


現在の阪神高速道路守口線は、昭和４６年（1971）に開通しましたが、この高架下は○○用水
路として川（正式名称は、樋管統一水路）が流れていました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 排水　　Ⓑ 既得　　Ⓒ 灌漑　　Ⓓ 支線

今市１丁目にある宝龍寺には、ご神木でもある府指定の天然記念物の大きな楠があります。樹齢
およそ何年でしょうか。

Ⓐ ２００年　　Ⓑ ４００年　　Ⓒ ６００年　　Ⓓ ８００年

旭区の東西を流れる城北川の、旭区民センター近くに架かっている○○は、女性的で優美な曲線
が特徴で、旭区では、菅原城北大橋、豊里大橋とならんで「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。

Ⓐ 旭江野橋　　Ⓑ 旭城北橋　　Ⓒ 東大宮橋　　Ⓓ 東中宮橋

城北川（城北運河）が出来たのはいつでしょうか。

Ⓐ 明治４５年（1912）　　Ⓑ 大正５年（1916）
Ⓒ 昭和１５年（1940）　　Ⓓ 昭和２２年（1947）

○○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、昭和６３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。

Ⓐ ショウブ　　Ⓑ ハナショウブ　　Ⓒ キク　　Ⓓ サクラ

城北公園の菖蒲園が開園したのはいつでしょうか。

Ⓐ 昭和３０年
Ⓑ 昭和３９年
Ⓒ 昭和４８年
Ⓓ 平成２年

旭区役所は標高（海抜）何メーターに位置するでしょうか。

Ⓐ ０．５Ｍ　　Ⓑ １．４Ｍ　　Ⓒ ２．１Ｍ　　Ⓓ ３．６Ｍ
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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。
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「中村」では、湿地を利用して「○○」が収穫され、薬物問屋に出荷されて、健胃・強壮・止血
などの妙薬の薬種として重宝されていました。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 菱　　Ⓑ 杜若　　Ⓒ 蓮　　Ⓓ 河骨

城北ワンドにはイタセンパラが生息していますが、
国の天然記念物に指定されたのは何年でしょうか。

Ⓐ １９６４年
Ⓑ １９７４年
Ⓒ １９８５年
Ⓓ １９９０年

淀川の生態系の象徴とされる天然記念物「イタセンパラ」は、イシガイ、ドブガイなどの二枚貝
の中に産卵するというめずらしい習性をもっていますが、その寿命はどのくらいでしょうか。

Ⓐ １年程度　　Ⓑ ３年程度　　Ⓒ ５年程度　　Ⓓ １０年程度

旭区を通る北大阪周遊自転車道は、○○から、大川、淀川沿いを通り、茨木市を横断し、吹田
市万博記念公園まで続く20.1km のサイクリングコースです。淀川を見ながら風を切り、自転
車で心地よい汗をかいてみてはいかがですか。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 都島　　Ⓑ 桜の宮　　Ⓒ 大江橋　　Ⓓ 中書島

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

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
の汽笛シェアは国内○○パーセント、世界でも５０パーセントを占めています。○○に当てはまる
数字は何でしょうか。

Ⓐ ９５　　Ⓑ ８５　　Ⓒ ７５　　Ⓓ ６５
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あさひ、だいすき♪『旭区検定』

【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。



日本で最初にマーキングペンを開発した「寺西化学工業株式会社」の「マジックインキ」は有名
ですが、２００８年８月に発売されたホワイトは世界的○○で使用するタイヤのマーキングに採用
されました。○○に当てはまるものは次のうちどれでしょうか。

Ⓐ Ｆ１カーレース　　Ⓑ オートモービルショー
Ⓒ ロードレース　　 Ⓓ モーターショー

平成２７年６月より旭区役所と日本タクシー株式会社が協働し、登録制で健診や陣痛時に妊婦さ
んを指定の病院まで送迎するサービス「区マタニティ安心タクシー（通称：○○タクシー）」を
開始しました。○○に当てはまるものはどれでしょうか。

