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問１　「旭区検定」をどのように知りましたか

47%

8%

22%

10%

12%
1%

広報あさひ

旭区ホームページ

家族や知人などから

チラシ

その他

無回答

その他の自由回答その他の自由回答その他の自由回答その他の自由回答
・区職員（５）
・町会の回覧板（２）

・旭区商店街から
・区民センターで知った（６）
・会合で

・イベント会場
・職場で（２）
・所属している団体から
・大阪検定ホームページで（２）

・日赤の総会で
・旭ちょこっと科学セミナー
・地域の防災訓練
・大阪検定メールマガジン（７）

・旭図書館
・連合振興町会情報（４）
・毎日新聞

・ウオーキングイベント
・スポーツフェスティバル（２）

回答数325（複数回答あり） うち無回答２



2

問２　問題の内容はいかがだったでしょうか

50%

44%

2% 4%
難しかった

普通

簡単だった

無回答

回答数300 うち無回答11

問３　来年度も実施されるなら、また受験してみたいですか

73%

11%

14%

2%

思う

思わない

分からない

無回答

回答数300 うち無回答５



問２「その他」回答自由記述

参加した感想
・初めてですので、受験者の人々の年齢差が多数で驚きました
・また実施して下さい　久し振りに心地よい緊張感が味わえました
・検定を通じて旭区の事を知る事が出来てよかったと思います。
・大阪検定合格と５点加算の意味がよく判りません。独立した私見ではないのでしょうか
・検定の説明から開始の合図までの時間が長すぎたように思います　15～10分が良いのではないでしょう
・区民混声合唱団名、マスコットキャラクター名など日常PR不足である
・大変旭区の勉強になりました
・初めてで緊張した
・行政関係の情報について勉強不足でした
・勉強用の資料がもっと入手しやすくして欲しい　受験時に１セットいただける等　（コピー版は白黒になる
と図が見づらい　きれいなコピーでないと2重線でわかりづらい）
・回数を重ねると問題が行き詰まると思います”課題”ですかな
・楽しかったです！！（２）
・いろんなことをもっと深く掘り下げて勉強をしないといけないと思いました
・3級、2級、1級というようにランク付けはどうでしょう　(3級40問正解／100問中、2級60問正解／100
・またやりたい
・問題のヒントがもっと分かりやすくするほうがいいと思う　ヒントになるようなパンフレット等ももっと出すべき
であるともいます
・知らん事が多いと思い知らされました　今後はもっと勉強せんといかんと思います
・勉強して参考します
・2～82歳の現在まで当区及び都島区に在住しています　未知のこと多く随分参考になりました
・久し振りに勉強して学生時代を思いだした　合格するかわかりませんが今回は楽しく受験できました　有
難う御座います
・普段意識していない町会、小学校中学校にももっと関心を持ちたいと思いました
・これからもっと続けて下さい
・区「広報あさひ」だけで回答できたのは半分くらい　推進会議で本、または冊子を作成してみては　有料
でも購入します
・パソコンでが出来ないので調べられない事が多かったと思います。
・勉強不足

出題問題に対しての感想
・オタク的な問題が無く、良かった
・良問です　もう少し難問を入れても良いと思います
・結構マニアックな問題があった
・知らない事が多かった
・知らない所あり難しかった
・初めてわかった事がいくつもありました
・歴史問題を増やして欲しい
・想定外の問題もあって面白かった。
・地域のことをうまく取り入れていると思いました
・勉強したつもりですが中々いい問題出てましたよ
・無意味に難しい問題もあったような
・予想外の問題が出題された
・数字的な問題が多すぎた　もっと内容のある問題が必要では。一つは旭区の歴史なども・・・ボケ防止に
は大変いい企画でした　これからもドンドンこのような企画をお願いします
・素直な問題がよかったです　引っかけなしがよかった
・いい問題がありもっと勉強しなければと思いました。
・知らない事がたくさんあることを知り興味深かった
・一部細かいところで難しかった



