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【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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。

36 延宝４年個人営業で始まったとされる平太の渡しは何処から何処への渡しでしょうか。
Ⓐ 天王寺荘字平田～上ノ辻字伊勢地　　Ⓑ 橋寺～今市
Ⓒ 天王寺荘字平田～土居　　               Ⓓ 今市～上ノ辻字伊勢地

37 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。（平成２５年１０月３１日人道部分は閉鎖されました）

Ⓐ アーチ　　Ⓑ トラス　　Ⓒ プレートガーダー　　Ⓓ ラーメン

38「菅原城北大橋」の全長はどの位でしょうか。
Ⓐ 約１．４ｋｍ　　
Ⓑ 約１．９ｋｍ　　
Ⓒ 約２．１ｋｍ　　
Ⓓ 約２．４ｋｍ

39「豊里大橋」の橋長はどの位でしょうか。
Ⓐ 約４６０ｍ　　
Ⓑ 約５１０ｍ　　
Ⓒ 約５６０ｍ　　
Ⓓ 約６１０ｍ

40 昭和５２年（1977）、地下鉄谷町線が延伸され、千林大宮駅が開設されました。そのとき延伸
された区間は都島～○○でした。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 千林大宮　　Ⓑ 太子橋今市　　Ⓒ 守口　　Ⓓ 大日

41 旭区内で大阪市営バスが初めて運行されたのはいつでしょうか。
Ⓐ 大正１０年　　Ⓑ 昭和３年　　Ⓒ 昭和１０年　　Ⓓ 昭和２０年

42 旭区内に数多くの市バスが走っています。何系統あるでしょうか。（平成２５年４月１日現在）
Ⓐ ６　　Ⓑ ７　　Ⓒ ９　　Ⓓ １０

43 旭区内に初めて市電が通ったのはいつでしょうか。
Ⓐ 明治３６年　　Ⓑ 大正１５年　　Ⓒ 昭和４年　　Ⓓ 昭和１０年

44 京阪「千林駅」が今の駅名になったのはいつでしょうか。
Ⓐ 大正７年　　Ⓑ 昭和１７年　　Ⓒ 昭和３７年　　Ⓓ 平成１７年

45 現在の旭区の区域が大阪市に編入されたのは、東成郡と西成郡を併合した大正○○年４月１日
で、当時の清水村、古市村、城北村、城東村、榎本村、鯰江町、榎並町、生野村、鶴橋町、中本
町、神路村、小路村など四町八か村が新設の東成に属しました。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

Ⓐ 4　　Ⓑ 7　　Ⓒ 11　　Ⓓ 14

46 旭区の名の由来は、大阪市における位置から「日の出ずる○○」を意味するとともに「旭日昇
天」旭が昇るほどの勢いで将来の発展が約束されると言う意味から、名付けられました。○○
に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 東部　　Ⓑ 西部　　Ⓒ 南部　　Ⓓ 北部

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

【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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。

47 昭和○○年４月１日には、全市にわたって区の再編が行われ、旭区の南半分が分区して城東
区へ、西側の一部が都島区へ編入され、現在の旭区の区域になりました。○○に当てはまるも
のは何でしょうか。

Ⓐ １７　　Ⓑ １８　　Ⓒ １９　　Ⓓ ２０
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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Ⓐ～Ⓓの中から選んでください。

48 旭区民センター近くに江野川○○があって、大雨時には雨水を一級河川である城北川に
汲み上げています。縁の下の力持ちです。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 浄水場　　Ⓑ 上水場　　Ⓒ 抽水所　　Ⓓ 浄化場

49５年ごとに行われる国勢調査に基づく人口・世帯数の旭区の推移をみると、昭和３５年では一世帯
あたり人員が約４人で現在の２倍程度となっており、人口も最も多いがそれは何人でしょうか。

Ⓐ ６３，０００人　　Ⓑ １４３，０００人　　Ⓒ ２０３，０００人　　Ⓓ ２４３，０００人

50 旭区のマスコットキャラクター「しょうぶちゃん」のマフラーは、何を表しているでしょうか。
Ⓐ 国道１号線　　
Ⓑ 淀川　　
Ⓒ 城北川　　
Ⓓ 地下鉄谷町線

51 もしも地震等の災害などが起こり、避難が必要になったときあわてないために、日頃から避難す
る場所と安全な道順を確認しておきましょう。広域避難場所、一時避難所、収容避難所の３種類
の避難所が決められていますが、旭区が指定している広域避難場所は何カ所あるでしょうか。

