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次の問いに答えなさい。 

【１】次のうち、但馬の面積とほぼ同じ面積を持つ都府県は、どこでしょうか。 

  （ａ）京都府 （ｂ）香川県 （ｃ）東京都 （ｄ）岡山県 

 

【２】但馬の市町で、平成２０年１１月現在の人口が約２万８千人の市町は、どこでし

ょうか。 

  （ａ）朝来市 （ｂ）養父市 （ｃ）香美町 （ｄ）新温泉町 

 

【３】次のうち、但馬地域と隣接していない市は、どれでしょうか。 

  （ａ）鳥取市 （ｂ）京丹後市 （ｃ）宍粟市 （ｄ）篠山市 

 

【４】現在、北近畿豊岡自動車道と播但連絡道路は、朝来市のどこまで開通しているで

しょうか。 

  （ａ）生野町 （ｂ）和田山町 （ｃ）山東町 （ｄ）朝来町 

 

【５】但馬地域には、ＪＲ播但線の駅は和田山駅を含めいくつあるでしょうか。 

  （ａ）３ （ｂ）４ （ｃ）５ （ｄ）６ 

 

【６】次のうち、豊岡市日高町と香美町村岡区を結んでいるトンネルは、どれでしょう

か。 

  （ａ）珍坂トンネル （ｂ）土生トンネル 

  （ｃ）蘇武トンネル （ｄ）河梨トンネル 

 

【７】次のうち、境界が但馬地域と但馬地域外にまたがっていない峠は、どれでしょう

か。 

  （ａ）登尾峠 （ｂ）若杉峠 （ｃ）遠阪峠 （ｄ）春来峠 

 

【８】最近の統計によると、但馬へ１年間に約何万人の観光客が、訪れているでしょう

か。 

  （ａ）約 500 万人 （ｂ）約 1,000 万人 （ｃ）約 1,500 万人 （ｄ）約 2,000 万人 

 

【９】１９９４年（平成６年）に開港したコウノトリ但馬空港は、現在どこの空港と定

期便が運航されているでしょうか。 

  （ａ）神戸空港       （ｂ）関西国際空港 

  （ｃ）大阪国際（伊丹）空港 （ｄ）東京国際（羽田）空港 
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【10】但馬検定主催者の（財）但馬ふるさとづくり協会が運営し、但馬のポータルサイ

トとして様々な情報を発信しているホームページの名称は、どれでしょうか。 

  （ａ）但馬情報エクスプレス （ｂ）但馬情報宅急便 

  （ｃ）但馬情報特急     （ｄ）但馬ふるさとネット 

 

【11】「たじま」の漢字表記として、「古事記」で表記されているものは、どれでしょう

か。 

  （ａ）太字間 （ｂ）田路真 （ｃ）多遅麻 （ｄ）太治真 

 

【12】１２８５年（弘安８年）に但馬守護が幕府に注進した、中世但馬の所領関係を知

る貴重な史料とは、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 

 

【13】最盛期全国の６分の１の地域を支配し、「六分の一殿」と呼ばれるほど隆盛を誇

ったのは、何氏でしょうか。 

  （ａ）赤松氏 （ｂ）羽柴氏 （ｃ）京極氏 （ｄ）山名氏 

 

【14】豊臣秀吉による天下統一後、但馬に形成された城下町は、出石・豊岡・竹田とあ

と一つはどこでしょうか。 

  （ａ）八木 （ｂ）生野 （ｃ）大屋 （ｄ）村岡 

 

【15】江戸時代の但馬の鉱山で「御所務山」という鉱山に対する最高位の称号が与えら

れたのは、どこでしょうか。 

  （ａ）生野銀山 （ｂ）明延銅山 （ｃ）中瀬金山 （ｄ）神子畑鉱山 

 

【16】江戸時代に伊能忠敬の測量隊は、但馬に何回測量に訪れたでしょうか。 

  （ａ）１回 （ｂ）２回 （ｃ）５回 （ｄ）１０回 

 

【17】江戸時代出石藩では、藩財政改革を進める筆頭家老とそれに反対する守旧派との

対立によりお家騒動がおきましたが、どれでしょうか。 

  （ａ）加賀騒動 （ｂ）仙石騒動 （ｃ）黒田騒動 （ｄ）伊達騒動 

 