・いい問題でした
・もっと歴史を掘り下げて欲しかった
・旭区民ではないものにとっては難しかった
・年代は難しかったです　でもいい勉強になりました
・思ったより難しく数字にかかわる問題がわからなかった
・第1回目なのでもっと易しい問題が多いかと思った
・数字の問題（年代）が判らない
・数字や発生年難しかった
・もっと歴史を掘り下げて欲しかった勉強すればよかったです
・歴史が難しい
・年号関係は暗記しづらいので難しかったです

出題問題への具体的な意見
・郵便局の数を当てるのは難しかった
・少し問題文は長くなりますが「下水処理」云々も単に処理可能な年を訊く「だけではなく旭区内の下水は
城東区の〇〇で処理されていますが・・・と言った解説文をつけてはどうでしょうか"
・問14は商店第１号のことか商店街形成開始かが問われている事があいまい
・問24の株式会社は高殿４丁目ではなく今は清水に移転している
・問67と79は問題用紙と解答用紙に答えが書かれているような気がします
・特定の地域の人が答えやすい問題21～24は不公平になります
・旭区ブランドの商品について、もう少し問題が出るとおもっていましたが少なかったように思いました



問３「分からない」（理由）回答自由記述

個人的な理由

・もう一時色々調べてみたい
・今回は自信が無かった
・一年に一度、地域地元を見直す意味で
・旭区すき　頭の体操
・何度でも挑戦したい
・楽しかった！！大阪検定とのリンクも続けていただければうれしいです
・一年に一度はこんな楽しい「緊張」する催しは少なくなっていますので宜しく！
・今年不合格なら再挑戦（３）
・覚えるのが大変
・難しい
・勉強するのが大変だった
・仕事を休めるか判らない為
・日程が合えば（４）
・時期と年齢
・まだ生きているかどうか
・健康・体調次第（３）
・もう年だから
・合格していたら受ける必要はない（２）
・時間があれば受験する、大阪検定、1級に加点があれば受験する
・遠方の為

次回の企画内容次第

・級分け（初級、中級、上級、もしくは1級、2級、3級など）されたら受けたい
・無料なら
・この検定試験で取った認定書はその年の旭区を知っていることをはかるものなのか？（今年検定必要に）
・試験対象が殆ど同じなら魅力が少ない様に思う
・結果次第（４）
・区史みたいな検定書を出して欲しい　その中から絞った問題出題であれば
・バージョンアップされるなら受けるかも
・今回の受験で大体の旭区を知りましたから
・2年くらいのペースの方がいいのでは



問４　本日の検定試験を受験された感想はいかがだったでしょうか・・・（自由記述）

いい機会になった、勉強（参考）になった
・いい勉強が出来ました
・いい勉強になりました。こんな検定地元でもあればいいのにな。生活する場のことをわかることは素晴らしいこ
とだと思います。続けて下さい。広報をもっとすればもっと集まると思います
・今回検定のおかげで旭区の歴史他多くの事を学ぶ事が出来ました。本当にありがとうございました
・参考になりました
・地元の事を学ぶいい機会になりました
・地元の再確認をしてみたい
・大変多くの知識が必要と思いました
・大変勉強になりました（３）
・地域のこと勉強になった
・地域の知識を深めるいい機会が持てた
・非常に旭区について勉強できました。その知ったことのチェックが出来て良かったです
・地域活性の為には良い企画だと思いますので来年度以降も実施されれば良いと思います
・地域のことがわかり非常に良い機会だとおもった。これからも色々なメディアで情報発信をお願いいたします
・何も考えずに旭区の事がわかればいいなと思って参加しました
・いろいろ参考になりました
・良い体験になりました（３）
・街を知る上で大変勉強になりました