Ⓐ 旭ママさん　　Ⓑ 旭おたっしゃ　　Ⓒ 旭こうのとり　　Ⓓ 旭ゆりかご

旭区赤川２丁目にある「○○」は、今日まで１００余年の永きにわたり、衡
こう

器
き

専門業者として各
種の衡器を製造販売し、特に上皿天びんの生産販売においては業界随一の実績を納めています。
○○に当てはまる会社の名前は何でしょうか。

Ⓐ 株式会社 村北衡器製作所　　Ⓑ 株式会社 村旭衡器製作所
Ⓒ 株式会社 村上衡器製作所　　Ⓓ 株式会社 村南衡器製作所

旭区森小路１丁目にある「株式会社太洋工作所」は、自動車部品やスマートフォンなど小型電子
部品の特殊技術を誇る会社です。さて、その技術は次のうちどれでしょうか？

Ⓐ 高機能めっき加工　　Ⓑ 高機能プレス加工　　
Ⓒ 高機能しごき加工　　Ⓓ 高機能フィルム加工

平成２７年（2015）にリニューアルされた千林商店街にある千林商店街振興組合が運営してい
るレンタルスペース（有料）、交通は谷町線千林大宮駅１号出口より徒歩１分・京阪電鉄千林駅よ
り徒歩８分、面積は約１５坪のこの場所は何と言う名前でしょうか。

Ⓐ 千林まいど館　　　　Ⓑ 千林おいで館
Ⓒ 千林よってこい館　　Ⓓ 千林ふれあい館

「旭わがまちお宝」に認定されているうなぎ店は２店舗あります。一つは慶応３年（1867）の
創業以来、備長炭で焼く“手焼きうなぎ”にこだわり続け、美味しい蒲焼で有名な「魚

うお

伊
い

」。も
う一つは、うなぎ丼とう巻きがついた“京かい道弁当”が名物の「うなぎ○○」。○○に当ては
まるお店の名前は何でしょうか。

Ⓐ 古扇　　Ⓑ 大扇　　Ⓒ 清扇　　Ⓓ 魚扇
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まちの社交場ともいわれる銭湯。「旭わがまちお宝」として認定されている「神徳温泉」には、
次のうちで１つだけ無いものがあります。それはどれでしょうか。

Ⓐ 年中無休の営業　　  Ⓑ 直径２メートルの大時計
Ⓒ “美肌の湯”ともいう軟水を使用　　Ⓓ 露天風呂

平成１０年（1998）の第２３回全国菓子大博覧会で内閣総理大臣賞を受賞した「いちご大福」
で有名な城北公園近くにある和菓子屋「松

しょうふくどう

福堂○○」。○○に当てはまる名前は次のうちどれで
しょうか。

Ⓐ 正吉　　Ⓑ 正一　　Ⓒ 忠一　　Ⓓ 忠信

旭区ブランドに認定されている、森小路京かい道商店街にある「双基」は何のお店でしょうか。

Ⓐ うどん屋　　Ⓑ 喫茶店　　Ⓒ お好み焼き屋　　Ⓓ 焼き鳥屋

旭区の新森にある○○は、約１９年前にオープンした家具屋さんで、アメリカのホワイトオークを
使用するなど、木材のあたたかさと存在感のある家具を作っており、幅広い世代に人気の家具屋
さんです。道路を挟んで向かい側の鶴見区にも行列の出来るカフェを営んでいます。○○に入
るお店の名前は何でしょうか。

Ⓐ ＢＲＵＣＫ　　Ⓑ ＴＲＵＣＫ　　Ⓒ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ　　Ⓓ ＡＭＥＲＩＣＡ

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６０万本を販売してい
る人気Ｎｏ．１商品の「うず潮巻」があります。その人気の秘密は豊富な具材の種類にありますが、
何種類の具材を巻いているでしょうか。

