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令和３年

３月２６日

第５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。

令和３年年3月1７日に保護者の話し合いがありました。
※旭総合事務所長さん、地域づくり推進課長さんも参加

1 第1回見学会の振り返り□

※添付の資料を参照ください。保護者の方には配付済みです。

２ 今後の活動計画□

① 「ささらぶ学園」■

第1回 5月8日（土）午前 「田植え」
寿クラブ主催

「どろんこ遊び・川遊び」 ※休耕田
ささらぶ応援隊主催 ビオトープ

第2回 8月７日（土）～８日（日）
「学校キャンプ」 ※見島小児童（3人）も参加？

案 ①（弁当）→活動→野外炊事→☆コンサート→活動→就寝
② 朝食 →活動（夏休みの宿題工作）→解散→自由活動
☆「ちひろコンサート」 ※山根父 交渉中

② 「佐々並小学校と住まいの見学会」■

第2回 6月 26日（土） or 7月 ３日（土）
簡略 ❶学校見学会 校舎の見学のみ ※児童との交流会？

重点！❷住まいの見学会 空き家・市営・担い手住宅の見学（バス）
継続！❸ゲーム 「あつまれ ささなみの森 パート２」
継続！❹プレゼント 「おたすけ市」

３ 運営について□

① 役員（案）について ※規約を作成しています。■

規約 第７条 本隊には、次の役員を置く。
（１） 隊 長 １名 廣田父
（２） 副 隊 長 ４名 山根父 山根母 上島母
（３） 理 事 ８名

理事会 役職 地域づくり推進課 江村
どうしん・・ 林
寿クラブ 増田
旭地域移住支援員 弘中 保
道の駅あさひ 弘中 誠
青年団 山本父
子ども会 （山根父）
愛育会 （山根父）

案 自由登校

振替休日なし
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（４） 監 事 ２名 木村母 井上母
（５） 委 員 若干名
（６） 顧 問 旭総合事務所長

佐々並支所長
教育委員会事務局長
地域政策部長
佐々並小学校長

② 企画・運営について ※今後は■

理事会 → 全体会（総会） → チーム活動 → イベント
企 画 説明・枠割分担 活 動 実 践

☆理事会 企画・説明
☆委 員 実働部隊 ※理事会から依頼する （イベントの準備や当日の活動）

４ 課 題□

○見学会の振り返り ※４つのグループに分かれて意見交換しました。

○住まい候補（空き家）を増やす
・「空き家バンク」の登録を増やす ※移住希望者はいる

特に賃貸住宅や空き地
○「佐々並分園」の再開をめざす ※未就学児にスポットを当てる

・小学生は各学年２～４人
・未就学児のみの家族も募集

○拠点地 ※旧森林組合出張所
・運用について・・・目的や用途 間取り 工事のスケジュール など

今後の活動の流れは、まず理事会で「イベント」の話し合いをします。そして

全体会（総会）で、委員（隊員）に活動内容をわかりやすく説明して、役割の

分担もお伝えします。そしてチーム（実働部隊）に分かれて準備をします。イ

ベント当日は、チームで連携しながら全員で取り組みます。
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☆大きな課題「空き家を増やすために」について全員で意見交換しました。

課題が満載です。「空き家探索チーム」を中心に全員で取り組んでいくことになりました。

５ その他□

○補助金 ※手続き中です。
やまぐち元気生活圏活力創出事業補助金 １００万円
県民活動支援事業助成金（厳島会） １０万円
コミュニティ協議会 5万円

○報奨金
市道の除草 ６万円

６ 会計報告□

費　　目 支　出 支出元

1 チラシ・ポスター 35,750 どうしんてやろう会

2 情報誌（ホップ） 30,800 どうしんてやろう会

3 情報誌（はなみ小町） 19,800 どうしんてやろう会

4 情報誌（サンデー西京） 16,500 愛育会

5 プレセント用（段ボール） 2,120 萩市CS推進事業

6 プレセント用（ポリ袋など） 2,357 萩市CS推進事業

7 プレセント用（米袋など） 2,233 萩市CS推進事業

8 プレセント用（袋・テープなど） 880 萩市CS推進事業

9 お菓子代 3,944 萩市CS推進事業

10 ゲーム材料代 2,244 萩市CS推進事業

11 印刷代（インク） 5,540 愛育会

合計 122,168

2月27日「佐々並小学校と住まいの見学会」　会計報告
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７ 拠点地の整備・・・旧森林組合出張所 ※別紙平面図□