旭区の知らないことを知ることができた
・56年間在住していますが、知らない事がまだまだたくさん有る事が判りました
・旭区再発見！　楽しかったです　街を歩くのがより楽しみになります
・旭区全体を調べなおす事がありました　大変勉強になりました
・旭区に４０年ほど住んでいますが、旭区検定を機会に色んなことを勉強できました
・旭区に50年近く住んでいますが、知らないこともまだまだある事がわかり勉強になりました
・旭区に来て１０年以上になっているのに知らないことばかりだった。これを機会にもう少しまわりの事に興味を
持つようにしたい
・旭区に住んで５４年になりますが旭区全体の事を今回知る事が出来ました　ありがとうございます
・旭区に永く住んでいても、知らない事がいっぱいです。改めて思いました
・旭区の色々事が分かったので良かったです
・旭区の色々な方面から改めて知ることを得た
・旭区の現状が今ひとつわかっていない事に気が付きました　（統計・数）
・旭区の事がかなり分かりよかった。参加者の多さにびっくりした
・旭区の事が知れてよかった
・旭区の事が少しは解ったと思います
・旭区の事が良く理解できてよかった
・旭区の事がよく分かって良かったです
・旭区の事柄を知る機会が出来て良かった
・旭区のことを色々知る機会になってとても楽しく取り組めました
・旭区のことを色々と知る事ができ大変有意義な時間でした　ありがとうございました
・旭区のことを知る良い機会に成りました。楽しくさせていただきました
・旭区のことを勉強する良い機会になった
・旭区の事をもっと知りたいと思いました
・旭区の勉強までできて参加してよかった。久し振りに検定試験というものを受けドキドキしました。
・旭区の歴史、地理、自然、イベント運動などが知れてとても良かった。旭区がもっと好きになりました。ありがと
うございました
・旭区の歴史の勉強が出来てよかった
・旭区の歴史を知るきっかけとなりました本当に勉強になりました
・旭区魅力再発見のいい機会になりました楽しかったです
・旭区も興味深いことがわかったこと
・旭区や大阪市のことをもっと知りたくなりました。今回はダメで第2回があればぜひチャレンジしてみたいです
・旭区を見直す機会になってとてもよかった
・旭区を見直すいい機会になった
・あまりにも知らなさ過ぎたと痛感しました
・案外、難しいところで調べる必要性を感じた



・案外知らないことあやふやなことが多かった
・以外と知らないことも多いことがわかりました「歴史に」
・今まで知らなかったり気が付かなかった旭区の事を色々知る機会になりよかったと思います
・この機会に旭区のことを知る事が出来たので良かったと思う
・知っているようで案外ど忘れがあった
・知っているようでわからないところが大部分。勉強するのも頭の運動になっていいかも・・・・・！
・結婚してから旭区に住んでいるので今回の検定でいろいろな資料を読んで旭区の事が分かってよかった
・知らない事がいっぱいありました
・知らない事が多くある、もっと関心と知識を深めたい
・知らない事が多くあると思い楽しく試験を受ける事が出来ました。家に帰ってまた調べて知識を深めようと思
います。
・知らない事がまだまだあると思った
・知らない問いも多く・・・・いい発見が出来ました
・検定を受ける為の準備時間を含め楽しかったです。旭区のこと、まだまだ知らない事がいっぱいです。もっと
勉強します！！
・今回の検定受ける事により旭区の多くを改めて知りました。92,300の人口ですので１％900名ぐらいは受けて
欲しいと思いました
・自分の住んでいる旭区、良く知る為に少し勉強したこと
・自分の住んでいる旭区の事をもっと知って見たいと思いました。知らない事だらけなので・・・
・知らない旭にとまどいました。
・長い間住んでいたのに知らなかった事がいろいろわかって楽しかった
・永く旭区に住んではいますが、まだ知らない事が多いと感じました
・永く勤務していても知らない事多かったです。仕事をするには地元から知るべきですね
・まだまだ区内で知らないものがあり勉強になりました
・長年、旭区に住んでいても知らない事がたくさんあり勉強が出来てとてもよかったです。ありがとう
・長年旭区に住みながら歴史に付いては殆ど知らないことを痛感しました。これからは「広報あさひ」をしっかり
見るようにします
・身近な問題でしたが、なかなか見過ごしている面がありました
・難しかったですが知らなかったことを知れて勉強になりました。何気なく通っていた道も知識があることで違っ
た目線で見れます
・橋の数や、川の長さ・・・・以外と気にしていない事が多く知らない事もたくさんあったので、また色々と知りた
いと思った