【18】幕末期は、但馬各地に藩校や私塾が開設されましたが、次の組み合わせで正しい

のは、どれでしょうか。 

  （ａ）出石藩－弘道館   （ｂ）豊岡藩－青谿書院 

  （ｃ）村岡山名領－永楽館 （ｄ）池田草庵－稽古堂 
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【19】１８７１年（明治４年）に廃藩置県が行われ、但馬は豊岡・出石など５県となり

ましたが、次のうち５県でないのは、どれでしょうか。 

  （ａ）村岡 （ｂ）生野 （ｃ）久美浜 （ｄ）岩美 

 

【20】１８７１年（明治４年）１１月、但馬・丹後・丹波（氷上・多紀・天田三郡）を

管轄する新しい県が誕生しましたが、何県でしょうか。 

  （ａ）豊岡県 （ｂ）生野県 （ｃ）村岡県 （ｄ）出石県 

 

【21】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 

 

【22】円山川の決壊等により、豊岡市を中心に甚大な被害をもたらした台風２３号災害

は、平成何年に起きたでしょうか。 

  （ａ）平成１４年 （ｂ）平成１５年 （ｃ）平成１６年 （ｄ）平成１７年 

 

【23】但馬地方で最も古い遺跡は、約２万５千年前の旧石器時代のナイフ形石器が発見

された遺跡と言われていますが、どれでしょうか。 

  （ａ）神鍋遺跡 （ｂ）中谷貝塚 （ｃ）畑ケ平遺跡 （ｄ）見蔵岡遺跡 

 

【24】埴輪、葺石、楯型周溝をすべて備えている前方後円墳は、北近畿でも２つしかあ

りませんが、船宮古墳とあと一つはどこでしょうか。 

  （ａ）城ノ山古墳 （ｂ）池田古墳 （ｃ）森尾古墳 （ｄ）茶すり山古墳 

 

【25】１２２１年（承久３年）承久の変の後、但馬に雅成親王（後鳥羽上皇皇子）が流

刑となり、豊岡市高屋に幽閉されましたが、その住まいは一般に何と呼ばれてい

たでしょうか。 

  （ａ）皇子御所 （ｂ）但馬御所 （ｃ）白木御所 （ｄ）黒木御所 

 

【26】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）朝来市生野町 （ｂ）養父市養父市場 

  （ｃ）豊岡市九日市 （ｄ）豊岡市日高町 

 

【27】１６００年（慶長５年）最後の城主の別所氏が、関ヶ原の合戦で石田三成に加担

したため廃城になったのは、どれでしょうか。 

  （ａ）八木城 （ｂ）竹田城 （ｃ）三開山城 （ｄ）豊岡城 
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【28】次のうち、城の所在地が間違っているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）芦屋城－香美町  （ｂ）竹田城－朝来市 

  （ｃ）有子山城－豊岡市 （ｄ）八木城－養父市 

 

【29】但馬を代表する５つの神社は、総称して「但馬五社明神」と言われていますが、

出石神社・絹巻神社・養父神社・粟鹿神社とあと一つは、どれでしょうか。 

  （ａ）雷神社 （ｂ）中嶋神社 （ｃ）小田井縣神社 （ｄ）名草神社 

 

【30】県下でも有数の規模と自然性を持ったスダジイ林が成立しており、ヒメハルゼミ

の生息地として知られている神社は、どれでしょうか。 

  （ａ）養父神社 （ｂ）出石神社 （ｃ）絹巻神社 （ｄ）平内神社 

 

【31】「いっきゅうさん」の愛称で親しまれている出石神社の祭神のひとりで、八種神

宝を持ち帰った但馬開発の祖神のひとりは、誰だと言われているでしょうか。 

  （ａ）天日槍命 （ｂ）須佐之男命 （ｃ）田道間守命 （ｄ）大国主命 

 

【32】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 

 

【33】江戸時代の画家、円山応挙とその一門の手によって「障壁画」が描かれ、別名「応

挙寺」と呼ばれている寺は、どれでしょうか。 

  （ａ）円通寺 （ｂ）文常寺 （ｃ）妙楽寺 （ｄ）大乗寺 

 

【34】道智上人により創建された高野山真言宗の別格本山で、国指定重要文化財の本堂、

宝篋印塔や十一面観音立像など貴重な文化財がある寺は、どれでしょうか。 

  （ａ）蓮華寺 （ｂ）温泉寺 （ｃ）隆国寺 （ｄ）円龍寺 

 

