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あさひ、だいすき♪『旭区検定』

問題用紙
（博士）
（制限時間75分）



1	 旭区周辺の用水路は個別に淀川から取水を行っていましたが、昭和9年（1934）には、堤防の安
全性、補修費を考慮し、統一して一か所から取水するために、枚方市字伊加賀地先に新合同樋門
が建設されました。これに伴って「○○」も誕生しました。戦後の日本の発展の中でその役割は、
灌漑用水路から排水路へとその目的が変更され、昭和49年（1974）には完全に暗渠化され地
上から消えてしまいました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ城北川　　Ⓑ江野川　　Ⓒ大宮川　　Ⓓ柳川

2	 宝龍寺の大楠は樹齢約○○年です。○○に当てはまる年数はどれでしょうか。

　　Ⓐ500年　　Ⓑ800年　　Ⓒ1,000年　　Ⓓ2,000年

3	 大川から都島区、旭区、城東区に至り寝屋川と結ぶ川は何川でしょうか。

　　Ⓐ淀川　　Ⓑ城北川　　Ⓒ江野川　　Ⓓ井路川

4	 ハナショウブは、城北菖蒲園が名所として知られており、区のシンボルとして多くの人々に親し
まれている事から、○○年10月に区の花に選ばれています。○○に当てはまるものは何でしょ
うか。

　　Ⓐ大正13年　　Ⓑ昭和53年　　Ⓒ昭和63年　　Ⓓ平成13年

5	 城北菖蒲園のハナショウブはノハナショウブ（学名I.	ensata	var.	spontanea）の園芸種であり、
6月ごろに花を咲かせます。花の色は、白、ピンク、紫、青、黄など多数あり、絞りや覆輪などとの
組み合わせを含めると5,000種類あるといわれています。大別すると3系統に分類できますが、
実際に無いのはどれでしょうか。

　　Ⓐ江戸系
　　Ⓑ伊勢系
　　Ⓒ近江系
　　Ⓓ肥後系

6	 次のうちで標高（海抜）が一番高いのはどこでしょうか。

　　Ⓐ大宮1丁目1番　　Ⓑ赤川3丁目2番　　Ⓒ生江2丁目5番　　Ⓓ太子橋3丁目7番

【自然文化】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。
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7	 国の天然記念物、「旭区の魚」でもあるイタセンパラを漢字で
　　書くと次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐ板千腹　　Ⓑ板千原
　　Ⓒ板鮮腹　　Ⓓ板鮮原

8	 国の天然記念物イタセンパラが卵を産む貝は次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐサザエ　　Ⓑタニシ　　Ⓒイシガイ　　Ⓓカワニナ

9	 国の天然記念物イタセンパラが初めて場所を公表して放流されたのはいつでしょうか。

　　Ⓐ平成15年（2003）　　Ⓑ平成18年（2006）
　　Ⓒ平成20年（2008）　　Ⓓ平成25年（2013）

10	平成29年1月1日に「旭区の魚」に制定された､国の天然記念物「イタセンパラ」の淀川ワンド群
への復帰をめざして､「外来魚駆除釣り大会」が毎年春に､淀川左岸で実施されています。「淀川水
系イタセンパラ保全市民ネットワーク」が主催するこの行事が始まったのはいつでしょうか?

　　Ⓐ平成８年（1996）　　	Ⓑ平成13年（2001）
　　Ⓒ平成18年（2006）　　Ⓓ平成23年（2011）

11	城北などにある、ヨハネス・デ・レーケの指導で造られた水制工は何工事というでしょうか。

　　Ⓐ低水工事　　Ⓑ地盤工事　　Ⓒ水中工事　　Ⓓ用水工事

12	かつて淀川には約○○種の魚が確認され、その多くがワンドで生まれ育っていました。〇〇に入
る数字はどれでしょうか。

　　Ⓐ20種　　Ⓑ40種　　Ⓒ60種　　Ⓓ100種

【商業産業】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。

13	「寺西化学工業株式会社」は1916年の創業時、何を製造販売していたでしょうか。

　　Ⓐマジックインキ　　Ⓑ筆記用インキ・クレヨン　　Ⓒ墨汁　　Ⓓ万年筆のインキ
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14	旭区には、日本タクシー株式会社と協働し、妊婦の方ご自宅・病院などを事前登録することで、簡
単にタクシーを利用できる○○（愛称）があります。料金は通常のタクシー料金と同額、24時間
365日対応で、万が一のために防水シーツを配備しています。○○に入るのは次のどれでしょ
うか。

