
11-2-1 

 

第 11回但馬検定 (2級 ) 

次の問いに答えなさい。 

 

【１】但馬の市町の人口（平成28年4月1日現在）について、多い順に並べられているのは、どれ 

でしょうか。 

(a)豊岡市＞朝来市＞養父市＞新温泉町＞香美町  (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＞養父市＞朝来市＞香美町＞新温泉町 

 

【２】但馬の市町の面積について、小さい順に並べられているのは、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＜朝来市＜養父市＜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＜養父市＜朝来市＜豊岡市  

 

【３】「コウノトリ但馬空港」の平成 27年度(4/1～3/31)の年間利用者数が 1994年（平成 6年） 

の開港以来最高となりましたが、その搭乗者数は何人だったでしょうか。 

  (a)20,362人      (b)25,362人      (c)29,362人     (d)34,362人 

 

【４】但馬を訪れる外国人観光客は年々増加していますが、平成 27年中に城崎温泉を訪れた外国 

人観光客の宿泊者数は、何人だったでしょうか。 

(a)約1万人      (b)約2万人        (c)約3万人      (d)約 4万人 

 

【５】但馬地域にＪＲの駅は、いくつあるでしょうか。 

(a)20         (b)23          (c)26         (d)29 

 

【６】2006年の開業から今年で 10周年を迎え、昨年は国土交通省から「重点道の駅」にも選ばれ 

た道の駅は、どれでしょうか。 

  (a) 但馬楽座     (b)フレッシュあさご  (c)ようか但馬蔵    (d)但馬のまほろば 
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【７】養父市が、国家戦略特区である農業特区の指定を受けたのは、いつでしょうか。 

(a)2012年      (b)2013年       (c)2014年       (d)2015年 

 

【８】山陰海岸ジオパークは、山陰海岸国立公園を中心に 1府 2県 3市3町にまたがり広がってい 

ますが、該当する市町の組合せで正しいのは、どれでしょうか。 

(a)伊根町、京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、岩美町 

(b)京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、岩美町 

(c)京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、鳥取市 

(d)京丹後市、豊岡市、香美町、新温泉町、岩美町、鳥取市 

 

【９】次のうち、但馬地域と京都府との境界にまたがっている峠は、どれでしょうか。 

  (a)遠阪峠      (b)天谷峠      (c)春来峠      (d)若杉峠 

 

【10】2015年 5月から 10月まで開催された国際博覧会において但馬の食や観光、文化が紹介され

大きな注目を集めました。この都市の名は何でしょう。 

(a)ミラノ          (b)麗水            (c)上海            (d)サラゴサ 

 

【11】2016年(平成 28年)の出来事で正しいのは、どれでしょうか。 

(a)但馬こうのとり周産期医療センターオープン 

(b)あさご医療センターオープン 

(c)第４回アジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸シンポジウム開催 

(d)コウノトリ放鳥10周年 

 

【12】2016年(平成 28年)7月に、養父市八鹿町にある放鳥拠点施設で育ったコウノトリ２羽がケ 

ージから飛び立ち、野性で生存している個体が過去最多となりましたが、７月末現在で何羽が野 

性で生存しているでしょうか。 

   (a)51羽       (b)71羽       (c)91羽       (d)111羽 
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【13】1185年（元暦 2年）壇ノ浦の戦いで平家が敗れ、平家の落人として豊岡市気比に隠れ住んで 

いましたが、後に捕らわれ刑死し、豊岡市気比と城崎町湯島に残る 2基の宝篋印塔がその供養塔 

と伝わっているのは、誰でしょうか。 

(a)伊賀平内左衛門家長 (b)越中次郎兵衛盛継 (c)門脇宰相平教盛 (d)矢引六郎右衛門 

 

【14】1285年（弘安8年）、中世但馬の所領関係を知る貴重な史料である「但馬国太田文」を 

注進した但馬守護は、誰でしょうか。 

(a)安達親長      (b)山名師義      (c)太田昌明      (d)太田政頼 

 

【15】最盛期全国の六分の一を領したとされる山名氏は、1580年（天正8年）にその嫡流が但 

馬から滅びましたが、どの城で滅んだのでしょうか。 

(a)有子山城       (b)此隅山城       (c)豊岡城        (d)竹田城  

 

