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【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。

昭和10年(1935)頃、城北公園に「城北公園○○館」が建てられましたが、戦況の悪化に伴い、
戦時中は閉鎖されていました。収蔵標本は、昭和48年(1973)に自然史博物館に移管されました。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 恐竜　　Ⓑ 鳥類　　Ⓒ 昆虫　　Ⓓ 水生動物

城北菖蒲園にあるハナショウブの品種は何種類でしょうか。

　Ⓐ 50種　　Ⓑ 150種　　Ⓒ 250種　　Ⓓ 300種

「江野川（樋管統一水路）」にかかっていた橋で、現在の大阪工業大学正門前にあった橋は
次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 大宮１号橋　　Ⓑ 大和橋　　Ⓒ 城北小橋　　Ⓓ 太子橋

城北川（旧城北運河）が都島～赤川～森小路～今福を通り、寝屋川右岸まで開通完成したのは
何年でしょうか。

　Ⓐ 昭和10年(1935)　　Ⓑ 昭和15年(1940)　
　Ⓒ 昭和20年(1945)　　Ⓓ 昭和25年(1950)

城北川にかかっている橋は旭区内だけでいくつあるでしょうか。

　Ⓐ 8　　Ⓑ 13　　Ⓒ 18　　Ⓓ  23

旭区の東西を流れる城北川に架かっている○○は、遊歩道と調和し、女性的で優美な曲線が
特徴です。菅原城北大橋と豊里大橋と○○の３つを合わせて旭区の３名橋と言われています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 旭城北橋　　Ⓑ 旭江野橋　　Ⓒ 旭高殿橋　　Ⓓ 旭大宮橋

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

平成29年(2017)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」は、
平成25年(2013)の稚魚放流後、毎年繁殖を繰り返した結果、平成30年(2018)調査では、
調査開始以来、過去最高の〇〇匹の稚魚が確認されました。〇〇にあてはまる稚魚の数は何匹
でしょうか。

　Ⓐ 10,767　　Ⓑ 14,767　　

　Ⓒ 18,767　　Ⓓ 20,767

８
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【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。

淀川の城北ワンドには国の天然記念物に指定されているイタセンパラが生息していますが、
以前は昭和52年(1977)に天然記念物に指定された○○も生息していました。〇〇は、平成
9年(1997)を最後に生息記録は途絶えています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ アユモドキ　　 Ⓑ オオサンショウウオ　　Ⓒ ギンブナ　　Ⓓ　ハス

明治時代の河川改修でお世話になったヨハネス・デ・レーケ氏とは、どこの国の方でしょうか。

　Ⓐ フランス　　Ⓑ アメリカ　　Ⓒ イギリス　　Ⓓ オランダ

昭和35年(1960)頃の旭区住宅地図として最も古い発行のものの中には、銭湯が○○箇所、
市場が○○箇所、映画館が○○箇所ありました。○○に当てはまる数字の組み合わせはどれ
でしょうか。

　Ⓐ 35、10、6　　Ⓑ 40、15、6
　Ⓒ 57、17、8　　Ⓓ 65、20、8

旭区高殿1丁目にある「伊吹工業株式会社」は世界最大級の豪華客船「ダイヤモンド・プリン
セス」や「飛鳥Ⅱ」といった大型船舶や海上保安庁など、ほとんどの船舶の汽笛を製作してい
ます。その汽笛のシェアは国内９５パーセント、世界でも〇〇パーセントを占めています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。　

　Ⓐ 95　　 Ⓑ 80　　Ⓒ 75　　Ⓓ 50

旭区生江にある「寺西科学工業株式会社」がマジックインキを販売した年はいつでしょうか。

　Ⓐ 昭和25年(1950)　　 Ⓑ 昭和28年(1953)　　
　Ⓒ 昭和31年(1956)　　 Ⓓ 昭和34年(1959)

