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第 12回但馬検定 (2級 ) 

次の問いに答えなさい。 

【１】土曜・日曜・祝日のみ運転される、ＪＲ山陰本線「豊岡～香住～鳥取」間を結ぶ列車の名前

は何でしょうか。 

(a) 山陰海岸ジオパーク      (b) 山陰海岸ジオライナー 

(c) ジオパーク号           (d) ジオパーク列車 

 

【２】兵庫県が開発した梨の新品種「但馬１号」は、大玉で甘く、収穫が早いのが特徴です。平成

28年に決まったこの梨の愛称は次のうちどれでしょう。     

 (a) 香住梨           (b) 幸水          (c) なしおとめ        (d) とちおとめ 

 

【３】養父市八鹿町にあるコウノトリ放鳥拠点から、平成 29 年 7 月に放鳥したヒナ２羽の名は、

何でしょうか。 

(a) 「幸」「福」     (b) 「幸」「来」 

(c) 「福」「来」     (d) 「幸」「舞」 

 

【４】豊岡市・香美町・新温泉町が主体となり、平成 28年度に運用が開始されたごみ処理施設。環

境にも配慮されたこの施設の名称は何でしょうか。 

(a) 北但エコセンター      (b) クリーンパーク北但  

(c) 南但クリーンセンター    (d) グリーンピア北但  

 

【５】松葉ガニや香住ガニのカラで土作りをし、香美町で生産される、甘みとねばりが特徴の米の

名称は何でしょうか。  

(a) かにのほほえみ   (b) かにのささやき   (c) 松葉米   (d) 山田錦 
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【６】平成28年12月に朝来市の生野工業団地で操業を開始した発電所は、木材の根株や枝葉など

の未利用材を燃料とし林業の再生にも寄与しています。この発電所の名称は、次のうちどれ

でしょうか。 

(a) 朝来・森の発電所     (b) 朝来ウッドパワー発電所    

(c) 朝来グリーン発電所    (d) 朝来バイオマス発電所    

 

【７】ＪＲ山陰本線の旧余部橋梁を活用した、平成 29 年 11 月に完成予定のエレベーターの愛称

は、何というでしょうか。  

(a) 余部スカイツリー     (b) 余部クリスタルタワー    

(c) 余部ジオタワー      (d) 余部鉄塔    

 

【８】但馬の空の玄関「コウノトリ但馬空港」では、平成 30 年度に現在運航している機種よりも

一回り大きい新たな飛行機が導入されます。この新型機の名称はどれでしょうか。 

(a) ＳＡＡＢ３４０Ｂ         (b) ＡＴＲ４２-６００   

  (c) Ｆ－１５Ｊ            (d) ＭＲＪ９０   

 

【９】平成29年４月１日現在の兵庫県推計人口で、但馬の人口についての組合せで正しいのは次

のうちどれでしょうか。                         

(a) 約18万1千人で県全体の約5％        (b) 約15万6千人で県全体の約4％ 

(c) 約16万6千人で県全体の約3％        (d) 約20万1千人で県全体の約4％ 

 

【10】但馬の面積は兵庫県全体の約４分の１を占め、東京都とほぼ同じですが、その面積はどれく

らいでしょうか。 

(a) 約１,８００㎢        (b) 約２，１００㎢ 

(c) 約２，４００㎢        (d) 約２，７００㎢ 
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【11】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 

 

【12】江戸時代の大名や旗本は陣屋をおいて村々を治めました。次のうち江戸時代の陣屋ではなか

ったものは、どれでしょうか。 

（a）朝来陣屋   （b）芦屋陣屋   （c）豊岡陣屋   （d）村岡陣屋 

 

【13】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 

 

【14】江戸時代後期には、藩の奨励により但馬各地で独自の産業が発展したが、現在の新温泉町か

ら豊岡市竹野町にかけての山間部で発展した産業は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 養蚕    (b) 造船    (c) 綿花   (d) 製鉄              

 

【15】７４１年聖武天皇は五穀豊穣、国家鎮護を願って全国各地に国分寺、国分尼寺を建立しまし

たが、但馬国で建てられたのは、どこでしょうか。     

(a) 豊岡市日高町   (b) 豊岡市出石町   (c) 朝来市山東町   (d) 朝来市和田山町 

 

【16】但馬最大の百姓一揆は、天領村々の百姓が生野の代官所に強訴したものです。それは何年の 

ことだったでしょうか。 

（a）元和７年（1621年）    （b）享保５年（1720年）  

（c）元文３年（1738年）    （d）寛政３年（1791年） 

 