【16】次の鉱山で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 

 

【17】1753年（宝暦 3年）円山川と市川を結んで、播磨や大坂（大阪）へ荷を運ぶことを始めまし 

たが、そのことを何というでしょうか。 

(a)山廻り通船       (b)近廻り通船      (c)川廻り通船      (d)馬車廻り通船 

 

【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－青谿書院 (b)豊岡藩－弘道館  (c)村岡山名領－明倫館 (d)池田草庵－稽古堂 

 

【19】豊岡県の誕生後、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)1873年（明治 6年）          (b)1876年（明治9年） 

(c)1889年（明治 22年）          (d)1896年（明治29年） 
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【20】山陰線最大の難工事であった桃観トンネルと余部鉄橋が完成したのは、いつでしょうか。 

(a)1889年（明治 22年）          (b)1896年（明治29年） 

(c)1906年（明治 39年）          (d)1912年（明治45年） 

 

【21】大きな前方後円墳は南但馬に集中していますが、次の古墳のうち、前方後円墳でないのはど 

れでしょうか。 

(a)小丸山古墳    (b)船宮古墳    (c)池田古墳    (d)茶すり山古墳 

 

【22】香美町村岡区にある八幡山古墳群で現在開口している５号墳は、特殊な構築方法で注目さ 

れていますが、その構築方法はどれでしょうか。 

(a)三角持送り式天井  (b)四角持送り式天井  (c)五角持送り式天井  (d)六角持送り式天井 

 

【23】豊岡市日高町の「但馬国分寺跡」では、多くの出土品や遺構が確認されており、この時代と 

しては全国でも最大級の「ある物」が見つかっていますが、「ある物」とはどれでしょうか。 

(a)井戸        (b)鋳所        (c)中門         (d)金堂 

 

【24】豊岡市竹野町にある鬼神谷窯跡では、県下最古の窯を含む 3基の窯跡群が発見されています 

が、ここでは何を生産していたのでしょうか。 

(a)土師器       (b)縄文土器      (c)須恵器        (d)磁器 

 

【25】但馬地域の代表的な山城である「八木城跡」の最後の城主となった「別所氏」は、何万石を 

領していたでしょうか。 

(a)1万        (b)１万５千      (c)2万       (d)2万5千 

 

【26】農業の神として崇められた神社の祭礼日に牛市が開かれたのが牛市の始まりとされ、諸国 

の博労が寄進した江戸中期の石灯篭が残る神社は、どれでしょうか。 

(a)雷神社      (b)酒垂神社       (c)八幡神社     (d)養父神社 

 

【27】但馬一の宮と呼ばれたこともある神社で、古来より朝廷の尊崇が篤く、勅使門が建てられ 

たとされているのはどの神社でしょうか。 
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(a)粟鹿神社    (b)出石神社           (c)小田井縣神社   (d)絹巻神社 

 

【28】お菓子の神様として中嶋神社に祀られている田道間守命が常世国から持ち帰った非時香菓 

（ときじくのかぐのこのみ）とされているのは、どれでしょうか。 

   (a)柿         (b)橘           (c)梨             (d)栗 

 

【29】社名は、但馬国造といわれる竹野別氏の居住地であったことが由来とされ、また江戸時代に 

は豊岡・出石藩の歴代藩主が武運長久祈願に参詣し、地元で「浜の天神さん」と呼ばれている神 

社は、どれでしょうか。 

(a)海神社      (b)気多神社       (c)面沼神社     (d)鷹野神社 

 

【30】妙見山の山腹にあり、出雲大社から譲り受けた三重の塔があるのは、何神社でしょうか。 

(a)黒野神社     (b)十二所神社     (c)名草神社     (d) 二方神社 

 

【31】新温泉町の宇都野神社境内に湧き出る清水は、その昔、船の穴をふさぎ遭難から救ったとい 

う伝承に由来する魚介類の名前を付けて何と呼ばれているでしょうか。 

(a)アワビ之霊水   (b)ホタテ之霊水    (c)サザエ之霊水   (d)アサリ之霊水 

 

【32】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 

 

【33】山名氏の菩提寺として建立されたと伝えられ、1616年（元和 2年）に再興された「沢庵寺」 

とも呼ばれている寺は、どれでしょうか。 

 (a)隆国寺     (b)称名寺       (c)総持寺      (d)宗鏡寺 

 

