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令和３年

１月２１日

第２号
事 務 局

佐々並小学校および佐々並を愛する人ならだれでも参画できる応援隊です。佐々並小学校および佐々並を愛する人ならだれでも参画できる応援隊です。

佐々並小学校のこれからを考えるために「ささラ

ブ応援隊」が発足して活動が始まりました。佐々並

小学校だけでなく佐々並地域全体のことをみんなで

考えていきます。多くの方の知恵やアイデアを結集

して「何ができるのか」を考えるために、様々な課

題を出し合い、みんなで解決していく話し合いをし

ています。まさに熱い「熟議」です！

今回も前回同様に行政の方、地域の団体の方、保

護者、教職員の計２８名が集まり、共通理解をして

各チームに分かれて、「小学校＆住まいの見学会」に向けて話し合いました。みんなで一

致団結して、知恵やアイデアを出し合い、今一番の目標「児童数確保」に向けて進めてい

きます。どうぞよろしくお願いいたします。

会 議 の 報 告会 議 の 報 告

令和３年1月15日（金）１８：００ ～１９：３０ 会場 佐々並小学校ＣＳルーム

参加者 ・・・合計 ２８名□

○行政・・・７名 商工政策部長、地域づくり推進課長、旭総合事務所所長

教育委員会事務局長、旭総合事務所統括、農政課長

教育委員会社会教育主事

○地域・・・６名 萩往還佐々並どうしんてやろう会会長

寿クラブ、道の駅あさひ駅長、地域住民の方

○報道・・・１名 ○保護者・・１１名 ○学校・・・３名

議事概要□

◇はじめの会 自己紹介

◇協 議 【さあ動き始めましょう！】

「ささラブ移住定住恋来いプロジェクト」

☆「道の駅あさひ」の今後 商工政策部 部長

コンビニ「ポプラ」の機能・システムが道の駅に入る。

・３月６日オープン予定 ※１／３０～３／５閉店
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・ＪＡ購買部が閉店するので、観光客と地域住民を対象とし

て雑貨や地元の野菜の販売等の支援も行う。

・商品の充実、キャッシュレス決済、ポイントカード

☆「空き屋バンク」拡充対策 地域政策部地域づくり推進課 課長

・登録までの手順の確認 ※チラシ参照

情報提供→現地視察→登録→居住

※土地だけでも登録可能、契約書の書き方も支援

☆取組について

「小学校＆住まいの見学会」に向けて進めていく。

☆情報交換・質疑応答

・佐々並分園（保育園）の再開

継続的に人数がそろえば再開できる。（検討中）

☆チームでの動きの確認

知恵やアイデアを出し合い、みんなで協働実践しよう！

２月２７日（土）の「小学校＆住まいの見学会」について

○日時 １３時から

・保育園は土曜日も開園しており、保育園の保護

者は仕事の可能性が高いので、開催は日曜日の

方が集まりやすいのでは。

・開催日を登校日にしてはどうか。その場合、時

間は13時か13時半から2時間程度の予定。

○対象者

・年長さんがいるご家族に絞り PR するとよい。
○内容

・学校見学 学校施設の特色を案内する。

・模擬オンライン授業

大阪桐蔭女子大学の協力が得られれば、児童が実際にオンライン授業をしている

様子を見てもらう。協力が難しければ、映像で紹介するなど、佐々並小学校の強

みを伝えられる内容にする。

・児童との交流会

後半、参加した園児は佐々並小学校の児童と遊びやゲームを通して楽しい時間を

共有し良い思い出を作る。

保護者は保護者同志で、佐々並での暮らしやすさについての話や、意見交換など

ができる時間を設けると良いのでは。

① 事務局チーム ・・・・・進行やスケジュール管理、情報収集

メンバー ☆上島母 廣田父 木村母（会計） （校長）
全体の取りまとめで、必要であればチームに加わる。
会議の企画・運営や会計 外部との交渉ための最初の窓口
他地区の取組を調査して伝える。
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○住まいの見学会