【17】明治中期の市町村制、郡制の施行により、但馬は何郡何町村に整理統合されたでしょうか。 

 (a) ６郡６６町村   (b) ６郡４４町村   (c) ５郡６６町村   (d) ５郡５５町村 
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【18】江戸時代に幕府の直轄であった生野銀山に１７０５年に与えられた鉱山に対する最高位の称

号は、何でしょうか。 

(a) 直轄務山    (b) 天領務山   (c) 御所務山   (d) 幕府務山 

 

【19】室町時代末期の山名氏は、九日市（豊岡市）に守護所を置きましたが、その後、本拠地とし

た場所は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 豊岡城          (b) 此隅山城  

(c) 三開山城         (d) 八木城 

 

【20】養父市八鹿町の標高 330ｍの位置にある但馬の代表的な山城跡で、豊臣時代に築かれた貴重 

な遺跡といわれているのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 竹田城跡    (b) 八木城跡    (c) 三開山城跡    (d) 山名氏城跡 

 

【21】但馬地方で最も古い遺跡である畑ケ平遺跡があるのは、次のうちどこでしょうか。 

(a) 朝来市    (b) 養父市    (c) 香美町    (d) 新温泉町 

 

【22】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 

 

【23】朝来市和田山町内には多くの古墳が所在していますが、その中で我が国では最多の水鳥型埴

輪が出土したのは、次のうちどれでしょうか。 

（a）小丸山古墳  （b）城の山古墳  （c）池田古墳  （d）茶すり山古墳 

 

【24】蒸気機関車に水を補給するため、1911 年（明治 44）に赤煉瓦でつくられた給水塔が残 

る駅は次のうちどれでしょうか。 

（a）浜坂駅    (b) 生野駅   （c）国府駅   （d）梁瀬駅 
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【25】全線営業は約 15 年足らずの路線だったが、現在もいくつかの遺構が残っている出石鉄道 

は、山陰本線のどの駅と出石とを結んでいたでしょうか。 

（a）豊岡駅   （b）江原駅   （c）八鹿駅   （d）養父駅 

 

【26】「日本一の錫鉱山」として栄えた明延鉱山が、1987年の閉山までに掘られた坑道の総延長は、

次のうち、どれと同じくらいの距離でしょうか。             

(a) 新幹線東京～大阪間       (b) 飛行機東京～ロサンゼルス間   

(c) JR浜坂駅～大阪駅間          (d) 播但道 姫路JCT～和田山JCT間 

 

【27】豊岡市の中心街「大開通り」「宵田通り」には、北但大震災後にできた建築物が多くあり 

ますが、次のうち豊岡復興建築群でないのは、どれでしょうか。 

 (a) 旧豊岡町役場            (b) 元兵庫県農工銀行豊岡支店   

 (c) 佐藤家及び西村家住宅   (d) 達徳会館 

 

【28】余部駅と久谷駅の間にある桃観トンネルの記述について正しいのはどれでしょうか。 

   (a) トンネルが完成したのは1912年（明治45） 

 (b) トンネルの長さ1991ｍは山陰線で一番長い 

   (c) 久谷側の出入り口だけに石額が掲げられている  

 (d) トンネルは久谷側が高く余部側に下っている              

 

【29】生野鉱山に関連する歴史遺産・近代化産業遺産に関する記述で、誤っているものはどれでし 

ょうか。 

(a) 旧生野警察署は、明治時代に建設された木造平屋建の擬洋風建築物である 

(b) 旧海崎医院は、明治時代に建設された洋風と和風を折衷した建築物である 

(c) 旧吉川邸は、まちづくり活動の拠点施設「以命亭」となっている 

(d) 「カラミ石」は、金属を取り出す製錬過程で発生した鉱石のくずを固めたものである 

 

【30】次のうち明治時代に建てられた建築物でないのは、どれでしょうか。 

(a) 出石明治館（旧出石郡役所）        (b) 民俗資料館まほろば（旧七美郡役所） 

(c) 豊岡カトリック教会          (d) 一区公民館（旧生野警察署） 
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【31】日本一の規模を誇るトレッスル式鉄橋である余部鉄橋を設計した人は、誰でしょうか。 

（a）岡村信三郎   （b）古川晴一  （c）ポール エル ウオル フェル  （d）後藤新平 

 

【32】平成 29 年に「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道～資源大国日本の記憶をたどる 73 ㎞の轍」 

