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令和３年

５月２８日

第６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。

１ 日時・場所□

令和３年５月１４日（金） １８時～ 佐々並小学校コミスクルーム

２ 参加者 ※規約第７条より□

【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 ※１名補充
（３） 理 事 ６名
理事会 役職 地域づくり推進課 江村→顧問に移動

どうしんてやろう会 林 壯介※欠席
寿クラブ 増田 保夫
旭地域移住支援員 廣田 賴篤
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）

（４） 監 事 ２名 木村母 井上母※欠席
（５） 委 員 ※参加者なし
（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※欠席
佐々並小学校長 教頭

１４名出席

☆オブザーバー 藤山 浩 一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所長
吉田 知弘 ヨシダキカク

３ 議事報告□

はじめの会 司会 上島母■

（１）あいさつ 隊長
藤山先生

協 議■

（１）ささラブ応援隊 規約についての説明（校長） 資料１
（２）令和３年度佐々並小学校グランドデザインの説明（校長） 資料２

（３）令和３年度の活動について
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・令和３年度 活動のコラボレーション計画の説明（校長） 資料３
・活動計画（案）

５月 理事会⑭
第1回全体会（総会）→延期

６月 第２回佐々並小学校と住まいの見学会㉖ →別紙説明
７月 第２回全体会
８月 学校キャンプ⑦⑧

・親子工作教室 ・ささなみオリジナル弁当
・ちひろコンサート
第３回全体会

９月 第４回全体会
10月 マッチング大作戦㉔

第５回全体会
11月 第３回佐々並小学校と住まいの見学会⑥

おいでん祭㉑
１月 第６回全体会
２月 ささなみ豆腐作り④

第７回全体会
第４回佐々並小学校と住まいの見学会㉖

・活動支援予定
☆助成金

・やまぐち元気生活圏活力創出事業（県）
１００万円（決定）

５０万円・・・ＩＣＴ機器、ホームページ作成
５０万円・・・見学会、体験活動等経費

・山口県ＰＴＡ連合会ＰＴＡ活動支援助成事業
（申請中） ※昨年度５万円助成

活動活性化経費 →グッズ作成
・山口県教育会 地域活性化活動助成事業
（申請中） ※昨年度４万円助成
ふるさと学習活動支援など →ささなみ豆腐づくりなど

・山口県ひとづくり財団 夢・志 応援プロジェクト
２０万円（決定）
親子工作教室・ささなみオリジナル弁当
ちひろコンサート支援（学校キャンプ）
ふるさと学習講師謝金など

※その他の支援も検討中

（４）ささラブ応援隊の活動拠点について （江村課長）

※現在計画進行中

（５）藤山 浩先生の指導助言（一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所長）

・佐々並の現状そして今後についてデータ分析
・移住定住促進のため手立て、事例紹介
・質疑応答

たくさんご指導いただ

きました。後日詳細を

お知らせします。

今後の全体会に

ついては、実施

日時が確定した

ら早めにお知ら

せします。
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第１回理事会そして執行部で協議した現段階での対応をお知らせします。

１ 第２回佐々並小学校と住まいの見学会 （理事会において）

①実施 令和３年６月２６日（土） １３：１５～１６：３０
②延期 ※コロナ禍のため

案１ 8月「学校キャンプ」と同時開催
案２ 11月6日（土） ※第3回予定日

③オンライン（ネット・電話）で実施 令和３年６月２６日（土）に設定
実施 ＨＰ・ポスター・チラシで案内して、オンライン（ネット・電話）で対応
決定 ネットや電話で応募 → （当日来場）個別対応

学校見学・住まい見学

２ オンラインで実施

①ホームページで情報発信
県の補助金で作成 ※吉田さん（ヨシダキカク）のサポート

（案） 移住定住応援サイト → 空き家紹介 公営住宅
→ くらし
→ しごと
→ まなび →学校・保育園紹介
→ サポート →各種団体、補助
→ 問い合わせ（申込み）

