
令和3年度用　『中学社会』

中学社会『公民』で取り上げられている主な地域事例
令和3教　内容解説資料

九州地方
福岡県苅田町（自動車を塗装するロボット）p.20
福岡県北九州市（各地の主な「法定外税」：環境未来税）p.118
福岡県北九州市
	 （「環境未来税」で運営するエコタウン事業の「蛍光管リサイクル」）p.158
福岡県北九州市（戸畑祇園大山笠）裏表紙
福岡県太宰府市（各地の主な「法定外税」：歴史と文化の環境税）p.118
福岡県福岡市（開催された高校生模擬裁判選手権）p.108
福岡県福岡市
	 （子どもがつくるまち「ミニふくおか」，「こども実行委員会」）p.114，227
佐賀県佐賀市（ハンセン病の回復者による中学校での講演）p.48
佐賀県佐賀市（大学のキャンパス内の投票所）p.89
長崎県佐世保市（米軍基地での住民交流）p.74
長崎県佐世保市（さまざまな条例：子ども育成条例）p.115
長崎県長崎市
	（世界遺産の「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一つ，大浦天主堂）p.55
長崎県長崎市（平和祈念式典）p.72
長崎県長崎市（爆心地公園内に展示された「キッズ・ゲルニカ」の作品）p.77
長崎県平戸市（棚田<春日集落>）p.22
長崎県南島原市（国内初の世界ジオパークで太古の地層を調査する生徒たち）巻頭1
熊本県小国町（熊本地震の復興を願って掲げられたこいのぼり）p.22
熊本県上天草市（橋の建設工事）p.156
熊本県菊陽町（アルバイトで働く学生）p.142
熊本県熊本市（SNSを使って，避難所などの情報発信をする震災対策訓練）p.6
熊本県熊本市（熊本地震の復興を願って行われた和太鼓の演奏）p.21
熊本県熊本市（熊本市内を走る路面電車，段差がほとんどない乗降口）p.176
熊本県氷川町（中学生が立ち上げた株式会社「氷川のぎろっちょ」）p.146
熊本県水俣市（水俣病の公害による被害）p.180
熊本県水俣市（水銀の環境汚染をテーマに話し合われた学習会）p.191
熊本県八代市（免田栄さんの無罪を伝える新聞）p.56
熊本県八代市
	 （荒瀬ダムの撤去でよみがえった河川環境）p.181

近畿地方
三重県鈴鹿市（アフリカへの食糧支援のために行われた田植え）巻末2
京都府京丹後市（インターネットを使ったタクシーの配車サービス）p.17
京都府京都市（外国語でも表記された観光案内所の入り口）p.15
京都府京都市（iPS細胞の作製に成功した山中伸弥さん）p.20
京都府京都市（修復された京都の伝統的な木造建築の京町家）p.27
京都府京都市（景観に配慮した外観で建てられた店舗）p.27
京都府（西日本を襲った豪雨で被害を受けた森林）p.220
大阪府大阪市（街の中で配られる号外）p.7
大阪府大阪市（災害情報が表示された「防災情報共有システム」の画面）p.17
大阪府大阪市（株主総会の会場へ向かう株主たち）p.140
大阪府堺市（「さかい利晶の杜」での茶の湯体験）p.11，22
大阪府堺市（地域をまわる移動販売車）p.177
大阪府摂津市（障がいのある人たちとともに働く）p.145
大阪府箕面市（各地の主な「法定外税」：開発事業等緑化負担税）p.118
兵庫県神戸市（開店したコーヒーチェーンの店舗）p.182
兵庫県神戸市（車いすでも海辺まで行けるビーチマットが敷かれた砂浜）巻末2
兵庫県姫路市（AIロボットとの将棋の対戦）p.47
奈良県斑鳩町（法隆寺五重塔）p.24
奈良県御所市（水平社宣言記念碑）p.48
奈良県奈良市（核兵器の廃絶に向けた署名活動）巻末2

中部地方
新潟県粟島浦村（各地のさまざまな取り組み：「粟島しお
かぜ留学生」）p.120
新潟県小千谷市（パラリンピックの競技について小学校で
説明するマセソン美季さん）p.51
新潟県上越市（幼老複合施設での交流）p.59
新潟県燕市（洋食器の工場で働く人たち）p.127
新潟県長岡市（「になニーナ」での人々の交流，仮設住宅か
ら始まった「になニーナ」の取り組み）p.11，18
新潟県長岡市（さまざまな地方自治体の庁舎：新潟県長岡
市役所）p.115

