
今年のポスターは、全国の応募作品 67 点の中から選ばれた、グリー

ンコープ生協（島根）の杉原郁枝様の原画から作成いたしました。

石けん使おう！７月はシャボン玉月間
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◆とどけ！未来へ！せっけんライフ 

     ～水はみんなの宝もの～

今年のキャッチコピーは、生活クラブ生協（長崎）

の組合員からご提案いただいたものを採用させ

ていただきました。多様な売り文句と圧倒的な

物量で、周りは合成洗剤であふれかえっていま

す。わたしたちは、何を選んで、未来の地球に

暮らす子供たちにどんな環境を残していくのか。

できることから、すすめていきましょう。

◆「せっけん運動ネットワーク」ホームページ

<http://sekkennet.org/> では、各会員の生協の

中の、石けん学習会、講演などの様子をご報告

いただいて、インターネット記事としてアップ

ロードしています。新たなツールとしてご活用

いただき、情報交換をすすめていきましょう。

お問い合わせは、せっけん運動ネットワーク事

務局まで。

特 集
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　今年も多くの会員のみなさまの参加により、石けん運動を自治体へアピールする活動に取り組

むことができました。今年度は、せっけん運動ネットワーク正会員 52 団体中、20 団体で取り組

み、313（７月時点　昨年は 287）自治体から首長の皆様のメッセージをいただくことができまし

た。私たちの呼びかけに応えて共感のメッセージをお寄せくださったみなさまに厚く御礼申し上げ

ます。

　「せっけん運動ネットワーク」としてスタートして２年。多くの活動をつなげ、ひとりでも多く

の人がせっけんを通して水環境に関心を持ち、自らが地球環境に責任を持つひとりの市民であると

考える場を増やしたいと活動をしてきております。

　会員を増やし、仲間を増やすことを目指してゆるやかなネットワークとなった私たちですが、会

員を増やすことにはまだまだ課題が残っています。ホームページなどを通じ、更に情報発信に励む

とともに、関係する団体や行政の方々とも更に連携をしていければと思っております。

　今回多数の行政からメッセージをいただき、私たちの活動の励みになるとともに、各行政におか

れましてもこれを機に、地域における水環境について再確認していただけたら幸いと考えておりま

す。

　市民と市民に近い立場である地方行政とのつながりは、今の日本において大変重要な価値を持つ

ものだと感じています。国が市民から遠い立場に感じられる今、私たちのくらしの場である地域に

おける連携をつくり、共により良い地域社会をつくっていきたい、河川の小さいいのちも含め、い

のちを大切に考える社会を子どもたちに残すためにつながっていけたら、と思っています。

　私たちのせっけん運動が市民運動として広がりを持ち、地道ながらなくてはならない運動となれ

るように、多くのみなさまと共に力をあわせていきたいと思っています。

　今後も多数のご参加、ご協力をよろしくお願いいたします。

せっけん運動ネットワーク　代表幹事　佐々木博子

シャボン玉月間の活動に取り組みました
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「とどけ！未来へ！せっけんライフ　

～水はみんなの宝もの～」へのメッセージ

　　　　　　　　　厚岸町長　若狹 靖

　厚岸町は、ラムサール条約登録湿地「厚岸湖・別

寒辺牛湿原」に代表される恵まれた自然と豊かな海

産資源を有し、一次産業を中心に発展してきた町で

す。

　当町の基幹産業は漁業と酪農業であり、特に厚岸

ブランドで知られるカキや牛乳を守るためには、何

よりも水質の保全が大切です。

そのため当町は「合成洗剤」から「せっけん」へ

の切り替えを推奨する購入助成制度を行うなど、水

環境の保全に取り組んでいます。

また、「厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画」

を策定し、更なる環境保全への取り組みを進めてい

ます。

最後に、今後も貴会の「せっけん運動」が多くの

方々に理解され、必ずや未来にとどくよう心より期

待しております。

｢ シャボン玉月間 ｣に寄せて

石狩市長　田岡克介

　石狩市は、暑寒別天売焼尻国定公園と、石狩湾を

臨む海岸線、母なる川「石狩川」に代表されるまち

で、その歴史において海や川から沢山の恩恵を受け

てきました。

　市は、この豊富な自然環境を次世代に継承してい

くため、「石狩市環境基本条例」に基づき「石狩市

環境基本計画」を策定し、市の施策、市民、事業者

の行動指針や数値目標を設定し、水環境を含む自然

環境の保全に向けた取り組みを市と市民、事業者と

協働で実現していくこととしています。

　環境問題の多くは、利便性を追い求めてきた私た

ちの生活に起因しており、市民一人ひとりが、環境

保全に理解と関心を持ち、環境負荷の少ない社会を

つくりあげていかねばならないと考えているところ

です。

　長年にわたり、水環境保全に取り組まれている貴

会の運動は大変意義深いものであり、改めまして敬

意を表しますとともに、その運動の輪がさらに広が

っていきますことを心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッ

セージ

　　　　　　　   岩見沢市長　松野 哲

　岩見沢市は市内に幾春別川と利根別川が流れ、水

と緑に囲まれた四季を通して豊かな自然環境を持つ

まちです。

岩見沢市には、「岩見沢における優れた環境と市

民の生活を守り高める条例」があります。このよう

な条例があるまちとして、市民団体と共に川の環境

保全活動を行っており、かつては、洗炭で汚れてい

た幾春別川も清流としてよみがえり、サケが遡上し

てくるようになりました。

私たちはこの素晴らしい自然を守り高めるととも

に、次の世代に誇りと責任を持って豊かな自然を持

つ岩見沢を引き継いでいかなければなりません。

また、岩見沢市では毎年７月１～７日を環境週間

と位置づけ、前後の期間を含めて多くの団体・事業

所が参加する環境美化活動に取り組むなど、環境保

全活動に取り組んでおります。

水環境の保全が必要とされる近年において、皆様

の活動に敬意を表するとともに、ますますのご発展

をご祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　　恵庭市長　原田 裕

恵庭市は、札幌市と千歳空港のほぼ中間に位置し、

緑豊かな森林地域に市域の西半分が覆われ、ここを

源とした清流漁川では秋には鮭の遡上も見られる、

自然環境に恵まれた住み良いまちです。

　本市では、第２次恵庭市環境基本計画に基づき、

「美しいまち恵庭」を次世代の子供たちに健全な形

で引き継ぎ、安全で安心してくらすことができるよ

う、環境負荷の低減に努めるとともに、限りある資

源を大切にし、みんなで協力しながら、市民一人ひ

とりが快適で幸せを実感することができる社会の実

現を目指しています。

北
海
道

北海道
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　こうした中での皆様方の環境にやさしい石けん使

用を広める運動は、「水環境」を保全していくうえ

で先駆的で大変意義深いものであり、この運動の更

なる発展を心から期待いたします。

シャボン玉月間によせて

　　　　江別市長　三好 昇

　江別市は、石狩平野のほぼ中央に位置しており、

市内に広がっている「野幌森林公園」は、大都市

近郊に残されている平地林としては世界的にも珍し

く、市民の憩いの場にもなっています。また、北海

道遺産にも選定されている「石狩川」に囲まれた緑

と水に恵まれた豊かな街です。

　この豊かな環境という財産を将来の世代に引き継

ぐため、私たちは自分自身の生活様式や事業活動に

配慮し、環境負荷の少ない社会をつくりあげていき

たいと考えています。

　長年にわたり、水環境の保全に尽力されている貴

会の活動に敬意を表しますとともに、ますますのご

発展をお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　　　　小樽市長　森井秀明

小樽市は、多くの歴史的建造物やレトロな香りが

漂う運河が残るロマンあふれる街であるとともに、

青い海や緑豊かな山々、清澄な河川など自然に恵ま

れた街でもあります。

また、「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」に指定さ

れた海岸線からは、季節ごとの美しさを堪能するこ

とができます。

私たちはこれらの自然から多くの恩恵を受けてい

ますが、暮らしが豊かになるにつれ、知らず知らず

のうちに生活の基盤となる自然環境に負荷を与えて

いることも見過ごすことはできません。

こうした中で、貴会の「石けん運動」をきっかけ

として、より多くの人々が自然環境へ関心を持ち、

環境保全の意識が高まっていくことを心より御期待

申し上げます。

　　

　

シャボン玉月間に寄せて

　　　　　　北広島市長　上野正三

　北広島市は、石狩平野の南側に位置し、札幌市や

新千歳空港へも近距離という高い利便性を有する一

方で、特別天然記念物「野幌原始林」をはじめ多く

の森林が存在する、豊かな自然環境に恵まれたまち

です。

　本市では、「豊かな自然に抱かれ、未来に続く環

境都市　北広島」の実現と、「環境と暮らしとの関

わりを理解し、環境に配慮した行動が実践できるひ

と」をめざした「北広島市環境基本計画」により、

良好な環境を守り育て、次の世代へ引き継いでいく

ため、環境への負荷の低減や省エネルギーの実践な

どさまざまな環境保全への取り組みを進めていると

ころです。

　今後とも、本市がめざす環境の実現に向けて、市

はもとより、市民、事業者が連携してより一層環

境保全に取り組んでいくことが重要と考えておりま

す。

　長年にわたり「せっけん運動」により水環境の保

全に取り組んでこられた貴会の活動に敬意を表しま

すとともに、ますます発展されますよう心より祈念

申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

　釧路市長　蝦名大也

釧路市は、ラムサール条約に登録され、来年、国

立公園指定 30 周年を迎える「釧路湿原」と、マリ

モで有名な阿寒湖を有する「阿寒」の二つの国立

公園に抱かれた豊かな自然と水環境に恵まれた街で

す。

２月には、環境省主催の「つなげよう、支えよう

森里川海ミニフォーラム in 釧路」が開催され、地

域の活動報告として釧路湿原自然再生事業など、さ

まざまな取組みが紹介されました。

多数の市民が参加し、私たちの生きる基盤であ

る森里川海の恵みを認識することで、改めて水環境

保全の大切さを感じることができたと思っておりま

す。

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表し

ますとともに、今後益々活動の輪が広がることを心

よりご期待申し上げます。
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　ニセコ積丹小樽海岸国定公園の一部で美しい景観

に恵まれており、水と緑に囲まれた自然環境を守る

ため、町内外の各種団体により、特に海岸ラインを

中心にごみ拾い等の環境保全活動が年に数回実施さ

れております。

　また、豊かな環境づくりの一環として、森林で育

まれた栄養が海を豊かにすることを願い、漁業団体

も含めた町民全体での植樹祭も毎年行っています。

　貴会が長年取り組まれている石けん運動は、水環

境の保全にとって非常に有意義な活動です。心より

敬意を表し、活動の輪がますます広がりますことを

ご祈念申し上げます。

    　