Ⓐ ３種類　　Ⓑ ５種類　　Ⓒ １０種類　　Ⓓ １２種類

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
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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、大阪城の京橋口がこの街道の起点で、ここから現在の片町・蒲生・関目を経て、旭区
内では、高殿・森小路・○○・今市を通り、守口・枚方・橋本・伏見を経て京に至るのがその経
路でした。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 大宮　　Ⓑ 新森　　Ⓒ 清水　　Ⓓ 千林

旭区高殿７丁目を清現寺前を起点に、大阪城東側（現在の玉造付近）に至る街道は次のうちどれ
でしょうか。

Ⓐ 京街道　　Ⓑ 杉山街道　　Ⓒ 剣街道　　Ⓓ 高野街道

大宮神社が鎮座する南島は、淀川左岸にある南北に細長い村で、西は江野村、南は京街道を隔
てて関目村に接していました。この神社の参道である大宮道は京街道から分岐して淀川堤防付近
で、○○街道と交差しています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 剣堤　　Ⓑ 京道　　Ⓒ 野崎　　Ⓓ 高野

橋
はし

寺
でら

廃
はい

寺
じ

は、府営橋寺住宅の北側の淀川河川敷から出土した、瓦や土器などから橋寺廃寺と呼
ばれています。寺があった根拠は○○が発見されたことによります。○○に当てはまるものは何
でしょうか。

Ⓐ 村の跡　　Ⓑ 装身具　　Ⓒ 布目瓦　　Ⓓ 墳墓跡

大宮神社の創建は今からおよそ何年前でしょうか。

Ⓐ 約３００年前　　Ⓑ 約６００年前　　Ⓒ 約８００年前　　Ⓓ 約１０００年前

大宮神社には、かつて、広大な境内があり、その入り口にあたる「一の鳥居」は、現在の旭区
○○のところにありました。○○に当てはまる場所はどこでしょうか。

Ⓐ 森小路２丁目付近　　Ⓑ 中宮３丁目付近
Ⓒ 高殿４丁目付近　　　Ⓓ 大宮１丁目付近

もとは○○村と呼ばれた旭区清水４～５丁目辺りには、後醍醐天皇が京都の大徳寺の大
だい

燈
とう

国
こく

師
し

を
迎えて建てたと言う大きなお寺があ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。

Ⓐ 誓願寺　　Ⓑ 西光寺　　Ⓒ 重誓寺　　Ⓓ 般若寺
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旭区わがまちお宝の「重
じゅうせいじ

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。

Ⓐ 高倉上皇　　Ⓑ 徳川家康　　Ⓒ 實
じつにょしょうにん

如上人　　Ⓓ 蓮
れんにょしょうにん

如上人

旭区の寺社で蓮
れんにょしょうにん

如上人直筆の掛け軸４幅が所蔵されている寺社は、次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 常
じょうせんじ

宣寺　　Ⓑ 赤川寺　　Ⓒ 大宮神社　　Ⓓ 重
じゅうせいじ

誓寺

八幡大神宮は、藤原氏が春日大神を“産土神”として祭ったのが始まりといわれています。それ
は次のうち西暦何年代でしょうか。

Ⓐ ６００年代　　　Ⓑ １２００年代
Ⓒ １６００年代　　 Ⓓ １８００年代

平成２８年１月に旭区千林１丁目に「強
こわ

頸
くび

絶
たえ

間
ま

」の案内板を設置しました。これは「日本書紀」
によると○○の頃、淀川の治水対策として茨

まんだのつつみ

田ノ堤（堤防）を築きましたが、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
まむたのむらじころものこ

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

こわ

頸
くび

絶
たえ

間
ま

之
の

址
あと

碑
ひ

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

元和６年（1620）、江戸幕府の直轄地となり、以後、明治２２年（1889）、森小路村、今市村、
千林村と合併して「古市村」が出来るまで、「○○」として純然たる農村地帯を形成していました。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 東山村　　Ⓑ 西谷村　　Ⓒ 南島村　　Ⓓ 北岡村