　　Ⓐ旭こうのとりタクシー　　Ⓑ旭ゆりかごタクシー
　　Ⓒ旭しょうぶタクシー　　　Ⓓ旭ベビータクシー

15	明治30年（1897）に旭区で最初の近代工場が今市1丁目で開業されました。何をつくる工場だ
ったでしょうか。

　　Ⓐ織布　　Ⓑネジ　　Ⓒ建築材　　Ⓓ鉄鋼

16	旭区森小路1丁目にある「株式会社太洋工作所」は、高機能めっき加工などの表面処理技術を誇
る会社ですが、国内以外にアメリカ、シンガポール、マレーシア、○○などの海外にある工場で塗
装やレーザー加工も行っています。○○に当てはまる国名は次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐベトナム　　Ⓑタイ　　Ⓒブラジル　　Ⓓメキシコ

17	「千林商店街テーマソング」を歌っているグループ名は次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐデューク　エイセス　　Ⓑボニー　ジャックス
　　Ⓒダーク　ダックス　　　Ⓓマヒナ　スターズ

18	京街道の七曲りの近くに位置し、「旭わがまちお宝」にも認定されており、慶応3年（1867）の創
業以来、備長炭で焼く「炭焼きうなぎ」にこだわり続け、今年で創業150年をむかえる、美味しい
蒲焼で有名なお店が旭区高殿4丁目にあります。何というお店でしょうか。

　　Ⓐ魚正　　Ⓑ魚清　　Ⓒ魚忠　　Ⓓ魚伊

19	旭区内の和菓子屋さんたちが、旭区の花である「花しょうぶ」をモチーフとして、区制80周年を
記念した、お菓子づくりの取り組みをされました。それらのお菓子を総称して何というでしょ
うか。

　　Ⓐあさひ　　Ⓑくのか　　Ⓒしろきた　　Ⓓしょうぶ
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20	旭区新森に関西事務所や大阪工場をもつ「株式会社古市庵」は、百貨店や量販店など全国約130
店舗にて持ち帰り寿司店を運営していますが、その商品の中でも年間60万本を販売し、12種類
の具材を巻いた人気No.1商品の「○○」があります。○○に当てはまる商品名は次のうちどれで
しょうか。

　　Ⓐ鳴門巻　　Ⓑ師走巻　　Ⓒ亥巻　　Ⓓうず潮巻

【歴	史】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。

21	○○街道は、別所町（現旭区清水4・5丁目）から、下之辻、放出を経て阿遅速雄神社へ至る道路幅
一間半の街道で別名中高野街道と言われていました。○○街道となった由来は、その昔、河内・守
口市佐太の来迎寺の開祖誠阿上人が深江村の僧や信徒に、○○を持って追いかけられ、清水の八
幡社に逃げ込んだと言う伝説から名付けられたと言います。○○に当てはまるものは何でしょ
うか。

　　Ⓐ刀　　Ⓑ剣　　C　拳　　D　槍

22	大正7年（1918）､地元村民の手により､井路川沿いに､新しい道がつくられたという記録が､清
水4丁目の「清水新道・築造紀念碑」に記されていますが､この「清水新道」とは､現在のどのルー
トに当たるでしょうか?

　　Ⓐ地下鉄清水駅〜地下鉄新森古市駅　　Ⓑ地下鉄清水駅〜京阪千林駅
　　Ⓒ地下鉄清水駅〜京阪滝井駅　　　　　Ⓓ地下鉄清水駅〜京阪土居駅

23	昭和34年（1959）に住吉中学校の生徒が橋寺廃寺跡で、偶然、土器を発見しました。その土器
はいつの時代のものでしょうか。

　　Ⓐ大和　　Ⓑ南北朝　　Ⓒ平安　　Ⓓ昭和

24	大宮神社は、もと大宮八幡宮といい応神天皇が祀られています。『摂津誌』に○○神社と見えるの
は、旧古市村の大字○○の地名をとったものです。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ江野　　Ⓑ南島　　Ⓒ中村　　Ⓓ荒生