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　宮城県知事　村井嘉浩

　全国の皆様には，東日本大震災以降，温かい御支

援・御協力を賜り心より感謝申し上げます。

　私たち人間は様々な化学物質の開発や利用など生

活を豊かで便利にする工夫を追求してきましたが，

その活動には生活排水による水質汚濁などの環境負

荷を増加させる要素も含まれております。

　石けんを使う暮らしを通して，身近な環境問題を

考える運動を長年に渡り継続されている貴会に敬意

を表しますとともに，皆様の更なるご活躍をお祈り

いたします。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　　　　　石巻市長　亀山 紘

東日本大震災からまもなく５年半が経過しようと

しております。復旧・復興が本格化する中、全国の

皆様には多くの御支援・ご協力を賜り、心より感謝

申し上げます。

本市では、平成 28 年３月に新たな「石巻市環境

基本計画」を策定し、目指すべき環境像を「水と緑

の大地　新たなふるさとに」と定めました。これに

は、本市の豊かな自然を次世代へ守り伝えるととも

「シャボン玉月間」に寄せて

　　札幌市長　秋元克広

札幌市は、南西部に緑豊かな山地が広がり、豊平

川をはじめとする大小の河川が流れ、平野部の扇状

地には豊富で良質な地下水が蓄えられるなど、自然

環境に恵まれた都市です。

この良好な水環境を保全し、市民の共有財産とし

て次の世代へと継承していくため、自然と人がふれ

あえる豊かで親しみのある水辺環境の保全・創出に

向け、市民・事業者・行政の協働による取組みを推

進しているところであります。

環境保全のため、市民一人一人に環境に配慮した

行動が求められる中で、貴会が「せっけん運動」を

通して水環境保全に長年にわたり取り組まれてい

ることは大変意義あるものであり、今後も皆様方の

活動の輪がますます広がることをご期待申し上げま

す。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　　　南幌町長　三好富士夫

　南幌町は札幌市から東に 25 km圏域に位置し、千

歳川・夕張川・旧夕張川の３つの川に囲まれた緑豊

かな田園文化の町です。

　本町では「地球温暖化対策実行計画」に基づき、

ＣＯ２の抑制に向けてエネルギー使用量の抑制目標

を定め、ゴミの減量化やリサイクルの推進など環境

保全活動に取り組んでいます。また、水環境保全に

ついては、公共下水道や農業集落排水の充実を図り、

未整備地域では合併浄化槽の設置を促進し、水質汚

染防止に努めています。

　その中で貴会が取り組まれている「せっけん運動」

は身近な環境保全活動として大変意義深い活動であ

り、長きに亘る取り組みに対し、心より敬意を表し

ますとともに、今後ますます活動の輪が広がること

をご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

古平町長　本間順司

　古平町は、積丹半島中部に位置しており、南北に

長い町の中央を古平川が縦貫して、北側に面する日

本海に流れ込む地形で、江戸の昔から鰊漁で栄えた

町であります。

宮城県

宮
城
県
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に、震災から立ち上がり、新しいまちを創造してい

くという思いが込められています。

自然を次世代へ引き継いでいくためには、環境負

荷の低減への取組みが必要不可欠であり、貴会が長

年取り組まれている環境にやさしい分解性の優れた

石けんの使用は、水環境の保全に向けた活動として

大変意義のあるものであります。

　この「せっけん運動」への取組みが全国に広がる

ことを心よりご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　　　　　岩沼市長　菊地啓夫

　東日本大震災から５年が過ぎ、岩沼市では宮城県

内沿岸被災地で初となる仮設住宅の閉所が行われ、

一人も欠けることなく全員が無事に自立いたしまし

た。また、安全・安心なまちの実現に向けた多重防

御施設の整備も確実に前進しており、この象徴であ

る千年希望の丘では、５月に第４回の植樹祭を開催

し、約 12,000 人のボランティアにより新たに約 10

万本の苗木を植樹いただきました。これも全国各地

からの温かいご支援の賜物と心より御礼申し上げま

す。

　本市では平成 28 年３月、「未来の子どもたちへ豊

かな環境を引き継ぐために」を取組の姿勢として掲

げた「岩沼市環境基本計画」を策定いたしました。

本市は、東に太平洋や日本最長を誇る貞山運河、南

に那須連山に源を発する阿武隈川といった水環境に

恵まれたまちでもあります。

　このような良好な環境を千年先の世代にまで繋げ

るため、自主的かつ積極的な取組を、市民・事業者・

行政の協働により私たちが暮らす地域から進めたい

と考えております。

　結びに、長きにわたる貴会の水環境保全活動に心

から敬意を表しますとともに、活動の輪が尚一層広

がりますことをご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　　塩竈市長　佐藤 昭

　東日本大震災の復興にあたりまして、全国の皆様

には、心温かいご支援、励ましのお言葉をいただき、

誠にありがとうございます。

塩竈市は、丘陵と入り江の織りなす変化に富んだ

風景に恵まれた、交通の便のよい港町です。

本市では、現在、第二次塩竈市環境基本計画に基

づき、「海とともに生き、自らの手で築く、シーサ

イド・エコシティ塩竈～安全・安心を前提に震災前

の環境を取り戻すとともに更なる環境の向上をめざ

します～」を将来像として、安全で暮らしやすい環

境づくりを進めております。

また、現在復興の取組を進めるとともに、海と深

いかかわりをもってきた本市においては、水環境保

全の大切さを理解し、市民一人ひとりが取り組んで

きているところであります。

今後も子どもたちへの環境教育、市民への出前講

座等を通じ、環境への関心を高めていただきながら、

引き続き水環境保全を次世代に継承してまいりたい

と考えております。

長年にわたる貴会の活動に深く敬意を表しますと

ともに、今後、ますます運動の輪が広がっていきま

すよう、心からご祈念申し上げます。

「石けん使おう！　７月はシャボン玉月間」によせて

七ヶ浜町長　寺澤 薫

　東日本大震災からの復興にあたりましては、全国

各地の皆様から温かいご支援をいただき、心から感

謝を申し上げます。

　七ヶ浜町は三方を海に囲まれ、漁業とともに栄え

た風光明媚な町であり、古くから水と親しんできた

歴史があります。

　水環境保全は、海と密接な関係がある本町にとっ

て、重要な責務であると考えております。

本町では復興が進み、新しいまちづくりに向けて

取り組んでおりますが、美しいふるさとを次世代に

引き継ぐため、今後も町民の皆様と協力しながら豊

かな自然と水環境の保全に努めてまいります。

　結びに、長きにわたる貴会の活動に対し敬意を表

しますとともに、石けん運動の輪が更に広がります

ことをご期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて

仙台市長　奥山恵美子

東日本大震災から５年が経過し、壊滅的な被害を

受けた下水道処理施設も復旧工事が完了し、今年度

から再スタートすることができました。国内外から

いただいた多くの温かいご支援に対しまして、改め

て深く感謝を申し上げます。

「杜の都」仙台は、豊かな緑や広瀬川の清流に象

徴される自然環境に恵まれ、これをこよなく愛する

市民の皆様の手によって、今日まで受け継がれてき

ました。

ごみ減量をはじめとする今日の環境の課題にも、

市民・事業者・ＮＰＯなどの多くの皆様の協力をい

ただきながら取り組んでいきたいと思います。

　貴会の水環境保全活動に敬意を表しますととも

に、さらなるご発展をご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

多賀城市長　菊地健次郎

　東日本大震災発生から５年が過ぎ、多賀城市にお

いては、10 年間の震災復興計画に基づき、全力を

挙げて震災からの復興に取り組んでおります。

　これまでに皆様からいただきました御支援・御協

力に対し、心から感謝申し上げます。

多賀城市は、宮城県のほぼ中央に位置し、奈良時

代初期に陸奥の国府が置かれて以来、1200 有余年

の歴史を持つ「史跡のまち」として広く親しまれて

おります。

市内西部地区には七北田川、中心部には砂押川が

流れており、自然豊かな環境を形成し、市民生活に

潤いを与える憩いの場となっております。

現在、本市では、「第二次多賀城市環境基本計画」

に基づき、“豊かで快適な環境づくり”を進めてい

る中で、市民一人ひとりが環境保全活動に理解と関

心を持ち、主体的に取り組んでいただくことが大切

であることから、子どもたちへの環境教育を推進す

るとともに、市民に向け出前講座による啓発活動を

行っております。

今後とも貴会の水環境の保全に向けた様々な取り

組みが、多くの方々の生活意識の改善に結びつき、

環境保全、環境改善への大きな推進力となりますよ

う御期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

名取市長　佐々木一十郎

　東日本大震災以降、多くの皆様からの、温かいご

支援、ご協力を賜り感謝しております。また、今回

の熊本地震で被災された皆さまには、心からお見舞

い申し上げます。

　本市は環境基本条例で「すべての事業活動及び日

常生活における環境への負荷の低減からの地球環境

保全」と規定し、河川等に流入する生活排水への配

慮や適正な水質保全の推進に努めております。おか

げさまで、名取のきれいな水で育った「セリ」は、

全国各地の皆様に親しまれており、ご好評をいただ

いているところです。

　長年にわたる貴会の運動に敬意を表するととも

に、取り組んでおられる水環境保全運動が今後益々

発展し、より一層活動の輪が広がることを、心より

ご祈念申し上げます。

「石けん使おう！シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　　　　　利府町長　鈴木勝雄

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から、早

いもので５年の歳月が経過しました。これまで全国

の皆様からお寄せいただいた多大なるご支援・ご協

力に対し、改めて心から感謝申し上げます。

利府町は、宮城県のほぼ中央部に位置し、スポー

ツ・レクリエーションの拠点となる宮城県総合運動

公園「グランディ・２１」があり、また、緑あふれ

る「県民の森」と「特別名勝松島」など、豊かな自

然につつまれた、都市と自然が調和・共生している

町です。

町では、地球温暖化対策や環境保全への関心を高

めるため、環境イベントの開催や、子ども会等の資

源回収活動の支援などを行っております。また、水

環境保護につきましても、合併処理浄化槽設置費の

一部補助や、町内の環境団体が作成したＥＭ石鹸の

利用促進など、町民の皆様と共に、環境保全事業に

取り組んでいるところです。

今後とも貴会の「せっけん運動」を通じて、水環

境保全の理解が深まり、活動の輪がさらに広がりま

すことを心よりご期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて

亘理町長　齋藤 貞

亘理町は、温暖な気候と美しい自然環境に恵まれ

た美しいまちであり、その恩恵を受けて農業や漁業

が盛んに営まれております。先の東日本大震災では

甚大な被害を受けましたが、皆さまからの心温まる

ご支援により着実に復興が進んでおり、ここにあら

ためて感謝の意を表します。

私たちは受け継いできたこの素晴らしい自然環境

を守り、引き継ぎ、そして生かしていく責務があり

ます。本町では、持続可能なまちづくりのため「山

と川、里と海を人と時代でつなぐまち」を新たな将

来像に掲げ、環境保全活動を推進しているところで

す。

貴会の長きにわたる「せっけん運動」はたいへん

意義深く敬意を表しますとともに、これを機に更に

運動の輪が広がりますようご期待申し上げます。

 

