
 
 

   
 

 

 

長善寺地区  ６８世帯  ２２０人 

樽石地区   ７２世帯  ２１５人  

稲下地区  ２６４世帯  ７９６人 

大槙地区  ２２４世帯  ６９１人 

白鳥地区  ２５１世帯  ８１５人 
 

合 計     ８７９世帯 ２,７３７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

村山戸沢まちづくり協議会総会は、新型コ

ロナ対策のため書面にて開催いたしました。 

令和 2 年度事業報告・決算報告及び令和３

年度の事業計画・予算及び役員改選について

原案どおり可決・承認されました。   

今年度も、協議会にある４部会（生涯学習・

環境・防災防犯安全・福祉）を柱とし、事業

を実施してまいりたいと思っております。 

また、昨年度より進めております戸沢地域

のパンプレット作成事業も今年度完成を予定

しております。 

これまで同様、地域の皆さまの意見を取り

入れながら一緒に地域づくりを進めていきた

いと思いますので、ご協力よろしくお願いい

たします。 
 

 

 

 

 
 

４月６日（火）～１５（木）の１０日間、県下一斉に『春の交通安全県民運動』が行われました。 

戸沢地域においても、児童や生徒の通学や、新社会人の自動車利用が増えるため交通事故の防止等を目的と

し、小中学生の登校時間に合わせて 12 日（月）、15 日（木）の 2 日間、街頭指導（立哨）を行いました。  

地区代表、安全協会、婦人会、関係団体・役員の皆さま大変ありがとうございました。 

 

 
クマ出没注意！！  

  

4 月 15 日（木）11 時頃、樽石大学西側二ノ沢でクマの目撃情報がありました。 

山菜採り、農作業等で山に入る機会が増える時期ですので、十分注意してください。 
 

もし クマ・イノシシ に遭遇したら・・・ 
  

◆ 背を向けずにゆっくり後退しその場を離れる。 

◆ 見かけても決して刺激を与えない。 

◆ 鈴やラジオなどの音で人間の存在を知らせる。 

 

 

令和３年度 まちづくり協議会 事業計画・役員等を決定 

 
戸沢地域 

市民センターだより 

令和 ３年 ５月  １日発行 

戸沢地域市民センター 
 
〒995-0201 

村山市大字長善寺 1675 番地 

電話 0237-56-2111（FAX 兼用） 

戸沢地域の世帯数 ・人 口  
  （令和３年４月１日現在） 

乾燥する季節でもあり

ますので、野火や住宅火災

に十分に注意くださるよ

うにお願いします。 

 

反 町
そりまち

貴
たか

浩
ひろ

さん・舞
まい

さんご夫妻（松倉）が、「令和 2 年度 輝けやまがた若者大賞」を受賞されました。 

この賞は、県の地域活性化に取り組んでいる若者の優れた功績・成果及び地道な活動を顕彰し、若者の活動

を応援、また若者が活躍できる風土づくりの推進に役立てることを目的として贈られている賞です。 

令和 3 年 3 月 23 日（火）に、山形県郷土館「文翔館」にて授与式が行われました。 

受賞大変おめでとうございます。 

【受賞者の概要】 

〇貴浩氏 ：「日本初草大学・樽石大学」に入塾、松田清男学長から地域づくりの基

礎を学び、その縁で樽石地区に移住。後継者のいない農家の田畑を借り

受け、夫婦で農業に従事しながら、地域づくり活動にも参加し地域を元

気づけている。 

〇舞氏 ：10 年前に制度がスタートした「地域おこし協力隊」発足時の経験者で

“山形県初”の定住農業者。協力隊任期終了後、貴浩氏と結婚し、稲

作農業等に従事しながら、様々な地域活動にも積極的に参加し、中山

間地域を元気にしている。 

春の交通安全県民運動！ 

「輝けやまがた若者大賞」 表彰の紹介 

 

※ クマに関する情報は、下記まで連絡お願いします。 
 

◆ 村山市役所 ☎ 55-2111 農林課（内線２５４） 

◆ 戸沢地域市民センター ☎ 56-2111 

授与式の様子（文翔館にて） 

 