平成30年(2018)に新たに旭区ブランドに認定された「コドモエナジー株式会社」は、有田
焼400年の伝統技術に蓄光機能を融合した世界初の商材〇〇を開発販売しています。電気を
使わない〇〇は災害やエコなど幅広く活躍する新素材で、避難誘導の看板やタイで少年らが洞
窟に閉じ込められた際などにも使用されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ アリタ　　Ⓑ ルナアリタ　　Ⓒ ルナウェア　　Ⓓ エナジーウェア
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平成25年度(2013)から運行を開始した、あさひあったかバスは〇〇により運行しています。
年間約8万人の方々が利用され（平成28年度(2016)実績）、高齢の方・障がいのある方・妊
産婦の方・乳幼児を連れた保護者の方の運賃は無料となっています。〇〇に当てはまるもの
は何でしょうか。
　Ⓐ 日本タクシー株式会社　　Ⓑ 北港観光バス株式会社
　Ⓒ 京阪バス株式会社　　　　Ⓓ 大阪シティバス株式会社

森小路商店会は、京阪森小路駅前から国道1号線までまっすぐ伸びる商店街です。その商店街
の最初と最後にある街路灯はあるものをイメージしていますが、次のうち何をイメージして
いるでしょうか。
　Ⓐ りす　　Ⓑ 花　　Ⓒ 小道　　Ⓓ 木

千林商店街の現在のアーケードは上部をアーチ型にした明るいものです。現在のものに改築
されたのは何年でしょうか。
　Ⓐ 平成5年(1993)　　Ⓑ 平成10年(1998)
　Ⓒ 平成15年(2003)　 Ⓓ 平成20年(2008)

千林商店街で創業73年の老舗「桔梗屋」が、平成30年(2018)12月末をもって惜しまれつ
つ閉店することとなり、12月末まで大閉店セールが開催されています。このお店は何を主に
取り扱っているでしょうか。
　Ⓐ こんぶ　　Ⓑ 呉服　　Ⓒ 洋服　　Ⓓ 楽器

「株式会社御菓子司 絹笠」は、終戦直後の昭和23年(1948)に旭区〇〇町にて和生菓子の製
造販売を再開し、広く大阪人に愛されています。大阪産にも認定された「とん蝶」をはじめ、
「大阪らしいお菓子」と言われる、あきのこないお味「商」で有名です。〇〇に当てはまるも
のは何でしょうか。
　Ⓐ 森小路　　Ⓑ 新森　　Ⓒ 大宮　　Ⓓ 中宮

「肉工房〇〇」は、千林で厳選したお肉を販売する精肉店です。店内には、買ったお肉をす
ぐに食べれる飲食スペースもあり、気軽に焼肉を楽しめます。また、2階にも焼肉店を併設し
て美味しいお肉を堪能できます。〇〇に当てはまるものは何でしょうか。
　Ⓐ よねざわや　　Ⓑ びらとりや　　Ⓒ たじまや　　Ⓓ ごとうや

千林商店街にある婦人服の「きくや」の店頭には、ある珍しい物が置いてあります。それは
次のうちどれでしょうか。
　Ⓐ 緑色のパンダの置物　　　　　　　　　　　Ⓑ 小柄で少し丸みをおびた体形のマネキン
　Ⓒ ヒョウ柄の服を着たパンチパーマのマネキン　Ⓓ 大きな靴の置物

おかしづかさ          きぬがさ

おおさかもん

あきない
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【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。

京街道は、江戸時代になって、起点は大阪城の京橋口から○○東詰に移りましたが、旭区内を通
りながら大阪から京へ通じる古くからの主要道路です。大阪が天下の台所として栄えるにつれ、
その利用度も増し参勤交代の大名や商人、旅人などで大いに賑わったと言われています。○○に
当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 天満橋　　Ⓑ 野田橋　　Ⓒ 高麗橋　　Ⓓ 追手門

旭区内を通る京街道は有名ですが、他に街道と呼ばれるものが３つありました。野崎街道と剣街
道、もう１つはどこでしょうか。

　Ⓐ 竹内街道　　Ⓑ 阪奈街道　　Ⓒ 杉山街道　　Ⓓ 熊野街道

赤川寺(別名○○)は、いつのころからか廃寺になってしまい、伽藍の正確な位置がわからなくな
ってしまいました。しかしお寺の僧であった覚賢が写した大般若経が残っています。○○に当て
はまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 願光院　　Ⓑ 西光院　　Ⓒ 大金剛院　　Ⓓ 般若院