森小路遺跡は、昭和６年（1931）に新森中央公園を中心に東西５００ｍ、南北６００ｍにわたり
発見された○○期から古墳時代までの集落跡で、主な出土品としては、○○式土器・石器・木器・
須恵器・土師器・製塩土器・玉類などがあります。（出土品の一部は、区民センター郷土資料室
に展示しています。）○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 旧石器　　Ⓑ 弥生　　Ⓒ 縄文　　Ⓓ 飛鳥
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○○大橋南詰淀川堤防上にある平太の渡し跡碑は、東淀川区○○と旭区太子橋を結ぶ渡船の碑
で、昭和４５年（1970）の○○大橋開通にともない、渡船場はなくなりました。なお、石碑の「平
太」は渡船業者名であり、一般的には地名である「平田」と呼ばれています。○○に当てはま
るものは何でしょうか。

Ⓐ 豊田　　Ⓑ 豊中　　Ⓒ 豊里　　Ⓓ 豊郷

○○筋遊歩道は阪神高速１２号守口線の高架下にあり、散歩やジョギングに最適です。大阪工業
大学付近から太子橋にかけては、木製のベンチなどがあり、木の温もりが感じられる場として親
しまれています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 江野川　　Ⓑ 井路川　　Ⓒ 淀川　　Ⓓ 城北川

地下鉄谷町線が開通し、千林大宮駅が開設したのは何年でしょうか。

Ⓐ 昭和５０年　　Ⓑ 昭和５２年　　Ⓒ 昭和５５年　　Ⓓ 昭和６０年

阪神高速守口線はいつ頃できたでしょうか。

Ⓐ 昭和３７（1962）年５月　　Ⓑ 昭和４０（1965）年５月
Ⓒ 昭和４３（1968）年５月　　Ⓓ 昭和４７（1972）年５月

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

豊里大橋は、淀川に架かる A 型斜張橋で、大阪市東淀川区豊里と旭区太子橋とを結ぶ、橋長
５６１．４ｍ、幅員１９．５ｍの橋であり、 国道４７９号（大阪内環状線）の一部です。浪速の名橋○
○選に選定されています。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ ５０　　Ⓑ １００　　Ⓒ １５０　　Ⓓ ２００
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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。



現在の旭区役所庁舎完成はいつでしょうか。

Ⓐ 大正１４年（1925）　　Ⓑ 昭和３８年（1963）
Ⓒ 昭和４５年（1970）　　Ⓓ 平成５年（1993）

旭区のマスコットキャラクター「しょうぶちゃん」の年齢は何歳でしょうか。（平成２８年９月１日現在）

Ⓐ ３　　Ⓑ ２３　　Ⓒ ５３　　Ⓓ ８３

今市中学校の中には石碑があり、その石碑の下に卒業時の作文を入れ、成人した後の再会を誓
います。その石碑には何と刻まれているでしょうか。

Ⓐ 巣立つ日の誓い　　Ⓑ 若き日の誓い
Ⓒ 未来への誓い　　　Ⓓ 再会の日への誓い

旭東中学校の正門を入ると、学校のシンボルになっている樹木があります。次のうちどれでしょう
か。

Ⓐ マツ　　Ⓑ シュロ　　Ⓒ ソテツ　　Ⓓ カンノンチク

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

大阪市における平成２７年中の火災件数は８７０件でした。そのうち旭区内の火災件数は、何件で
しょうか。

Ⓐ １件　　Ⓑ ２２件　　Ⓒ ３００件　　Ⓓ ８００件

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
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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。



平成２８年３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１．９３
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

旭区内には３８の都市公園がありますが、その中で次の４つの公園のうち、いちばん最初につく
られた公園はどれでしょうか。

Ⓐ 旭公園　　Ⓑ 城北公園　　Ⓒ 新森中央公園　　Ⓓ 太子橋中公園

旭公園（旭区高殿5-7）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。また、春には公園の周辺に見事な染井吉野が咲きます。○○
に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ プール　　Ⓑ 球戯場　　Ⓒ 柔道場　　Ⓓ ボクシングジム