25	次の旭区の史跡のなかで､平成29年（2017）7月現在､旭区役所による「案内板」が設置されて
いないところはどこでしょうか。

　　Ⓐ大宮神社・一の鳥居　　Ⓑ強頸絶間　　Ⓒ般若寺跡　　Ⓓ淀川旧堤防跡

【商業産業】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。
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26	旭区わがまちお宝の「重誓寺」は、治承4年（1180）に開基した浄土真宗本願寺派のお寺で、第
11代西了に至り○○より「重誓寺」の寺号を賜れました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ親鸞聖人　　Ⓑ顕如上人　　Ⓒ實如上人　　Ⓓ蓮如上人

27	「日本書紀」によると○○の頃、淀川の治水対策として茨田ノ堤（堤防）を築いたとありますが、そ
の築堤は大雨ですぐに決壊するなど非常に困難だったそうです。ある夜○○の夢に「武蔵の人強
頸と、河内の人茨田ノ連衫子の二人を人柱にすれば崩れない築堤が成就する」という神のお告げ
があり、衫子は策を用いて難を逃れましたが、強頸は泣く泣く人柱にたち、堤は完成したと言い
ます。千林にある強頸絶間之址碑はその伝説に基づいた碑です。○○に当てはまるものは何でし
ょうか。

　　Ⓐ仁徳天皇　　Ⓑ聖徳太子　　Ⓒ神武天皇　　Ⓓ崇神天皇

28	「戦争酣（たけなわ）の昭和19年（1944）3月女学校を卒業しました。進学しない者、進学しても、
文系は皆、○○として軍需工場に働きに出ねばなりませんでした。」と古くから旭区にお住まい
の方が「旭区地域史」において戦争当時の事を語っておられます。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

　　Ⓐ援助隊　　Ⓑ救助隊　　Ⓒ挺身隊　　Ⓓ出稼ぎ隊

29	淀川堤防上に「千人つか」があります。○○の大阪大空襲で、淀川堤防に避難された方々の身元不
明の遺体が多数放置されており、それらの遺体は、市民奉仕で城北公園裏の淀川の堤に集められ、
千数百体の遺体がだびに付されました。「鬼哭啾々　黒煙天に柱し、三日三晩に及ぶ」といわれて、
その冥福を祈って区民の方が庭石に「千人つか」と刻んで安置されました。○○に当てはまるも
のは何でしょうか。

　　Ⓐ昭和20年3月13日　　Ⓑ昭和20年6月7日
　　Ⓒ昭和20年7月10日　　Ⓓ昭和20年8月14日

30	大正末期から昭和10年（1935）代にかけて土地の区画整理が多数行われ、旭区でも10を超え
る土地区画整理組合が作られました。中宮地区は、榎並の荘土地区画整理事業として昭和7年
（1932）より工事が始まり、昭和17年（1942）に完成しました。○○公園はこの区画整理事業
の一つとして昭和12年（1937）に出来ました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ城北　　Ⓑ江野　　Ⓒ旭　　Ⓓ大宮南
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31	森小路遺跡は、昭和6年（1931）の土地区画整理の際に発見された、主として弥生中期の集落遺
跡で、○○に指定されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ大阪市天然記念物　　Ⓑ大阪市無形文化財　　Ⓒ大阪市顕彰史跡　　Ⓓ大阪市有形文化財

32	淀川に平太の渡しがありましたが、いつ頃まであったでしょうか。

　　Ⓐ昭和30年（1955）　　Ⓑ昭和35年（1960）
　　Ⓒ昭和40年（1965）　　Ⓓ昭和45年（1970）

【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。

33	江野川筋遊歩道が完成したのはいつでしょうか。

　　Ⓐ昭和50年（1975）　　Ⓑ昭和55年（1980）
　　Ⓒ昭和60年（1985）　　Ⓓ平成2年（1990）

34	旭区内にある鉄道の駅は全部で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
含みますが、複数路線で同じ名前の場合は1つでカウントします。）

　　Ⓐ7駅　　Ⓑ8駅　　Ⓒ9駅　　Ⓓ10駅

35	次の4つのうち､現在の旭区に､いちばん早い時期に入ってきたもの（通じたもの）はどれでしょ
うか。

　　Ⓐ市電　　Ⓑ京阪電車　　Ⓒ市バス　　Ⓓトロリーバス

36	地下鉄谷町線の正式名称は、高速電気鉄道第何号線でしょうか。

　　Ⓐ第1号線　　Ⓑ第2号線　　Ⓒ第3号線　　Ⓓ第4号線

37	清水駅は、旭区清水4丁目にある大阪市営地下鉄今里筋線の駅で、駅番号は○○です。朝夕に当
駅発着列車が運転されており、今里方に留置線（入出庫線）があります。島式ホーム1面2線の地
下駅であり、可動式ホーム柵が設置されています。改札口は1ヶ所のみです。○○に当てはまる
ものは何でしょうか。

