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55 旭区が誕生したのはいつでしょうか。
Ⓐ 明治４０年　　Ⓑ 大正８年　　Ⓒ 昭和７年　　Ⓓ 昭和１４年

【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。

54 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○○１４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郡に属しました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 明治　　Ⓑ 大正　　Ⓒ 昭和　　Ⓓ 平成

56 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（朝日）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

52 阪神高速１２号守口線の高架下にある遊歩道の名前は。次のうちどれでしょうか。
Ⓐ 江野川筋遊歩道　　Ⓑ 中宮筋遊歩道　　Ⓒ 阪神高速下遊歩道　　Ⓓ 江野公園遊歩道

53 大阪市内には斜長橋が全部で６橋ありますが、旭区には菅原城北大橋と○○の２橋があり、市内交
通に役立ち、遠景、近景共朝夕素晴らしい景観です。○○に当てはまるものは何でしょうか。
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Ⓐ 鳥飼大橋　　Ⓑ 十三大橋　　Ⓒ 赤川仮橋　　Ⓓ 豊里大橋

50 旭区の真ん中を国道１号線が通っていますがそれはどこからどこへ通じる道でしょうか。
Ⓐ 東京～大阪　　Ⓑ 京都～大阪　　Ⓒ 京都～福岡　　Ⓓ 名古屋～神戸

51 新森中央公園の北西角には、大阪市内でもめずらしい「六差路の○○」があります。それは
交差点の一種で、交差点内が周回道路となっていて、基本的には信号によるコントロールが
不要の場所です。さて、○○の中に入る言葉は何でしょうか。

Ⓐ サークルロード　　Ⓑ サイクルロード　　
Ⓒ ロータリー      　　Ⓓ フリーウェイ

ろく　 さ　 ろ

こう　 さ　てん しゅうかい  どう  ろ

ふ　よう

48 京阪電車のイメージキャラクター「京阪のる人おけいはん」は、現在５代目で名前は「中之
島けい子」です。では、次のうち３代目の名前はどれでしょう。

Ⓐ 淀屋けい子　　Ⓑ 関目けい子　　Ⓒ 森小路けい子　　Ⓓ 千林けい子

45 地下鉄谷町線が都島駅から守口駅まで延長され、旭区にも地下鉄の駅ができました。それは
次のうち、いつでしょうか。　

Ⓐ 昭和４３年
Ⓑ 昭和５２年　　
Ⓒ 昭和５６年　　
Ⓓ 昭和６０年

46 地下鉄今里筋線の開業はいつでしょうか。
Ⓐ 平成６年１２月　　Ⓑ 平成１２年１２月　　Ⓒ 平成１８年１２月　　Ⓓ 平成２４年１２月

47 明治４３年（1910）に京阪電車が開業した時は何駅と何駅の間だったでしょうか。
Ⓐ 北浜～七条　　Ⓑ 天満橋～五条　　Ⓒ 京橋～四条　　Ⓓ 淀屋橋～三条

げん  ざい                                               なか　の　

49 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した。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

きょうりょう　 つう しょう あか  がわ てっ きょう てっ　こつ がた

 ふく せん   か

  へい  さ

【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。
　　　 こう　   つう かん もん だい もっと てき とう えら

58 旭区の面積は次のうち、どれでしょうか。
Ⓐ ２．３k㎡　　Ⓑ ４．３k㎡　　Ⓒ ６．３k㎡　　Ⓓ ８．３k㎡

57 旭区は淀川を隔てて東淀川区と接し、都島区、城東区、○○と隣り合っています。○○に当て
はまるものは何でしょうか。

Ⓐ 鶴見区　　Ⓑ 東成区　　Ⓒ 中央区　　Ⓓ 淀川区
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65 城北公園の地下には、市内初めてとなる○○トンの飲料用耐震性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。

いんりょう よう たい  しん　せい ちょ すい そう せっ  ちはじ

さい がい　 きんきゅう　 せっ  ち

Ⓐ 20　　Ⓑ 400　　Ⓒ 1,600　　Ⓓ 10,000
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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。

 

