
資料４ 本事例により改善した単元指導計画

時 ねらい 学習活動 評価規準・資料等

山口・川上・坂下 △合併による意識調査1．事前アンケートをもとに、合併に対する互いの感想を交流し合う。

の3地域による中津 ・合併したことでたくさんの友達ができたからとてもよかったと思う。

川市への合併につ ・合併前はどうなるかと心配だったけど、学校以外の場ではあまり中津川市になって △広報「さかした」

１ いて調べることを通 変わったことを感じない。 △広報「かわうえ」

して、3地域が合併 ・坂下の行事にはたくさん参加していたけど、中津川市がどんな町づくりをしているの △広報「やまぐち」

に至ったのは、他 かまだよく分からないな。

新 の地方への依存財 △岐阜県における生活圏を2．本時の学習課題を確認する。

中 源が大きく、将来の どうして長い歴史を築いてきた山口・川上・坂下地区は、中津川市と合併したのだ 表す地図

津 自治体の財政難に ろう。

3．学習課題に対する予想を交流する。川 対応するためであ

市 ることを考えることが ・過疎化が進んできて財政が苦しくなってきたのではないだろうか。 △合併に関わる利用施設の

が できる。 ・仕事や買い物で中津川市が生活の中心になっているからではないだろうか。 違い

生 ・全国で合併が盛んに行われたから、国が合併を進めていたのではないか。

ま △各町村の町長の言葉4．各自の視点に沿って資料から追究する。

れ 【地方の財政難】

る ・坂下を初め、３地域とも地方交付税交付金に依存した財源だったんだ。

評価（思考・判断）ま 【各地域の生活圏】

で ・通勤や通学、買い物においても中津川市に人々が集まっている。 ３地域が中津川市と合併

した理由が、他の地方への5．調べたことを全体で交流し、認識を深める。

依存財源が大きく、将来の6．本時の学習のまとめをする。

3地域とも他の地方の援助によって財源を確保していた。また、生活圏も集中し、 自治体の財政難が必至で

中津川市全体の権限が強くなることで住民の暮らしが安定すると考えたから、合併 あることの解決のためである

に踏み切ったのだろう。 でも、市の願う安定した暮らしの提供はできるのか。 ことや生活圏が集中してい

ることなどであることを考えて7．単元を貫く課題を設定する。

《単元を貫く課題》 いる。地方自治の実現に必要なものは何か。

地方の財政状況 △平成の大合併の地図1．合併が全国的に広がっている様子をつかむ。

2．本時の学習課題を確認する。を統計資料から読

２ み取る活動を通し どうして最近になって、市町村合併が盛んに行われるようになってきたのだろう。

3．学習課題に対する予想を交流する。て、国や他の地域

に依存している自 ・少子化が進んできたから大きな自治体にならなければいけないんだ。

地 治体があることをつ ・中津川市と同じように、財政が苦しい自治体が増えてきた。 △国と地方の財政状況

方 かみ、地方自治に ・国が合併を進めている。

自 は財政確保が欠か △地方の歳入と歳出4．各自の視点に沿った資料から追究する。

治 せないことを読み 【財政不足】

を 取ることができる。 ・地方交付税交付金や国庫支出金などで、他地域に依存している自治体が多い。 △総務省『市町村合併に対

支 ・少子か高齢化が進む一方で、収入よりも支出が上回る。 する方針』

え 【国の地方分権政策】

る ・スリムな国家を目指しているから、地方にできることは地方に任せようとしている。 △合併特例法

財 ・国もお金がないから、地方交付税交付金などを廃止しようと合併を促している。

5．調べたことを全体で交流し、認識を深める。政

6．合併特例法から、国の地方分権政策の姿勢を読み取る。

評価（資料活用）・地方交付税交付金の代わりに一時金を出して合併を促している。

・国の行政と同じように、行政権が肥大化するとその分財政も圧迫される。 地方の財政状況を表した

グラフや地方の歳入と歳出7．本時の学習のまとめをする。

少子高齢化が進んだり、若者が都市に集中したりすることで、なかなか地方にお を表したグラフから、地方の

金が集まらなくなってきている。国も地方を支援するためのお金の負担が大きくな 財政難をつかむことができ

ってきているから市町村合併を進めているんだ。 る。