楽しかった、面白かった
・事前に調べていなかったので残念なところがあります　面白かったです
・準備物等お疲れ様でした　気持ちよく受験できました
・楽しかった、知識が増え受験してよかった
・大変楽しく参加させていただきましたありがとうございました
・楽しかった、天王寺区末来わがまちメンバーなので旭区様の取り組みを参考にしたいと思っています８割以
上の正解できるかなと思ったのが６～７割くらいの出来かも
・たのしかった。またお願いします　う～んと考えた
・楽しかったです（４）
・楽しかったです。勉強不足でした
・ドキドキ楽しく参加させて頂きました　ありがとう
・とても楽しかったです
・勉強する中で色々学べて面白かったです
・問題がいろいろあり。楽しく悩みながら解答できました
・今まで経験してきた試験と違ってとてもたのしくできました。ありがとうございました
・面白かった
・面白く、勉強した

久しぶり、懐かしい、良い緊張感
・学生時代が思い出されてなつかしかった
・この年齢になって試験を受験させて貰い貴重な思い出が出来ました。今後もこのような催し物があれば参加
させてもらいます。また大変お世話になり有難うございました　お疲れ様でした　楽しかったです
・何十年振りの受験、頭の体操ができました
・久しぶり受験



・久しぶりに頭が熱くなりました
・久しぶりに頭を使い、ぼけ防止によいかも、旭区に５０年近く住んでいるのに知らないこと、また色々の施設も
あることを知りよかったと思いました
・久しぶりにテストを受けて少しは年を忘れてしゃんとした気持ちです。イスが少々なれてなくて体に力が入りま
した
・久しぶりの受験でした楽しかったです
・久しぶりの机の前　きんちょうした
・久しぶりのテストでドキドキしたけれど、認知症の防止になるかと思い、ドキドキを楽しみました。良い緊張感を
ありがとうございました
・久しぶりのテストに少しキンチョウしました。遠い昔を思い出しました。
・初めてなのでとても緊張しました 次回も受けたいです。
・年齢的にもいい刺激になった
・大学の教室でこのような事が出来た事に対してうれしく思っています　ありがとう
・本格的な試験でびっくりしました

受験参加者の多さ
・受験者が多くびっくりしました　もっと予習したらよかった
・出席率の良いのに驚いた
・たくさんの方がこられてて楽しかったです
・男女を含め、案外大勢の受験者が来ている事に驚いております
・あまりたくさんの人でびっくりしました

参考資料についてのご意見
・区民の１人としてもっと旭区の事を勉強したい。資料が欲しい
・ご苦労様です。大阪市と同様本の発行まで
・参考図書を充実して欲しい。今後、テキストの作成を希望する
・資料をもっと充実させて欲しい
・テキスト（本）のようなものがあれば良いと思います
・テキスト集があればと思います
・店名etcが問題に出るとは想定外でした　広報あさひを参考資料としたものにはちょっと不利
・まとめた資料があればよかった
・勉強する材料がもう少し詳しいものが事前に欲しかったと思います。知らない事が多かったので。