【35】花びらが１０枚、１つの花にめしべが１～６本もあることで珍しいと言われてい

る、学名「プルヌス・タジマエンシス・マキノ」と呼ばれる桜があることで有名

な新温泉町にある寺は、どれでしょうか。 

  （ａ）浅間寺 （ｂ）正福寺 （ｃ）正楽寺 （ｄ）大林寺 

 

【36】１９１２年（明治４５年）に建築された余部鉄橋は、鉄の櫓を組んだ鉄橋で日本

一の規模を誇っていますが、その橋脚は何式というでしょうか。 

  （ａ）アーチ式 （ｂ）ニールセン式 （ｃ）トラス式 （ｄ）トレッスル式 
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【37】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」が昨年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）演劇 （ｂ）コンサート （ｃ）落語 （ｄ）歌舞伎 

 

【38】生野に伝わる銀山旧記によると、生野銀山の最初の支配者は、誰でしょうか。 

  （ａ）織田氏 （ｂ）太田氏 （ｃ）八木氏 （ｄ）山名氏 

 

【39】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

結ぶ輸送専用路は、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 

 

【40】現在、明治館として一般公開されている豊岡市出石町の建物は、元々は何の目的

で建設された建物でしょうか。 

  （ａ）病院 （ｂ）郡役所 （ｃ）警察署 （ｄ）郵便局 

 

【41】朝来市生野町にある旧医院で、色彩をほどこした格天井などの特徴があり、国登

録有形文化財に指定されているのは、どれでしょうか。 

  （ａ）旧小出医院 （ｂ）旧海崎医院 （ｃ）旧中出医院 （ｄ）旧川崎医院 

 

【42】ＪＲ山陰本線のトンネルの中で１番長く、全長が１，９９１ｍあるトンネルは、

どれでしょうか。 

  （ａ）桜観トンネル （ｂ）梅観トンネル 

  （ｃ）桃観トンネル （ｄ）梨観トンネル 

 

【43】ＪＲ山陰本線が和田山駅から延伸されたことにより１９０８年（明治４１年）に

開設し、昨年１００周年を迎えた駅は、どれでしょうか。 

  （ａ）八鹿駅 （ｂ）豊岡駅 （ｃ）城崎温泉駅 （ｄ）香住駅 

 

【44】新温泉町浜坂にあり、現在は歴史民俗資料館として活用されている建造物で昨年、

国登録有形文化財に答申されたのは、どれでしょうか。 

  （ａ）民俗資料館まほろば （ｂ）永楽館 （ｃ）以命亭 （ｄ）達徳会館 
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【45】但馬には多くの滝がありますが、名称と所在地が全て一致しているものは、どれ

でしょうか。 

  （ａ）八反の滝（新温泉町）・霧ヶ滝（香美町）・猿尾滝（養父市）・天滝（豊岡市） 

  （ｂ）八反の滝（香美町）・霧ヶ滝（養父市）・猿尾滝（豊岡市）・天滝（新温泉町） 

  （ｃ）八反の滝（養父市）・霧ヶ滝（豊岡市）・猿尾滝（新温泉町）・天滝（香美町） 

  （ｄ）八反の滝（豊岡市）・霧ヶ滝（新温泉町）・猿尾滝（香美町）・天滝（養父市） 

 

【46】日本の滝１００選に選定されている天滝は、県下一の落差があるが、何ｍあるで

しょうか。 

  （ａ）５８ｍ （ｂ）９８ｍ （ｃ）１５８ｍ （ｄ）１９８ｍ 

 

【47】扇ノ山を源流とし、浜坂湾へ注ぐ全長２４㎞の急勾配の河川で、県下有数の水質

を誇り、サケの養殖の取り組みが行われている川は、どれでしょうか。 

  （ａ）円山川 （ｂ）竹野川 （ｃ）岸田川 （ｄ）矢田川 

 

【48】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）糸井渓谷 

 

【49】日本ジオパークに認定された山陰海岸は、兵庫県・京都府・鳥取県にまたがりま

すが、関係する市町数は、どれでしょうか。 

  （ａ）１市２町 （ｂ）２市３町 （ｃ）３市３町 （ｄ）４市４町 

 

【50】但馬には高い山が多くありますが、次のうち１，０００ｍを越えている山は、ど

れでしょうか。 

  （ａ）神鍋山 （ｂ）三川山 （ｃ）妙見山 （ｄ）大岡山 

 

【51】次の但馬の名山のうち、火山でない山は、どれでしょうか。 

  （ａ）蘇武岳 （ｂ）神鍋山 （ｃ）鉢伏山 （ｄ）瀞川山 

 