【34】弘法大師によって帰命山安養寺として開創された寺で、江戸期に現在の名に改められ、境 

内には日本有数の紅梅の古木がある、別名「夏梅の庭寺」とも呼ばれている寺は、どれでしょ 

うか。 

(a)隆国寺（豊岡市日高町）         (b)円通寺（豊岡市竹野町） 

(c)蓮華寺（養父市大屋町）         (d)帝釈寺（香美町香住区） 
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【35】香美町香住区にあり円山応挙ゆかりの寺として有名な大乗寺、この寺の開祖とされる奈良時

代の僧侶は誰でしょうか。 

(a)道智上人     (b)月庵和尚     (c)弘法大師     (d)行基 

 

【36】江戸時代から「馬北（北但馬）の鬼道場」と知られ、代々名僧が出ており、中でも、曹洞宗 

を復興した学僧玄楼和尚が第 12世住職であった新温泉町諸寄にある寺は、どれでしょうか。 

(a)玉田寺       (b)正楽寺      (c)善住寺       (d)龍満寺 

 

【37】日本有数の鉱山として栄え、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)1919年 (大正6年)        (b)1973年 (昭和48年) 

      (c)1985年 (昭和60年)       (d)1987年 (昭和62年) 

 

【38】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)神子畑選鉱所    (c)口銀谷地区    (d)飾磨港 

 

【39】1912年（明治45年）に建築された「余部橋りょう」は、2010年（平成 22年）に架け替え 

 られ、橋脚及び橋桁の一部が保存・展示されています。鉄の櫓を組んだかつての橋脚は何式とい 

 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 

 

【40】桃観トンネルの余部側の石額に刻まれた、鉄道院総裁「後藤新平」の書は、どれでしょうか。 

   (a)萬事如意     (b)惟徳罔小      (c)生意興隆     (d)萬方惟慶 

 

【41】日本に3ヵ所しかない鉄道のラチス桁橋梁のうち、2ヵ所は但馬にあります。その 2ヵ所の 

組合せが正しいのは、どれでしょうか。 

(a)円山川橋梁 － 田君川橋梁     (b)岸田川橋梁 － 竹野川橋梁 

(c)竹野川橋梁 － 田君川橋梁     (d)竹野川橋梁 － 大屋川橋梁 
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【42】1901年（明治34年）に建設され、大正期の姿への復元工事を経て、2008年（平成 20年） 

8月にこけら落としが行われたのは、どれでしょうか。 

(a)出石永楽館  (b)豊岡カトリック教会  (c)山口公民館  (d)葛畑農村歌舞伎舞台 

 

【43】世界に先駆けて玄武洞の地磁気逆転を発見したのは、誰でしょうか。 

(a)柴野栗山     (b)小藤文次郎    (c)松山基範     (d)小柴昌俊 

 

【44】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、どれでしょうか。 

(a)但馬松島     (b)三尾大島     (c)淀の洞門      (d)鎧の袖 

 

【45】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、県指定の天然記念物に 

なっているのは、どれでしょうか。 

(a)八反の滝     (b)ひょうたん淵   (c)鎧の袖      (d)栃本の溶岩瘤 

 

【46】但馬の中心部で蘇武岳の南に位置し、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、どれでしょうか。 

(a)瀞川山      (b)鉢伏山      (c)来日岳      (d)妙見山 

 

【47】香美町小代区の久須部渓谷の上流にあり、裏側から滝の流れを見ることから別名「裏見の滝」

と呼ばれる滝は、どれでしょうか。 

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

 

【48】ブナなどの多種多様な植物が生育し、落差 65ｍの滝がある渓谷で、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る渓谷は、どれでしょうか。 

  (a)横行渓谷     (b)瀞川渓谷      (c)阿瀬渓谷     (d)霧ケ滝渓谷 

 

【49】但馬には多くの渓谷がありますが、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)横行渓谷(朝来市)・阿瀬渓谷(新温泉町)・天滝渓谷(養父市)・黒川渓谷(豊岡市) 
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(b)横行渓谷(養父市)・阿瀬渓谷(豊岡市)・小代渓谷(香美町)・黒川渓谷(朝来市) 