大宮神社の参道は、一の鳥居より旧淀川堤防まで12町（約1300ｍ）幅６尺（約1.8ｍ）の道で
「大宮道」といわれ、かつてあった大宮神社の馬場先まで〇〇並木が続いていたと言われていま
す。〇〇に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 桜　　Ⓑ 松　　Ⓒ いちょう　　Ⓓ 杉

旭区中宮２丁目にある重誓寺は、浄土真宗本願寺派の東大阪における最古の寺院で、親鸞・蓮如
上人とも関係が深く、特に蓮如上人はここで布教につとめたこともあります。「重誓寺真宗関係
史料」は、○○指定文化財として登録されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 大阪府　　Ⓑ 本願寺　　Ⓒ 大阪市　　Ⓓ 国

八幡大神宮が祭っているのは、八幡大神と春日大神とあと一つは何でしょうか。

　Ⓐ 蛭子大神　　Ⓑ 金剛大神　　Ⓒ 菅原大神　　Ⓓ 大国大神

「日本書紀」によると、仁徳天皇の頃、淀川の治水対策として、茨田堤（堤防）を築いたとあり
ます。当時、堤防を築いても大雨が降るとすぐに決壊して築堤が困難でした。ある夜、夢に「○
○の人強頸と、河内の人茨田連衫子の二人をいけにえとして、河の神にまつれば、崩れない築堤
が成就する」と言う神のお告げがあり、この二人が人柱として選ばれました。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。○○に当てはまるも
のは何でしょうか。

　Ⓐ 出雲　　Ⓑ 武蔵　　Ⓒ 駿河　　Ⓓ 大和
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千林付近には、かつて茨田群に属した絶間池があり、古来〇〇であったと言われています。〇〇
に当てはまるものは何でしょうか。
　Ⓐ 桜の名所　　Ⓑ 歌の名所　　Ⓒ 梅の名所　　Ⓓ 踊りの名所

昭和26年(1951)頃まで、現在の「常翔学園」の正門の前に、戦後まもなく、戦災で家を失った
人々のために、○○を利用した市営住宅がありました。○○に当てはまるものは何でしょうか。
　Ⓐ 高射砲台　　Ⓑ 防空壕　　Ⓒ 木炭バス　　Ⓓ 陸軍兵舎の廃材

「○○」と言う地名は現在は残っていませんが、江戸時代以前からの古い村の名前です。淀川左
岸に位置し、かつては淀川内の一つの洲であった為、「○○」と言う地名が生まれました。○○
に当てはまるものは何でしょうか。
　Ⓐ 東島　　Ⓑ 西島　　Ⓒ 南島　　Ⓓ 北島

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を越える
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。江野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。区役所の裏にある○○公園には耕地整理事業記念碑
があります。○○に当てはまるものは何でしょうか。
　Ⓐ 旭南　　Ⓑ 城北南　　Ⓒ 大宮南　　Ⓓ 中宮南

森小路遺跡の主な出土品としては、土器・石器・木器・須恵器・土師器・製塩土器・玉類などがあ
り、出土品の一部は旭区民センター郷土史料室に展示されています。郷土資料室は平成29年
(2017)6月に○○に移設されました。○○に当てはまるものは何でしょうか。
　Ⓐ 旭区役所1階ロビー 　 　　Ⓑ あさひあったかセンター
　Ⓒ 旭区民センター2階　　　  Ⓓ 旭図書館

明治○○年6月に、折からの梅雨の長雨で淀川の堤防が決壊して、大阪中が水没しました。この
事が契機となって、淀川の大改修が行われる事となりました。○○に当てはまるものは何でしょ
うか。
　Ⓐ 8　　Ⓑ 18　　Ⓒ 28　　Ⓓ 38

京阪「千林駅」が今の駅名になったのはいつでしょうか。
　Ⓐ 昭和６年(1931)　Ⓑ 昭和10年(1935)　Ⓒ 昭和17年(1942)　Ⓓ 昭和23年(1948)

【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。
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旭区を通るOsaka Metro谷町線ですが、地下鉄の全路線のなかで何番目に開業したでしょうか。