新潟県新潟市（住民投票での賛成派と反対派の運動<旧巻
町>）p.117
新潟県南魚沼市（伝統織物「本塩沢」の機織り体験）巻頭1
新潟県小千谷市（さまざまな生産（「雪ざらし」による織物
づくり））p.136
新潟県（「ふるさと納税」の返礼品に加わった雪だるま）
p.118
富山県魚津市（台風の影響で収穫前に落下したりんご）
p.164
富山県立山町（水力発電）p.218
富山県富山市（小水力による発電）p.219
山梨県都留市（開発が進むリニア中央新幹線）p.20
山梨県富士河口湖町（各地の主な「法定外税」：遊漁税）
	 p.118

長野県長野市
	 （地方自治体の主な仕事：市役所の窓口業務）p.116
岐阜県白川村（「合掌造り」の集落）p.22
岐阜県養老町（共同で製作した車いすバスケットボール用
の車いす）p.138
岐阜県
	 （各地の主な「法定外税」：乗鞍環境保全税）p.118
静岡県熱海市
	 （各地の主な「法定外税」：別荘等所有税）p.118
静岡県御殿場市
	 （自衛隊の主な役割：演習場での訓練）p.73
静岡県御殿場市（株主を招いて行われた，ぶどうの植え付
け指導）p.141
静岡県浜松市（地歌舞伎を演じる子どもたち）p.22
静岡県浜松市
	 （地域の政治について意見を述べる中学生）p.81
静岡県浜松市
	 （市議会本会議場で開かれた「夏休み夢会議」）p.123
静岡県浜松市（太陽光発電）p.218
静岡県南伊豆町
	 （介護サービスで活躍するロボット）p.174
愛知県刈谷市（朝の見守り活動をする高齢者）p.19
愛知県常滑市（新規参入した航空会社の航空機<中部国際
空港>）p.102
愛知県長久手市（外国資本の大型家具店）p.14
愛知県名古屋市（開発された介護支援ロボット）p.20
愛知県名古屋市（開催された市議会）p.83
愛知県名古屋市
	 （地方自治体の主な仕事：ごみ収集）p.116
愛知県（さまざまな条例：食と緑が支える県民の豊かな暮
らしづくり条例）p.115

中国地方
鳥取県北栄町（施設を利用する高齢者と保育園児の交流）p.36
鳥取県米子市（院内学級の授業）p.60
島根県海士町（各地のさまざまな取り組み：「島留学生」の推進）p.120
島根県雲南市（保護されていたコウノトリの放鳥）巻末2
島根県大田市（義肢を作って国内外に喜びを届ける会社の中村俊郎さん）p.189
島根県隠岐の島町（竹島）p.197
島根県浜田市（ワゴン車での移動式の投票所）p.89
岡山県井原市（さまざまな条例：美しい星空を守る井原市光害防止条例）p.115
広島県廿日市市（地域の将来について話し合う吉和地域の住民）p.123
広島県広島市（スピーチを行うオバマ大統領）p.206
広島県広島市（原子爆弾が投下された後の広島市内と黒く焦げた三輪車）p.206
広島県福山市（鞆の浦の港，予定されていた埋め立てと架橋計画）p.64

北海道厚真町（地震で崩れたレンガを撤去するボランティア）p.36
北海道厚真町（災害の被災地をご訪問される天皇，皇后両陛下<北海道胆振東部地震>）p.45
北海道・択捉島（折り紙などが行われた，択捉島での文化交流会）p.199
北海道帯広市（飼育される肉牛）p.203
北海道倶知安町（さまざまな条例：みんなで親しむ雪条例）p.115
北海道・国後島
	 （国後島の海岸でごみ拾いを行う，ビザなし交流の訪問団とロシアの子どもたち）p.191
北海道札幌市（アイヌの古式舞踊を披露する人たち）p.23
北海道札幌市（YOSAKOIソーラン祭り）p.23
北海道札幌市（日本の企業が開発した世界初の医療機器）p.139
北海道白老町（民族共生象徴空間「ウポポイ」）p.49