提案・要望
・①太子橋の住人なのでバスを臨時に出して欲しい。②地区、校区対抗にすればもりあがる
・解答速報を区HPに「今夕」17：00にアップしてください　→　(お帰りの際に回答集を配布しました）
・検定関連のイベントを数回やって欲しい
・有料（５００円～１０００円程度）でもいいと思います。参加賞のティッシュはどなたの仕事（どこの団体）が作ら
れたのでしょうか？。大阪検定のように、会場で（敷地内で）旭区産のソースや商品、製品等を販売・紹介する
ブースやテントがあればより楽しかったと思います。旭区検定対等のイベント（まちあるき）をもっと行って欲しい
です　まちづくりイベント
・有料にするべき
・ボケ防止の一つとして受験してみました。合格点６０点ではなくもっと低く参加する事に意味があると思う。子
どもが参加出来るようにしなければ！？
・待ち時間が長かった
・時間が長すぎる　１時間くらいが良い
・試験結果講評無用です？
・無料の試験に感謝。スタッフの方々段取り等大変だったと思いますありがとうございました。最低限の経費は
受験料としてとってもいいと思います
・隣の人と近かったので答案が見えました教室に余裕があれば1机1人にした方がいいと思います
・土曜日OR日曜の実施ならAMの実施でいいと思う
・皆さん早く退場されるので気があせった、欠席者が目立った
・ぬりつぶし回答は時間が掛かる。記入か　バータイプにしてほしい
・問題配布から問題をやるまで少し時間がありすぎた様に思います。もう少し短くてもいいのでは？
・今度は受験料（1000円ぐらい）取れば



・もっと「検定」をピーアールすれば良いと思います
・時計があると思っていました。時間ごとに声を掛けてほしいです
・検定の手順に付いて（受験者側から見て）①旭区の観光資源をあらいだす／ジャンル、お宝、ブランド含め
て②①のスポット解説書を作る。一般者用の説明会を開く③②より試験問題を作成する④検定を実施する
・通知が来たのが11／22の消印で来ましたが、私の会社は日曜日が休みとは限らないのでもう少し早く通知し
て下さい
・着席してから開始までの時間が長いように感じられた
・大阪検定とコラボしているところがいい

問題出題について
・歴史の問題が難しかった
・色々と検定問題に出来るものがあるのだなあと感じたし、楽しかったです
・34才の時に旭区民になりここまで答えられて嬉しい。子供の頃から住んでいれば、郵便局の数や公園の数と
か出来たと思う
・問題用紙と解答用紙に答えが２問ありました
・問題の範囲が広いので大変でした久し振りに真面目に頑張りました
・年代や種類、距離を答える問題はよく勉強していないと迷ってしまいます
・開通の年の問題が多くて難しかったです。来年度も実施されるなら、もう一度勉強して受験してみたいです
・区役所や推進会議の「うちわ的出題」はやめましょう！
・簡単なようでなかなかローカルなところも出題され工夫が見られた
・店舗数、生徒数等、数を答えるのは少し難しい　受験するために少し勉強したおかげで自分の住んでいる街
の事が良く分かって良かった　これからも興味を持って調べて行きたい
・適度に難しくてよかったです。商業分野がわかりませんでした
・試験範囲に付いて地図から50％広報紙から50％出題など決めてもらえれば試験対策が立てやすい
・旭区居住で無いので読み込みだけでは判らないものがあった
・特に年代、年度等はわからなかった
・少し難しかった
・思っていたより難しかった
・思わん問題があった！
・良い問題が多く出ているように思います。この検定試験は今年受けて続けていないといけないものですか？
・なかなか難しかった　これからもっと勉強をして来年の旭区検定に望みたいと思います

旭区をもっと・・・
・各ジャンルを自分でいろんな文献等で調べるうちに、もっと旭区の歴史を知りたいと思いました。古くて良い
街並み、お店、おじいちゃん、おばあちゃんetc・・・良いものいっぱいありますよ。旭区！
・自分の居住している街を愛する気持ちが益々大きくなる。大変結構のことと思います。まず町への勉強にもな
り知識も増える
・地元を知り愛着を深めるには良い機会だとおもう
・大変ユニークな問題もあり、勉強になりました。あさひだいすき♪になりました。関係者の皆さん有難う御座い
ました
・楽しいイベントに参加したいです（フリマとか子どもが遊べるスペースがある等）１００問も問題が出来る旭区は
活気があり良いところだと思います。ありがとうございました
・郷土を調べて愛着を持つ機会になった
・地域の事に関心を持てるようになると思う。　ええんとちゃうか
・普段、無関心でとおり過ごす場所や行事にもこれからは興味を持って旭区を見直したい
・一度旭区を回ってみたいと思いました
・割合頭に入れていたつもりだったけれどいざとなると出てこない
・旭区の事があまりにもわからなかった
・フカク!!
・もう少し・・・・がんばります
・もう少し勉強しておくべきでした。なめて掛かった面があり反省
・もう少し勉強すれば良かった（６）