②個別対応（事前予約が必要） ※ホームページ（申込み）で受付

３ スケジュール ※ネット対応

①ホームページアップ（完成日時を協議中。周南市の作成業者）

※広告はアップ予定日の１週間前

②ネット受付期間 アップした日から２週間

ホームページ（申込み）またはメール、電話で受付
→ メール、電話で応談 → 個別対応日時決定

③個別対応日予定日 （案） ７月 ３日（土） ９：００～１６：００
※アップ日時の ７月１０日（土） ９：００～１６：００
約２週間後以降 ７月１７日（土） ９：００～１６：００

７月２４日（土） ９：００～１６：００
これ以降も
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（個別対応内容）
学校（要望があれば）・・・施設案内、映像で紹介

※転入については学校が対応
住宅・・・ 公営住宅・・・市

空き家 ・・・廣田さん 隊員

４ ホームページの周知
①情報紙掲載 山口市・宇部市・山陽小野田市・防府市・周南市 １０万円

②チラシ（ポスティング） ３万円

②ＳＮＳフル活用 ？円

５ 補助金（購入計画） ☆もうすぐ決定通知の予定 購入を進める
＠は予算案

①パソコン ※検討中 ＠179,700円
②カメラ（一眼、高機能、映像） ＠130,000円

※ GoＰ ro ７万円
③ホームページ ３０万円
④広告費 15万円（1回）

１ 保育園の再園についての確認事項
5月11日（火）15時～
子育て支援課 椙 課長さんと協議 （井本教育委員会事務局長 同席）

確認事項
①入園希望の保護者からの要望があれば、再園の協議を始める。何人から
という基準はない。
②本園（あさひ保育園）に通う場合は、補助員を付けてスクールバスで送迎を
行う。

※現在（佐々並在住未就学児） 年少 １名通園中（親送迎）
・懸案事項

再園のために5名の職員が必要。 →雇用が生まれる？
ある程度の見通しも必要。

２ 空き家（住まい）の現状
・萩市担い手定住促進住宅 ※条件緩和 1戸 家賃２５，０００円
・萩市営住宅 佐々並団地 ※入居要件なし ４戸 家賃１８，０００円

（空き家バンク）
・６－０３２ ３ＬＤＫ＋３部屋 長瀬 ３００万円 不動産業者仲介
・６－０３３ 母屋・離れ 砂川邸 長瀬 1180万円 広い 高額
・６－０３４ ５Ｋ要改修 吉廣邸 成川 ６０万円 古い 購入済み？
・６－０３５ ４ＤＫ 井口邸 市 ２００万円 申請取り消し？
Ｔ６－０２５ 道の駅近隣 土地160坪 ３５０万円
Ｔ６－０２６ パークタウン 土地９０坪 ３００万円

（空き家探索）
・深瀬 藤井邸 確認中西林寺（笠井君）近く 連絡中？
・長瀬 溝部邸 要改修21世紀キャンプ場近く 古い 風呂が外

後日開催の全体会で

役割を確認します。
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資料① ささラブ応援隊 規約

（名 称）
第１条 本隊は、ささラブ応援隊（以下「本隊」という。）と称する。

（事務所）
第２条 本隊の事務所を、萩市大字佐々並2499番地に置く。

（隊 員）
第３条 本隊の隊員は、佐々並小学校および佐々並を愛する者並びに隊の趣旨に賛同し

た者とする。
（目 的）
第４条 本隊は、地域住民や児童生徒の保護者が主体となって、行政や学校と協働し、

学校存続や地域の発展に貢献するために必要な事業を企画・運営・実践していく
ことを目的とする。

（事 業）
第５条 本隊は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１） 佐々並地区の学校存続のために必要な事業
（２） 佐々並地区の歴史・文化・産業について学校教育を支援する事業
（３） 移住者を増やし、佐々並地区を活性化させる事業
（４） 地区内の地域振興団体と連携し、地域活性化に資する事業
（５） 歴史ある街並みを保全し、環境を整備する事業
（６） 佐々並地区の情報発信に関する事業
（７） 隊員相互の親交に関する事業
（８） その他地域の振興に資する事業

