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【行 政】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれ①～④の中から選んでください。

43 問42の橋は、大阪市で最初の有料道路橋で、通称○○橋と呼ばれています。○○に当てはま
るものは何でしょうか。

① 御縁（五円）　　② 十円　　③ 五十円　　④ 百円

 つう しょう 

42   

 じゅうじつ 

 また か  きょう

都市計画道路　豊里矢田線整備事業の一環として計画されたもので、大阪市北部と都心部と
の連絡をより充実させる事を目的として、旭区中宮と東淀川区豊里を結び、全長約１．４ｋｍ、
幅２１．５ｍ、アーチ状に公園を南北に跨ぎ架橋、平成元年（1989）に完成しました、何という
橋でしょうか。

① 鳥飼大橋　　② 十三大橋　　③ 赤川仮橋　　④ 菅原城北大橋
 とり がい じゅうそう 50 福祉施設として旭区内には６箇所の特別養護老人ホームがあります。開設の一番古いホー

ムは次のうちどれでしょうか。 

① 高殿苑　　② 白寿荘　　③ 旭さくら苑　　④ ゆうゆう

 ふく   し    し   せつ よう   ご かい  せつ

46 明治４３年（1910）に、京阪電気鉄道京阪本線（旧線）の駅で、開業当時は森小路停留所と名乗っ
ていました。昭和６年（1931）高架化に伴い現在地に移設されました。２度の改名を経て○○駅
となり、現在にいたっています。○○に当てはまる駅は何でしょうか。

① 清水　　② 新森小路　　③ 今市　　④ 千林

 

 こう   か ともな い  せつ かい  めい

47 大阪市旭区内に存在する鉄道（地下鉄含む）駅はいくつあるでしょうか（駅の一部が他の区や市に
かかるものも含みます）。

① ７　　② ８　　③ ９　　④ １０

51 旭区は淀川を隔てて東淀川区と接し、都島区、城東区、○○ともとなり合わせています。○○に
当てはまるものは何でしょうか。

① 鶴見区　　② 東成区　　③ 中央区　　④ 淀川区

53 旭区は今年区制○○周年を迎えるでしょうか。
① １　　② ８　　③ ８０　　④ １８０

  く  せい

52 大阪市が「ごみ減量・３Ｒ」普及啓発施設として設置していた、『リサイクルプラザ』が平成２４年
３月に閉館となりましたが、この施設は旭区のどこにあったでしょうか。

① 赤川　　② 清水　　③ 大宮　　④ 生江

 げんりょう ふ きゅう けい はつ　 し  せつ

54 旭区は大阪市会議員選挙、府議会議員選挙で一つの選挙区となっていますが、市議と府議
合わせて定員は何人でしょうか。

① ３人　　② ４人　　③ ５人　　④ ６人

 ぎ　いん  せん きょ 

55 旭区には１０連合振興町会がありますが、守口市に隣接していて、一番北側に位置するのは
何連合でしょうか。

① 新森連合　　② 大宮連合　　③ 太子橋連合　　④ 清水連合

 しん こう りん せつ

56 昭和７年（1932）１０月１日に○○区の北半部を分離して独立区が新しく設けられ、旭区が
誕生しました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 東成　　② 西成　　③ 鶴見　　④ 城東

57 旭区の花のデザインマークは、広く区民の方々から募集のうえ、平成元年８月２６日に開催さ
れた「市政○○周年旭区記念式典」において制定されたものです。まちづくりのシンボル
マークとして広く活用されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① １００　　② １５０　　③ １６３　　④ ２００

 ぼ  しゅう

 かつ よう

44 大阪市内には斜張橋が全部で６橋ありますが、旭区には問42の橋と豊里大橋の美しい２橋があり
ます。２橋を並べて何と言われているでしょうか。

 しゃちょうきょう 

① 夫婦橋　　② 親子橋　　③ 兄弟橋　　④ 他人橋

45  きょうりょう てっきょう 

 ふく せん

戦前からある城東貨物線淀川橋梁（通称：赤川鉄橋）、三角形に鉄骨を組み合わせた○○型の
古いもので、人と列車が渡る珍しい鉄橋です。今後は、複線化され、客車が走る予定です。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

① アーチ　　
② トラス　
③ プレートガーダー　　
④ ラーメン

49 平成２３年１０月現在、旭区内の幼稚園は公立・私立合わせて何園あるでしょうか。
① ３園　　② ９園　　③ １５園　　④ ２１園

 よう  ち

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

48 大阪市営地下鉄今里筋線の駅で、○○駅は、駅番号がＩ１６です。大阪内環状線（国道４７９号線）
と国道１６３号線が交差する緑１交差点の西側に位置しています。到着の際には鶴見緑地北西口
の最寄り駅とアナウンスされます。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 旭東　　② 旭緑　　③ 新森小路　　④ 新森古市

 アイ

 こう　さ とうちゃく さい

 も   よ

【交 通】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれ①～④の中から選んでください。
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59 旭区の花のデザインマークには、３種類あり、○○色とみどり色を使用しています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