　Ⓐ １番目　　Ⓑ 2番目　　Ⓒ 4番目　　Ⓓ 6番目

旭区を縦断するOsaka Metro今里筋線のラインカラーは何色でしょうか。

　Ⓐ 赤色　　Ⓑ 青色　　Ⓒ 緑色　　Ⓓ 橙色

平成31年(2019)春には、この写真の橋（通称：赤川鉄橋）をＪＲの新しい旅客線が通ります。
この橋を通る新路線の名前は何でしょうか。

　Ⓐ おおさか東線　　Ⓑ 赤川線　　
　Ⓒ おおさか西線　　Ⓓ 旭新線

ＪＲ新大阪駅から久宝寺駅に至る新路線が平成31年(2019)春に開業し、旭区にもＪＲの新
しい駅が出来ます。その駅の名前は何でしょうか。

　Ⓐ 旭駅　　Ⓑ 赤川鉄橋駅　　Ⓒ 蕪村駅　　Ⓓ 城北公園通駅

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

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。

　Ⓐ 夫婦橋　　Ⓑ 親子橋　　Ⓒ 兄弟橋　　Ⓓ 他人橋

平成元年(1989)に○○がアーチ状に公園を東西に跨ぎ架橋しました。公園の真ん中にありな
がら、アーチを幾つも重ね、円やかな景観がまん丸の大理石のオブジェと共に公園内を優し
くマッチさせています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 旭江野橋　　Ⓑ 豊里大橋　　Ⓒ 赤川仮橋　　Ⓓ 菅原城北大橋

旭区役所のツイッターで毎日(平日の区役所開庁日)お伝えしている情報は何でしょうか。

　Ⓐ 気象情報　　Ⓑ 防犯情報　　Ⓒ 窓口の混雑情報　　Ⓓ 円相場

【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。
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広報紙「広報あさひ」は、毎月１日に発行しており、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。）配送を希望される方は、区役所○○課(企画調整)電話6957－
9683にお申込みください。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 保健福祉　　Ⓑ 窓口サービス　　Ⓒ 総務　　Ⓓ 市民協働

旭区のマスコットキャラクター「しょうぶちゃん」が区の情報発信をしていますが、何を利
用しているでしょうか。

　Ⓐ フェイスブック　　Ⓑ ライン　　Ⓒ ツイッター　　Ⓓ ＦＭラジオ

旭区役所では、区内の名所・旧跡を示すものとして「案内板」の設置をおこなってきました
が、まだ設置されていないのは次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 木犀の陣屋跡　　Ⓑ 淀川旧堤防跡　　Ⓒ ゆずりはの道　　Ⓓ 樋管統一水路

旭区役所が、平成30年(2018)３月に設置した「案内板」は次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 元清水小学校跡　　Ⓑ 強頸絶間　　Ⓒ 大宮神社「一の鳥居」　　Ⓓ 木犀の陣屋跡

旭区役所が設置している区内の名所・旧跡を示す「案内板」の仕様は次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ ステンレス製・エッチング印刷　　Ⓑ 銅板・彫刻
　Ⓒ 木製・ペンキ仕上げ　　　　　　　Ⓓ レンガ・マジック仕上げ

平成30年(2018)8月1日、旭区民センター１階のプレイルーム前に、あさひ子育て広場〇〇が
オープンしました。概ね３歳未満の子どもさんと保護者が気軽に集まって、交流をはかり、育児
相談などを行ったり、手遊びを楽しんだりできます。〇〇に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ あそぼ　　Ⓑ おさんぽ　　Ⓒ こどもの輪　　Ⓓ わくわく

清水小学校は大正11年(1922)に千林尋常高等小学校より分かれて創立され、三十数年間、
現在〇〇が建っている場所にありました。〇〇に当てはまるのは次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 清水会館　　Ⓑ 特別養護老人ホームさくら苑　　Ⓒ 清水小学校の分校　　Ⓓ 清水駅