○市より
・市民活動の拠点として活用してほしい。→佐々並地区の活性化
・建物は市の所有物なので、市が改築等を行っていく。
・伝統的建造物として建てられた昭和8年の状況のまま保存したい。

→大がかりな工事になる。当時使われていた具材で修理したい。
・外装は当時のまま、内装は使いやすいように要望を出してほしい。

※拠点整備リーダーは上島母さん
（予定） 令和３年度中に計画 令和４年４月工事開始 令和５年２月完成！

※詳しくは地域づくり課の江村課長さんから説明がありました。

内装のアイデアを募集しています。「ささラブ応援隊」らしい？佐々並らしい？
デザインやアイデアをお寄せください！



5

資料 佐々並小学校と住まいの見学会(資料 佐々並小学校と住まいの見学会(2/272/27 )の各チームの振り返り)の各チームの振り返り

事務局チーム□

【反省点】■

・準備期間が短かったため、十分な協議をする時間がなかった。
・会議の際、グループ討議後に各チームで話し合ったことを、全体でしっかり確認する時
間があれば良かった。

・各グループで協議されたことが、全体に伝わっていないこともあったように思う。
・参加者に加え、見学者、協力者、報道関係者など、予定よりも来校者が多かった為、ス
リッパの数が足りなかった。

・授業参観中のマナーについて、事前にお知らせができていれば良かった。
・住まいの見学会でワゴン車の行き先が分からず、出発に手間取ってしまった。

【良かった点】■

・当日、参加者は学校側に駐車してもらうように予定していたが、当日来られた全ての方
が、グランドに駐車された。車を駐車してから、受付、体育館へとスムーズな流れがで
きた。校舎側に車が全くなかった事で、終わりの会のスペースが十分に確保できたので
とても良かった。

・授業参観では特色のあるICTを活用した５，６年生の授業に注目が集まっていた。大学
の先生、生徒さんが協力して下さったことで最先端の授業の取り組みを見て頂けた。

・事前にモデルハウスの掃除、環境整備に取り組んだこともあり、見学者から「綺麗！凄
い物件！」と驚きの声が上がっていた。

・一般参加者が多いということから、急遽、徒歩での空き家、町探索のコースを作ったこ
とで、一般参加者にも楽しんで頂くことができた。

・空き家探索チームのスケジュール管理通り、スムーズに移動もでき、心配されていた、
駐車問題などもなかった。

・終わりの会のゲームはアイディアチーム、山根さんの努力で、子供たちがとても楽しめ
る工夫がされていて、とても良かった。

・ぶるぼんさんの全力のネタ披露も、皆さんにとってよい思い出になったと思う。温かい
雰囲気の中で会を終了することができて良かった。

・参加者だけでなく、一般参加者の皆さんにも佐々並の農産物、加工品をお配りすること
ができ、多くの方が満足して帰られた様子だった。

今後の課題■

・今後は隊長、副隊長、他役員で企画について大まかに協議し、副隊長が各グループに企
画内容を下して協議し、その内容についての案等を報告する方針を取った方が良いので
はと思う。

・今回の経験を通して、情報伝達の重要性を感じた。どこかで報告が止まってしまうと、
どこかに迷惑がかかってしまうので、伝え漏れがないように行動することが大切だと思
った。

・見学会の参加者募集の為、様々な取り組みを協力して行ってきたが、今回の経験から、
何が有効か、どのようなエリアを対象にしていくと良いかなどが見えてきた。今後はあ
まり経費をかけずに有効な方法にしぼり、周知できたらと思う。

・「ささラブ応援隊」の知名度が上がり、SNSのフォロワーも増えてくれば、今後のイベ
ントなどのお知らせも、SNSを通して興味のある方にしっかりお伝えできるようになる
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と思う。現在、山根さんがほぼお一人でSNSの更新を行って下さっている状況なので、
いいね！ボタンをおしたり、ポジティブなコメントを残したり、気づきやアイディアを
お伝えするなど、山根さんのサポートを全体で行っていく姿勢も必要だと思う。