 　　

シャボン玉月間に寄せて

　　栃木県知事　福田富一

　栃木県は、日光・那須などの雄大な山並みや、清

らかに流れる那珂川・鬼怒川などの河川、「奥日光

の湿原」や「渡良瀬遊水地」といったラムサール条

約登録湿地や豊かな里山・田園と身近にふれあいな

がら暮らせる環境にあります。

この貴重な自然環境と共生し、将来の世代へ継承

していくために、本県では「守り、育て、活かす、

環境立県とちぎ」を将来像に掲げ、新たに策定した

「栃木県環境基本計画」に基づき、河川・湖沼・地

下水の水質保全、生活排水や工場・事業場対策の推

進、水循環の確保に取り組んでおります。

　皆様の活動の更なる発展と水環境保全に取り組む

活動の輪がますます広がりますことを心よりお祈り

申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　宇都宮市長　佐藤栄一

　宇都宮市は、遠く日光連山に続く丘陵地や、広大

な平野、鬼怒川を始めとする様々な清流が織りなす

豊かな自然の恵みを受け、発展を遂げてきた街です。

　本市では、豊かな自然を将来にわたって残してい

けるよう、「第３次宇都宮市環境基本計画」を今年

３月に策定し、その中で「みんなで築き　未来へつ

なげよう　環境都市うつのみや」を基本理念として

掲げ、自然環境の保全や、人と自然とが共生する都

市の形成を目指し、水資源の確保や、河川環境の保

全と創出に資する施策を推進しているところであり

ます。

　今後も、皆様の水環境保全運動が発展するととも

に、環境保全に資する活動の環が全国各地に広がっ

ていきますよう、祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

　　大田原市長　津久井富雄

　緑豊かで美しい大田原市は、清流那珂川や箒川、

蛇尾川などの水辺環境を有しております。この自然

豊かな美しい環境を将来に引き継いでいくことは、

今を生きる私たちの責務であり願いでもあります。

本市は、美しい自然を守り、次世代へと伝えてい

くことを目的とした「大田原の豊かで美しい環境を

守り、創造し、後世に引き継ぐ条例」を制定し、環

境問題に積極的に取り組んでいます。

　その活動の一環として、廃食油を再利用した粉石

けん作りを推進し、市民の皆さまの環境保護、リサ

イクル意識の向上に努めており、自然の豊かな恵み

を将来に渡り、継承し享受できるよう「かけがえの

ない環境を子どもたちに引き継ぐために」を基本方

針とする、環境基本計画の指標を達成するため、環

境施策に取り組んでまいります。

　貴会の活動により、一人でも多くの方が水環境に

関心を持っていただくとともに、今後さらに運動の

輪が広がりますようご期待申し上げます。

栃
木
県

栃木県
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境基本計画によって、今後の環境保全への取り組み

方をさらに明確にしたところであり、「地球温暖化

対策」、「廃棄物対策」、「自然的環境特性を生かした

里地・里山の維持」に対して重点的に取り組んでい

きます。

　貴会の長年にわたる環境保全に向けた活動に心か

ら敬意を表するとともに、石けん運動の輪、環境運

動の輪がより一層広がりますようお祈り申し上げま

す。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　高根沢町長　加藤公博

高根沢町は、鬼怒川、五行川、井沼川が流れ、広

大な水田地帯とそれらを取り巻く平地林や里山な

ど、豊かな自然環境に恵まれております。

本町では、「第２次高根沢町環境基本計画」を策

定し、町の望ましい環境像として「自然の中でこど

もが元気に遊べるまち　ふるさと高根沢」を掲げ、

この美しいふるさとの風景をいつまでも残していく

ために、町民、事業者、町の各主体の参画と協力・

連携のもと、自然環境の保全や環境負荷の低減に向

けた取り組みを進めております。

貴会の長年にわたる水環境保全の活動に深く敬意

を表しますとともに、運動の輪がさらに広がります

よう心より祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

那須町長　高久 勝

那須町は、雄大な那須連山とその麓に広がる那

須高原や温泉郷、八溝の山並みに続く里山など四季

折々美しい自然を有しています。

町では、環境諸施策の基本となる「第２次那須

町環境基本計画」を本年３月に策定しました。「未

来につなぐみどり輝くまち」を目指し、より深刻化

している地球温暖化や生物多様性の問題などに対応

するほか、町内 17 河川の定期的な水質監視や下水

道等の生活排水処理施設の普及向上と適正管理に努

め、水環境の保全に取り組んでいるところです。

今後も貴会の活動の輪がさらに広がることを心か

らお祈り申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　小山市長　大久保寿夫　

小山市は、2012 年、世界のラムサール条約湿地

に登録された渡良瀬遊水地や思川をはじめとする

「水と緑と大地」の豊かな自然と、2010 年、世界の

ユネスコ無形文化遺産に登録された本場結城紬をは

じめとする古い文化と歴史を有しています。

特に、渡良瀬遊水地については、その賢明な活用

を図るため、第１に治水機能確保を最優先としたエ

コミュージアム化、第２にコウノトリ・トキの野生

復帰、第３に環境にやさしい農業を中心とした地場

産業の推進に取り組んでおり、その基本は環境の保

全・再生によるところです。

貴会が取り組まれている「せっけん運動」も水環

境の保全に大変意義深い活動であり敬意を表します

とともに、今後、ますます活動の輪が広がることを

心より祈念いたします。

シャボン玉月間に寄せて

　　上三川町長　星野光利

上三川町は、鬼怒川をはじめ、田川、江川の３本

の河川が流れており、そのほか蓼沼親水公園など身

近に水と親しむ場もあることから、水の環境にとて

も恵まれています。

また、町全体での統一行動により、河川や公園な

どの清掃活動を行うことで水環境の保全にも取り組

んでおります。今後も河川や水路などの貴重な水環

境を守り、後世に引き継いでいくために、環境にや

さしいまちづくりの推進を図っていきたいと考えて

おります。

せっけん運動の取り組みを通して、皆さまが水環

境の保全に対する理解を深め、この運動の輪がさら

に大きく広がりますようご期待いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

へのメッセージ

　　さくら市長　人見健次

さくら市は、栃木県中央部やや北東に位置し、鬼

怒川・荒川・内川が市内を貫流し、豊富な水資源を

利用した水田の広がりと、緑豊かな丘陵地が連なり、

里地・里山の美しい景観を見ることができます。

　さて、当市では平成 25 年３月に見直しをした環
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「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　日光市長　斎藤文夫

日光市は、栃木県の約４分の１を占め、全国で３

番目に広い市域面積を有するまちです。

この広大な市域に、豊かな自然、長く伝統ある

歴史、世界に誇る貴重な文化遺産・産業遺産、さら

には良質な温泉などの豊富な観光資源があり、毎年

1,000 万人を超える観光客に訪れていただいていま

す。

当市が策定した、日光市環境基本計画には「未来

につなぐ環境交流都市・日光」を目指すべき環境像

として設定し、おいでいただく方々と市民の皆様が

環境を保全し、恵まれた環境資源を通して豊かなふ

れあいや交流を育みながら、未来の子供達に引き継

いでいくことを目的としています。

また、私の市政経営の基本方針であります「市

民が主役のまちづくり」を進め、市民と事業者の皆

様の協働により環境への負荷を低減する取組みを進

め、持続可能な社会の形成に積極的に取組んでまい

ります。

貴会におかれましては、水環境保全のため熱心に

活動されており、その取組みに深く敬意を表すると

ともに、今後、石けん運動の輪がますます広がりま

すよう心より祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

埼玉県知事　上田清司

　埼玉県は、県土に占める河川の割合が 3.9％で日

本一です。

　このため、県民の誰もが川に愛着を持ち、ふるさ

とを実感できる「川の国埼玉」の実現を目指して、

県では、地域に親しまれる水辺環境の整備や川の再

生に取り組む団体などの活動支援、下水道や合併処

理浄化槽などの生活排水処理施設の整備を進めてき

ました。その結果、平成 15 年度には 52％であった

本県の「アユが棲める水質の河川の割合」を、平成

27 年度には 89％にまで高めることができました。

河川や湖沼の環境を守る皆様の活動は、県が進

める、豊かな水辺に恵まれた美しいふるさと埼玉を

次世代に引き継ぐ取組につながるものです。これか

らも共に頑張っていきましょう。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

朝霞市長　富岡勝則

朝霞市は、武蔵野台地と荒川低地に大別され、そ

の間の斜面林が武蔵野の面影を残しています。また、

荒川とほぼ並行して新河岸川が流れ、市の中央部に

は東西に黒目川が流れるなど変化に富んだ地形とな

っています。中でも黒目川は、市の誇れる景観とし

て「シティ・セールス・朝霞ブランド」に認定され

ており、川沿いには遊歩道が整備され、四季折々の

姿が散策やジョギングなどを楽しむ多くの人たちの

心を和ませています。

この豊かな自然を育て、将来に引き継いでいける

よう、誰もが環境に関心を持ち ｢環境にやさしい生

活 ｣を目指して取り組んでいくことが大切です。一

人ひとりができることは小さくても、みんなで実践

すれば大きな成果に繋がります。

皆様の日頃の活動に深く敬意を表しますととも

に、今後ますますのご活躍をご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

入間市長　田中龍夫

　55 年位前、小学校低学年だった私は自宅前を流

れる霞川で泳ぎ、雑魚取りをし、清水で喉を潤した

ものでした。しかし、物が豊かになるにつれ川が汚

れ始め、川遊びなどできない川になってしまいまし

た。

　それから長い時間をかけ、市民総出の市民清掃

デーや河川浄化のためのさまざまな市民の努力によ

り、以前のような清流が戻ってまいりました。長き

にわたり、水環境保全に取り組まれておられる貴会

の活動も大きく寄与したものと認識しております。

心より敬意と感謝を申し上げるところであります。

　入間市には霞川、不老川、入間川の３つの河川と

東西に狭山丘陵、茶畑、加治丘陵があり、香り豊か

な緑の文化都市である快適な環境は、私たちの誇り

であり、将来の世代にしっかり継承して行こうと決

意をしております。

埼
玉
県

埼玉県
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　本年、入間市は市制施行 50 周年の節目の年を迎