まちづくり協議会理事会（4 月 6 日開催）の様子 

役職名 氏名 所属団体・役職等名

会長 髙橋　春實 とざわ歩こう会代表・おはなし会おしろやま副代表
戸沢郷土史研究会事務局長

副会長 保科　和廣
戸沢地域地区代表
白鳥地区代表・弓田地区代表

副会長 松田　芳信 戸沢地域市民センター長

環境部会長 川越　和政 大字大槇選出

防災防犯安全部会長 松田　芳美 消防団第６分団長

生涯学習部会長 松田　芳信 戸沢地域市民センター長

福祉部会長 保科　和廣
戸沢地域地区代表
白鳥地区代表・弓田地区代表

大字部会長 後藤　正助
長善寺自治会長
本郷地区代表

大字部会長 齋藤　健治
樽石自治会長
樽石北地区代表

大字部会長 三浦　純一
大字稲下会長
稲下南部地区代表

大字部会長 髙橋　範夫
大槇自治会長
驚滝地区代表

大字部会長 青柳　章夫 白鳥自治会長

大字地区代表（長善寺） 笹原　謙司
戸沢地域副地区代表
水口地区代表

大字地区代表（樽石） 秋田　智修 須摩地区代表

大字地区代表（稲下） 渡部　一芳 稲下北部地区代表

大字地区代表（大槙） 川越　一廣 船橋地区代表

大字地区代表（白鳥） 保科　和廣
戸沢地域地区代表
福祉部会長・弓田地区代表

監事 児玉　賢一 商工会戸沢支部長

監事 森村　史子 戸沢地域婦人会長

顧問 中里　芳之 村山市議会議員

顧問 髙橋　菜穂子 村山市議会議員

令和３年度　戸沢まちづくり協議会　理事

計　２１名　（１８名）



番号 所属団体・役職名等 氏名 備考

1 長善寺自治会　会長 後藤　正助
2 樽石自治会　会長 齋藤　健治
3 大字稲下会　会長 三浦　純一
4 大槇自治会　会長 髙橋　範夫
5 白鳥自治会　会長 青柳　章夫
6 弓田地区代表（戸沢地域地区代表・白鳥地区代表） 保科　和廣
7 水口地区代表（戸沢地域副地区代表・長善寺地区代表） 笹原　謙司
8 須摩地区代表（樽石地区代表） 秋田　智修
9 稲下北部地区代表（稲下地区代表） 渡部　一芳

10 船橋地区代表（大槇地区代表） 川越　一廣
11 本郷地区代表 後藤　正助 ※
12 松倉地区代表 松田　勝
13 樽石北地区代表 齋藤　健治 ※
14 稲下日影地区代表 井澤　芳宏
15 稲下中部地区代表 佐藤　裕一
16 稲下南部地区代表 三浦　純一 ※
17 稲下東部地区代表 笹原　明
18 反田地区代表 青柳　新
19 沖地区代表 川越　清光
20 驚滝地区代表 髙橋　範夫 ※
21 共栄地区代表 髙橋　健一
22 土海在家地区代表 青柳　長一郎
23 北畑地区代表 金子　孝彦
24 新町地区代表 中里　邦男
25 新田地区代表 鈴木　通義
26 宮下１地区代表 細谷　健一
27 宮下２地区代表 細谷　隆志
28 戸沢地域市民センター　センター長 松田　芳信
29 戸沢地域民生委員児童委員　代表 青柳　淳子
30 消防団第６分団　分団長 松田　芳美
31 戸沢地域老人クラブ連合会　会長 青柳　圀政
32 戸沢地域婦人会　会長 森村　史子
33 戸沢地域婦人会　副会長 細谷　良子
34 戸沢地域婦人会　副会長 佐藤みや子
35 交通安全協会戸沢支部　支部長 渡部　一芳 ※
36 商工会戸沢支部　支部長 児玉　賢一
37 ＪＡみちのく村山葉山支店　支店長 金子　さゆり
38 ＪＡみちのく村山女性部戸沢支部　支部長 髙橋　典子
39 戸沢赤十字奉仕団　委員長 安達　きわ
40 戸沢郷土史研究会　会長 髙橋　幸雄
41 戸沢小学校ＰＴＡ　会長 笹原　承之
42 葉山中学校ＰＴＡ　副会長 三浦　正
43 戸沢保育園保護者会　会長 奥野　直樹
44 戸沢子ども会育成会　会長 齋藤　精志
45 戸沢小学校　校長 石井　浩幸
46 葉山中学校　校長 宗方　史樹
47 戸沢保育園　園長 井上　信也
48 葉山駐在所　巡査長 草苅　昌志
49 保健委員戸沢地域支部　支部長 児玉　咲子
50 更生保護女性の会　会長 渡辺　福子
51 とざわ歩こう会　代表 髙橋　春實
52 青少年育成推進員 齋藤　ミユキ
53 スポーツ推進委員 髙橋　卓美
54 スポーツ推進委員 笹原　承之
55 スポーツ推進委員 齋藤　稚子
56 樽石大学　学長 松田　勇
57 稲下村塾　事務局長 井澤　豊隆
58 りんどう学園　学園長 髙橋　幸雄 ※
59 戸沢友遊連　代表 石川　雅晴
60 徳内ばやし連合会 颯　代表 井澤　正彦
61 はなぼ～ら　副会長 児玉　咲子 ※
62 戸沢盛り上げ隊　隊長 中里　安彦
63 食生活改善推進員 如月会　代表 川越　初子
64 ひっぱりうどん研究所　所長 佐藤　政史
65 おはなし会 おしろやま　代表 青柳　フヂ子
66 戸沢わくわく太陽塾　塾長 井澤　麻砂美
67 村山戸沢まちづくり協議会 環境部会（大槇選出） 川越　和政
68 戸沢地域市民センター　前事務長 青柳　孝雄
69 村山市議会議員 中里　芳之 顧問
70 村山市議会議員 髙橋　菜穂子 顧問
71 戸沢地域市民センター　地域専門員 細谷　由美 事務局
72 戸沢地域市民センター　地域づくり推進員 志布　都美 事務局