【52】但馬には多くの巨木がありますが、大屋町樽見、日高町知見、新温泉町竹田にあ

る有名な巨木に共通する木の種類は、どれでしょうか。 

  （ａ）サクラ （ｂ）ケヤキ （ｃ）カツラ （ｄ）スギ 
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【53】昨年、環境省が選ぶ「平成の名水百選」に認定された「かつらの千年水」の水源

近くにある、樹齢千年、幹周り約１６メートルの巨木は、どれでしょうか。 

  （ａ）別宮の大カツラ （ｂ）和池の大カツラ 

  （ｃ）糸井の大カツラ （ｄ）兎和野の大カツラ 

 

【54】新温泉町の田君川に生育し、毎年５～１１月にかけて、梅の花によく似た５弁の

白い花を付ける水生の多年草は、どれでしょうか。 

  （ａ）オキナグサ  （ｂ）ミツガシワ （ｃ）ミズバショウ （ｄ）バイカモ 

 

【55】５月頃にピンク色のかわいい花をたくさん付け、別名「田植え花」とも呼ばれて

いる花は、どれでしょうか。 

  （ａ）オオベニウツギ （ｂ）タニウツギ 

  （ｃ）ヤブウツギ   （ｄ）ウコンウツギ 

 

【56】香美町村岡区のハチ北高原に自生している、３，０００株を超える植物群落は、

どれでしょうか。 

  （ａ）オキナグサ （ｂ）バイカモ （ｃ）ザゼンソウ （ｄ）ワカサハマギク 

 

【57】１９３１年（昭和６年）に、国指定天然記念物となった玄武洞は、その周辺を含

め玄武洞公園として整備されていますが、何の名所として有名でしょうか。 

  （ａ）タンポポ （ｂ）ヒマワリ （ｃ）アジサイ （ｄ）チューリップ 

 

【58】晩秋から冬にかけて、時雨や雪をもたらす北西の季節風のことを何と呼ぶでしょ

うか。 

  （ａ）うらにし （ｂ）しらはえ （ｃ）こち （ｄ）くろはえ 

 

【59】１１月下旬から２月頃の寒中に採取し、香りも色つやもいいので巻き寿司用や薬

味として重宝されている海藻は、どれでしょうか。 

  （ａ）ジンバ （ｂ）アラメ （ｃ）岩ノリ （ｄ）ワカメ 

 

【60】コウノトリと同じく特別天然記念物に指定されていて、但馬地方にも多く住んで

いる生き物は、どれでしょうか。 

（ａ）イヌワシ      （ｂ）タンチョウ 

  （ｃ）オオサンショウウオ （ｄ）アベサンショウウオ 
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【61】コウノトリの成鳥の体重は、一般的に約何キログラムあるでしょうか。 

  （ａ）２㎏ （ｂ）４㎏ （ｃ）６㎏ （ｄ）８㎏ 

 

【62】但馬でも絶滅が危惧されている国指定天然記念物のツキノワグマには、三日月状

の白斑がありますが、どこにあるでしょうか。 

  （ａ）お腹 （ｂ）背中 （ｃ）首の付け根 （ｄ）額 

 

【63】朝来市山東町の楽音寺には、近年巣の数が減少している県指定天然記念物のウツ

ギノヒメハナバチが生息していますが、どこに巣を作るでしょうか。 

  （ａ）木の中 （ｂ）土の中 （ｃ）花の中 （ｄ）水の中 

 

【64】新温泉町の面沼神社で行われ、ある物の形・大きさ・光沢などでその年の吉凶・

景気を占う祭りは、どれでしょうか。 

  （ａ）竹田松明祭 （ｂ）お当の餅つき （ｃ）御田植祭 （ｄ）お茗荷祭り 

 

【65】朝来市岩津の鷲原寺では、２月の節分に幸福を祈願して、１周３０ｍもある何か

を回す行事が行われていますが、何を回すのでしょうか。 

  （ａ）綱 （ｂ）鎖 （ｃ）数珠 （ｄ）縄 

 

【66】「ざんざか踊り」は、災厄除けや五穀豊穣などを祈願する神事で、但馬では５カ

所で継承されていますが、１カ所だけ「ざんざこ」と呼称します。それはどこで

しょうか。 

  （ａ）寺内 （ｂ）大杉 （ｃ）若杉  （ｄ）久谷 

 