Ⓐ １カ所　　Ⓑ ２カ所　　Ⓒ ３カ所　　Ⓓ ４カ所

52 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五十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。

Ⓐ ２０　　Ⓑ ４００　　Ⓒ １，６００　　Ⓓ １０，０００

53 旭区内でも移動図書館“まちかど号”が大阪市立中央図書館から巡回しています。旭区内で
巡回してるところは、城北小学校東門とどこでしょうか。

Ⓐ 旭公園と太子橋中公園　　Ⓑ 太子橋中公園と市営新森住宅
Ⓒ 旭公園と新森ロータリー　 Ⓓ 市営新森住宅と西浪橋公園

54 現在の旭郵便局の場所に、以前あった施設は何でしょう。
Ⓐ 東成郡役場　　Ⓑ 旭保健所　　Ⓒ 旭区役所　　Ⓓ 大宮小学校

55 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。
Ⓐ ２ヶ所　　
Ⓑ ３ヶ所　　
Ⓒ ５ヶ所　　
Ⓓ ６ヶ所

56 大阪市における平成２４年中の火災件数は１，０１２件でした。そのうち旭区内の火災件数は、
何件でしょうか。

Ⓐ １４件　　Ⓑ ２４件　　Ⓒ ３４件　　Ⓓ ４４件

57 旭税務署が現住所地に庁舎を移転してきたのは、いつでしょうか。
Ⓐ 昭和３１年　　Ⓑ 昭和４１年　　Ⓒ 昭和５１年　　Ⓓ 昭和６１年

58 旭税務署では次代を担う児童・生徒の健全な納税者意識を醸成するため、租税教育の充実に努
めているが、次の取組のうち、旭税務署が行なっていないものはどれでしょうか。

Ⓐ 一日税務署長　　      Ⓑ 中学生の税の作文
Ⓒ 高校生の税の作文　　Ⓓ 租税教室

59 全国の平均寿命は男性７８．８歳、女性８５．８歳、大阪市全体の平均寿命は男性７７．４歳、女性
８５．２歳です。では、旭区民の平均寿命は全国平均と比べて○○です。○○に当てはまるもの
は何でしょうか。（平成１７年調）。

Ⓐ 男性・女性とも長い　　Ⓑ 男性だけが長い
Ⓒ 女性だけが長い　　　 Ⓓ 男性・女性とも短い

あさひ、だいすき♪『旭区検定』
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【地域情報】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれⒶ～Ⓓの中から選んでください。

【町名の由来】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれⒶ～Ⓓの中から選んでください。

67 平成8年にひったくり防止啓発推進員が旭警察署の委嘱を受け、現在区内で50名の方がひった
くり防止の勉強会やキャンペーンを行っています。では、そのキャッチフレーズはどれでしょうか。

Ⓐ きいつけや　あんたのことや　その荷物　　　Ⓑ きいつけや　あんたのことや　そのバック
Ⓒ きいつけや　あんたのことや　そのかばん　　Ⓓ きいつけや　あんたのことや　その手提げ

68 全市の公園愛護会の草分けとして新森小路公園愛護会が誕生したのはいつでしょうか。
Ⓐ 昭和２３年　　Ⓑ 昭和２５年　　Ⓒ 昭和３０年　　Ⓓ 昭和３５年

69「旭区ブランド」は現在13件あります。次のうち、「旭区ブランド」ではないものはどれでしょう。
【旭区ブランド－客観的に評価でき、１０年後にも対外的にアピールできるもの】

Ⓐ 菅原城北大橋　　Ⓑ 城北菖蒲園　　Ⓒ 淀川城北ワンド　　Ⓓ 旭区商店街群

70 町名は、「なぎ」と呼ばれた大字の中を、南北に流れる江が存在した事に由来する。荒○○の
荒を除いて○○を町名としたものです。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 生江　　Ⓑ 大宮　　Ⓒ 中宮　　Ⓓ 赤川

71 町名は、昭和初期まで町域内の旧南島町に所在し、南島・森小路・今市・千林・貝脇などの各町
を氏地とした○○八幡宮の社名に由来します。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 高殿　　Ⓑ 清水　　Ⓒ 大宮　　Ⓓ 中宮

72 町名は、旧村名によるが、森小路や森口（守口）に隣接する樹林地帯であったようで、瀬林から
転訛したとも伝えられています。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 今市　　Ⓑ 千林　　Ⓒ 新森　　Ⓓ 清水