・佐々並団地、担い手定住促進住宅、空き家の見学は1時間程度の予定で行う。

○佐々並名産プレゼント

・佐々並産のお米やお餅、野菜など用意し、くじ引きなど、誰に何が当たるか分から

ないワクワク感を体験してもらえる様に工夫する。子どもたちには飴やチョコレー

トなどの掴み取りをさせてあげるのも良いのでは。

・自宅に帰り、佐々並産の食材を食べて頂く事で、ここで生み出されるものの魅力に

も気付いて頂けると良い。ご年配の方々が野菜など提供してくださる取り組みはす

ばらしい。

○ポスター、チラシ配付計画

・萩市内であれば、子育て支援課にお願いすることが可能。

・他の地域では、敬遠される可能性もある為、どうしたらよいか・・・お願いする

・場合、郵送より、チラシを手渡しし、お願いする方が良い。

以前、佐々並豆腐作り体験のご案内を山口新聞などに掲載した所、受け入れ可

能人数をはるかに上回る方々からの申し込みがあり効果がある。

・今回のターゲットが新聞掲載で集まるかわからないが、可能性はあると思う。また、

情報発信チームが若い世代の集まるコミュニティを探し、そこに情報発信していく

などの取組も有効だと感じる。

○意見（これからの展望など）

・この取り組みが成功すれば、参加者が参加者を呼んでくれるサイクルができてくる

ので、1回だけで終わらせないようにして欲しい。

・山口市など参加者がまとまる地域があれば、行政がバスを出しても良いのでは。

・山口県は災害が少なく、地震や津波の心配も殆どない。安心安全であるということ、

そして佐々並は山口県の中心であり、ICT などの技術を取り入れれば、佐々並で仕
事をすることも充分可能である。小学校、地域共に ICTに強い町として PRしてい
けると良い。

・これらの佐々並の取り組みは今までにないアイデアが沢山あり、佐々並が成功すれ

ば、萩市全体にとって良い事に繋がっていくと思うので、この取り組みの様子を動

画で撮り、記録に残していけると良い。

・もっと活動が盛んになれば NPO法人を立ち上げるのも良いのでは。
・佐々並に移住するメリットを作るのであれば、学校存続の為の移住者支援プロジェ

クトとしてクラウドファンディングを活用し、改修工事やネット環境を整えるなど、

移住者に喜ばれるサービスを提供するのも良いのでは。

・道の駅でささラブグッズを販売しているが、ささラブ応援隊の活動、移住者支援の

ための募金箱を置かせて頂くのも良いかもしれない。どうしても活動資金は必要に

なるので、グッズの収益や募金により少しはまかなえると良いかも。

・活動に賛同してくださる方々が増えれば、佐々並にもっと魅力的な自然の遊び場、

癒しの空間なども生み出せるかもしれない。

☆「小学校＆住まいの見学会」に向けて ※市教委に確認済み

・開催日時は ２月２７日（土）１３：３０～１５：３０

・実施日を授業日にする。※３月１日（月）振替休日

・児童交流会と保護者意見交換会を実施する。
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○空き家探索チームの活動について

①市、久年、成川、深瀬、パークタウン地区(学

校周辺2km以内)の空き家を探す。
②その地区ごとの重鎮や物知りの方々を中心に

聞き取りしていく。

③その際に皆さんが共有できる『聞き取りシー

ト』と、なぜ空き家を探しているのか、『ささ

ラブ応援隊』が発足したことについて理解し

ていただける為に分かりやすいチラシを作る。

④シート、チラシが出来たらグループ LINEに PDFで流す。
⑤27日(水)までにそれぞれが動き、グループ LINEを使って状況や情報を伝える。

☆早速！最新情報

「モデルハウス」候補が見つかる！

長瀬地区 国道とバス停近く

空き屋バンクに登録予定 リフォーム済みですぐに入居できる

② 空き家探索チーム（地区別）・・・・・空き家探し、紹介
メンバー ☆山根母 笠井父母 白上父 山本父 青水父 山本母

林さん

佐々並地区の空き家について調査する。
小学生が住むことが可能な住居を探す。
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☆「小学校＆住まいの見学会」に向けて