戦後の学制改革で、昭和22年(1947)に「新制中学校」が発足しましたが、その年に旭区に
できた新制中学校は現在の○○です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 大宮中学と旭陽中学の２校　　Ⓑ 旭陽中学と旭東中学の２校　　
　Ⓒ 今市中学と大宮中学と旭東中学の３校　　Ⓓ 大宮中学と旭東中学と旭陽中学の３校
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旭区内に交番はいくつあるでしょうか。

　Ⓐ 5　　Ⓑ 6　　Ⓒ ７　　Ⓓ ８

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

旭区内には平成30年(2018)３月末現在、967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。

　Ⓐ 貯水タンク　　Ⓑ 消火器　　Ⓒ 消火栓　　Ⓓ 防火用水槽

旭税務署の管轄区域は、次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 旭区のみ　　Ⓑ 旭区と城東区　　Ⓒ 旭区と鶴見区　　Ⓓ 旭区と都島区

国税庁が平成16年(2004)10月1日発表した、国税電子申告・納税システム（e-Tax）の
オリジナルキャラクターが旭納税協会にも置いてあります。そのキャラクターの名前は何で
しょうか。

　Ⓐ コクゼイ君　　Ⓑ イータ君　　Ⓒ タックス君　　Ⓓ ノウゼイ君

平成30年(2018)７月中の、大阪市の出生数は1,936人ですが、旭区の出生数は○○人（平
成30年８月１日現在　推計）です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ ５　　　Ⓑ 30　　　Ⓒ 62　　　Ⓓ 112

平成29年中の旭区における刑法犯罪認知件数は大阪市24区中、何番目に少ないでしょうか。

　Ⓐ ４番目　　Ⓑ ７番目　　Ⓒ 10番目　　Ⓓ 13番目

旭区内にある都市公園を面積の大きい順に並べるとどうなるでしょうか。

　Ⓐ 新森中央、城北、旭、太子橋中　　Ⓑ 城北、旭、太子橋中、新森中央
　Ⓒ 城北、旭、新森中央、太子橋中　　Ⓓ 旭、城北、太子橋中、新森中央"

旭区民センターに併設している芸術創造館は、稽古場や音楽スタジオ、ホールレコーディング
スタジオを兼ね備えていて、録音、練習、発表会にも利用出来る公共の練習施設で、○○。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 旭区以外の全区に揃っています　　Ⓑ 大阪市ではここ旭区にしかありません
　Ⓒ 旭区と天王寺区にあります　　　　Ⓓ 旭区と天王寺区と中央区にあります
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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。

淀川改修の後、当時東成郡は清水村、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、小路村でしたが、大阪市に編入し、分区して旭区になっ
たのはいつ頃でしょうか。

　Ⓐ 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

常翔学園の初代校長で、大阪の都市計画を指導した建築家・都市計画家の片岡安さんは、大
阪市中央公会堂や大阪工業大学の赤煉瓦づくりの正門を実施設計しました。他にも数多くの
名建築物の設計をされていますが、片岡氏が設計した建築物は次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 旧大阪市庁舎　　Ⓑ 旧京都駅　　Ⓒ 旧大阪府庁　　Ⓓ 旧中央郵便局

常翔学園高等学校のラグビー部のファーストジャージの色の組み合わせは次のうちどれでし
ょうか。

　Ⓐ 白色と黒色　　Ⓑ 黄色と黒色　　Ⓒ 紺色と赤色　　Ⓓ 白色と黄色

毎年８月の最終土曜日に旭公園一帯で「旭区民まつり」が行われていますが、平成30年
(2018)の今年は、来場者のために新しく○○コーナーができました。○○に当てはまるもの
は何でしょうか。

　Ⓐ ミスト　　Ⓑ 雪合戦　　Ⓒ 授乳＆おむつ替え＆高齢者休憩所　　Ⓓ 子どもの計測

旭区赤川４丁目にある日吉神社の氏子区域でないのは、次のうちどの区域でしょうか。

　Ⓐ 赤川　　Ⓑ 生江　　Ⓒ 高倉　　Ⓓ 都島北通

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。（平成30年(2018)９月現在）

　Ⓐ 2　　　Ⓑ 4　　　Ⓒ 6　　　Ⓓ 8

旭区の郵便局には“風景印”という絵柄のついた消印が設置されている局もあります。
さて、区内にはいくつの郵便局があるでしょうか。

　Ⓐ 6局　　Ⓑ 9局　　Ⓒ 12局　　Ⓓ 15局
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旭区ブランドに認定されている「多田正満」さんは、大日本正義流剣舞術神義館道場の三代
目の宗家です。大日本正義流剣舞の創立は平成30年(2018)で何年になるでしょうか。