【67】養父市葛畑では、２００３年（平成１５年）に伝統芸能の復活公演を行うなど、

その伝承に取り組んでいますが、それは何でしょうか。 

  （ａ）歌舞伎 （ｂ）相撲 （ｃ）獅子舞 （ｄ）三番叟 

 

【68】ユーモラスな表情のかぶりものと真赤な胴幕を着用し、お囃子に合わせて舞い踊

る伝統芸能は、どれでしょうか。 

  （ａ）麒麟獅子舞 （ｂ）傘踊り （ｃ）万歳 （ｄ）三番叟 

 

【69】月おくれの端午の節句の頃に行われ、現在但馬では、新温泉町久谷、香美町村岡

区等で行われる伝統行事は、どれでしょうか。 

  （ａ）御田植祭 （ｂ）幟まわし （ｃ）菖蒲綱引き （ｄ）百手の儀式 
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【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】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 

 

【72】豊岡市出石町出身で、地租改正や気象測候所の創設、現在の兵庫県の成り立ちに

も進言した人物は、誰でしょうか。 

  （ａ）桜井 勉 （ｂ）斎藤隆夫 （ｃ）近藤朔風 （ｄ）和田完二 

 

【73】朝来市生野町出身の三巨匠と称される洋画家のうち、当てはまらないのは、誰で

しょうか。 

  （ａ）伊藤清永 （ｂ）和田三造 （ｃ）青山熊治 （ｄ）白瀧幾之助 

 

【74】朝来市和田山町出身で、農民の喜びや悲しみを歌う「農民歌人」と称され、但馬

歌壇の父ともいわれているのは、誰でしょうか。 

  （ａ）前田周助 （ｂ）原 六郎 （ｃ）前田純孝 （ｄ）藤原東川 

 

【75】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）大石りん （ｃ）大石りか （ｄ）大石りく 

 

【76】幕末期の儒学者で、「但馬聖人」と呼ばれた池田草庵は、多くの但馬内外の子弟

を教育しましたが、次のうち門下生だったのは、誰でしょうか。 

  （ａ）赤木正雄 （ｂ）北垣国道 （ｃ）斎藤隆夫 （ｄ）太田垣士郎 

 

【77】但馬には多くの有名な人物がいますが、人物と関係のある職業・業績の組み合わ

せが一致していないのは、どれでしょうか。 

  （ａ）浜尾 新－東京大学総理（長） （ｂ）堀田瑞松－発明家 

  （ｃ）山田風太郎－政治家 （ｄ）淀井敏夫－造形家 

 

【78】豊岡市出身で、鉱業家として成功をおさめ、育英基金の創設や豊岡市上水道建設

に尽力した明治の鉱山王は、誰でしょうか。 

  （ａ）中江種造 （ｂ）上垣守国 （ｃ）前田周助 （ｄ）東井義雄 
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【79】豊岡市出身で、土木建築を学び内務省技師として、生涯を治水工事・港湾の開拓

に捧げた日本の治水港湾工事の始祖といわれているのは、誰でしょうか。 

  （ａ）近藤朔風 （ｂ）沖野忠雄 （ｃ）宇野雪村 （ｄ）赤木正雄 

 

【80】「東の啄木、西の翠渓」と並び称された明治末期の薄幸の歌人「前田純孝」が詠

んだ歌は、どれでしょうか。 

  （ａ）いくとせの前の落葉の上にまた落葉かさなり落葉かさなる 

  （ｂ）春によし夏はまたよし秋はなほ今日あたためて飲む冬の酒 

  （ｃ）つらなりて山遠く見ゆ夕映えはただしばらくの間なれども 

  （ｄ）手ぬぐいを下げて外湯に行く朝の旅の心を駒げたの音 

 

【81】豊岡市出石町出身の政治家で、１９４０年（昭和１５年）の国会での質問演説で

陸軍の反感をかい、衆議院議員を除名処分となったのは、誰でしょうか。 

  （ａ）佐々木良作 （ｂ）河本重次郎 （ｃ）斎藤隆夫 （ｄ）北條秀一 

 

【82】豊岡市城崎町出身の財界人で、関西電力の初代取締役社長に就任し、城崎温泉発

展のためロープウェイの建設に尽力したのは、誰でしょうか。 

  （ａ）原 六郎 （ｂ）太田垣士郎 （ｃ）和田完二 （ｄ）田中 寛 

 