・できるだけ多くの「モデルハウス」を準備したい。

・移住者に参加していただき、体験談を聞く機会を設定する。

・最新情報を知らせるツール（掲示板やＳＮＳなど）を運用したい。

○広報＆情報公開チームの活動について

①チラシ作り（作成中）

2月27日「小学校＆

住まいの見学会」のチ

ラシ

②チラシを各方面の協力を

得てＰＲする。

※萩市広報課や観光協

会、マスメディア、山口市や萩市の保育園など

③ホームページ作成、SNSアカウント作成＆ PR
Facebookに 佐々並「ささラブ応援隊」開設中！

現在は、広報情報公開チームでグループ LINE を作って意
見や情報を共有している。ある程度の話がまとまれば、全体

のグループ LINEにてお知らせする予定。

○「子育て支援フードバンク」 案 （検討中）

・名称の確認

「おたすけ市」

地域みんなで子育て家庭を助けていこうと

いう願いから命名

・扱う食材 佐々並産 野菜、果物

※佐々並米

③ 広報・情報公開チーム ・・・・・ポスターやチラシ、ＨＰ作り

広報メンバー ☆木村父 （木村母）
それぞれの活動やお知らせを紙媒体で作成して配付する。
費用？なども協議する。

情報公開メンバー ☆山根父 光田父 上島父 弘中さん、
ホームページ、Facebook、Twitter、Instagramなどを活用して
佐々並地区や移住定住募集を広く周知する。
学校ホームページとリンクさせる。

④ アイデア実践チーム ・・・・・アイデアを持って各チームに参画

メンバー ☆白上母 光田母 ※設置係 ☆山本父 井上父
廣田母 青水母 増田さん
井上母 フードバンクコーナー作製
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・集める曜日案 木・金曜日

※月に何回実施するかは検討する。（月１～２回？）

・配付する曜日案 木・金曜日

・集荷も検討していく。

・協力依頼文書（チラシ）作成、配付

「学校だより」と一緒に地域に配付

する。各所に掲示する。

☆直接呼びかけることが効果的

・設置場所、コーナー作製

とりあえず学校玄関前にコーナーを

設置予定 ※机やコンテナ等を使用

コーナー作製は検討中

・「協力スタンプカード」などを作って、

協力に感謝する形を考案する。

☆「小学校＆住まいの見学会」に向けて

・「学校だより」で地域に知らせる。（１月２６日配付）

・寿クラブに直接依頼する。

・農業法人会、ＪＡ等にも協力を依頼する。

・収集は ２月２５日（木）２６日（金）

・配付は ２７日（土） ※見学会当日

◇おわりの会
各チームの報告と振り返りは通信２号で行う。次回の会議予告

次回□

☆次回は令和３年 １月 ２７日（水） １８時～

・・・・・・・・見学会への実践状況確認！

アイデア、企画募集中！

見学会運営案協議・・・時程、準備、役割分担、会場図など

感謝感激□

積雪そしてご多用の中、熱心に協議いだだきありがとうございました。最初の重要な通

過点「小学校・住まいの見学会」まで、あまり時間がありません。短い期間ですが、それ

ぞれのチームで知恵とアイデアを振り絞って見学会が迎えられることを願っています。

私たちのふるさと佐々並の魅力はもっともっとあります。それらを多くの方に伝えられ

たら大きな成果につながることを信じています。

地域や学校だけでなく、行政の協力も必要です。みんなで力を合わせて明るく楽しい佐々

並の未来を築いていけたらと思います。

仲間が仲間を呼んで、この「支援の輪」を佐々並地域全体に広げていくことができれば

と願っています。今後ともご支援ご協力、そして声かけをよろしくお願いいたします。