・空き家探索については、お仏壇、お墓の問題など様々で、なかなか空き家を手放してい
ただけない状況で、空き家探索チームも困っている状況。今後は全員が空き家探索チー
ムという意識を持ち、空き家の持ち主との交渉を続けつつ、新たな方法を考える必要が
あると思う。イベントなどで、交流を深めることで、地域への不安をなくし、安く宅地
を提供することで、新築を建てて頂く取り組みも有効だと思う。

・宅地の整備、ネット環境、水源確保など、移住者の負担を軽減し、移住しやすくなる取
り組みを、行政と一体となって考えていく必要がある。

全体を通しての感想■

・見学会を開催することで、沢山の方々と協力することができて良かった。
・不備は多々あったと思うが、当日、大きなトラブルは無く、最初のイベントとしては上
できだったと思う。

・ささラブ応援隊の一体感、穏やかな雰囲気が移住者確保に繋がったと思う。色々と準備
段階で大変な事があっても、前向きに、より良くなる動きができたことが素晴らしいと
思う。

・舩木校長先生の行動力のお陰でメディアの力、ブルボンさんのサポートも得られ、ささ
ラブ応援隊の活動が短期間にして多くの方に知って頂けた。また、テレビ放送を見た後、
地域の方々の心境がポジティブな方向に向いていると感じる。

・全国的にも閉校する学校が多い中で、逆の動きを起こし、小学校、地域、行政、保護者
が一体となって取り組めていることが素晴らしいと思う。今後も前向きに楽しみながら
取り組んでいけると、佐々並は不思議な魅力のある町になれると思う。

空き家探索チームの報告□

【良かった点】■

・モデルハウス所有者の砂川さんがとても協力的で大変助かった。
・住まいの見学会は前日のスケジュール変更もあったが、チーム内で情報共有し、それぞ
れが役割分担できた。
・Aコース、Bコースともに、タイムスケジュール通りに進めることができた。
・萩市のバスやワゴン車にジュニアシートが必要なことが前日になり分かったが、皆さん
の協力で準備することができた。
・バスに乗った参加者の皆さんは楽しそうで安心した。
・弘中保さんには車内で参加者にガイドをしていただき、保護者にとっても心強かった。
・終始、和やかな雰囲気だった。
・子供たちもバスに乗り、天候にも恵まれたので遠足気分で楽しそうだった。
・一般参加者の佐々並散策も、林さんや佐内さんベテランガイドのおかげで、佐々並を詳
しく知っていただけた。
・一般参加者は急遽ピストン輸送することになったが、チームメンバーは臨機応変に対応
できた。

[反省点]■

・前日にスケジュール変更をせざる終えなくなり大変だった。
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・ジュニアシートについては早く気付くべきだった。
・Bコースの参加者は小さなお子さんがたくさんいたため、チャイルドシートやジュニア
シートの用意ができないことや、用意できたとしても乗り降りに時間がかかることが予
想されるので自家用車での移動をお願いした。
・Bコースの参加者が住まいの見学会に行かれるのか当日まで分からない状態だったの
で、事前に知っておくほうがスムーズだったと思う。
・Bコース参加者が萩市のワゴン車2台に乗らない事が決まり、一般参加者から住まいの
見学会Bコースへ行かれることができることを校長先生へお伝えしたが伝わっておらず
おもてなし茶屋へ車で移動することに急遽なった。

【今後の課題】■

・次に見学会をする場合は空き家や宅地をしっかり揃えないと、移住希望者が出た場合に
も対応できない。

・空き家ばかりではなく、担い手住宅のような戸建ての住宅が何棟かあれば、子育て世代
の家族は移住しやすいのではないかと感じる。

・案内できる物件が増えることが前提だが、住まいの見学の時間を拡大し、余裕のあるス
ケジュールにしてほしい。

・各チームと事前に連携を取ると良い。

【現在の空き家情報について】■

・空き家バンク登録に前向きな返答があった。
・空き家情報については、所有者と連絡がついてもなかなか良い返事がいただけない。
・家財がたくさん残っている。
・日頃住んでいないが仏壇はそのままにしてあるので、佐々並の家で法事をする予定にし
ている。

・米作りのため通い農家のような形で帰っているので、家には住んではいないが手放せな
い。

・空き家所有者に連絡がつかない。
・所有者が施設に入所されており、連絡を取るのに時間がかかる。
・所有者の家族が空き家バンク登録に反対する。
・電話連絡はできているが、所有者が県外に住んでいるため、いざ登録の話になると佐々
並の家の状態をみたいと言われた。(よって登録まで時間がかかる)