北海道千歳市
	 （手話で通話できる公衆電話ボックス「手話フォン」）p.177
北海道ニセコ町
	 （各地のさまざまな取り組み：環境・景観保全と観光）p.120
北海道函館市
	 （最新の災害情報が届けられ，表示されたスマートフォン）p.17
北海道函館市（地域で発行する広報紙）p.122
北海道幌延町（オトンルイ風力発電所）裏表紙
北海道稚内市（風力発電）p.218
北海道平取町（国会で質問する萱野茂さん）p.49
北海道（各地の主な「法定外税」：循環資源利用促進税）p.118

北海道地方

青森県田舎館村（多くの観光客を呼ぶ「田んぼアート」）p.119
青森県鶴田町（さまざまな条例：朝ごはん条例）p.115
岩手県一関市（大漁旗を掲げて植樹する人々）p.185
岩手県大槌町（地方自治体の主な仕事：図書館の運営）p.116
岩手県大槌町・西和賀町
	 （「まごころ宅急便」での買い物の注文や配達サービス）p.135
岩手県大船渡市
	 （津波の劇を演じ，吉浜地区の歴史を伝える中学生）p.24
岩手県釜石市
	 （山火事の消火にあたる防災ヘリコプター）p.156
岩手県住田町
	 （さまざまな地方自治体の庁舎：岩手県住田町役場）p.115
岩手県遠野市
	 （各地のさまざまな取り組み：「で・くらす遠野」）p.120
岩手県盛岡市（新渡戸稲造）p.200

宮城県栗原市（地震の被災跡地への植樹）巻末1
宮城県仙台市（初詣のにぎわい）p.21
宮城県仙台市（職場体験で橋の点検作業を行う中学生）p.142
宮城県多賀城市（さまざまな雑誌や書籍が並ぶ図書館）p.7
宮城県東松島市（学校の建設）p.156
宮城県東山元町
	 （東日本大震災の記憶を千年先に伝えようと植樹された「祇園しだれ桜」）巻頭2
秋田県大館市（各地のさまざまな取り組み：「秋田犬」を観光大使に）p.120
秋田県鹿角市（地方自治体の主な仕事：除雪）p.116
山形県長井市（農業用の肥料を生ごみから再生する「レインボープラン」）p.181
山形県南陽市（買い物客でにぎわう朝市）p.127
福島県大熊町・双葉町（事故後の福島第一原子力発電所）p.219
福島県福島市（地方自治体の主な仕事：子育て支援）p.116
福島県矢祭町（合併しないことを選んだ矢祭町の役場内）p.120
福島県（初めて投票する10代の人たち）p.88

東北地方

茨城県大洗町（各地のさまざまな取り組み：「アニメ」とのコラボ）p.120
茨城県北茨城市（スマートフォンの安全利用のルールを考える中学生）p.11
茨城県坂東市（さまざまな生産<農家のレタスの収穫>）p.136
茨城県日立市（公開された自動運転で走るバス）p.184
栃木県宇都宮市（農家が開発した商品を扱う，百貨店の売り場）p.184
栃木県日光市（おさい銭の電子決済ができるQRコード）p.16
群馬県伊勢崎市（介護の現場で働く外国人の実習生）p.174
群馬県高崎市（書道を通じたドイツと日本の国際交流）巻頭1
埼玉県越谷市（電子マネーによるレジの支払い）p.131
埼玉県戸田市（AIロボットを活用した小学校の英語の授業）p.47
埼玉県ふじみ野市（料理作りを通じた交流を続ける高齢者とNPOの人たち）p.167
千葉県木更津市（デモ行進を行う人々）p.65
千葉県木更津市（財政投融資が活用された東京湾アクアラインの海ほたるPA）p.161
千葉県千葉市（開催された「eスポーツ」の国際親善試合）巻頭1
千葉県千葉市（EUとのEPA発効に伴う輸入ワインの値下げ）p.187
千葉県成田市（大型連休で海外旅行へ行く人々）p.164
千葉県成田市（記号やさまざまな言語で示された空港の案内）p.176
千葉県成田市（空港の出入国ゲート：顔認証システム）p.194
千葉県
	 （さまざまな条例：障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例）p.115
千葉県（「上総掘り」の井戸掘り技術支援）p.215
東京都あきる野市（「五日市憲法草案」が発見された土蔵）p.41
東京都荒川区（夜間学級の授業，給食を食べる夜間学級の生徒たち）p.37，60
東京都荒川区（働く人の育児支援ハローワーク）p.142
東京都大田区
	 （地元企業が開発した車いすバスケットボール用車いすのキャスターとクランプ）p.138
東京都大田区（障がいのある人たちがモデルを務めたファッションショー）p.177