令和3年度　戸沢まちづくり協議会構成員の皆様をご紹介いたします。

　　　　　　　　　　　　　計　７２　名　（ ６５ 名 ）　　　　※太字は新任の方　※印の方は役職に重複あり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貸出はもちろん・返却のみでも OK です！ 

 

移動図書館（はやま号）が、下記の日程で、戸沢

地域市民センターに巡回いたします。 
 

令和３年  ５月６日（木）  9：30～10：30 

6 月７日（月）        〃 

7 月５日（月）     〃 

８月５日（木）    〃 

９月６日（月）    〃 

１０月５日（火）    〃 

１１月５日（金）    〃 

１２月６日（月）    〃 

令和４年 １月５日（水）    〃 

２月７日（月）    〃 

３月７日（月）    〃   

※日程は、都合により変更になる場合があります。 

 

 

スポーツ少年団や地域内の徳内ばやし団体な

どの活動を通じて生涯学習活動を行っていただ

くことを目的として、地域内の方が加入されて

いる該当団体に、まちづくり協議会の予算の範

囲内において助成を行います。 

 

・助 成 額 ：申請団体の指導者等を含めた人数で 

戸沢地域住民が 

①半分以上の場合は 23,000 円以内 

②半分未満の場合は 18,000 円以内  

となります。 

・申請期限 ：令和３年 7 月 1５日（木） 

 

・申請書類 ：①市民センターにある申請書 

       ②申請団体の直近の総会等の資料 

       ③加入者等が地域住民か分かる名簿 

スポ少団体等への助成について 
 

 

地域内の各種団体が生涯学習事業を実施する

場合に自主学習活動推進費として、その事業を

円滑に実施することを目的として、まちづくり

協議会の予算の範囲内において助成を行いま

す。 

この助成金は申請順に支払われますので、予

算がなくなり次第終了となります。 

・助 成 額 ：1 団体あたり年度内 1 回の助成で

4,000 円を上限とし、事業に係る

経費が 4,000 円未満の場合はその

事業経費とします。 

・申請期限 ：事業を実施する前 

 

・申請書類 ：①市民センターにある申請書 

       ②実施事業の内容が分かる資料等 

自主学習活動推進助成について 

ゴミステーションの利用について 
 
◆他の地区には絶対に出さないでください。 

◆ごみはきちんと分別し、ごみ袋には必ず記名

をお願いします。 

 

不法投棄を発見したら直ちに連絡を！ 
 
◆雪解けの進んだ春から夏にかけ、不法投棄が

度々みられる時期になります。農作業や通行

の際、投棄されたものを見かけましたら下記

へ連絡をお願いします。 

   

【連絡先】 

・村山市市民環境課    ☎55-2111（内線 11６） 

・戸沢地域市民センター☎56-2111 

5 月 1 日 現在 （敬称略） 

移動図書館（はやま号）巡回日程 

 

 小説、趣味の本、絵本、児童書など約

2,500 冊をのせて巡回します！ 

ぜひご活用ください！ 

 

大槇共栄橋の下、北側法面への不法投棄（空き

缶・ペットボトル・空弁等）の情報多数！ 

他にも国道 347 号（三ヶ瀬橋～白鳥郵便局）、北村

山広域農道花笠ライン（共栄）沿いへの不法投棄

も多く見受けられます。 

 

 

 
大槇共栄橋の下 