　Ⓐ 99年　　Ⓑ 100年　　Ⓒ 111年　　Ⓓ 222年

旭区ブランドに認定されている「河野李岳」さんは、日本の伝統芸能である〇〇の世界に旋
風を起こし、数々の全国コンクールで優勝されています。現在は、若手育成に奔走され、次
世代の指導者が育ちやすい環境づくりをめざし活動されています。〇〇に当てはまるものは
何でしょうか。

　Ⓐ 詩吟　　Ⓑ 茶道　　Ⓒ 日本舞踊　　Ⓓ 華道

平成29年(2017)11月22日に市民サービスの向上及び地域の一層の活性化を目的として吉
本興業株式会社と包括連携協定を締結し、24区に「住みます芸人」が配置され区内の色々な
イベントに出演しています。旭区の「住みます芸人」のコンビ名は何でしょうか。

　Ⓐ マイスイートメモリーズ　　Ⓑ ホームタウン　　
　Ⓒ 福ちゃん花ちゃん　　　　　Ⓓ 福田くんと花谷君

○○では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、介護や福祉、
認知症などさまざまな相談に保健師や看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの医療・
福祉の専門職が「チーム」で相談に応じています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 高齢者支援センター　　Ⓑ 旭老人会
　Ⓒ 老人福祉センター　　　Ⓓ 地域包括支援センター

平成30年(2018)に旭区ブランドに認定された、「千林界隈の暮らしをもっと楽しく」をテ
ーマに活動する1000ピースプロジェクトのマスコットキャラクター「ナゾのししまい兄弟」
の名前は、次のうちどれでしょうか。

　Ⓐ 「せん」と「ちひろ」　　Ⓑ 「くらお」と「たのし」
　Ⓒ 「ししもっちゃん」と「しっしー」　　Ⓓ 「あさひ」と「せんばやし」

旭区新森にある中野こども病院では、一般診療の小児科は勿論ですが、完全予約制でアレルギー
・神経・発達・〇〇・腎臓・内分泌・心身症・小児外科の専門外来を実施しています。○○に当
てはまるものは何でしょうか。

　Ⓐ 耳鼻咽喉科　　Ⓑ 眼科　　Ⓒ 心臓　　Ⓓ 歯科



11

「森小路の地蔵さん」として親しまれる「朝日地蔵尊」は、体のある部分が痛い時に、だまって
一週間お参りをすれば治るといわれています。その部分とはどこでしょうか。

　Ⓐ 頭　　Ⓑ 歯　　Ⓒ 腹　　Ⓓ 足

今市１丁目にある1.2ｍのすりばち型の石は、○○が愛用していたと、地元では古くから言い
伝えられています。○○に当てはまる人物は誰でしょうか。

　Ⓐ 推古天皇　　Ⓑ お市の方　　Ⓒ 淀君　　Ⓓ 北政所おね

「旭区ブランド」は15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

【地 図】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。

※選択肢の番号は右の地図をご覧ください。

「強頸地蔵尊」があるところは、どこでしょうか。
　Ⓐ ⑥　　Ⓑ ⑧　　Ⓒ ⑬　　Ⓓ ⑮

かつて、映画館「千林松竹」があったところは、どこでしょうか。
　Ⓐ ④　　Ⓑ ⑨　　Ⓒ ⑪　　Ⓓ ⑯

かつて、「古市小学校」があったところは、どこでしょうか。
　Ⓐ ①　　Ⓑ ③　　Ⓒ ⑤　　Ⓓ ⑫

かつて、「木犀の陣屋」があったところは、どこでしょうか。
　Ⓐ ②　　Ⓑ ⑦　　Ⓒ ⑩　　Ⓓ ⑭



12

あさひ、だいすき♪『旭区検定』

北

京阪
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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30年10月1日現在の状況をもとに作成しています。