（役 員）
第６条 本隊に次の役員を置き、各役員は総会で会員の互選により選出する。
第７条 本隊には、次の役員を置く。

（１） 隊 長 １名
（２） 副 隊 長 ４名
（３） 理 事 ６名
（４） 監 事 ２名
（５） 委 員 若干名

２ 各役員の任期は2年とする。ただし、その任期満了後において、後任者が就任する
まではその任務を行うこととし、また、役員は再任を妨げない。

第８条 本隊の役員の任務は、次の通りとする。
（１） 隊長は、隊を代表し隊務を統括する。
（２） 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、これを代行する。
（３） 理事は、理事会を組織し、隊務を決定する。
（４） 監事は、会計の監査を行う。
（５） 委員は、理事を補佐する。

（総 会）
第９条 本隊は、毎年1回定例総会を開催するものとし、隊長がこれを招集する。

２ 隊長は、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
３ 総会の議長は、隊長が務める。
４ 総会は次のことを議決、又は承認する。
（１） 事業報告及び決算の承認
（２） 事業計画及び予算の決定
（３） 役員の承認
（４） 規約の改正
（５） その他重要事項

（総会の成立及び議決）
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第１０条 総会は、会員1/2以上の出席により成立する。
２ 委任状の提出者は総会に出席したものと見なす。
３ 総会の会議は、出席会員の過半数を以て議決し、可否同数の場合は議長がこれ
を決める。

（役員会）
第１１条 本隊は、必要に応じて役員会を開催するものとし、隊長がこれを招集する。

２ 役員会の議長は、隊長が務める。
３ 役員会は、次のことを協議し、処理する。
（１） 前条第4項各号にかかる事項
（２） 緊急事項等に関する処理
（３） その他の事項

（役員会の成立及び議決）
第１２条 役員会は、役員2/3以上の出席により成立する。

２ 役員会の会議は、出席役員の過半数を以て議決し、可否同数の場合は議長がこ
れを決める。

（会計）
第１３条 本隊の運営に係る経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入によって

支弁する。
２ 本隊の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。

（その他）
第１４条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、役員会で定める。

（附則）
この規約は、令和2年12月1日から適用する。

資料２
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資料３令和3年度 地域・保護者・行政・学校の４輪駆動 連携コラボレーション計画

愛育会（保護者） ささラブ応援隊 学 校 地域・行政

４月 総会・専門部会⑰

５月 環境整備Ⅰ⑮ 理事会⑭ 田植え教室⑮ 寿クラブ
第1回全体会（総会）

６月 見学会Ⅱ 行政

環境整備Ⅱ㉖

７月 市道草刈り⑱

環境整備Ⅲ⑱
第2回全体会

ほうべん102号

８月 学校デイキャンプ⑦ 行政・他団体

・オリジナル弁当プ ロジェクト どうしんてやろう会

・親子工作教室 佐々並寿木工クラブ

・ちひろコンサート

親子奉仕作業㉑ 第3回全体会 親子奉仕作業㉑

９月 環境整備Ⅳ④ 第4回全体会 稲刈り教室④ 寿クラブ
運動会前日準備⑱
運動会支援⑲

10月 マッチング大作戦㉔ 行政
第5回全体会

11月 見学会Ⅲ⑥ 行政

おいでん祭㉑

12月 迎春教室㉔ 寿クラブ

１月 第6回全体会

ささなみ豆腐作り④ どうしんてやろう会

第7回全体会
２月

見学会Ⅳ㉖ 行政

３月 ほうべん10３号

コロナ対応の状況が未定のため、各活

動は１ヶ月前から準備をします。

除草剤の散布はしません。草刈りを月一回、川の法面はしません。

環境整備は、各活動の前後で主に父親が環境整備を

します。別日の朝夕だったらいつでも可能です。

☆確認事項

・やまぐち元気生活圏活力創出事業補助金１００万円が決定

・ホームページ開設と空き屋探索＆確保に重点を置く。
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ほぼ平日は毎日

更新！

伝えたい情報を特集して

お知らせ

活動の様子がよくわかる写真を

掲載。活動の説明は、保護者目

線でわかりやすく記事を書く。

楽しい学校行事を事前

に知らせる。

※報道関係者がこれを

見て取材の問合せを行

う。

カテゴリーでわか

れているため、記

事が探しやすい。

毎日１００～８０人

が訪問

今日の出来事をリアルタイム

に知らせして夕飯の話題に！

山根父さん

プロデュース！