として、何という遺産の認定を受けたでしょうか。  

(a) 産業遺産    (b) 日本遺産    (c) 世界遺産    (d) 記憶遺産 

 

【33】お菓子の神様として田道間守命が祀られている中嶋神社は、全国的にも珍しい造りの建物で

すが、どのような造りでしょうか。 

    (a)二間社流造       (b)寝殿造       (c)校倉造       (d)切妻両流造 

 

【34】香美町村岡区にあり、かつて伊津岐山にあったことから別称「伊津岐神社」といわれ、国指 

定重要文化財である「絹本著色釈迦十六善神像」がある神社は、次のうちどれでしょうか。 

(a) 表米神社      (b) 黒野神社     (c) 名草神社     (d) 平内神社 

 

【35】朝来市岩津の鷲原寺では、2月の節分に幸福の祈願に 1周 30mにもなる「あるもの」を使い

ます。「あるもの」とは、次のうちどれでしょうか。 

(a) コマ     (b) 綱    (c) しめ縄     (d) 数珠 

 

【36】月庵和尚を中興の祖とし、江戸時代中期の唐様を基調とした仏堂遺構があり、八重紅しだれ

桜、近年はモリアオガエルの生息地としても知られるのは、次のうちどれでしょうか。 

(a) 大乗寺    (b) 大同寺   (c) 玉林寺    (d) 楽音寺 

 

【37】養父市別宮の八幡神社で年の初めに豊作・無病息災を祈願する祭礼の「お綱打ち」は、上 

組と下組に分かれ綱引きを行いますが、何回綱を引くのでしょうか。 

(a) ５回    (b) ７回   (c) １０回   (d) １２回 

 

【38】名草神社には、出雲大社本殿用材として妙見杉を提供した縁で出雲大社から譲り受けた「三

重塔」がありますが、3層目の軒下の４隅にある生き物の彫刻は、なんでしょうか。  

 (a) 猫    (b) 蛙    (c) 蛇    (d) 猿 
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【39】新温泉町の「正福寺」には、県指定文化財の「不動明王立像」が安置されていますが、何 

年毎に開帳されるでしょうか。 

（a）１５年     （b）２１年    （c）２５年    （d）３１年 

 

【40】コウノトリが求愛や威嚇する時などに、くちばしを打ち合わせる行為は、何と言うでしょ 

うか。                             

（a）クラッカーリング     （b）クラッタリング 

（c）クッキーリング      （d）プロレスリング 

 

【41】山陰海岸ジオパークは鳥取県、兵庫県、京都府の 3府県にまたがる広大なエリアですが、こ

の範囲に含まれない場所は次のうちどれでしょう。 

 (a) 鳥取砂丘    (b) 但馬御火浦    (c) 出石城下町    (d) 伊根の舟屋 

 

【42】豊岡市竹野町にある猫崎半島で、海水の浸食作用により作られた兵庫県の天然記念物は何で

しょうか。 

  (a) はさかり岩   (b) 波食甌穴群   (c) 亀山洞門   (d) 象の足跡化石 

 

【43】「カツラの天然水」として平成の名水百選に認定された水源近くにある、但馬高原植物園の

シンボルとなっている巨木はどれでしょうか。 

(a) 糸井の大カツラ       (b) 別宮の大カツラ 

(c) 兎和野の大カツラ      (d) 和池の大カツラ  

 

【44】新温泉町竹田にあり、樹齢 250年、京都の天竜寺から移植されたしだれ桜の巨木は次のうち

どれでしょうか。 

(a) 延応寺のシダレザクラ    (b) 泰雲寺のシダレザクラ   

(c) 正福寺のシダレザクラ    (d) 畑上のシダレザクラ   
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【45】日本の滝百選に選ばれ、上下２段の滝からなる落差６０ｍで、村岡藩主山名公がそうめん流

しを楽しんだと伝えられる滝は、次のうちどれでしょうか。 

  (a) 猿尾滝    (b) 天滝    (c) 瀞川滝    (d) 龍王滝 

 

【46】石川、福井、京都北部、豊岡の一部でのみ確認され、非常に個体数が少なく絶滅危惧種 IAに

指定されているサンショウウオは、次のうちどれでしょうか。        

(a) オオサンショウウオ      (b) ハコネサンショウウオ 

(c) ヒダサンショウウオ      (d) アベサンショウウオ 

 

【47】扇ノ山を源流として日本海に注ぐ全長 24kmの川で、その支流の田君川ではバイカモの群落 

が生育していることでも知られる川は、どの川でしょうか。 

（a）矢田川   （b）竹野川   （c）久斗川   （d）岸田川 

 