(c)横行渓谷(養父市)・阿瀬渓谷(新温泉町)・奥山渓谷(香美町)・黒川渓谷(朝来市) 

(d)横行渓谷(朝来市)・阿瀬渓谷(豊岡市)・小又川渓谷(新温泉町)・黒川渓谷(香美町) 

 

【50】1992年（平成 4年）に豊岡市城崎町桃島池のヨシ原で発見され、これが日本海側では最初の 

発見となったトンボは、どれでしょうか。 

  (a)ヒヌマイトトンボ (b)ハッチョウトンボ (c)ベニイトトンボ  (d)アオイトトンボ 

 

【51】代々、但馬守護の山名氏の庇護を受け、禅寺として栄えた朝来市山東町の「大同寺」は近年、 

何の生息地として知られているでしょうか。 

(a)ウツギノヒメハナバチ (b)オオサンショウウオ (c)ヤイロチョウ (d)モリアオガエル 

 

【52】豊岡市畑上にある「大トチノキ」は、国指定天然記念物に指定されている古木ですが、その 

樹齢はおよそ何年といわれているでしょうか。 

(a)500年       (b)600年       (c)800年       (d)1000年 

 

【53】次のうち国の天然記念物に指定されているのは、どれでしょうか。 

(a)口大屋の大アベマキ  (b)小城のブナ原生林  (c)大笹のザゼンソウ  (d)大久保の大杉 

 

【54】豊かな自然が残っている但馬にはカツラの巨木がたくさんあります。樹齢約 2,000年ともい 

われ、国指定天然記念物となっているカツラは、どれでしょうか。 

(a)別宮の大カツラ  (b)糸井の大カツラ  (c)和池の大カツラ  (d)兎和野の大カツラ 

 

【55】次の場所に自生（群生）する植物の組合せのうち誤っているのは、どれでしょうか。 

(a)加保坂（養父市） － ミズバショウ      (b)鉢伏高原（養父市） － カキツバタ 

(c)別宮（養父市）  － オキナグサ       (d)田君川（新温泉町） － バイカモ 

 

【56】新温泉町や香美町に伝わる麒麟獅子舞はそれぞれに舞い方、囃しのリズムなどが微妙に異な 

ります。特に二頭舞（雌雄の舞）が行われている神社の組合せが正しいのは、どれでしょうか。 
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 (a)浜坂宇都野神社 － 三尾八柱神社        (b)居組大歳神社 － 諸寄為世永神社 

(c)浜坂宇都野神社 － 諸寄為世永神社      (d)諸寄為世永神社 － 越坂牛ヶ峰神社 

 

【57】但馬に残る次の民俗芸能のうち、お盆に行われないのは、どれでしょうか。 

(a)海上の傘踊り  (b)岸田さえもん踊り  (c)丹土はねそ踊り  (d)ささばやし太鼓踊り 

 

【58】丹後地方から伝わったとされ、現在豊岡市但東町中山地区において行われている五穀豊穣と 

無病息災を祈願する伝統芸能は、どれでしょうか。 

(a)宮神楽     (b)太刀振り      (c)中辻芸踊り    (d) 海上の傘踊り 

 

【59】国選択無形民俗文化財に指定され、養父市の水谷神社で毎年 10 月に行われる民俗芸能は、

どれでしょうか。 

(a)お走り祭り   (b)まいそうまつり   (c)別宮のお綱打ち  (d)ネッテイ相撲 

 

【60】豊作、無病息災を祈願する養父市の「別宮のお綱打ち」は、年の初めに上組と下組に分かれ 

て綱引きを行いますが、最後にどうすることでその年の豊作が約束されるでしょうか。 

(a)上組が勝つ   (b)下組が勝つ   (c)上組と下組が引き分ける  (d)勝敗を決めない 

 

【61】平家落人伝説で有名な香美町御崎の平内神社では、毎年、平家再興を願って矢を射る「百手 

の儀式」が行われますが、何本の矢を射るのでしょうか。 

(a)99本       (b)100本       (c)101本       (d)108本 

 

【62】粟鹿神社の秋季例大祭で行われる「瓶子渡」の儀式の別名は、どれでしょうか。 

(a)さあござれ   (b)ようござれ     (c)まあござれ    (d)やれござれ 

 

【63】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、次のうち門下生の組合せとして正しいのはどれでしょうか。 