えました。これから先も「誰もが住んでみたい、住

み続けたい」と思えるまちづくりを推進するために

は、自然環境の保全は欠かせないものとなります。

　今後も石けんの使用を進める活動の輪が大きくな

り、多くの方々の環境意識が高揚することと、貴会

のますますのご発展をご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　　　　　小鹿野町長　福島弘文

　小鹿野町は、埼玉県の西北部に位置し、日本百名

山の「両神山」、日本の滝百選の「丸神の滝」、平成

の名水百選「毘沙門水」と三つの百選のある自然豊

かな山間の町です。

　初夏には、両神山より流れ出る小森川にゲンジボ

タルとヘイケボタルが飛び交い、幽玄な光を放って

くれます。清らかな水の代名詞とも言われるホタル

の生息する川、この素晴らしい自然環境を保ち、そ

して次世代に伝えていくことは、私たちの重要な責

務であります。そのため町では、廃油石けんづくり

や合併処理浄化槽の普及促進などに取り組んでおり

ます。また、平成 25 年度より開始した廃食油の回

収事業は、３年間で 11,000 ℓを回収し、環境の保全

に努めております。

　貴会が推進する「石けん運動」は、身近な環境保

全活動として大変意義深いものがあります。貴会の

活動の輪がさらに広がりますことを心からご期待申

し上げます。　

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

小川町長　松本恒夫

小川町は、都心から約 60 km圏という立地に恵ま

れ、美しい山々に囲まれた緑豊かな自然や先人から

受け継がれてきた歴史文化、ユネスコ無形文化遺産

に登録された「細川紙の手漉和紙技術」をはじめ、

世界に誇る伝統産業が生き続ける町です。

町では、恵まれた自然環境を次世代に引き継ぐた

め、平成 28 年３月に「自然の恵みと文化を未来に

つなぐ、人が輝くまち　おがわ」を目指すべき将来

像として、「小川町第５次総合振興計画」を策定し、

町民の皆様とともに活気ある地域形成の実現を目指

しています。

　このような中、河川や湖沼の環境を守る貴会の

長年にわたる取り組みに深く敬意を表しますととも

に、今後、さらに活動の輪が広がることをご期待申

し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

桶川市長　小野克典

桶川市は、土地区画整理事業などの都市基盤整備

により、市街地においては都市化が進展する一方で、

郊外には荒川や元荒川、綾瀬川などの緑豊かな水辺

空間や緑地等の自然環境が多く残されたまちです。

本市では、水環境の保全のため、埼玉県の川の

国応援団に登録されている地域の団体や企業の方々

が、身近な河川の環境美化活動に積極的に取り組ん

でおります。今後も、市民、事業者、市が協働して、

自然と調和した環境にやさしいまちづくりを推進し

て参ります。

結びにあたり、シャボン玉月間を通して、人々の

水環境に対する関心がより一層高まり、貴会の活動

の輪がさらに大きく広がりますことを心より祈念申

し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

越生町長　新井雄啓

　越生町は、越辺川の清流と四季折々の花と山々に

囲まれた緑豊かな自然あふれるまちです。

　本町では、このような豊かな自然を活かしたハイ

キングのまちづくりを進めていくため、今年の４月

29 日「昭和の日」に全国初となる「ハイキングの

まち」を宣言しました。町外から訪れる皆様に、豊

かな自然の中でハイキングを楽しんでいただくだけ

ではなく、町民の皆様にも、我がまちのすばらしさ

に気づき、改めて自然環境の保全に関心を持ってい

ただくきっかけになればと思います。今後も、ハイ

キングのまちにふさわしい自然環境に配慮したまち

づくりを進め、自然を愛し、やさしさとうるおいの

あるまちづくりに取り組んでまいります。

　最後に、貴会の「せっけん運動」を通じて、一人

でも多くの方が自然環境保全に関心を持ち、活動の

輪が一層広がりますことをご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

　春日部市長　石川良三

　春日部市は、美しい水面を有する大落古利根川や

江戸川など豊かな水辺環境に恵まれたまちです。

　本市では、「自然と人とが共生し、未来につなぐ

環境をみんなで育てまもるまち・春日部」を環境像

として掲げて、環境施策を推進しております。

　水環境保全については、下水道供用開始区域に

おける未接続世帯に対する戸別訪問による普及促進

や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に

対する啓発を行うなど、水質汚染防止に努めている

ところであります。

　貴会が取り組まれている「せっけん運動」は身近

な水環境保全活動として大変意義深い活動であり、

心より敬意を表しますとともに、今後ますます活動

の輪が広がることをご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

加須市長　大橋良一

加須市は、埼玉県内で初めてラムサール条約湿地

に登録された渡良瀬遊水地、国土交通省水の郷百選

の浮野の里やオニバス自生地をはじめ、埼玉一の米

どころである広大な田園を背景とした豊かな水辺環

境を形成しています。

河川の水質汚濁の約７割は家庭からの生活排水が

原因といわれており、本市では加須市環境基本計画

を改訂し、豊かな自然と共生するまちをつくること

を基本目標に、公共下水道や農業集落排水への加入

促進に加え、汲取り便槽や単独処理浄化槽から合併

処理浄化槽への転換補助など、きれいな水の再生に

取組んでおります。

貴会が取組まれている「石けん運動」は、家庭に

おける生活排水を考える契機として大変有意義な活

動であり、引き続き貴会のご発展と活動の輪が益々

広がることを心からご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間によせて」

川口市長　奥ノ木信夫

　本市では、都市と自然が調和した“人と環境にや

さしいまち”づくりを総合的に進めるために、「川

口市環境基本計画」を策定し、その施策の一つとし

て「水質汚濁防止活動の普及啓発」を掲げています。

　河川の汚れは生活排水が大きな原因となっている

ことから、水質改善のためには、私達一人ひとりが、

河川への愛着と心遣いを持つことが重要です。

　そのため、洗剤・石けんの適量使用や家庭で出来

る生活排水対策の普及・啓発に努めるとともに、生

活排水対策グッズの工作教室等市民の皆様とともに

行う活動も推進しております。 

　皆様の活動に敬意を表しますとともに、これから

も環境にやさしい「せっけん運動」がさらに広がり

ますよう、祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

川越市長　川合善明

　川越市は、武蔵野台地の東北端に位置し、城下町

として栄え、都心に近い立地ながら、武蔵野の面影

を残す雑木林や、入間川、新河岸川などの水辺空間

を有しており、かつてその豊かな流れにより江戸と

舟運で結ばれた歴史があるなど、水と緑豊かな歴史

都市です。

　水は、人の社会経済活動に欠かせない資源であり、

動植物の生命にとっても大切なものです。当市とし

ても水辺の美しい自然を次の世代に残していくため

には、水質を含む水環境の保全が重要であると認識

をしております。

　貴会の取組は、水環境の保全に繋がるたいへん有

意義な活動であり、長年の活動に敬意を表すととも

に、活動の輪がさらに大きく拡がりますことを心か

ら御期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて

川島町長　飯島和夫

川島町は、四方を川に囲まれた輪中の郷として知

られる自然豊かな町であり、都会に一番近い農村と

して、親水空間が広がっています。

美しい景観を守りつつ、住民の方々の生活環境保

全のため、本町では、合併処理浄化槽のさらなる普

及推進を図っています。

今年度は、従来からの小型合併処理浄化槽維持管

理補助金制度に加え、設置に係る補助金を大幅に増

額し、川の水質汚濁の最大要因である生活排水対策

を実施します。

貴会が取り組まれている「せっけん運動」も、一

人ひとりが環境意識を持つ契機となる有意義な活動

であり、長年にわたる取り組みに心から敬意を表し

ますとともに、今後のますますのご発展をお祈り申

し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

　北本市長　現王園孝昭

北本市は、埼玉県の中央部に位置し、雑木林や屋

敷林などの豊かな自然を多く残しております。また、

荒川周辺では、美しい水田が広がっており、谷津の

奥では、湧水や湿地をはじめ、多様な動植物が生息

する貴重な水辺環境が残った魅力あるまちです。

こうした自然環境を次世代に受け継いでいくた

め、当市では公共下水道の整備や合併処理浄化槽の

普及促進に取り組んでおります。また、自校式給食

になった市内全小中学校においては、食器・調理器

具等の洗浄や子どもたちの手洗いに石けんを使用す

るなど、石けんの使用を推進しております。

最後に、貴会の長年にわたる ｢石けん運動 ｣への

取り組みに心から敬意を表しますとともに、今後も

活動の輪がますます広がりますことをご祈念申し上

げます。

シャボン玉月間によせて

行田市長　工藤 正司

行田市は、北に利根川、南に荒川が流れ、ギネス

世界記録に認定された世界最大の「田んぼアート」

に代表される豊かな田園地帯が広がるとともに、星

川沿いには絶滅危惧種のキタミソウの国内最大規模

の群生地があるなど、水と緑に恵まれたまちです。

本市では、創エネ・省エネを進める「行田エコタ

ウン」の創出や、魅力的な水辺環境を創出するため、

埼玉県と協働で実施した「川のまるごと再生プロジ

ェクト」など、人々の生活と豊かな自然が共生でき

る環境に配慮したまちづくりを進めております。

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

すとともに、水環境保全の活動の輪が今後さらに広

がりますことをご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

久喜市長　田中暄二

　久喜市は、歴史ある社寺林や屋敷林などの緑豊か

な景観を有する一方で、埼玉県東北部の拠点都市と

して発展しており、田園と都市が共存するまちづく

りを推進しています。

　平成 25 年３月に策定した「久喜市環境基本計画」

では、未来に引き継ぐべき自然環境の保全と創造に

関する様々な施策に取り組んでおります。

　家庭から排出される廃棄油を粉石けんとして有効

活用する「リサイクル促進事業」は、ごみの減量と

水質汚濁を防止する施策として、今後も広く市民に

啓発していきたいと考えています。

　最後に、貴会の長年の活動に敬意を表するととも

に、活動の輪がさらに広がり、発展することをご祈

念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　　　　熊谷市長　富岡 清

　熊谷市は、南に清流・荒川、北に水量豊かな利根

川が流れ、この恵まれた水環境を背景に発展してま

いりました。

　本市では河川がもたらす肥沃な土壌と気候的な特

色を生かし、二毛作が盛んに行われています。とり

わけ小麦は生産量・質ともに全国有数であり、古く

から粉食文化が根付いています。
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　このように私達の「食」の源とも言える豊かな水