　　Ⓐ I11　　Ⓑ I13　　Ⓒ I15　　Ⓓ I17
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38	旭区を通る地下鉄谷町線ですが、大阪市の地下鉄全路線のなかで1日の平均輸送人員の多さで
は何番目でしょうか。

　　Ⓐ2番目　　Ⓑ4番目　　Ⓒ6番目　　Ⓓ7番目

39	旭区を通る地下鉄谷町線が、平日初発から朝9時まで設定している女性専用車両は何号車でし
ょうか。

　　Ⓐ1号車　　Ⓑ2号車　　Ⓒ3号車　　Ⓓ4号車

40	地下鉄谷町線が最初に旭区内に乗り入れた、都島駅から守口駅間が開通したのは何年でしょう
か。

　　Ⓐ1970年　　Ⓑ1977年　　Ⓒ1985年　　Ⓓ2000年

41	昭和27年（1952）、北清水町を発着する市バスが開通しました。当時の大人の市バス乗車料金
はいくらだったでしょうか。

　　Ⓐ10円　　Ⓑ15円　　Ⓒ20円　　Ⓓ25円

42	淀川堤防には大阪湾河口から1kmごとに、数名の地元区民協力のもと「淀川（よどがわ）」と手書
きされたコンクリート製の標柱が設置されています。旭区内にも3つあるこの標柱の名前は次
のうちどれでしょうか。

　　Ⓐ道標　　Ⓑ里標　　Ⓒ距離標　　Ⓓ川標

43	菅原城北大橋は、大阪市東淀川区と旭区を結ぶ、淀川に架かる橋で、大阪市が淀川新橋有料道路
として管理していました。大阪市北東部の豊里大橋と長柄橋の2橋が慢性的な渋滞を起こすため、
その中間に都市計画道路豊里矢田線整備事業の一環として架橋されました。旭区側は城北公園
内を跨いでいるため、城北公園通（大阪市道中津太子橋線）には接続しておらず城北筋と接続し
ています。この橋を経由する大阪市営バスの路線は○○。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ一路線あります　　Ⓑ複数の路線があります　　Ⓒありません　　Ⓓ検討中です

44	◯◯は都市計画道路　新庄大和川線（大阪環状線）の旭区と東淀川区を結ぶ大橋で、昭和45年
（1970）3月に完成しました。この橋は斜張橋と呼ばれる形式で、大阪北部と東部工業地帯、さ
らに南港をむすび、道路は市内の主要動脈の一つとなりました。○○に当てはまるものは何でし
ょうか。

　　Ⓐ鳥飼大橋　　Ⓑ十三大橋　　Ⓒ豊里大橋　　Ⓓ菅原城北大橋
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45	延宝4年（1676）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。

　　Ⓐ西成郡豊里村大字天王寺荘字平田	〜	東成郡古市村大字今市
　　Ⓑ橋寺村大字豊里	〜	東成郡古市村大字今市
　　Ⓒ西成郡豊里村大字天王寺荘字平田	〜	橋寺村大字豊里
　　Ⓓ東成郡古市村大字今市	〜	土居村大字平田

【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。

46	旭区の行事など、区長や各課が参加・実施した行事を紹介した旭区ホームページのコーナーは何
でしょうか。

　　Ⓐ旭区徒然日記　　Ⓑ旭区見聞録　　Ⓒ旭区日誌　　Ⓓ旭区のできごと

47	旭区広報紙「広報あさひ」は○○に1回の発行です。

　　Ⓐ2週間　　Ⓑ1ヶ月　　Ⓒ2ヶ月　　Ⓓ3ヶ月

48	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。

　　Ⓐ阪神高速守口線
　　Ⓑ淀川
　　Ⓒ城北ワンド
　　Ⓓ空

49	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

50	大阪市では、ごみの分別収集が充実している言われています。では、普通ごみの収集時鳴らされ
ている音楽は次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐ赤とんぼ　　Ⓑ夕やけ小やけ　　Ⓒ草競馬　　Ⓓ小鳥が来る街

51	旭区内に交番はいくつあるでしょうか。

　　Ⓐ5　　Ⓑ6　　Ⓒ7　　Ⓓ8
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52	大阪市における平成28年中の火災件数は849件でした。そのうち旭区内の火災件数は、何件で
しょうか。