【48】1992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 

全国でも20数ヶ所でしか見つかっていないトンボは、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）オニヤンマ  （d）ミヤマアカネ 

 

【49】兵庫県内では、養父市にのみ残存しており、水の中から茎を伸ばし５～７月頃先端に小さな 

白い花をたくさんつける植物は、何でしょうか。 

     (a) ザゼンソウ  (b) ミズバショウ   (c) ヤマドリゼンマイ   (d) ミツガシワ 

 

【50】標高 1,103ｍ。但馬の南端に近い位置にあり、但馬の山々を南側から眺められる面白い山 

は、どれでしょうか。 

  (a) 段ケ峰      (b) 粟鹿山      (c) 青倉山   (d) 須留ケ峰 

 

【51】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うちどの川でしょ

うか。 

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

 

 



12-2-9 

 

【52】次の祭りのうち、例年、開催日が一番遅いのはどれでしょうか。 

 (a) 和田山地蔵祭（朝来市）   (b)まいそうまつり（養父市） 

(c) 柳まつり（豊岡市）     (d) 川下まつり（新温泉町） 

 

【53】江戸時代には大名から一般の人々にまで「旅行具」として利用され、大正時代には「大正バ

スケット」として大流行し、現在に引き継がれている伝統的工芸品は、何でしょうか。 

(a) 竹田木工   (b) 杞柳細工   (c) 麦わら細工  (d) 豊岡かばん 

 

【54】疫病の蔓延や農作物の害虫に対する厄除けの儀式として始まった行事。「ジ～ロンボ、タ～ 

ロンボ・・・」という囃子言葉とともに無数の松明を孤を描くように打ち振り回す火祭りは、 

次のうちどれでしょうか。 

  (a) 愛宕の火祭り（豊岡市出石町）    (b) 三谷万燈の火祭り   

(c) 湯村の火祭り            (d) 松岡御柱まつり 

 

【55】毎年 10月、静かに神前に奉納する質素な演技が特徴で、「幕切り」から「昇殿の舞」まで７ 

種類の舞いを約３時間かけて踊るという「宮神楽」が行われる石部神社があるのは次のどの 

市町でしょうか。 

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

 

【56】次のことは豊岡市出石町宮内にある出石神社で行われる「幟まわし」について記述したも 

のですが、誤っているものは、どれでしょうか。 

(a) ５月５日節句の日に行われ、初節句を迎える男の子がいる家を回る 

(b) 古式の装束をまとうのは、地元宮内地区の中学生 

(c) 門前で歌を歌いながら丸い輪になり、歌と竹法螺にあわせ６本の幟をまわす 

(d) 幟には豊臣秀吉や静御前などの姿が描かれている 

 

【57】新温泉町や香美町に伝わる、麒麟獅子舞の麒麟は空想上の動物で、大きな口と鼻の穴や金色 

の一本角など、ユーモラスな表情をしていますが、この獅子頭にどこを噛んでもらうと、子 

どもたちが健康に育つといわれているでしょうか。 

  (a) 手    (b) 頭    (c) 足   (d) 尻  
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【58】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 

 

【59】「5万回斬られた男」の異名をもち、トム・クルーズ主演の映画「ラストサムライ」に出演

して斬られ役として迫力ある「死に方」を見せた香美町出身の芸能人は、誰でしょうか。 

(a) 志村喬      (b) 笑福亭鶴笑     (c) 今井雅之     (d) 福本清三 

 

【60】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 

 

【61】豊岡市出身で国土保全に尽くした「赤木正雄」の業績により、世界共通語になったのは、ど

の言葉でしょうか。 

   (a) ＢＯＵＳＡＩ（防災）     (b) ＣＨＩＳＡＮ（治山） 

(c) ＳＡＢＯ（砂防）       (d) ＣＨＩＳＵＩ（治水） 

 

【62】新温泉町では、かつては縫針の有力な産地となり現在では数少ないレコード針の生産地で知

られていますが、浜坂に生まれ縫針製造の技術を長崎から導入したのは、誰でしょうか。 

(a) 市原惣兵衛     (b) 堀田瑞松     (c) 加藤文太郎     (d) 山田六郎 

 

【63】養父市関宮町に生まれ、東京医科専門学校在学中、懸賞小説の当選をきっかけに作家の道へ 

進み、その後は推理小説など多数の作品を発表したのは、誰でしょうか。 

（a）近藤朔風   (b)森はな    （c）藤井重夫   (d) 山田風太郎 

 