環境を将来に残すため、下水道の整備はもとより本

市のシンボル「ムサシトミヨ」やホタルの保護等、

水を守る活動に取り組んでおります。

貴会の継続的な活動は、水循環はじめ、様々な環

境保全活動につながるものであります。今後とも皆

様の活動の輪がより一層広がっていきますようご祈

念いたします。

シャボン玉月間に寄せて

鴻巣市長　原口和久

鴻巣市は埼玉県のほぼ中央に位置し、首都圏から

50 キロメートルと地理的条件に恵まれ、西部に荒

川、中央部に元荒川、東部に見沼代用水（星川）が

流れる、水と緑に囲まれた豊かな自然が調和したま

ちです。

本市では地名の由来でもある「コウノトリ」をは

じめとする多くの生き物が成育できる自然環境を創

造し、次世代の子どもたちにこの豊かな自然環境を

残していくよう努めております。

貴会の「せっけん運動」は水環境の保全を通じ、

人と自然に優しい取り組みであり大変意義深いもの

であります。今後も会の活動の輪の広がりと、益々

のご発展をご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

越谷市長　高橋 努

　越谷市は、５本の１級河川が流れ、古くから「水

郷こしがや」と呼ばれてきました。

こうした自然を守りながら、良好な生活環境を次

世代に引き継いでいくために、当市では市民・事業

者の皆様との協働により、環境にやさしい持続可能

な社会づくりに取り組んでおります。

今日の環境問題を解決するには、私たち一人ひと

りが地球環境に配慮し、生活様式や事業活動のあり

方を見直していくことが必要であり、そうしたこと

からも貴会が取り組まれております「せっけん運動」

はたいへん意義深いものと考えております。

貴会の長年にわたる環境保全活動に深く敬意を表

しますとともに、「せっけん運動」の輪がさらに広

がりますようご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間によせて」

さいたま市長　清水勇人

さいたま市は、首都圏有数の自然環境である荒川

や見沼田圃に代表される水と緑を有しております。

これらの水環境は、市民の憩いの場所となっており、

様々な動植物の生息空間としても大切です。また、

水は、私たちの生活に欠かすことのできないもので

あって、まさに「水はみんなの宝物」です。

そこで、「さいたま市水環境プラン」では、本市

における水環境の再生に向けた施策の方向性を明確

化し、これに基づき具体的な施策を総合的に推進し

ているところです。なお、本市の化学物質に関する

取組としましては、法及び条例に基づき排出量等を

把握するとともに、合成洗剤成分を含む項目につい

て主要河川の水質を常時監視しております。

　貴会の長年にわたる「せっけん運動」を通した水

環境への取組に深く敬意を表しますとともに、今後

益々の御発展を心からお祈りいたします。

　

「シャボン玉月間によせて」

坂戸市長　石川 清

坂戸市は、武蔵野の緑と清流高麗川が織りなす恵

み豊かな自然の恩恵を受け、今日まで発展してまい

りました。

　本市におきましては、この豊かな自然を未来に引

き継ぐため、「みんなが豊かな環境を次の世代につ

なぐまち」を目指すべき環境像に据えて、市民の皆

様とともに、環境への負荷を軽減する取り組みを積

極的に進めています。たとえば市内の環境学習施設

では、学校給食の廃食油を利用したリサイクル石け

ん作りの講座を年間とおして実施しており、環境に

やさしい石けんの普及を図っています。

　貴会の長年にわたる『せっけん運動』への取組み

に心から敬意を表しますとともに、今後ますます運

動の輪が広がりますことをご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

幸手市長　渡辺邦夫

　幸手市には江戸川、中川、倉松川に代表される多

くの水辺をはじめ、緑豊かな田園風景が広がる自然

あふれる街として発展してきました。

　幸手市が策定した「幸手市環境基本計画」の中で、

「健康な生活と健全な生態系が育まれる環境」とい

う基本計画が掲げられています。行政では、合併処

理浄化槽に関する補助金制度、定期的な公共用水域

の水質検査などが主な取り組みです。市民の取り組

みとしては、水辺の美化活動に参加、洗剤に関する

正しい知識を学ぶ、などが挙げられます。

　結びに、貴会の日頃の環境活動に敬意を表します

とともに、「せっけん運動」の輪がより大きく広が

っていくことを祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

狭山市長　小谷野 剛

　狭山市は、多くの企業が立地し、埼玉県内有数の

工業都市であるとともに、市の中心部を入間川が東

西に流れ、身近に自然と触れ合うことができる水辺

環境に恵まれたまちです。

　また、市の南部を流れる不老川は、かつては節分

の頃になると水が涸れて流れなくなることから「と

しとらず川」とも呼ばれ、古くから住民に親しまれ

てきました。しかし、流域の急激な都市化により、

一時期「日本一汚い川」と呼ばれたこともありまし

たが、その後、行政と市民団体が一体となり、生活

排水対策や清掃活動に取り組んだ結果、今では魚が

棲み、カモなどが飛来する清流を取り戻すことがで

きました。

　狭山市では、平成 28 年度からの第４次狭山市総

合計画のなかで、市民との協働により、緑豊かで環

境と共生するまちを目指していくこととしており、

こうした点で、貴会の活動は大変に意義あるもので

あります。

　せっけん運動の輪が今後もますます広がっていく

ことをご祈念申し上げます。 

シャボン玉月間によせて

志木市長　香川武文

志木市は、市内の中心を「新河岸川」と「柳瀬川」、

東には「荒川」が流れており、水の恵みを得て発展

してきました。

また、それぞれの川辺では、散策を楽しむ人、河

原で遊ぶ家族など多くの人が訪れ、市民の憩いの場、

賑わいの場となっており、さらに６月初旬からは「ア

ユ」釣りを楽しむ人々の光景をみることができます。

こうした良好な水辺は、水環境の保全が前提とな

り、自然と触れ合える大切な場であることからも、

春と秋の「親と子の市内まるごとクリ－ン作戦」を

はじめ、市民との協働による各種清掃活動に取り組

んでいます。

　このような市民との連携を通じて、引き続き、市

民の環境意識の高揚と行政における環境施策の充実

を図ってまいります。

貴会の地道な環境活動による成果に心から敬意を

表するとともに、今後もますます「せっけん運動」

や環境問題への取組の輪が広がりますことをお祈り

申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

杉戸町長　古谷松雄

杉戸町は、大落古利根川や中川など多くの河川や

水路が町内を流下している、豊かな水に恵まれたま

ちです。その歴史は古く、江戸幕府が設置した日光

街道「杉戸宿」として栄え、2016 年に開宿 400 年

を迎えました。現在では、広々とした田園風景が広

がり、雑木林や屋敷林など緑豊かな自然に抱かれて

おります。

杉戸町環境基本計画では、「子供たちが水遊びす

る美しい水環境と生きるまち」を水環境の目標とし、

「アユのすめる川を目指す」をテーマの一つとして

水質改善に取り組んでいます。そのために、公共下

水道の整備や合併処理浄化槽の普及啓発など、環境

負荷を減らす施策を推進しているところです。

こうした中、水環境を保全する皆様の取り組みは

大変重要であり、長年にわたる「石けん使おう！７

月はシャボン玉月間」の活動は、誰もが簡単に取り

組むことができる大変有効な環境保全活動であると

考えております。

これからも、貴会の活動が多くの方の「水環境」
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に対する意識の向上につながるとともに、その輪が

さらに広がることを心よりご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

草加市長　田中和明

　平成 28 年３月、本市は第二次草加市環境基本計

画を策定しました。草加市環境共生都市宣言の理念

である「人と自然が共に生きるまち　そうか」を堅

持し、市民・事業者の皆様と協働しながら、施策の

展開を実施してまいりたいと考えております。

　とくに水環境の保全と創造では、引き続き綾瀬川

の水質改善を掲げております。市内の中央を流れる

綾瀬川は、かつて水質汚濁が著しかったものの、近

年ＢＯＤ値が３mg/ ℓを下回る調査結果がみられる

ようになりました。新しい環境基本計画で掲げたオ

イカワ等が繁殖できるとされる河川類型Ｂの水質と

いう目標が、早期に達成できるよう取り組んでまい

ります。

　貴会の皆様が長年取り組まれている水環境の保全

活動に敬意を表しますとともに、今後も皆様方の活

動がさらに広がりますよう心からご祈念申し上げま

す。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　　　秩父市長　久喜邦康

秩父市は、秩父山地の豊かな緑と荒川の清流に育

まれた自然豊かなまちです。

本市では、「環境立市　秩父」として、豊かな自

然を守り、未来へ引き継ぐために、低炭素・循環型

社会の構築を目指し、太陽光をはじめ再生可能エネ

ルギーの利用・普及に努めています。また、「環境

市民会議」や「環境学セミナー」を開催し、環境保

全について市民の皆様と一緒に考え、取り組んでい

ます。さらに山梨県と連携して、ユネスコエコパー

クの取り組みも始めました。

貴会の「石けん運動」の取り組みは、誰もが参加

することのできる環境保全活動です。活動の輪の広

がりは、水環境の保全に繋がり、市民や下流域の皆

様の安心安全な生活へと繋がっていきます。

今後も貴会の活動の輪がさらに広がりますことを

ご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

鶴ヶ島市長　藤縄善朗

　鶴ヶ島市は、市街地の約半分において土地区画整

理がなされ、住みやすい住環境が整備されている一

方、西部地域には、雑木林や農地などといった原風

景が残った自然豊かな一面も持ち合わせているまち

です。

　平成 28 年には、４年に１度の脚折雨乞行事が実

施されます。この行事は、市内の大部分が農地であ

った明治 10 年に実施した最古の記録がありますが、

専業農家の減少など社会環境の変化により一度途絶

えてしまいます。しかしその後、雨乞の持つ地域の

一体感を再認識した地元脚折地区住民が脚折雨乞を

復活させました。そして平成 24 年度に、「第 17 回

ふるさとイベント大賞」で大賞を受賞しました。

今後も、脚折雨乞を実施するに至った豊かな水環

境への人々の想いを継承し、また、水環境の保全の

ために、環境にやさしい石けん・洗剤を推進してい

きます。

　貴会の長年にわたる水環境保全への取り組みに敬

意を表しますとともに、今後も貴会のますますの発

展をご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

　　ときがわ町長　関口定男

ときがわ町は、首都圏から北西に約 60km, 埼玉県

のほぼ中央に位置し、町の約７割が山林という、水

と緑に恵まれた自然豊かな町です。

　町では、「人と自然の優しさにふれるまちときが

わ」を将来像とし、各施策を展開しております。

　町内には、町名の由来でもある都幾川をはじめ、

氷川、雀川という３つの一級河川を抱え、いずれも

源流の町として水質確保に努めています。特に川の

汚れの原因とされる生活排水を、町が主体となって

高度処理する市町村設置型の合併処理浄化槽整備事

業を、いち早く実施しています。

　石けん使用を通じて水環境を守るという貴会の長

年にわたる活動に敬意を表しますとともに、この活

動の輪がさらに広がり、環境保全の意識が多くの方

々に浸透されますよう、お祈り申し上げます。
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私も石けんつかってますヨ