東京都江東区（魚市場のせり）p.148
東京都新宿区（「JICA地球ひろば」のようす）p.231，233，234
東京都墨田区（東京スカイツリー）p.24
東京都世田谷区・中野区
	 （変更された中学校の制服のパンフレット）p.33
東京都台東区（浅草のサンバカーニバル）p.23
東京都豊島区
	（店の入り口にはられた，補助犬の入店可能を示すステッカー）p.176
東京都練馬区
	 （丹念に育てた伝統野菜「早稲田ミョウガ」の収穫）巻頭2
東京都練馬区
	 （都市部でも始まったコンビニの移動販売サービス）p.167
東京都東村山市（国立ハンセン病資料館）p.48
東京都三鷹市（地方議会の議場）p.116
神奈川県川崎市（ハロウィーンのパレード）p.23
神奈川県川崎市（韓国・朝鮮の伝統芸能を披露する人々）p.49
神奈川県川崎市（外国人市民代表者会議による会見）p.121
神奈川県川崎市（川崎市市民オンブズマンの役割）p.122
神奈川県横須賀市（さまざまな生産<自動車工場>）p.136
神奈川県横浜市
	 （フリーマーケットで消費税について学ぶ子どもたち）p.127
神奈川県横浜市
	 （「ランドセルは海を越えて」キャンペーン<CSR活動>）p.141

関東地方

四国地方
徳島県神山町（各地のさまざまな取り組み：「神山プロジェクト」）p.120
徳島県徳島市（阿波踊り）p.23
徳島県（県議会ウェブサイトの議会の傍聴の案内）p.82
徳島県（さまざまな条例：エシカル消費条例）p.115
香川県高松市（「いじめゼロ」に向けて話し合う中学生）p.47
愛媛県西予市
	 （災害の被災地をご訪問される天皇，皇后両陛下<平成30年7月豪雨>）p.45

愛媛県松山市（期日前投票をする有権者）p.81
高知県高知市（「お絵かき水族館」）p.21
高知県宿毛市（バイオマス発電）p.218
高知県土佐町（各地のさまざまな取り組み：「自伐型林業」）p.	120
高知県土佐町（「自伐型林業」に取り組む人たち）p.185，裏表紙
高知県室戸市（「むろと廃校水族館」のプールで泳ぐウミガメ）巻頭2
高知県（文字を初めて覚えた，高知県のある女性の詩）p.52

熊本県山鹿市（ハンセン病問題について学び，発信する）p.52-53
大分県大分市（魚市場のせり）p.127
大分県大分市（「物々交換」をする人々）p.129
大分県大分市
	 （LED電球を使った府内城のイルミネーション）p.137
大分県大分市（伴走者と走る視覚障がいのあるランナー）p.177
大分県九重町（地熱発電）p.218
大分県佐伯市（ドローンによる宅配の実験）p.17
大分県豊後高田市（各地のさまざまな取り組み：「昭和の町」）p.120
宮崎県宮崎市（さまざまな地方自治体の庁舎：宮崎県庁舎）p.115
宮崎県宮崎市（開催された女性のための起業講座）p.136
鹿児島県霧島市（黒酢の壺畑）p.184
鹿児島県・種子島（日米の合同演習）p.74
鹿児島県・種子島
	 （小惑星「リュウグウ」への着陸に成功した，
	 		 日本の小惑星探査機「はやぶさ2」）表紙，巻頭2
鹿児島県屋久島町（ウミガメの産卵に備えて植林する人たち）p.36
沖縄県石垣市（尖閣諸島）p.197
沖縄県糸満市（平和祈念公園）表紙
沖縄県糸満市（「平和の礎」の前で祈る人々）p.37
沖縄県糸満市（沖縄戦の記憶を語り継ぐ，戦後生まれの説明員）p.77
沖縄県宜野湾市（学校の上空を飛ぶ米軍の軍用機）p.74
沖縄県宜野湾市（住宅地に隣接する普天間飛行場）p.76
沖縄県座間味村（各地の主な「法定外税」：美ら島税）p.118
沖縄県名護市（さまざまな地方自治体の庁舎：沖縄県名護市役所）p.115
沖縄県那覇市（エイサーを披露する人たち）p.23
沖縄県（さまざまな条例：しまくとぅばの日に関する条例）p.115
沖縄県
	 （尖閣諸島周辺の海上を警備する，海上保安庁の巡視船とボート）p.199