　　Ⓐ5件　　Ⓑ25件　　Ⓒ45件　　Ⓓ65件

53	平成28年中、大阪市内おいて大阪市消防局の救急車で病院などに運ばれた人は約184,000人
いました。その内、旭区内では、約何人いたでしょうか。

　　Ⓐ約4,000人　　Ⓑ約5,000人　　Ⓒ約6,000人　　Ⓓ約7,000人

54	旭税務署の管轄区域について、正しいのはどれでしょうか。

　　Ⓐ旭区と都島区　　Ⓑ旭区と城東区　　Ⓒ旭区　　Ⓓ旭区と都島区と城東区

55	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○○8月26日に開催された「市政
100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。

　　Ⓐ昭和55年（1980）　　Ⓑ昭和60年（1985）
　　Ⓒ平成元年（1989）　　	Ⓓ平成5年（1993）

56	旭区は大阪市議会議員選挙、大阪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。

　　Ⓐ3人　　Ⓑ4人　　Ⓒ5人　　Ⓓ6人

57	平成29年9月末現在の旭区の人口は約91,000人で、旭区の一所帯当たり人数は平均約1.90
人です。旭区には一所帯当たり人数が2人を超える町が2つありますが、正しい組み合わせはど
れでしょうか。

　　Ⓐ高殿、大宮　　Ⓑ清水、千林　　Ⓒ今市、生江　　Ⓓ太子橋、新森

58	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ります。）が公表されています。旭区の最高路
線価は、千林2丁目（千林商店街）ですが、その評価額は次のうちどれでしょうか。（平成29年1月
1日時点）

　　Ⓐ260千円　　Ⓑ360千円　　Ⓒ560千円　　Ⓓ760千円
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59	平成28年中の旭区における街頭犯罪件数は大阪市24区中、何番目に少ないでしょうか

　　Ⓐ1番目　　Ⓑ6番目　　Ⓒ18番目　　Ⓓ24番目

60	淀川の堤防沿いにある「太子橋中公園」では､一時期､ある植物が預けられ､育てられていました。
次のどれでしょうか。

　　Ⓐ桜宮公園のソメイヨシノ　　Ⓑ城北公園のハナショウブ
　　Ⓒ鶴見緑地のブナ　　　　　　Ⓓ御堂筋のイチョウ

61	旭区民センターがオープンしたのはいつでしょうか。

　　Ⓐ平成6年（1994）　　　Ⓑ平成12年（2000）
　　Ⓒ平成18年（2006）　　Ⓓ平成24年（2012）

62	城北公園の地下には､ 災害に備えて､4万4000人の人が､3日間飲用できる量の飲料水を確保
した「飲料水用耐震性貯水槽」が設置されていますが､この設備が完成したのはいつだったでし
ょうか。

　　Ⓐ第二室戸台風が襲来した1961年　　Ⓑ大阪万博が開かれた1970年
　　Ⓒ阪神大震災があった1995年　　　　Ⓓ東日本大震災があった2011年

63	旭図書館が出来たのはいつでしょうか。（当時は森小路2丁目で開館しました。）

　　Ⓐ昭和30年（1955）　　Ⓑ昭和50年（1975）
　　Ⓒ昭和62年（1987）　　Ⓓ平成2年（1990）

64	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区に属しました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ4　　Ⓑ7　　Ⓒ11　　Ⓓ14

65	東成区から分区して旭区になったのはいつでしょうか。

　　Ⓐ大正14年（1925）4月1日　　Ⓑ昭和7年（1932）10月1日
　　Ⓒ昭和17年（1942）2月1日　　Ⓓ昭和18年（1943）4月1日
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66	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

【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。

67	旭区検定の試験会場となる大阪工業大学は、大正11年（1922）に○○として設立され、昭和24
年（1949）に新制大学として現在の校名になりました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ関西工学専修学校　　Ⓑ大阪工業高等専門学校
　　Ⓒ関西工業専門学校　　Ⓓ摂南技術学校

68	大阪工業大学は常翔学園を代表する大学です。この常翔学園には2つの中学・高校と3つ
の大学が設置されています。その歴史と資料などが展示されてる平成26年（2014）5月
に開館した施設は次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐ常翔資料館　　Ⓑ常翔歴史館　　Ⓒ工大資料館　　Ⓓ工大歴史館