旭区では、南海トラフ巨大地震などの大規模災害が発生したとき、災害時要援護者の避難を支援
する「ご○○サポーター」の募集をおこないました。○○に入る言葉は次のうちどれでしょうか。

Ⓐ 公助　　Ⓑ 近助　　Ⓒ 自助　　Ⓓ 共助

旭区は明治のはじめ○○郡の一部でした。○○郡は大正１４年（1925）に大阪市に編入され、
○○区になりましたが、昭和７年（1932）に北半分を分離して旭区となりました。○○に当て
はまるのは何でしょうか。

Ⓐ 住吉　　Ⓑ 西成　　Ⓒ 東成　　Ⓓ 榎並

大正１４年（1925）、生江町は新しく生まれ変わりましたが、旧町名は何だったでしょうか

Ⓐ 生玉　　Ⓑ 荒生（なぎ）　　Ⓒ 赤川　　Ⓓ 豊里三番

旭区内にある認可保育所・保育園は公立・私立合わせて何園あるでしょうか。（平成２８年９月現在） 

Ⓐ ３園　　Ⓑ ９園　　Ⓒ １３園　　Ⓓ ２０園
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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。
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旭区内には支援学校が、２校あります。大阪府立光陽支援学校と大阪府立○○支援学校です。
○○に当てはまるものは何と言う支援学校でしょうか。

Ⓐ 恩済　　Ⓑ 思済　　Ⓒ 思斉　　Ⓓ 思再

旭高等学校の創立は何年でしょうか。（創立時の名称は府立第４８高等学校）

Ⓐ 明治４２年（1909）　　Ⓑ 大正７年（1918）
Ⓒ 昭和２７年（1952）　　Ⓓ 平成３年（1991）

大阪工業大学の正門は、創立７０周年を迎えるにあたり、初代校長で理事長である○○さんの実
施設計である「中央公会堂」を模して建てられ、「○○メモリアルゲート」と呼ばれています。
○○に当てはまる人名はどれでしょうか。

Ⓐ 上岡龍太郎　　Ⓑ 片岡安　　Ⓒ 片岡仁左衛門　　Ⓓ 辰野金吾

旭区役所と大阪工業大学は共同で様々な公開講座を開講しており、そのうち「あさひちょこっと
○○セミナー」は大学の研究テーマの中から気軽に楽しく学べる講座です。○○とはなんでしょ
うか。

Ⓐ ワクワク　　Ⓑ ドキドキ　　Ⓒ コツコツ　　Ⓓ ムキムキ

大阪工業大学の大宮キャンパスでは、毎年１０月に○○という学園祭が開催されています。学生
のほか市民も多く参加する祭で、地域と学生の交流の場になっています。○○に当てはまるもの
は何でしょうか。

Ⓐ 大宮祭　　Ⓑ 城北祭　　Ⓒ 北山祭　　Ⓓ 工大祭

旭昼市が第○○曜日旭区民センターロビー玄関前で地域間交流事業として午前１１時３０分から
滋賀県高島市新旭町と琵琶湖と淀川で結ぶ産地直送の旬のとれたて野菜販売をされています。
○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 第１日曜日　　Ⓑ 第２日曜日　　Ⓒ 第３日曜日　　Ⓓ 第４日曜日

明治初年に山王宮が「日吉神社」と改称されました。次のうち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
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○○では、子育てに関するさまざまな情報の提供、子育て活動を行なうグループに対する活動へ
の助言や活動場所の提供、子育て支援講座や親子イベントの開催、自由な遊び場の提供やクラ
ブ活動などを実施、乳幼児とその保護者が自由に遊びながらお互いに交流できる「つどいの広場」
の実施などを行なっています。○○は当てはまる施設は何でしょうか。