【83】新温泉町浜坂出身の登山家「加藤文太郎」を顕彰して浜坂に作られた施設は、何

でしょうか。 

  （ａ）文化ホール （ｂ）体育館 （ｃ）博物館 （ｄ）図書館 

 

【84】香美町香住区出身で、昨年７月に約６０年の歴史にピリオドを打った「大阪名物

くいだおれ」の創業者は、誰でしょうか。 

  （ａ）篠原無然 （ｂ）加藤弘之 （ｃ）山田六郎 （ｄ）上田広甫 

 

【85】現在活躍している但馬出身の芸能人、有名人のうち、豊岡市出身の人は、誰でし

ょうか。 

  （ａ）ユリオカ超特Ｑ （ｂ）笑福亭鶴笑 （ｃ）高階光幸 （ｄ）福本清三 

 

【86】城崎温泉には、数多くの文人が訪れていますが、小説「城の崎にて」を執筆した

のは、誰でしょうか。 

  （ａ）志賀直哉 （ｂ）島崎藤村 （ｃ）白鳥省吾 （ｄ）有島武郎 
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【87】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 

 

【88】但馬の漁業の中で、漁獲金額が一番多い魚種は、どれでしょうか。 

  （ａ）ホタルイカ （ｂ）ハタハタ （ｃ）ズワイガニ （ｄ）ベニズワイガニ 

 

【89】浜坂漁港で水揚げ量が日本一を誇り、海の妖精ともいわれているイカは、どれで

しょうか。 

  （ａ）スルメイカ （ｂ）アオリイカ （ｃ）ホタルイカ （ｄ）ヤリイカ 

 

【90】但馬牛は長い間、優良な血統だけを蔓牛として守ってきましたが、その代表的な

蔓牛でないのは、どれでしょうか。 

  （ａ）ふき蔓 （ｂ）いわくら蔓 （ｃ）よし蔓 （ｄ）あつた蔓 

 

【91】但馬に秋を告げる風物詩といえば「雲海」ですが、竹田城跡、大岡山、立雲峡と

並び雲海が見られる特に有名な場所は、どこでしょうか。 

  （ａ）茶すり山 （ｂ）玄武洞 （ｃ）竹野海中公園 （ｄ）来日岳 

 

【92】明治初期に桜井勉らが旧士族の失職を救済するため盛んにしたといわれる地場産

業で、１９８０年（昭和５５年）に国の伝統的工芸品に指定されたのは、どれでし

ょうか。 

  （ａ）但馬ちりめん （ｂ）麦わら細工 （ｃ）出石焼 （ｄ）杞柳細工 

 

【93】出石町では地ビールが作られていますが、昨年片間ふれあい農園で栽培している

ある物を使って新たな地ビールが開発されました。そのある物とは、何でしょう

か。 

  （ａ）ユスラウメ （ｂ）ブルーベリー （ｃ）ラベンダー （ｄ）ゆず 

 

【94】昨年の「たんとうチューリップまつり」で、１０万本のチューリップにより描か

れた巨大な図柄は、何だったでしょうか。 

  （ａ）コウノトリ （ｂ）はばタン （ｃ）パンダ （ｄ）ペンギン 

 

【95】下記の地区は、全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 
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【96】２００６年（平成１８年）特許庁の「地域団体商標制度（地域ブランド）」に出

願し、県下第１号の認定を受けたのは、どれでしょうか。 

  （ａ）柳行李 （ｂ）竹田家具 （ｃ）但馬ちりめん （ｄ）豊岡鞄 

 

【97】新温泉町浜坂では、旅館・民宿の経営者や従業員を対象に、カニの美味しい食べ

方からカニに合うお酒までアドバイスする専門家を養成していますが、何という

でしょうか。 

  （ａ）カニソムリエ  （ｂ）カニマエストロ 

  （ｃ）カニパティシエ （ｄ）カニマイスター 

 

【98】豊岡市但東町に昨年７月、新たにオープンした温泉施設は、どれでしょうか。 

  （ａ）つるつる温泉 （ｂ）さらさら温泉 

  （ｃ）たんたん温泉 （ｄ）とんとん温泉 

 

【99】但馬の地名で、次のうち実在するのは、どれでしょうか。 

  （ａ）養父市粟鹿 （ｂ）朝来市上計 （ｃ）豊岡市田結 （ｄ）新温泉町若杉 

 

【100】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橘の実を持ち帰

ったと言われている、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）卑弥呼 （ｃ）田道間守 （ｄ）大国主命 

 