(a)加藤 弘之 － 原 六郎         (b)北垣 国道 － 斎藤 隆夫 

(c)河本 重次郎 － 加藤 弘之       (d)北垣 国道 － 原 六郎 
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【64】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が、その後、再当選したのは、誰でしょうか。 

 (a)佐々木 良作      (b)斎藤 隆夫     (c)加藤 弘之     (d)北條 秀一 

 

【65】1797年（寛政 9年）現在の香美町小代区に生まれ、但馬牛改良の祖として知られる人物は、

誰でしょうか。 

(a)上垣守国       (b)上田広甫     (c)前田純孝     (d)前田周助 

 

【66】朝来市佐中の生まれで、第百国立銀行頭取も務めた明治の実業家は、誰でしょうか。 

(a)原 六郎         (b)山田 六郎    (c)中江 種造    (d)和田 完二 

 

【67】作家新田次郎が加藤文太郎をモデルとした山岳小説「孤高の人」を書くきっかけとなった二 

人の出会いの山はどこでしょうか。 

(a)富士山           (b)槍ケ岳            (c)立山              (d)八ヶ岳 

 

【68】新温泉町二日市に生まれ、「古墨」「法帖事典」などの著書で知られる現代書道の先駆者は、

誰でしょうか。 

(a)京極杞陽          (b)宇野雪村      (c)丸山修三       (d)藤原東川  

 

【69】養父市出身の作家山田風太郎が東京医科専門学校在学中に懸賞小説を応募し当選した探偵小 

説誌は、どれでしょうか。 

(a)真珠        (b)水晶        (c)宝石        (d)貴石 

 

【70】2015 年 5 月、惜しまれながら他界した豊岡市日高町出身の俳優今井雅之さんの初監督作品

は、次のうちどれでしょうか。 

   (a)ＷＩＮＤＳ ＯＦ ＧＯＤ     (b)静かな生活 

   (c)ストロベリーナイト        (d)ＳＵＰＰＩＮぶるうす・ザ・ムービー 

 

【71】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。 
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(a)５つ       (b)６つ       (c)７つ       (d)８つ 

 

【72】湯村温泉を開発した慈覚大師を祀ったお堂は何と呼ばれているでしょうか。 

(a)薬師堂      (b)まんだら堂    (c)観音堂      (d)地蔵堂 

 

【73】香美町香住区の漁港に揚がるベニズワイガニ（ベニガニ）は、何という漁法で捕られている 

でしょうか。 

   (a)底引き網漁    (b)定置網漁     (c)刺し網漁法    (d)カゴ漁 

 

【74】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、香美町小代区の系統（蔓 

牛）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 

 

【75】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た出石焼ですが、金賞を獲得した万国博覧 

会は、どれでしょうか。 

(a)パリ     (b)ミラノ     (c)サンフランシスコ     (d)セントルイス 

 

【76】朝来市の生野地域は生野鉱山とともに発展した鉱山町ですが、「生野鉱山及び鉱山町の文化 

的景観」として国の重要文化的景観に選定されたのは、いつでしょうか。 

(a)2005年（平成 17年）          (b)2010年（平成22年） 

(c)2014年（平成 26年）          (d)2016年（平成28年） 

 

【77】浜坂味原川周辺地区にある味原川沿いの遊歩道「あじわら小径」で、お盆にろうそくの灯を 

ともす行事は、どれでしょうか。 

(a)浜坂の和     (b)味原の燈     (c)味原の和     (d)燈の和 

 

【78】養父市大屋町にあり、現在は養父市立木彫展示館として活用されている明治中期の建築物は 
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何でしょうか。 

(a)旧宿南家住宅   (b)旧森田家住宅   (c)旧栃尾家住宅   (d)旧吉川家住宅 

 

【79】朝来市和田山町の赤淵神社には、その昔、ある魚貝類が嵐に襲われた船の沈没を救ったとい 

う伝説が残っていますが、ある魚貝類とは次のうちどれでしょうか。 

   (a)アワビ      (b)タコ       (c)サザエ      (d)ヒトデ 

 

【80】豊岡市城崎町に伝わる昔話「鼻かけ地蔵」のお地蔵様の鼻から出てくるものは、どれでしょ 

うか。 

(a)小判       (b)米        (c)小豆       (d)大豆 