－シャボン玉月間に寄せて－

所沢市長　藤本正人

所沢市は、武蔵野台地の自然に恵まれ鎌倉街道の

拠点として発達し、日本人が初めて大空にはばたい

た記念すべき街です。市内を流れる川は、狭山丘陵

の豊かな緑を水源として、市民に潤いと安らぎを与

え、貴重な動植物の生息の場になっています。

これらの貴重なふるさとのみどりと川を保全し、

未来の子どもたちの輝く笑顔のため、力を尽くすの

は今を生きる私たち大人の責任です。私たち一人ひ

とりが自然にもう少し寄りそい、人と自然との絆を

大事にする“暮らし”を取り戻すため、現在、多く

の市民とともに『マチごとエコタウン所沢構想』を

進めています。

石けん運動の取り組みも自然の中で生かされ、自

然に帰る私たちの環境を守ろうとする取り組みで、

本市が推進するエコタウンの趣旨にもつながる活動

です。

結びに、貴会の活動の輪が今後さらに広がり、実

り多いものとなりますよう、皆様方のご活躍を心か

らお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

戸田市長　神保国男

　戸田市は、埼玉県の南部に位置し、荒川の自然に恵

まれ、江戸時代には中山道の「戸田の渡し」が設置さ

れるなど、交通の要衝として栄えてきたまちです。

　本市は今年 10 月１日に市制施行 50 周年を迎えま

す。「わたしがつなぐ、戸田の未来。」というキャッ

チコピーを掲げ、この大きな節目を祝うとともに、

将来にわたり魅力的な生活環境を残していくよう取

り組んでいるところです。また、第４次総合振興計

画において「みんなでつくろう水と緑を活かした幸

せを実感できるまち　とだ」を将来都市像に、河川

の水質改善や景観整備をおこなっています。さらに

笹目川が埼玉県の「川のまるごと再生プロジェクト」

に採択され、市民がより水を身近に感じられる多自

然型の護岸整備をはじめ、川の再生に向けて取り組

んでおります。

　貴会の「せっけん運動」は、ひとりひとりの生

活を通じた水環境改善への取り組みという点におい

て、大変意義深い活動と考えております。これから

も皆様の活動の輪が、より一層広がっていくことを

ご祈念申し上げます。

シャボン玉月間」によせて

　　　　　　長瀞町長　大澤タキ江

　日々の、貴会の水環境保全活動に敬意を表します。

　長瀞町の中央部には荒川が流れ、町全域は埼玉県

立長瀞玉淀自然公園に指定されています。特に、荒

川に隣接する「岩畳」は、国の名勝・天然記念物に

指定されております。近年では、水に関わるレジャ

ー産業も活発になり利用者も年々増加していること

は、荒川が清流と認知されていることであり、水質

は長瀞の生命線でもある重要な資源です。水質保全

には、町が行う環境美化清掃事業のほか、カヌー業

者や川の応援団登録の団体等による河川ごみ拾いの

協力が不可欠であり、一層の呼びかけも必要と考え

ております。

　当町では、祖先より受け継いだ豊かな水資源を後

世に引継げるよう、公共下水道整備の推進や合併浄

化槽の普及啓発等を継続的に取組んでおり、着実に

水質の改善に寄与していると確信しております。

　結びに、貴会の「石けん運動」の今後の更なる活

動が広がりますことをご祈念申し上げます。

　　

シャボン玉月間へのメッセージ

滑川町長　吉田 昇

環境問題は、いまや全世界の共通の課題となって

おります。貴会の「石けん運動」の活動の輪がより

一層の広がり、グローバルな環境問題が解決へと導

かれますことにご期待申し上げます。

滑川町は、国営武蔵丘陵森林公園に代表されるよ

うに、今なお多くの緑が残る首都圏のオアシスとな

っています。

町名の由来となっている滑川をはじめ３つの 1級

河川と、古来より丘陵の自然地形を生かした関東

一といわれる約 200 ヶ所の「ため池（沼）」があり、

谷
や つ

津という独特な景観を成しています。このため池

で国天然記念物の淡水魚ミヤコタナゴの生息が確認

されて以来、ミヤコタナゴの棲める町を目指して、

この自然環境を次世代に残すため、公共下水道事業

や農業集落排水事業などの生活基盤整備を推進し、

今後も生命の泉である水の浄化に取り組んでまいり

ます。
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「シャボン玉月間」に寄せて

新座市長　並木 傑

新座市は、首都近郊ながらも、武蔵野の面影を色

濃く残す平林寺境内林などの雑木林が広がるととも

に、柳瀬川、黒目川及び野火止用水が流れ、自然環

境に恵まれたまちです。

本市では、これらの貴重な自然環境を将来にわた

って引き継ぐべく、「みんなで築く雑木林とせせら

ぎのある住みよい環境のまちにいざ」を望ましい環

境像に掲げ、市民、事業者及び市の三者の協働によ

って環境の保全等に向けた取組を推進しているとこ

ろであります。

貴会が取り組まれている「せっけん運動」は、環

境保全の意識啓発に大変有意義な取組であり、長年

にわたる活動に敬意を表しますとともに、「せっけ

ん活動」の輪がさらに広まりますことを心から御期

待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」への

メッセージ

鳩山町長  小峰孝雄

鳩山町は、首都 50km 圏に位置し、南部を流れる

一級河川越辺川やその支流である鳩川が流れ、里山

景観を残したのどかな田園と住宅団地の整然とした

街並み、気象庁やＪＡＸＡの宇宙観測施設、大学等

の文教施設が調和した豊かな緑と自然環境に囲まれ

た町です。

この豊かで美しいまち鳩山の、素晴らしい自然を

次の世代に引き継いでいくため、町内河川の定期的

な水質検査や公共下水道、町管理型浄化槽、農業集

落排水等の生活基盤整備の普及促進に取り組み、水

環境の保全に努めております。

貴会の長年にわたる活動である「せっけん使おう

運動」が、豊かな自然環境と町民の健康を守り、大

きな成果へとつながりますことを、心からご期待申

し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

　　羽生市長　河田晃明

　羽生市は、北に雄大な利根川が流れ、水利に恵ま

れたまちです。古くから農業と藍染め、そして衣料

のまちとして栄え、近年は伝統を生かしながらも、

新しい産業を取り入れ、活力あるまちづくりを進め

ています。

本市の環境基本計画にある将来都市像は「水と緑

に囲まれ、心豊かに暮せるまち」であり、市民との

パートナーシップのもと、豊かな環境を次世代に引

き継げるよう、環境施策を展開しています。

市では、公共下水道の整備や合併処理浄化槽設置

補助等をはじめ、河川の水質保全に取り組んでいま

す。

結びに、貴会の長年の活動に敬意を表しますとと

もに、活動の輪が大きく広がりますことを祈念申し

上げます。

シャボン玉月間によせて

飯能市長　大久保 勝

　飯能市は、埼玉県の西部に位置し、豊かな自然環

境に恵まれた良好な住環境と都市機能を有した、森

林文化都市です。

　本市の山間部には入間川と高麗川の２つの源流が

あり、いずれの川も埼玉県内を流れる荒川に合流し、

埼玉県民をはじめ東京都民の貴重な水源となってい

ます。

これをふまえて、河川の上流域に位置する本市と

しては、下流域に住む人々に対しても大きな責務を

担っているという自覚を持ち、自然環境の維持・保

全に努めてまいります。

結びに貴会の活動がさらに活発となり、活動の輪

がますます広がりますことを心よりご祈念申し上げ

ます。
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「シャボン玉月間」によせて

東松山市長　森田光一

東松山市では、平成 28 年度から 10 年間のまちづ

くりの指針となる「第五次東松山市総合計画」がス

タートしました。本計画では、「環境」をまちづく

りの柱の一つに据え、「自然と調和する　環境未来・

エコのまち」を目指し、ごみの減量とリサイクルの

推進、環境に対する普及啓発などに取り組んでまい

ります。

また、本年５月には、川のまるごと再生プロジェ

クトに指定された都幾川鞍掛橋周辺において、「く

らかけ清流の郷」がオープンしました。緑豊かな自

然に囲まれた親水レジャー施設として、市内外を問

わず大勢の方に親しまれています。

皆様には、今後も美しい自然を未来へ手渡すため、

精力的に活動を展開されますようご期待申し上げま

す。

シャボン玉月間によせて

日高市長　谷ケ﨑照雄

日高市は、首都近郊に位置しながら手軽に山登り

が楽しめる ｢ 日和田山」､ 市内を流れる「高麗川」、

500 万本の曼珠沙華が咲き誇る「巾着田」など豊か

な自然が広がるまちです。

本年３月には「日高市環境基本計画」及び「日高

市生活排水処理基本計画」の見直しを行い、生活排

水による河川などへの水質を保全するため、合併処

理浄化槽への転換について重点期間を定め、強力に

推進しています。

また、授業の一環として、小学生によるウグイの

放流を行っています。生きた魚を直接見て触れる良

い機会であり、清流保全の意識醸成に繋がることを

期待しています。

貴会の長年の取り組みに敬意を表しますととも

に、今後も活動の輪が広がりますよう心からご祈念

申し上げます。

シャボン玉月間によせて

富士見市長　星野信吾

荒川、新河岸川、柳瀬川をはじめ、多くの河川を

有する富士見市は、昔から水田地帯として豊富な水

を利用してきました。

　その豊かな水資源を将来に引き継いでいくため、

一人ひとりが環境について考える機会を持てるよ

う、市では様々な取り組みを行っており、柳瀬川で

毎年行われている「川の探検隊」では、生き物観察

や水質の検査などを通して、子どもたちが楽しみな

がら水辺の環境や生態系を学んでいます。

　今後も、「環境にやさしい都市宣言」に基づき、

心和ませる水と緑豊かな自然環境の保全に努めてま

いります。

　結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

すとともに、活動の輪が大きく広がっていきますこ

とを心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

ふじみ野市長　高畑 博

ふじみ野市は、舟運の舞台となった新河岸川がゆ

るやかに流れ、郊外には屋敷林と農地の織りなす田

園風景が広がる水と緑の豊かなまちです。

この豊かな水辺環境を守り、次世代に引き継いで

いくために、本市では平成 25 年３月に環境基本計

画後期行動計画を定め、その中で「合成洗剤などの

使用を控え、自然由来などで環境負荷の少ない石け

んの使用に努めましょう」と市民に呼びかけている

ところです。

貴会は、身近な石けんを通じ、水環境を守る運動

として広げられており、そのご努力に対して大いに

敬意を表するとともに、この「石けん使おう！７月

はシャボン玉月間」への取り組みにつきましても、

大変意義のあるものと考えます。

結びに、今後とも貴会の活動により、環境保全運

動の輪がますます広がりますとともに ､貴会のご発

展を心からお祈りいたします。
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「シャボン玉月間」によせて