次回の開催を希望
・また試験があれば受けてみたい



・又の機会をお願いします
・又の機会をお願いします次回も楽しみにしてます
・来年度以降も是非続けて下さい
・老若男女全ての人が参加出来る一大イベントであり継続していただければと思います。スポーツにも音楽祭
にも限られた一部の人だけなのでこのような様々な人が参加出来るのはとても良いと思う

運営スタッフに対して
・本日役員に着かれている皆様あってのこの試験です感謝申しあげます。ほんとうにありがとうございました
・旭区未来わがまちビジョン推進会議のスタッフの皆さん大変ご苦労様でした
・ありがとうございました
・案内していただいた方「男性スタッフ」が受験番号とは違う座席を指示した。初回なので不慣れは理解できま
すがもう少し正確さに気を付けて下さい
・いい感じで運営されていました。受験者の方が細かい注文をつけていた（大阪人らしいと思う）
・思っていたよりはるかに本格的な検定でびっくりしました。スタッフの皆さんは大変だったことと推察します。ど
うもありがとうございました
・係の方がとっても親切だった　ありがとうございました
・関係者の皆さんにご苦労準備、開催までの努力に際し感謝します
・ご担当者・係の方の対応が大変良かった
・スタッフの方が大変親切で気持ちよかった　ありがとうございました
・スタッフの皆様ご苦労様でした
・試験会場のスタッフの皆さんは親切だし粗品もいただけて、他の市から勉強をして受験をした者としては、受
験してよかったと思いました
・中々行き届いたやり方で感じが良かった。色んな検定で区民の関心を集めては？
・ボランティア、区商連の会長、そして区役所の皆様、日曜日の寒い日に大変お世話になりました。心より御礼
申しあげます　本当にありがとうございました
・役員の方々の対応が丁寧でよかったです
・たくさんのスタッフの皆さんご苦労様でした

その他
・行政は金持ちだ
・結構厳粛な雰囲気の中、人員もたくさんおられ、費用が掛かっていると思いました
　　→　当日のスタッフはボランティア（旭区未来わがまちビジョン推進会議委員）の方です
・旭区が統合され『旭』の名前が消えると検定合格の意味が無くなり興ざめになる。『旭区』は末来にもっと名前
を残してください！！
・何を勉強したらよいか分からない。目的の旭区への係わりが問われた検定だとおもいました　企業ももっとあ
ると思います
・年齢層が高いなと感じました。地元の人は色々とご存知なので若い人は勉強しなければ判らないなあと思い
ました



 

 
本日は、大変おつかれさまでした。 
今後、さらに活動をよりよいものにしていくため、ぜひ皆さまの 
貴重なご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

1。本日の検定試験をどのようにお知りになりましたか・・・・・・ 

   広報あさひ ・ 旭区ホームページ ・ 家族や知人などから 

   チラシ ・ その他（                  ） 

２。「旭区検定」問題の内容は、いかがだったでしょうか・・・・・・ 

   難しかった ・ 普通 ・ 簡単だった 

  その他ご意見があれば 

 

 

  

３。来年度も実施されるなら、また受験してみたいと思われますか  

   思う ・ 思わない 

分からない（理由：                  ） 

 

４。本日の検定試験を受験された感想は、いかがだったでしょうか・・・ 

   その他ご意見があれば 

 

 

 

 

ご回答、ありがとうございました。 

この情報は適切に保管し、今後の事業に活用させていただきます。 

  