Ⓐ 旭区子ども・子育てプラザ　　Ⓑ 旭区子どもプラザ
Ⓒ 旭区子育てプラザ　　　Ⓓ 旭区子ども・子育て広場

○○は、子育て中のお母さんがホッと一息できる場として区内１０か所で開設しています。子ど
も達がおもちゃで遊んだり、お母さん同士でおしゃべりや情報交換ができる場です。対象は、０
歳児～就学前のお子さんと保護者の方です。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ 子育てサロン　　　Ⓑ キッズプラザ
Ⓒ ママさん座談会　　Ⓓ 親子喫茶

旭区内にある郵便局は１２局あり、「○○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。希望すれば押印してもらえるそうです。○○に当てはまるものは何でしょうか。

Ⓐ アニメ　　Ⓑ 美術　　Ⓒ 植物　　Ⓓ 風景

平成２７年（2015）に亡くなった作家の野坂昭如は、戦後まもなくの一時期、旭区の近くに住
んでいたことがありました。そのときの記憶をもとに、のちに、千林商店街など旭区の各地を舞
台にした小説を書きましたが、そのタイトルは何でしょうか。

Ⓐ あめりかヒジキ　　Ⓑ エロ事師たち
Ⓒ 受胎旅行　　　　　Ⓓ 火垂るの墓

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
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高齢者の相談窓口　身近な地域にいるネットワーク事務所と地域包括支援センターでは、高齢者
の生活や介護など、さまざまな相談を受け付けており、旭区内の１０小学校地域別に、案内マッ
プを作成されました。配布場所は、旭区社会福祉協議会、旭区地域包括支援センター、旭区東
部地域包括支援センターと旭区○○地域包括支援センターです。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

Ⓐ 中央　　Ⓑ 西部　　Ⓒ 南部　　Ⓓ 北部

全市の公園愛護会の草分けとして昭和２５年１０月に○○が誕生しました。○○に当てはまるもの
は何でしょうか。

Ⓐ 新森小路公園愛護会　　Ⓑ 大宮公園愛護会
Ⓒ 高殿公園愛護会　　　　Ⓓ 城北公園愛護会

市民団体、大学、企業、行政などで構成され、淀川へのイタセンパラ野生復帰を支援する活動
を行って、平成２７年（2015）、日本水大賞「環境大臣賞」を受賞した団体は、次のどれでしょ
うか。

Ⓐ 旭リバー協議会　　Ⓑ イタセンネットワーク
Ⓒ 淀川愛護協会　　　Ⓓ 淀川生態系保護センター

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３０校
が利用しているそうです。平成２７年度に作った数はどれくらいでしょうか。

Ⓐ ９８０　　Ⓑ １，３００　　Ⓒ １，６００　　Ⓓ １，８００

「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
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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
Ⓒ むらさきクラブ　　Ⓓ あさひクラブ

旭区内を通る平成１８年（2006）開業した地下鉄今里筋線の駅ホームには、乗降客の駅ホーム
からの転落や列車との接触を防止する為、○○を設置しています。○○に当てはまるものは何で
しょうか。

Ⓐ 自動列車停止装置　　Ⓑ 可動式ホーム柵
Ⓒ 自動列車運行装置　　Ⓓ 連動式ホーム安全装置

旭区を通る地下鉄は 2 路線ありますが、今里筋線とあとひとつは何線でしょうか。

Ⓐ 御堂筋線　　Ⓑ 四つ橋線　　Ⓒ 中央線　　Ⓓ 谷町線

旭区にも関係の深い地下鉄今里筋線の開業日はいつでしょうか。

Ⓐ １月１日　　Ⓑ ５月５日　　Ⓒ １１月３日　　Ⓓ １２月２４日

旭区も通る地下鉄今里筋線の井高野駅から今里駅の運行区間は、何Ｋｍでしょうか。

Ⓐ ５．５Ｋｍ　　Ⓑ ９．８Ｋｍ　　Ⓒ １１．９Ｋｍ　　Ⓓ １５．３Ｋｍ
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設問は平成28年10月11日現在の状況をもとに作成しています。

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。




