
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。



◎はじめの会 １７：３０～１７：４５

☆あいさつ
☆自己紹介（関係機関や団体）

☆隊の概要説明&佐々並小の現状と課題

◇協 議 【佐々並小学校の児童を増やそう！】
１７：４５～１８：４０

ささラブ移住定住恋来いプロジェクト」
（仮名）

☆フリートーク ※１発言１５秒以内
☆チームで協議 ※各会場

◇おわりの会 各チームの報告 振り返り 次回会議
～１９：００



Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

１年 ２ ０ ０ ０ ０ ０ 休校

２年 ２ ２ ０ ０ ０ ０

３年 ３ ２ ２ ０ ０ ０ 明木小
６人４年 ３ ３ ２ ２ ０ ０

５年 ３ ３ ３ ２ ２ ０ 旭中
２０人６年 ３ ３ ３ ３ ２ ２

合計 １６ １３ １０ ７ ４ ２

学級数 ３ ３ ２ ２ １ １

※佐々並での出生数（平成２０年度【小学６年】～令和元年度）・・・２９人
現存数・・・小学生１５人、未就学０人 転居１４人

※住民基本台帳より



◇学級数減と共に教職員数も減り学校管理が難しくなる。
◇学年ゼロ人があるためバランスがうまくとれない。
◇これまでの学校行事を短縮または代替実施（中止も）

◇家庭数も減り、ＰＴＡ活動の負担が増える。
◇学校行事や環境整備の保護者の支援が必要。
◇児童クラブの存続は？

◇草刈りなど環境整備の支援が必要。
◇児童の地域行事参加の回数や参加度が減る。
◇子どもだけでなく子育て世代もいなくなる。



佐々並地区
令和２年１１月現在の６５歳以上の人口比 ５８．４％



子どもが増える

他地区からの移住転住

→住居の斡旋

空き屋バンク等

→公的援助

家賃

給食費補助 等

新しい世帯が増える

結婚の斡旋（若者定住）

ふるさと移住定住

U・Jターン

→公的支援

住宅改装補助

公務員採用 等

働く場所が増える

企業の誘致

→観光・商業・工場

萩市・山口市の企業と
連携

※佐々並子育て地区

→佐々並を

ベッドタウンに！



◇ゼロの学年があると学校のバランスが悪くなる。
→下学年がいない。縦のつながりができない。
→転入の際に、このことが憂慮されるかも？



を実現するために



学校運営協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支
援に関して協議する機関として萩市教育委員会(以下「教育
委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び
地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等に
よる学校運営への支援・協力を促進することにより、地域の
ニーズを迅速、かつ、的確に反映させるとともに、地域の
創意工夫を生かした特色ある学校づくりを進め、地域に開
かれ信頼される「地域とともにある学校づくり」に取り組むも
のとする。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて設置



事務局 ※佐々並小学校校長室

○代 表・・・・・・・・・

○サ ブ・・・・・・・・・上島母、山根母

○会 計・・・・・・・・・木村母

○顧 問・・・・・・・・・各団体の長

○オブザーバー・・・愛育会会長、弘中さん
（佐々並小学校長）



活動内容 進行やスケジュール管理、情報収集
会議の企画・運営、会計

メンバー 廣田父 上島母 山根母 木村母 （校長）
地域の方（ ）

○全体の取りまとめで、必要であればチームに加わる。
○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。



活動内容 空き屋探し、紹介
メンバー 白上父 山本父 井上父

山根母 笠井母
地域の方（林さん ）

○佐々並地区の空き屋について調査する。
○小学生が住むことが可能な住居を探す。
○他の「空き屋バンク」などとリンクする。



活動内容 ポスターやチラシ作り、配布
メンバー 山根父 木村父 笠井父

地域の方（ ）
○それぞれの活動の様子ややお知らせを紙媒体で作成して
配布する。

○費用？なども協議する。



活動内容 ネットを活用して広く情報を公開する。
メンバー 光田父 上島父 青水父

地域の方（弘中さん ）

○ホームページ、Facebook、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。



活動内容 キラキラのアイデアを持って各チームに参画
メンバー 廣田母 青水母 光田母

白上母 山本母 井上母

○いろいろな視点でアイデアを考えて進言する。
○各チームの実践実働部隊になる。



萩市役所 おいでませ、豊かな暮らし応援課

・空き家家賃補助金

(1)木間地区、大井地区、三見地区、大島地区、相島

地区、見島地区、川上地域、田万川地域、むつみ地域、
須佐地域、旭地域、福栄地域の物件については、家賃
の２分の１以内（上限額月額２万円）
(2)上記の地区または地域以外の物件については、家
賃の２分の１以内（上限額月額１万円）
(3)世帯に１８歳以下の子どもがいる場合、 子ども
１人につき月額５千円を加算。
(4)申請月から最長２年間、補助します。



萩市役所 農政課

•農業をしながら田舎暮らしを満喫したい方

○担い手定住促進住宅
農業をやりたくて住まいを探している方のた

めに住宅を用意しています。
田万川地域３棟、旭地域３棟（現在２棟空き）、

むつみ地域３棟
家賃２５，０００円／月額

（例 併用は無理？）
空き家家賃補助金・担い手定住促進住宅を活用
子ども３人家族 ※家賃負担ゼロ ＋2,500円



現在の佐々並の「空き家バンク」の状況（全4軒）
①物件番号6-022

種別売家 金額50万円（2019.4 値下げしました）
所在地 萩市佐々並（長小野） 間取り6DK+S土地面積615.92平方メートル （186坪）
建築年月 明治期（築110年以上） 駐車場5台前後 トイレ（汲取り）

②物件番号6-023
種別売家 金額150万円（応相談）
所在地 萩市佐々並（久年）間取り5DK+1S（和室6畳×2、洋室7.5帖、4.5帖×2、納戸3帖、

キッチン土間6帖）土地面積459.85平方メートル（139.35坪）
建築年月 明治中期 駐車場1台 トイレ（水洗）

③物件番号6-030
種別売買または賃貸金額売買：50万円賃貸：2万円／月
所在地 萩市佐々並 間取り4K+E(玄関ホール)土地面積847.96平米 （256坪）
建築年月 明治期（築110年以上）駐車場2台 トイレ水洗トイレ（洋式）と汲み取り（和式）

④物件番号6-032
種別売家 金額300万円（応相談）
所在地 萩市佐々並 間取り3LDK ＋ 小部屋3室土地面積587.63平米 （178.07坪）
建築年月 明治初期（築150年前後） 駐車場10台～ トイレ水洗





個
別

共
通

授業公開
④１２月１５日（火）
⑤１２月１８日（金）
⑥１２月２１日（月）
１４：００～１４：４５

５・６年生 外国語（英語）
全６時間
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～１９：００



◇チーム編成（案）

①事務局チーム （校長室）
進行やスケジュール管理、情報収集

②空き屋探索チーム（ＣＳルーム）
空き屋探し、紹介

③広報チーム（会議室）
ポスターやチラシ作り、配布

④情報公開チーム （理科室）
注目度のあるＨＰなどを作成

⑤アイデア実践チーム
アイデアを持って各チームに参画