① むらさき　　② き　　
③ あか　　　　④ ピンク

58  

 じ   せい かい りょう

 に

昭和○○年１０月に旭区の花に「ハナショウブ」が選ばれています。アヤメ科アヤメ属の一種
で、日本に自生するノハナショウブから改良されたものです。名前の由来は、葉がショウブの
葉に似ており美しい花をつけるところからです。花言葉は、“やさしい心”です。○○に当ては
まるものは何でしょうか。

① ３　　② ２３　　③ ４３　　④ ６３ 66 旭区の人口は○○人です。（平成２４年10月１日現在  推計）○○に当てはまるものは何でしょうか。
① ６1，514　　② ７1，514　　③ ８1，514　　④ ９1，514

62 城北公園の地下に、市内初めてとなる○○トンの飲料用耐震貯水槽が設置されており、同園内に
災害時用の緊急用のマンホール型のトイレも三十数か所設置されています。 ○○に当てはまる
ものは何でしょうか。

① ２　　② ４００　　③ １，６００　　④ １００，０００

 たい しん ちょ  すい そう せっ  ち

 きんきゅう

63 旭公園グラウンドに隣接している旭スポーツセンターの地上にはプールがあります。その地下に
は○○があります。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① ゴルフ場　　② ゲートボール場　　③ 屋内体育館　　④ ラグビー場

 りん せつ

 

67 広報紙「広報あさひ」は、毎月１日(休刊日は翌日)の新聞朝刊に折込みでお届けしています。ま
た、旭区ホームページでもご覧いただけます。点字版もあります。新聞を購読されていない方
で、配送をご希望の場合は、区役所○○課(広聴広報)電話6957-9683までお申し出下さい。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 保健福祉　　② 窓口サービス　　③ 総務　　④ 市民協働

  こう ほう   　　　　　 おり  こ   

 てん  じ  こう  どく

  はい  そう

69 旭区内には市立中学校が、４校あります。今市中学校、大宮中学校、旭東中学校と○○中学校で
す。○○に当てはまるものは何でしょうか。。

① 旭揚　　② 旭陽　　③ 旭昜　　④ 旭洋

68 旭区内には特別支援学校が、２校あります。大阪市立光陽特別支援学校と大阪市立○○特別支
援学校です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 恩済　　② 思済　　③ 思斉　　④ 思再

 し   えん

70 旭消防署の本署は大宮１丁目にありますが、区内には消防出張所は何ヶ所あるでしょうか。
① ２ヶ所　　② ３ヶ所　　③ ５ヶ所　　④ ６ヶ所

 しょう ぼう しょ ほん しょ  しゅっちょうしょ

71 旭区内には平成２４年４月現在、約９９０基の○○が、火災発生時の消火活動の水源として道
路などの地下に設置されています。○○に入る言葉は何でしょうか。

① 消火器　　② 消火栓　　③ 貯水槽　　④ 消防水

 すい  げん

 せ っ ち

72 毎年７月に国税庁からの路線価（同年１月１日時点での路線に面する宅地１㎡当たりの土地
評価額：相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となる。）が公表されている。旭区の最高
路線価は、３８０千円（平成２３年１月１日時点）であるが、次のうちどこでしょうか。

① 大宮１丁目（旭税務署北側）　　② 千林２丁目（千林商店街）
③ 中宮１丁目（旭警察署西側）　　④ 森小路２丁目（京阪森小路駅西側）

 こく  ぜいちょう ろ   せん   か

 ひょう  か  がく そう  ぞく ぞう   よ か   ぜい め   やす

73 平成２２年に旭税務署に提出された所得税の確定申告書はおよそ何件でしょうか。
① １６，０００件　　② ２６，０００件　　③ ３６，０００件　　④ ４６，０００件

 しょ  とく かく  てい  しん こく  しょ

60 文化創造の情報発信拠点である『旭区民センター』には、芸術創造館や図書館、○○を併設してお
り平成２２年（2010）１月に１０周年を迎え、ますます地域コミュニティ活動の拠点として広く区民
の方々に利用されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

 そう  ぞう きょ てん へい せつ

① 旭備蓄倉庫　　② 屋内プール　　③ 屋内球技場　　④ 屋内体育館

61  へんにゅう

旭区に○○小学校はありますが、大阪市編入時地名変更で旭区から「○○」の名前が消えま
したが城東区に残っています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

① 今市　　② 古市　　③ 大宮　　④ 高殿

65 旭区の世帯数は○○世帯です。（平成２４年10月１日現在 推計）○○に当てはまるものは何で
しょうか。

① ３３，954　　② ４３，954　　③ ５３，954　　④ ６３，954

 せ　たい  すい けい

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

64 高殿６丁目に平成１４年（2002）に城北市民学習センター・旭屋内○○・トレーニングルーム・
おとしよりすこやかセンター北部館を含む複合施設がオープンしました。城北市民学習センター
では文化や学習に関するさまざまな講座や催しを行うほか、
貸室、学習に関する情報提供、相談を行っています。○○に
当てはまるものは何でしょうか。

① プール　　② 球技場　　
③ 柔道場　　④ ボクシングジム

 

 こう   ざ もよお
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