69	常翔学園中学校・高等学校の正門を入ったところに、学校のシンボルとなっている樹木がありま
す。次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐエジソンが電球に使用した竹　　Ⓑ大阪大空襲にも耐えて焼け残ったイチョウの木
　　Ⓒ樹齢800年の楠の木　　　　　 Ⓓニュートンのリンゴの木

70	旭区の夏を彩る「旭区民まつり」。パレードの音楽隊は毎年好評を頂いている○○が担当してい
ます。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ少年少女音楽隊　　Ⓑ高校生音楽隊　　Ⓒ大阪市消防音楽隊　　Ⓓ大阪府警察音楽隊

71	夏祭りにご神体を神輿に載せて町内の安寧を祈願して巡る、渡御行列を伝統的に行なっている
神社は、次のうちどれでしょうか。

　　Ⓐ八幡神社　　Ⓑ大宮神社　　Ⓒ日吉神社　　Ⓓ関目神社

72	旭区では子ども達の交流の場、また、一緒に食事ができる場として、NPO法人や個人の方々によ
り、区内○○箇所でこども食堂が開催されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ3　　Ⓑ5　　Ⓒ7　　Ⓓ9
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73	戦後の一時期、旭区近郊に住んだことがあるのを機縁に、のちに、千林商店街を舞台にした小説
でデビューし、有名な小説家になったのは○○です。○○に当てはまる人物は誰でしょうか。

　　Ⓐ開高健　　Ⓑ黒岩重吾　　Ⓒ野坂昭如　　Ⓓ藤本義一

74	男性が地域活動を知るために、自分を語り、新しい自分を発見する体験型連続講座「旭○○大学
〜仲間をつくってセカンドライフを楽しもう」を開催しています。男同士でワイワイうどんをう
ったり、ビール工場見学に行ったりと仲間作りが出来ました。OB会も発足しました。○○に当
てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ親父　　Ⓑ隠居　　Ⓒ達者　　Ⓓしょうぶ

75	地球全体を視野に入れ、水循環の健全化や水災害に対する安全性の向上に寄与する活動に対し
て贈られる「日本水大賞」の平成27年（2015）第17回環境大臣賞表彰を受賞した団体はどれ
でしょうか。

　　Ⓐイタセンネットワーク　　Ⓑ旭リバー協議会　　Ⓒ淀川愛護協会　　Ⓓエコリバー旭

76	平成28年6月20日に旭区役所の南側から旭警察署の南側付近に移動した「社会福祉法人地域
ゆめの会　ワークセンター飛行船」では、アレルギー対策食品を作っており、大阪市内の保育園
約○○園が利用しています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ5　　Ⓑ10　　Ⓒ20　　Ⓓ30

77	「千林界隈の暮らしをもっと楽しく」をテーマに活動する○○プロジェクトは、地域住民やこの
街が好きな一般の方を募集し運営しています。フリーペーパーの発刊や地域のイベントなどに
参加しています。

　　Ⓐハッピー　　Ⓑ1000ピース　　Ⓒくらし　　Ⓓあさひ

78	旭区にあるボランティアクラブが、過去20数年間、小学生を対象に、「夏休み子ども工作教室」を
開催し、「旭わがまちお宝」にも認定され、その功績から、大阪市市長表彰を受けられ、現在、「まち
ライブラリー」として、本を通じて触れ合いが広がる地域コミュニティの拠点として活動されて
います。その団体名はどれでしょうか?

　　Ⓐいのこうクラブ　　Ⓑしょうぶクラブ　　Ⓒ城北クラブ　　Ⓓあさひクラブ
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79	旭区内にある中野こども病院では、急な病気で保育所に通えない、どうしても自宅で看護できな
いといった場合に保育看護してくれる○○保育施設を設置しています。○○に当てはまるもの
は何でしょうか。

　　Ⓐ看護　　Ⓑ病児　　Ⓒ診療　　Ⓓ診察

80	旭区千林2丁目に「朝日地蔵尊」があります。明治初期、この地蔵尊が非常に霊験あらたかと言う
ので、今市の庄屋が今市の小宮の地に移しました。○○にもとても効くそうで、普通、お地蔵さん
に願掛けなどをする時に頭に水を掛けますが、水ではなく、お酒を掛ける珍しいお地蔵さんで、
すこし変わっていますよ。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　　Ⓐ眼病　　Ⓑ腹痛　　Ⓒ筋肉痛　　Ⓓ歯痛
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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29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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