三郷市長　木津雅晟

埼玉県の東南部に位置する三郷市は、都心までわ

ずか 20 kmの立地にありながら、東に江戸川、西に

中川が流れる、水と緑に囲まれた自然豊かなまちで

す。

本市では、「ふるさとの川 水辺の再生事業」の一

環として、毎年、市民と協働で、市内を流れる第二

大場川の浮遊ゴミを回収する活動を行っています。

また、江戸川の三郷緊急用船着場における「みさと

船着場フェスティバル」などを通じて、恵まれた水

辺環境の大切さを再認識していただくイベントも開

催しています。

これまでの貴会の長年にわたる環境保全活動に対

し敬意を表するとともに、「せっけん運動」の輪が

さらに広がりますようご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

　皆野町長　石木戸道也

　皆野町は、埼玉県の西北、秩父地域にあり、都心

から 80 km圏域に位置し、美の山の桜や天空のポピ

ーなど豊かな自然に囲まれた町です。

　今、世界で環境問題が深刻化するなか、豊かで住

みよい自然環境を保ち、次世代を担う子どもたちに

引き継いでいくことは私たちが果たすべき責務であ

ります。

　当町では、平成 23 年度から生活クラブ生協・埼

玉の方からの推薦もあり、幼稚園・各学校用に貴会

の石けんを購入し、今日まで使わせていただいてい

ます。子供たちや先生からは、手が荒れなくてよい

という声も聞こえてきており、大変好評を得ていま

す。

貴会の皆様におかれましては、長年にわたり水環

境保全活動に取り組まれておりますことに対して心

から敬意を表します。今後も、皆様の「石けん運動」

から、ひとりでも多くの方が水環境と健康な体を守

るため、この活動の輪がますます広がっていきます

よう心よりご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　　　　　宮代町長　榎本和男

宮代町は埼玉県の北東部に位置し、さいたま緑の

トラスト保全第５号地である山崎山の里山や町の東

側に流れる大落古利根川などの河川や水路、そこか

ら流れ込む水が織り成す田園景観を有している自然

環境に恵まれたまちです。

当町では、豊かで住みやすい自然環境を残すため

に、「宮代町一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」

の見直しを行うとともに、単独処理浄化槽から合併

処理浄化槽への転換の促進、浄化槽の適正な維持管

理の啓発を行い、今後もより一層、水環境の保全と

再生に取り組んでまいります。

最後に、水環境の保全活動に長年取り組まれてい

る貴会の活動に敬意を表するとともに、今後も「せ

っけん運動」の活動の輪が大きく広がっていくこと

を心よりご祈念申し上げます。

「７月はシャボン玉月間」によせて

三芳町長　林 伊佐雄

　三芳町は、首都圏 30 km圏という好条件に位置し、

武蔵野の美しい雑木林と、整然と区画された畑を残

し、長期間にわたり純農村地帯として歩んできた自

然豊かなまちです。

第５次総合計画においても「未来につなぐ ひと 

まち みどり 誇れる町」を将来像に定め、みどり豊

かな町の特性・資源を活かし、まちに暮らす全ての

人々が誇りのもてる明るい町づくりを住民と行政と

が手を携えながら進めています。

本町におきましても、河川・湖沼汚染の原因であ

る生活排水の適正処理のために、公共下水道供用開

始区域内での接続率の向上及びその他地域での合併

浄化槽の普及促進により生活排水処理率の向上に努

めています。

　このような中、「つづけよう！未来へ！地球に優

しいせっけんライフ」を合言葉に、未来世代へ引き

継ぐ美しい自然と豊かな循環型社会のための貴会の

活動が広がり、さらに成果を収められることを期待

いたしますとともに、更なる発展を心よりご期待申

し上げます。
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この素晴らしい水環境を後世に受け継いでいくた

め、浄化槽の維持管理の啓発などについて積極的に

行ってまいりました。

また、今後につきましては、市民の意識啓発の一

環として公共施設における石けん利用の推進に努め

てまいります。

最後に、一人ひとりの心に訴えかける貴会の石け

ん活動に敬意を表するとともに、活動の輪がますま

す広がりますことを心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間　町長メッセージ

吉見町長　新井保美

　吉見町は、荒川と市野川の豊かな流れに囲まれ、

自然が織りなす四季折々の景色を楽しむことができ

るまちです。そして、この豊富な水資源は、私たち

に多くの恵みをもたらし、地域の発展を支えてくれ

ました。

　町では、「緑と調和した安全・安心な生活空間の

あるまち」を創造するため、町民との協働による水

辺空間の清掃活動に取り組むとともに、公共下水道、

農業集落排水及び浄化槽による生活排水対策を積極

的に展開しております。最近では、メダカの元気に

泳げるきれいな水環境が戻ってきております。

　貴会が取り組むせっけん運動を通じた環境保全活

動は、たいへん意義深く、心から敬意を表しますと

ともに、今後さらに活動の輪が広がることを期待申

し上げます。

　

シャボン玉月間によせて

寄居町長　花輪利一郎

　寄居町は埼玉県の北西部に位置し、豊かな自然に

囲まれている町です。「荒川」が町中央を流れ、名

水「風布川・日本水」を始めとした多くの清流、こ

れら「水と緑」は町のシンボルとなっており、寄居

町は古くからこの自然環境を背景に産業や文化を発

展してまいりました。

　この豊かな水環境を保全し後世に伝えるため、本

町では公共下水道、農業集落排水の整備や、合併処

理浄化槽の普及促進など生活排水を適正に処理する

ための施策を進めております。

　環境を守るために石けんへの切り替え運動を広げ

ていく、貴会の長年にわたる活動に心から敬意を表

するとともに、今後ますます運動の輪が発展してい

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

へのメッセージ

毛呂山町長　井上健次

　今年の４月に発生した熊本地震、ならびに九州地

方の大雨で被災された方々に、心からお見舞い申し

上げます。一方、関東地方では梅雨といえども、ダ

ムの枯渇による水不足が懸念されております。

　今年のシャボン玉月間の合言葉の一部にもあるよ

うに「水はみんなの宝もの」です。私たちの命に欠

かせない水をめぐる課題は様ざまですが、きれいな

水の恩恵を受けていることをあたり前と思わず、自

然を守っていく心がけが大切です。毎年７月のシャ

ボン玉月間は、環境保全を考える良い機会となって

おります。貴会の永年にわたる活動に敬意を表する

とともに、美しい緑と清流が未来へ引き継がれるよ

う、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　横瀬町長　富田能成

　横瀬町は、埼玉県の西部、秩父地方の南東部に位

置し、町のほぼ中央を東西に横瀬川が流れ、埼玉県

内最大級の寺坂棚田が広がる緑と水の自然に恵まれ

たすみよいまちです。

　本町では、豊かで美しい自然環境を保全し、自然

に恵まれ、こころに残る魅力あふれる美しいまちづ

くりに取り組んでおります。

また、自然環境と調和した景観形成や生活排水の

適正な処理を推進するなど、環境との共生に努めて

おります。

　貴会が長年取り組まれている石けん運動を通じ

て、より多くの人々が水環境へ関心を持ち、活動の

輪が一層広がるよう心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」への

メッセージ

　吉川市長　中原恵人

吉川市は、東に江戸川、西に中川が流れ、古くか

ら水の恵みを享受してまいりました。「吉川に来て、

なまず、うなぎ食わずなかれ」といわれるほど川魚

料理は庶民に愛され「なまずの里よしかわ」といわ

れ、現在も川魚料理が食べられる料亭が市内に点在

しています。
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くことをご期待申し上げます。

「シャボン玉月間によせて」

嵐山町長　岩澤 勝

　本町は、埼玉県のほぼ中央部に位置し、国蝶オ

オムラサキが生息する美しい水と緑に囲まれた自然

豊かな町です。関越自動車道嵐山小川インターチェ

ンジにより交通の利便性も良く、「蝶の里らんざん」

として多くの方々に親しまれています。南部を流れ

る槻川では、毎年多くのウグイが放流され、河川敷

のバーベキュー場には、季節を問わず多くの観光客

が訪れてくださいます。

そのウグイが生息する美しい清流を残し、環境を

守り水質を向上させるため、本町では、平成 25 年

度より川の再生まるごとプロジェクトに取り組んで

います。

今後も町が責任をもって地域や各種団体と連携

し、自然を満喫できるまちづくりに取り組んで参り

ます。

　このような中で、日々の生活から水環境を守る活

動を長年継続されている皆様方の活動は大変意義深

く、我々自治体を含め、活動の輪が一層広がります

よう心からご期待申し上げます。

　

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

和光市長　松本武洋

和光市は、東京メトロ有楽町線、副都心線、東武

東上線が乗り入れる和光市駅、東京外環道和光イン

ター等交通の要衝、埼玉の玄関口として成長し続け

ています。

都心に近く、豊かな自然環境を兼ね備えた当市は、

新鮮な農産物も楽しめる快適環境都市です。

当市では環境施策の一環として、市民グループに

廃食油で石鹸を作るミニプラントを貸し出す事業を

実施し、また、清掃センターで廃食油石鹸を販売、

市民まつりで啓発を行うなど廃食油を通じ環境を考

える活動を推進しています。

　水質汚濁の主な要因が家庭系の雑排水とされるい

ま、貴会の活動は有意義であり、敬意を表するとと

もに、今後ますます石けん運動の輪が広がりますこ

とを心からお祈りいたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

千葉県知事　森田健作

千葉県は、美しい海や緑の丘陵、様々な生物など、

豊かな自然に恵まれています。

一方で、手賀沼・印旛沼の水質汚濁や廃棄物の不

法投棄などにより、ふるさとの自然が傷つけられて

きたことも事実です。

ふるさと千葉の豊かな自然を未来の子どもたちに

引き継ぐことは、私たちの重要な使命です。

本県では、千葉県環境基本計画のもと、「ずっと

豊かで安心して暮らしていける千葉の環境を、みん

なのちからで築き、次の世代に伝えていく」ことを

基本目標に、水環境の保全への取組や、環境を守り

育てる人づくり・ネットワークづくりなどを推進し

ています。

「せっけん運動」を通じて水環境を保全していこ

うとする皆様の活動がますます充実し、大きな成果

につながりますことを心から期待いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　　　　　　　旭市長　明智忠直

