同プロジェクト「温

泉総選挙2017」で、城崎温泉が、「外国人おもてなし部門」でランクインしましたが、順位は

次のうちどれでしょうか。 

(a) 第１位     (b) 第３位     (c) 第５位     (d) 第７位 

 

 

【65】2018年（平成 30）は、兵庫県が設置されてから 150周年に当たりますが、150年前の 1868

年に但馬で起きた出来事は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 但馬・丹後と天田・多紀・氷上３郡を統合して豊岡県を設置 

(b) 生野の変がおきる 

(c) 豊岡県病院（現公立豊岡病院の前身）を豊岡に設立 

(d) 山陰道鎮撫総督西園寺公望が但馬入り 

 

 

【66】但馬の伝説・昔話とその地域名の組合せで、誤っているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) おりゅう柳 － 豊岡市出石町     (b) 藤無山 － 養父市大屋町 

(c) 和田の竜 － 香美町村岡区      (d) 車をおしたキツネ － 香美町小代区 

 

 

【67】「目に大怪我を負った父の看病疲れで、眠り込んだ息子の夢枕に神様が立ち、お告げがあっ

た祠近くから流れ落ちている水で父の目を洗うと痛みが消え、父の目は元通り見えるようにな

った。」という話から、目の神様として知られる神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 倭文神社   (b) 當勝神社   (c) 青倉神社   (d) 熊野神社 
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【68】ＪＲの駅区間のうち、大人普通運賃で片道 500 円を超えるのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡駅 － 和田山駅       (b) 生野駅 － 竹田駅 

(c) 豊岡駅 － 香住駅        (d) 香住駅 － 浜坂駅 

 

 

【69】総人口のうち 65 歳以上が占める割合である「高齢化率」の高い順に並べられているのは、

次のうちどれでしょうか。（数値は、平成 30年 2月1日基準日の兵庫県推計人口による。） 

(a) 新温泉町、養父市、香美町、朝来市、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、豊岡市、朝来市 

(d) 香美町、養父市、新温泉町、豊岡市、朝来市 

 

 

【70】2018 年（平成 30）5 月、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港

地・船主集落」に全国 26市町とともに追加認定されたのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡市    (b) 朝来市    (c) 香美町    (d) 新温泉町 

 

 

【71】養父市では、今年５月、国家戦略特区を利用し、住民や観光客を自家用車で有料運送する全

国初の事業が、大屋地域、関宮地域限定で始まりましたが、その事業の名称は、次のうちどれ

でしょうか。 

(a) やぶくる    (b) やぶタク    (c) やぶドラ    (d) 民タク 

 

 

【72】平成29年度から、豊岡市では、ある手法を用いた「コミュニケーション教育」が市内の小中

学校で行われています。その手法とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) ダンス    (b) 演劇    (c) 音楽    (d) 漫画 
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【73】豊岡市但東町にある「安国寺」は、ドウダンツツジ（写真参照）として有名ですが、ある生

き物を手厚く保護していることでも有名です。ある生き物とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) モリアオガエル 

(b) ハッチョウトンボ 

(c) ヤイロチョウ 

(d) ギフチョウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【74】但馬地域では、各地で数多くの花火大会が行われ、夏の風物詩となっていますが、次の花火

大会のうち、最も早く行われるのはどれでしょうか。 

(a) 和田山地蔵祭花火大会 

                            (b) やぶふるさと祭 

(c) たけの海上花火大会 

                            (d) 香住ふるさとまつり海上花火大会 
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【75】朝来市生野町の観光名所・生野銀山で、地下アイドルとして知られる「銀山ボーイズ」（写

真参照）の人気投票「選抜総選挙」が、今年 6月に実施されました。その第 1回総選挙でセン

ターの座を勝ち取ったのは、次のうち誰でしょうか。 

(a) へいくろう 

(b) 飛鳥くん 

                            (c) 左門 

                            (d) 源太 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【76】次の写真は、ある海岸の地域を上空から撮影したものです。その地域とは、次のうちどれで

しょうか。（なお、写真は平成 25年 12月に撮影したものです。） 

(a) 豊岡市津居山 

       (b) 豊岡市竹野町竹野 

                                 (c) 香美町香住区余部 

                                 (d) 新温泉町諸寄 
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【77】平成6年に但馬空港が開港してから但馬～伊丹路線を結んでいた「SAAB340B」に替わり、今

年、新型機「ATR42-600」（写真参照）が就航しましたが、就航したのはいつでしょうか。 

(a) 2月7日 

          (b) 3月7日 

                               (c) 4月7日 

                               (d) 5月7日 

  

 

 

 

 

 

 

【78】豊岡市但東町では、毎年恒例の「田んぼアート」が描かれていますが、シルク温泉やまびこ

近くの水田に出現したコウノトリ（写真参照）は、コシヒカリの緑をバックにあるもので描か

れています。あるものとは、次のうちどれでしょうか。 

 (a) コウノトリ育むお米 

          (b) もち米 

                                (c) 古代米 

                                (d) 山田錦 
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【79】但馬の小京都・豊岡市出石町を象徴する時計台「辰鼓楼」（写真参照）で、昨年「平成の大

修理」が行われましたが、大修理が行われたのは何年ぶりだったでしょうか。 

(a) 78年ぶり 

(b) 88年ぶり 

                           (c) 98年ぶり 

                           (d) 108年ぶり 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【80】但馬最大の檜皮葺
ひわだぶき

の屋根をもつ神社建築で、今年 6月、52年ぶりに全面ふき替えされた神社

（写真参照）は、次のうちどれでしょうか。 

 

(a) 名草神社 

  (b) 粟鹿神社 

                             (c) 赤渕神社 

                             (d) 養父神社 

 

 

 