広報・情報公開チーム□

【良かった点】■

・受付と連携して、最終組が到着するまで道路に出て学校案内板を掲げることができた。
・首さげ身分証を25個作成し、ＳＮＳや動画配信アイコンを掲載したことにより、情報
公開のＰＲができた。

・撮影部隊がそれぞれ、いろいろな角度から撮影し、およそ700枚記録できた。
・急な予定変更も臨機応変に対応できた。

(例)空き家見学のスケジュール変更
(例)打ち合わせでは、プレゼント贈呈後に各参加家庭を個別撮影
(報道機関の希望により、全ご家庭の一斉撮影に変更)
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【反省点＆次回に向けての改善点】■

・スマホでも良いが、全体写真はカメラ(購入)の方が、より綺麗に撮影できたのかもしれ
ない。

・ドローンを購入(またはレンタル)し、上空撮影しても面白いと思う。
・見学会というイベントではあるが正規の授業を行っているため、見学者や撮影者はもう
少し距離を取って、授業の妨げにならないような気配りが必要だった。

・参加者の見学の邪魔をしてはいけないので撮影が難しかった。
・授業撮影は、良いアングルで記録を残す為には、多少邪魔になるのも仕方がないかもし
れない。

【見学会全体に対しての感想】■

・当日のスタッフの動きや表情が良く、参加者にもその思いが伝わった思う。
皆さん気分良く臨機応変に動いていたようなので、全体の雰囲気も良かった。

・バスの乗車について、事前まで二転三転していたので、見学をする人と見学しない人を
事前にアンケートを取り配車したら良かったと思う。
(中には見学したい人もいたかもしれないので)

・子どもたちについては、見学会を楽しめたのもあると思うが、片付けまで入れると時間
が長くなり負担が大きく、終わったあとは疲れていた感じがした。

・学校の様子や授業風景を見ていただくことができ、参加者は安心された様子だった。
・萩市役所の相談コーナーが活用しきれなかった。
資料は受付で配布して相談コーナーを図書室等に設置し、授業見学の合間に対応すれ
ば良いかもしれない。

・定住希望者の住宅確保が今後の課題なので、空き家調査と並行して、新規市営住宅の建
設要望が必要だと思う。
また、佐々並にある萩市管理施設を期間限定UIJ住宅として活用してみても良いと思う。

・宅地を増やした方が良い。
リフォームも結構お金がかかるので、新築で考える人も出てくると思う。

・オンライン見学会を開催してみる。
・次回のイベントをより良いものにするために、引き続き次回に合わせた話し合いを行い、
モチベーションを保ち続たい。 何があってもポジティブに捉えて、結果を出して行け
たらと思う。

・SNSや都市部の山口県のアンテナショップ、行政の移住など

アイデア実践チーム□

【良かったこと】■

・みんなが手分けして準備や本番にあたる事ができた。
・釣りゲームは予想以上に皆さんに喜んでいただけた。
・｢あつまれ！ささなみの森｣がとっても良かった。
・箱などに｢ささラブシール｣を貼りまくったおかげで、良い宣伝になったと思う。
・増田さんの宣伝のおかげで、充分な野菜やお米が集まった。
・地域の皆さんから、たくさんの野菜やお米をいただいて、本当に大切にしてもらってい
るなと感じることができた。

・一般の見学者の方が、野菜やお米を本当に喜んでもらってくださった。
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佐々並のお米や野菜は美味しい！とアピールできたと思うし、｢今後は道の駅あさひへ
野菜やお米を買いに行きたい！｣となれば良いと思った。

【反省点】■

・いろいろな事が、確定してから準備までが短すぎて負担が大きかった。
・スケジュールや内容の変更があったり、喜んでもらえるものにしようと協議を重ねるう
ちに、変更することが多く、バタバタしてしまった。

・前日に他のグループの方にも、プレゼント作りなどお手伝いしてもらって大変助かっ
た。

【今後の課題】■

・おたすけ市の運営方法が未確定なこと。
(開催時期、呼びかけ方法、設置場所、アナウンス方法等々)

・おたすけ市の今後がどう動いたらいいのかよくわからない。
・アイデアチームの活動は、どんなことをするのか不明。

おたすけ市の運営をしていくのか。
イベント開催時のゲームなどの運営をするのか。

「おたすけ市」

お礼文と記念しおり