中津川市の行政 △各施設の写真1．中津川市の公共施設から市の政治と行政に関心をもつ。

の仕事や政治の仕 中津川市役所、消防署、警察署、総合事務所、夕森公園、運動公園、

組みを調べることを 坂下中学校、子ども科学館、馬籠の商店街 △広報「なかつがわ」

2．本時の学習課題を確認する。3 通して、地方公共

団体は地域住民の 私たち住民のために、中津川市はどのような仕事を進めているだろう。 △地方公共団体の執行機関

ために、その生活 と議会との関係3．追究の視点を焦点化する。

中 に結び付いた様々 ・公共事業をたくさんしているから仕事の内容が分かる写真から読み取ろう。

津 な仕事を住民から ・住民と行政のつながりで仕事が決まるだろうから仕組み図を見てみよう。 △中津川市のHP

4．各自の視点に沿った資料から追究する。川 選ばれた首長や議

市 会の議員の下で行 【地方議会と首長】

の われていることが理 ・住民から選ばれた人が議員や首長になっていて、国の政治とは少しちがう。

市 解することができ 【地方の行政組織】

政 る。 ・首長のもとに様々な行政機関が属していて、内閣のような感じがする。

と 【公共事業】

し ・新しい道路を整備したり、 市民講座もたくさん開催している。

く 【公共施設の運営】

み ・施設を利用する人の人数を把握したり、気持ちよく使ってもらってもらう ために清

評価（知識・理解）掃をしたりしている。

中津川市が行っている様5．調べたことを全体で交流し、認識を深める。

々な仕事やそれを決定する6．本時の学習のまとめをする。

今まで当たり前のように利用していた施設や街の中にも、中津川市が行っている 政治の仕組みは、地域住

サービスや公共事業はとてもたくさんあることが分かった。住民が暮らしやすいよう 民のよりよいくらしを考えたも

に、組織的・計画的に仕事をしていることが分かった。 のであることが分かる。

中津川市の環境 △中津川市環境基本計画1．中津川市環境基本計画が町づくりの中心にあることをつかむ。

基本条例に基づく ・広報にも毎月掲載されていて市民にも呼びかけを積極的に行っている。

姿勢の実態につい ・行政の仕事の中でも環境には特に気を配っているようだ。 △広報

4 て調べたことを交流 中津川市は、条例に基づいて、どのような思いで環境づくりを進めているだろう。

し、仲間の考えや △インターネットのHP2．環境づくりに含まれる様々な視点を考え、資料から追究する。

市の環境課の方の ・各事業所に呼びかけ、排出基準などを競って事業を進めるように呼びかけている。

中 話をもとに、住民と ・馬籠は、大切な長野の文化遺産だったため、今後も全国から多くの観光客を集める △中津川市環境課の職員

津 市と事業所とが一 ために、散策しやすい工夫をしている。 の方へのインタビュー

川 体となる中津川市 ・市のレベルでありながら、地球規模の環境問題に対して、具体的な基準を定めてそ

市 の市政の在り方を の削減に努めている。

3．調べたことを全体で交流する。の つかみ、地域住民

町 としてできる市政へ ・川に小学生を招いて、川の生き物の調査を行っていた。川に興味をもってもらうこと

づ の参加を考えること で、川を守っていこうとする姿がよく伝わってきた。

く ができる。 ・合併してから、道路が大きくなって整備された。重点箇所を決めて地域と地域を結

り ぶ景観づくりに取り組んでいる。

4．中津川市の市政の特徴を整理する。

・環境を守り、それを元に発展していくために、積極的な施策を様々な視点から取り

組んでいることが分かった。

5．中津川市環境課の職員の方へのインタビューから、町づくりに対する住民としての 評価（知識・理解）

中津川市が「環境」 をキ自分の生活を振り返る。

・職員の方は、中津川市全体のことを考え、住民を第一に考えている。自分の地域の ーワードに、行政・事業所・

ことくらいは自分から参加しなければいけないな。 住民の連携により、地域作り

を進めていることが分かる。6．本時の学習のまとめをする。

よりよい町にしていきたいと思う気持ちは、市の職員も住民も事業所も同じなのだ

から、ともに手を取って活動していくことが、中津川市の発展につながるんだ。

山口地区で行わ △広報「やまぐち」1．合併の是非をめぐっての長野県内の対立の様子が分かる。