73 町名は、「○○」と呼ばれていた大字名を、大正１４年(1925)の大阪市編入に際し、隣の
大字江野に存在する大宮八幡宮に対し、改称されました。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 千林　　Ⓑ 大宮　　Ⓒ 中宮　　Ⓓ 清水
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60 旭区内には公立小学校が１０校ありますが、次のうちで創立が一番古いのはどの小学校で
しょうか。

Ⓐ 高殿小学校　　Ⓑ 古市小学校　　Ⓒ 大宮小学校　　Ⓓ 城北小学校

61 明治８年にできた中村小学校は、現在の何小学校の前身でしょうか。
Ⓐ 大宮小学校　　Ⓑ 大宮西小学校　　Ⓒ 生江小学校　　Ⓓ 城北小学校

63 滋賀県高島市○○との地域間交流事業として、旭昼市を第２日曜日旭区民センターロビー
玄関前で午前１１時３０分から開催しています。そこでは、琵琶湖と淀川で結ぶ産地直送の
旬のとれたて野菜を販売しています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 旭町　　Ⓑ 新旭町　　Ⓒ 旭川町　　Ⓓ 昼川町

64 赤川４丁目にある日吉神社の氏子区域でないのはどの区域でしょうか。
Ⓐ 赤川　　Ⓑ 生江　　Ⓒ 高倉　　Ⓓ 都島北通

65 森小路の地蔵さんとして親しまれている「朝日地蔵尊」、非常に霊験あらたかといわれ、願い
がかなったら、お礼としてこのお地蔵さんの好きな○○を供えるそうです。○○に当てはまる
ものは何でしょうか。

Ⓐ 塩　　Ⓑ まんじゅう　　Ⓒ お酒　　Ⓓ お茶

66 旭区では外出先で体調を崩すなど、緊急事態が起こった時のために、緊急時の連絡先や主
治医を記載し、常に持ち歩ける様な○○を作成しています。区内や地域の行事、炊き出しま
つりなどで配布しています。区役所にも用意していますので、いざと言う時のためにも財布・
カードケースやハンドバッグ・ポーチに入れて自分の安全・安心を確保してくださいね。○○
に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 安心カード　　Ⓑ 手助けカード　　Ⓒ お守りカード　　Ⓓ 見守りカード

62 大阪市旭区に本部を持つ学校法人常翔学園グループに属さない学校はどれでしょうか。
Ⓐ 大阪工業大学　　Ⓑ 摂南大学　　Ⓒ 広島国際大学　　Ⓓ 大阪産業大学

12



13

【町名の由来】に関する問題について、最も適当と思うものをそれぞれⒶ～Ⓓの中から選んでください。

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

74 町名は、古来からこの地域一帯に榎樹などが繁茂し森を成していて、そこには小路が通って
いたとの伝承に由来します。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 今市　　Ⓑ 千林　　Ⓒ 新森　　Ⓓ 森小路

76 町名は、産土神○○神社（八幡大神宮）の社名をとった事に由来します。現在の町名は何
でしょうか。

Ⓐ 赤川　　Ⓑ 太子橋　　Ⓒ 清水　　Ⓓ 生江

77この地は以前、豊里町・橋寺町と呼び、豊里町は聖徳○○（豊郷○○）が寺院を建てる為にここ
で休息されたと伝えられ、また橋寺町は昔、橋寺と言う寺があり、その寺名に由来します。現
在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 赤川　　Ⓑ 生江　　Ⓒ 太子橋　　Ⓓ 清水

78 東成郡南島村の大宮神社の○○（お宮などの一段高い所に建てられた建物の事）跡に建てら
れた、○○小学校に由来します。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 大宮　　Ⓑ 中宮　　Ⓒ 太子橋　　Ⓓ 高殿

79 森小路土地区画整理組合の新設街区事業地として開発された、森小路町の東方に新しくでき
た町名が住居表示実施に伴い短縮されました。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 太子橋　　Ⓑ 新森　　Ⓒ 中宮　　Ⓓ 大宮

80 町名は、東成郡古市郷にあり、本郷古市に対し京街道沿いの物資集散の要衝として○○の名
を冠せられた事に由来します。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 大宮　　Ⓑ 森小路　　Ⓒ 千林　　Ⓓ 今市

75 町名は、昔この地域に○○寺と呼ばれる大寺院があり、その寺院に因んだ事に由来すると伝
えられます。天台宗の巨刹であったと言い伝えられています。現在の町名は何でしょうか。

Ⓐ 赤川　　Ⓑ 中宮　　Ⓒ 大宮　　Ⓓ 生江
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おつかれさまでした。
記入もれ、ズレなどないか、もう一度ご確認ください。

設問は平成25年10月1日現在の状況をもとに作成しています。
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