60 旭区内にある市立小学校の数は何校でしょうか。
Ⓐ 8　　Ⓑ 9　　Ⓒ 10　　Ⓓ 11

61 旭区内にある市立中学校は何校でしょうか。
Ⓐ 3　　Ⓑ 4　　Ⓒ 5　　Ⓓ 6

 

62 区内の行事など、区長や各課が参加・実施した行事を紹介している旭区ホームページのコーナー
名は何でしょうか。

Ⓐ 旭区草子　　Ⓑ 旭区見聞録　　Ⓒ 旭区日誌　　Ⓓ 旭区のできごと
けん ぶん ろくぞう　し にっ　し

64 旭区民センターは、旭図書館のほか、演劇、音楽など芸術活動を支援する大阪市内でただ１つの芸
術創造館などが併設されている複合施設で、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。また、市内６カ所のうちの１か所である「旭○○」も併設されています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

 えん げき げいじゅつ かつ どう　     し   えん げい

じゅつそう  ぞう かん へい せつ ふく ごう   し  せつ きょ てん

び　ちく そう  こ おくない きゅう ぎ じょう

Ⓐ 備蓄倉庫　　Ⓑ 屋内プール　　Ⓒ 屋内球技場　　Ⓓ 屋内体育館

59 旭区の人口は○○人（平成２6年１０月１日現在　推計）です。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

Ⓐ ７０，５２６　　Ⓑ ８０，５２６　　Ⓒ ９０，５２６　　Ⓓ １００，５２６

すい けいじん　こう

かく　か　　　 さん  か　　じっ   し　　       ぎょう  じ　     しょう かい

63 旭区の区制８０周年を迎えるにあたり公募し、平成２４年１１月に公表した、旭区のマスコット
キャラクターの名前は何でしょうか。　

Ⓐ あさひちゃん　　
Ⓑ しろきたちゃん
Ⓒ しょうぶちゃん　  
Ⓓ はなしょうぶちゃん

く　 せい むか　　　　　　　　　　　　　　　こう　 ぼ こう ひょう

66 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

70 毎年７月に国税庁から路線価（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、３７０千円（平成２６年１月１日時点）ですが、その場所は次のうちどこでしょうか。

 こく ぜい ちょう ろ　せん　 か ろ  せん たく   ち ひょう  か

がく そう ぞく  ぜい ぞう   よ  ぜい か   ぜい  か   かく め   やす こう ひょう さい  こう

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

71 大阪府警察では「犯罪発生情報」と「防犯対策情報」を府警本部や警察署から電子メールでリ
アルタイムにお知らせする情報サービスを提供しており、商店街などでも登録の呼びかけを
行っていますが、次のうちどれでしょうか。

 はん ざい はっ  せい じょう ほう ぼう  はん たい  さく でん   し

 とう  ろく

Ⓐ 安まちメール　　Ⓑ 我がまちメール　　Ⓒ まち角メール　　Ⓓ まちなみメール

68 高殿５丁目の旭公園には、グラウンドをはじめテニスコート、スポーツセンター、○○など
があり、いろいろなスポーツが楽しめます。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ プール　　Ⓑ 球技場　　Ⓒ 柔道場　　Ⓓ ボクシングジム
きゅう ぎ じょう　　               じゅう どうじょう 

き か　さい 

き 　せん 

い　どう

 じゅう たく
69 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

巡回しているところは、城北小学校東門と市営新森住宅とどこでしょうか。

Ⓐ 旭公園　　Ⓑ 太子橋中公園　　Ⓒ 旭区民センター　　Ⓓ 西浪橋公園
にし  なみ ばし

67 旭区内には平成２６年８月現在、９９７基の○○が、火災発生時の消火活動の水源として道路な
どに設置されています。さて○○に入るものは、何でしょう。

Ⓐ 消火器　　Ⓑ 消火栓　　Ⓒ 貯水タンク　　Ⓓ 防火用水槽

72 以前に「旭区ブランド」や「旭あるきマップ」などを企画し、この『旭区検定』も企画した会議の
名前は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 旭区未来わがまちビジョン推進会議　　Ⓑ 旭区未来のこどものための会議
Ⓒ 旭区将来街づくり会議　　　　　　　　Ⓓ 旭ブランド会議

じ   しん  とう ひ　なん ひつ よう

 みちじゅん　　 かく にん こう いき しゅうよう
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あん
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