れた合併をめぐる ・育った地域の名前が変わるのは、山口の人でなくても抵抗があるだろうな。



住民投票の経緯や ・田中知事の歴史や観光を長野県に残しておきたい気持ちも分かる。 △合併に至るまでの経過年

5 住民の人々の思い ・県全体でももめているけど、山口の人たちはすごく辛かっただろうな。 表

2．本時の学習課題を確認する。を調べることを通し

て、地方自治には 山口地区では、どうして法的拘束力がないのに、住民投票で合併の是非を問うた △山口地区の住民のインタ

住 住民の権利や意向 のだろう。 ビュー

3．学習課題に対する予想を交流する。民 が尊重される住民

に 自治が必要である ・少しでも住民の気持ちを知事や議会に分かってもらいたかったと思う。 △元山口村の村長さんの話

よ ことをつかみ、住民 ・住民にも積極的に合併問題に関心を寄せてほしかったんだと思う。

る に保障されている ・住民の意見を一番に反映させるべきだと考えたからだ。

4．各自の視点に沿った資料から追究する。地 権利について理解

方 することができる。 【住民の意識向上】

自 ・山口のことは山口の住民が第一に考えていく必要があると思ったからだ。

治 【知事や議会への提言】

・県の都合で決められないように、住民の意思を示してその方針を変えた。

5．調べたことを全体で交流し、認識を深める。

・村長が言っているように、住民自身が地域のことを考えていくことが一番大事なこと

で、自治体はその思いを尊重していかなければいけない。

6．住民による直接請求のついて理解を深める。

評価（思考・判断）直接請求権：条例の制定または改廃の要求、解散請求、解職請求、

監査請求、自治体の情報公開←オンブズマン制度 山口地区の住民投票の

経緯や住民の思いをもと7．本時の学習のまとめをする。

たとえ住民投票の結果が法的に合併を左右する力をもたなくても、そこに住む住 に、住民が政治に参加する

民の人々が議会や知事に地域の世論を伝えることは、住民による地方自治が原 住民自治の必要性につい

則である地方の政治の方向性を決める大きな力になる。 て考えている。

市町村合併や中 △これまでの学習資料1．前時の学習の感想を交流し、町づくりの主体者であることを再認識し、具体的な取

り組みの必要性をつかむ。6 津川市の環境づく

2．本時の学習課題を確認する。りについて学習した

地 ことを元に、合併後 合併した新中津川市に対して、私たちはどのような町づくりを進めていくとよいだ

方 の新中津川市に期 ろう。

3．町づくりプロジェクトのレポートを作成する。自 待する市政や自ら

治 が取り組む町づくり ・合併をしたけれど、同じ市内でもまだまだ知らないことが多い。それぞれの地域の良

の の実践課題を交流 さをもっと交流し会える機会をもつことが必要だ。

主 することを通して、 ・合併したとはいっても、財政が厳しいのはあまり変わらない。市の予算についても目

体 中津川市民の一人 を向けて、必要なお金かどうかを見直さなければいけない。

4．レポートを交流する。者 として市政に参加し

と ていこうとする意欲 ・合併後の町づくりを行政に任せきりではいけない。それぞれの地域の住民が、自分

し をもつことができる。 たちでその土地をよくしていこうと、互いの生活環境を支え合うことが必要だ。

て ・環境基本計画のように、町をつくっていくためには、そこに住む住民の人たちも積極

的に行政と関わって協働していくことが大切だ。他の仲間も同じ気持ちでいるのだ

評価（関心・意欲・態度）から、リサイクルや清掃、介護などボランティアでできることを具体的に計画したい。

単元を通して学習してき5.本時のまとめと感想を書く。

これまで学習してきたことを振り返ると、地方の政治にはたくさん住民が参加でき たことをもとに、地方自治の

る場があることが分かった。地方自治は、行政や一部の人の努力で行われるもの 意義と地域の住民としての

でなく、住民が自らの生活や地域社会のために、独自に活動していくことによって、 あり方について自分の考え

その成果が上がっていく住民自治である。自分も住民の一人として、小さなことでも をレポート等にまとめ進んで

地域のために動ける自分になっていきたい。 発表しようとしている。