【64】豊岡市出石町下谷の由緒ある禅寺に生まれましたが、寺を継ぐことよりも絵画の道を選び、 

女性美を礼賛する作品を極め、1996年（平成 8年）には文化勲章を受章した西洋画家は、誰 

でしょうか。 

（a）青山熊治   （b）和田三造   （c）白瀧幾之助   （d）伊藤清永 
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【65】香美町村岡区出身で「栃の木」「白き花」「暦日」「雑木山」などの歌集を残した丸山修三

は、何派の歌人でしょうか。 

（a）プロレタリア派   （b）浪漫派   （c）耽美派    （d）アララギ派 

 

【66】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 

ているのは、どれでしょうか。 

(a) 浜尾 新－枢密院議長       (b) 堀田瑞松－政治家  

(c) 河本重次郎－画          (d) 淀井敏夫－俳人 

 

【67】江戸時代の禅僧沢庵和尚に帰依したとされる徳川将軍は次のうち誰でしょうか。 

  (a) 徳川家康   (b) 徳川家光    (c) 徳川綱吉    (d) 徳川吉宗 

 

【68】岩津ねぎは根深ねぎと葉ねぎの兼用種であり、柔白部分から葉先部分まで食べられるのが 

特徴です。次のうち、どのねぎの改良種といわれているでしょうか。 

(a) 深谷ネギ    (b) 九条ネギ     (c) 千住ネギ    (d) 観音ネギ 

 

【69】寒い時期（１～４月）にイワシ、サバやイカなどの魚でつくるぬか漬けで、わが家の味で保

存食として重宝される伝統料理の名前は何というでしょうか。       

   (a) しおから    (b) なれずし     (c) 沖漬け     (d) へしこ 

 

【70】冬の日本海岸で「うらにし」が吹くと、海がしけて漁に出られない日が続くことがある。こ

の「うらにし」はどの方角から吹く風でしょうか。             

(a) 北西     (b) 南西      (c) 北東     (d) 南東    

  

【71】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 
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【72】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造ったのが始まりとされる地場産 

業で、自動車、コンピューター、携帯電話等の部品として欠かせないものは、どれでしょう 

か。 

（a）半導体   （b）磁石   （c）モーター   （d）金属バネ 

 

【73】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 － 11～4月  

(c) ハタハタ   － 9～5月    (d) ワカメ   － 4～5月 

 

【74】明治から大正にかけて但馬の養蚕の中心地として栄え、生糸取引の商いで隆盛を誇った時代 

「大正ロマンの漂う町」と評されたのは、次のうちどこでしょうか。 

（a）城崎町温泉地区      （b）八鹿町八鹿地区   

（c）大屋町大杉地区      （d）生野町口銀谷地区 

 

【75】但馬名産松葉ガニの生息する海底の水温は、何度くらいでしょうか。 

（a）０度   （b）10度   （c）20度   （d）30度 

 

【76】現在は但馬の名物料理ですが、かつて米の収穫が少なかった時代にはやせた土地でも育ち、

飢饉の際の食料ともなった農作物は、なんでしょうか。    

(a) そば   (b) 小麦   (c) 唐黍    (d) 大豆 

 

【77】円山川は「河川というより江である」と表現されるように豊岡市城崎町楽々浦付近 

でとても広くなります。その最大幅は、どれくらいあるでしょうか。   

(a) 約200ｍ    (b) 約400ｍ   (c) 約600    (d) 約1,000ｍ 

 

【78】毎年「たんとうチューリップまつり」では、１０万本のチューリップにより巨大な図柄が描

かれますが、今年の図柄は、何だったでしょうか。     

 (a) ペコちゃん   (b) こうのとり   (c) ちびまる子ちゃん    (d) カールおじさん 
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【79】朝来市山東町の遠阪峠にあるお地蔵さんをはじめ、但馬地蔵巡礼66カ所のお地蔵さんは、 

何と呼ばれているでしょうか。 

（a）地がため地蔵  （b）地ならし地  （c）地ひらき地蔵  （d）地おさめ地蔵 

 

【80】但馬にある次の地名のうち、下線部の読み方が間違っているのは、どれでしょうか。 

 (a) 養父市・建屋（たてのや）   (b) 朝来市・口銀谷（くちがなや） 

 (c) 香美町・柤岡（けびおか）   (d) 新温泉町・越坂（おっさか） 

 

 