　旭市は、千葉県の北東部に位置し、南に太平洋を

臨み、北に北総台地が広がる自然に溢れたまちです。

　平坦な市域をゆったりと流れる新川は、干潟八万

石の穀倉地帯を流れ市民生活に潤いを与える重要な

河川となっています。

　この豊かな自然環境と人の共存を目指し、市で

は合併処理浄化槽の設置促進や下水道・農業集落排

水の整備を進めて河川の水質保全に取り組んでいま

す。今年度、環境基本計画を策定しており、貴会が

取り組む「せっけん運動」を水環境保全の取組みの

一つとして推進することで、市民の意識が高まるこ

とを期待しております。

　今後も「せっけん運動」がますます広がり、貴

会が更なるご活躍をされますことを祈念申し上げま

千葉県

千
葉
県
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す。

　なお、旭市では市民待望の道の駅「季楽里あさひ」

が昨年オープンしました。豊かな自然の恩恵を受け

て県内有数の生産量を誇る農畜産物や新鮮な魚介類

をご用意しておりますので、是非お立ち寄りくださ

るようお願い申し上げます。

シャボン玉月間によせて

我孫子市長　星野順一郎

我孫子市では健康や水環境の安全への取り組みと

して石けんの利用を推進しています。これまでも家

庭や学校・保育園・事業所などから排出される食用

油を回収し、ＮＰＯが石けんにリサイクルする資源

循環にも先駆的に取り組んできました。

環境省のデータでは、ＰＲＴＲ法で指定された有

害化学物質排出量は減少してきましたが、家庭から

排出される有害化学物質の 66％は合成洗剤の成分

であると報告されています。このことを踏まえて、

さらなる手賀沼の水質改善のためにも身の回りの有

害化学物質削減の一つとして、引き続き石けんの利

用を推進していくことが望ましいと考えています。

当市では、多くの市民団体による請願を受け、学

校給食で石けんを使用する取り組みも行っています。

今後も、かけがえのない財産である手賀沼を守り、

きれいな水と豊かな生態系を未来の子どもたちに受

け継いでいくためにも、市と市民・事業者が相互に

連携し、環境に負荷を与えない暮らしを推進して参

ります。

「石けん使おう！ ７月はシャボン月間」によせて

市川市長　大久保 博

せっけん運動ネットワークの皆様におかれまして

は、日頃より本市の環境行政にご理解とご協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

市川市は、県北西部に位謹し、江戸川を挟んで東

京都に隣接しているベッドタウンです。

市川駅南口アイ・リンクタウン展望施設からは、

雄大に横たわる江戸川が見渡す限り続く海へとつな

がる風景が望め、山から湧き出た水が海へ、そして

雲となって山に戻るという自然界での水の循環を感

じることができます。このような水の循環は、都市

に生きる私たちに必要な水を供給する重要な役割を

持ち、多様な生態系を維持していくためにも大切な

要素です。

貴会の「せっけん運動」により、こうした日々の

暮らしに欠かせない水環境が保全され、多くの方の

生活の安全が守られていることに対し、深く感謝申

し上げます。

本市では平成４年に「生活排水対策重点地域」に

指定されたことから、「生活排水対策推進計画」を

策定し、下水道整備の促進、合併処理浄化槽の普及、

水路浄化施設の設置、環境活動推進員制度の運営な

どに取り組んでおり、今後も、引き続き良好な水循

環を確保するために、市民と連携して生活排水対策

を進めてまいります。

「せっけん運動」の輪が大きく広がり、環境意識

の高まりと環境保全活動が一層促進されることを心

より願っております。

「シャボン玉月間」によせて

市原市長　小出譲治

市原市は、全国有数の規模を誇る京葉工業地域の

中核をなす一方、市を縦断する養老川や紅葉で有名

な養老渓谷など、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ

たまちでもあります。

過去には大気汚染や水質汚濁などいわゆる産業型

公害が発生しましたが、先人のたゆまぬ努力により

克服してまいりました。

私たちは、この素晴らしい自然を、未来を担う子

どもたちに、誇りと責任を持って引き継がなければ

なりません。

このため、本市では、改訂市原市環境基本計画を

策定し、「自然と共生して豊かに暮らせる快適なま

ち」を望ましい環境像として掲げ、生活環境の保全

をはじめ資源循環型社会の形成など、市民・事業者・

市が一体となり、様々な施策を進めているところで

す。

貴会が推進する「石けん運動」は、市民生活に身

近な大変意義深い取り組みであり、長年にわたる活

動に敬意を表するとともに、この活動の輪がより一

層広がることを心よりご期待申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

印西市長　板倉正直

近年の環境問題は、大気汚染や水質汚濁、廃棄物

の不法投棄などの身近なものから、地球温暖化の進

行や生物多様性の減少といった地球規模のものに至

るまで多岐にわたっております。印西市ではこのよ

うな複雑かつ深刻化する環境問題に的確に対応する

ため、様々な環境施策に取り組んでおります。中で

も、生活排水対策として、下水道の整備、合併浄化

槽においては高度処理浄化槽の普及促進を積極的に

推進しており、生活排水による水質の悪化を抑制す

ることで、印旛沼や手賀沼など湖沼、河川の水質改

善に努めております。

今後も、水環境の保全活動において成長を続ける

貴会が、ますます発展されますことをご祈念申し上

げます。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　浦安市長　松崎秀樹

浦安市は、震災から５年が経過し、今、復旧・復

興は最終段階となりました。そして、復旧・復興を

成し遂げ、新たなステージに向かって、様々な施策

を積極果敢に展開していくべき時を迎えました。

環境保全の分野では、「人と自然とが共生する水

と緑で囲まれた持続可能な快適環境都市うらやす」

を目指し、望ましい環境像に向けた取り組みを進め

ています。

貴会は、水質の保全を通じて環境問題に真摯に取

り組まれております。本市においても廃食油の拠点

回収を行い、リサイクルせっけんの普及と公共施設

での活用につながっています。

一人ひとりの小さな取り組みを大きな成果につな

げる貴会の活動に敬意を表し、今後も活動の輪がさ

らに広がることを期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はしゃぼん玉月間」

へのメッセージ

大網白里市長　金坂昌典

　大網白里市は東京都心から 50 ～ 60km 圏域に位置

し、九十九里平野のほぼ中央に位置しています。本

市では、緑豊かな丘陵、広大な田園、白砂青松の

海岸という恵まれた自然環境を次世代に継承するた

め、水を大切にし、汚さない意識を醸成し、川、海

等の保全に努めたいと考えます。

　また、環境保全の取組みのひとつとして、家庭

から排出される廃食用油を回収し、バイオディーゼ

ル燃料としてリサイクルしているだけでなく、廃食

用油から作られるリサイクル石けんを窓口にて販売

し、環境にやさしい石けんの普及に努めています。

　貴会の活動の輪が広がり、地球環境保全の大きな

成果につながりますことをご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

へのメッセージ

　　　　鎌ケ谷市長　清水聖士

鎌ケ谷市は、千葉県の北西部の下総台地に位置

し、手賀沼水系、印旛沼水系及び東京湾へと注ぐ真

間川水系の最上流部となっております。最上流部で

の浄化対策を進めることの重要性を認識し、市民と

の協働による湧水・河川調査や公共用水域・家庭雑

排水処理施設の水質調査などを継続して実施してい

ます。

また、地球温暖化に対応するため、住宅用再生可

能エネルギー・省エネルギー設備設置促進事業とし

て、太陽光発電システム等の設置費用の一部を補助

するなど、様々な環境の保全に取り組んでおります。

最後になりましたが、貴会の環境保全に対する取

り組みに敬意を表するとともに、ますますのご発展

をお祈り申し上げます。

シャボン玉月間によせて

木更津市長　渡辺芳邦

木更津市は、東京湾アクアラインや首都圏中央連

絡自動車道の整備進展により、新たな商業施設の進

出や住宅地の開発が進んでいます。その一方、市内

を横断するように流れる小櫃川は東京湾へと注ぎ、

その河口に形成された広大な自然干潟「盤洲干潟」
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には多種多様な動植物が生息するなど、都市機能と

豊かな自然が共存する「まち」となっています。

私たちは、このかけがえのない自然環境を未来へ

と残し、人と自然が調和した持続可能な未来を地域

一体となって推進するため、保全･啓発活動に努め

ています。

長きに渡り水環境の保護活動にご尽力されている

貴会の皆様に心より敬意を表しますとともに、活動

の輪の更なる広がりをご期待申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

栄町長　岡田正市

栄町は、周辺を利根川・印旛沼・長門川・将監川

に囲まれた水源豊かな自然環境にあります。この貴

重な財産を次の世代に引き継いでいく為に、環境保

全、とりわけ水質浄化の推進は大変重要な課題とな

っております。本町では、公共下水道の整備や合併

処理浄化槽の設置費補助制度を活用した普及、促進

に努めるとともに、町民との協働による河川一斉清

掃を実施するなど水環境の保全に取り組んでおりま

す。

貴会の「せっけん運動」は日常生活から水環境を

保全する活動として大変意義深いものであり、長年

にわたる活動に対して深く敬意を表するとともに、

今後ますますのご発展を心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　佐倉市長　蕨 和雄

　佐倉市は千葉県北部、下総台地の中央部に位置し、

人口 17 万５千人余りの都市であるにもかかわらず、

水辺環境や谷津田、里山など豊かな自然に恵まれて

います。この豊かな自然を次世代に引き継いでいけ

るよう、行政・市民・事業者が保全に一体となって

取り組んでいく必要があります。

　特に印旛沼は市民の憩いの場として、多くの方々

に親しまれていますが、水質は全国湖沼の中でワー

ストワンとなっています。そのため公共下水道の整

備や高度処理型合併浄化槽の普及などの生活排水対

策を積極的に進めるとともに、流域自治体等との連

携を強化して水質改善に向けた運動を展開している

ところです。こうした中、貴会の活動が、多くの方々

の環境意識を高め、大切な水環境の改善につながる

ものとして、さらに発展されることをご期待申し上

げます。

シャボン玉月間によせて

酒々井町長　小坂泰久

酒々井町は、千葉県の北部、北総台地に位置し豊

かな自然環境と温暖な気候に恵まれています。また、

飲料水のほとんどを地下水に依存しており、この良

質な水源を守り、未来の子供たちに引き継ぐことが

重要であると考えております。

当町では町内の河川全てが印旛沼に流入してい

ることから、浄化対策の重要性を常日頃から強く認

識しており、公共下水道の整備促進をはじめ、高度

処理型合併浄化槽の設置に対する助成を実施するな

ど、点源対策に努めております。

また、ファーストフラッシュへの面源対策として、

雨水浸透施設や雨水貯留施設の設置及び調節池等の

整備が汚濁負荷削減に大きな効果を発揮しているも

のと考え、現在、町総面積の約 50％で面源対策を

講じており、今後も、新たな開発に対して整備の推

進をしてまいります。

さらに、町民一人ひとりの環境保全に対する意識

高揚を図ることがより重要と考えており、貴会の取

り組まれている「せっけん運動」は、まさにその環

境保全に対する意識向上に繋がるものであります。

　貴会の長年にわたる取り組みに深く敬意を表すと

ともに、今後、なお一層の活動の輪が広がりますこ

とを心よりご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

白井市長　伊澤史夫

　白井市は、千葉県でも貴重な自然環境を残す印旛

沼と手賀沼、双方の上流部に位置し、これらの沼は、

地域住民の憩いの場となるだけでなく、北総の原風

景を形成する重要な環境資源でもあり、後世に残さ

なければならない大切なものです。

このため本市でも、河川・湖沼の水質改善のため

に、家庭の廃食油を回収し、また、生活排水対策と

して、市民・事業者へ向けた広報活動を実施するな

ど、環境保全に積極的に取り組んでいるところです。

今後、貴会の取り組みが進展し、環境保全の輪が広

がり、大きな成果となるようご期待申し上げますと

ともに、貴会のますますのご発展をご祈念申し上げ

ます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

匝瑳市長　太田安規

匝瑳市は、千葉県の北東部に位置し、北部は谷津

田が入り組んだ台地を形成し、里山の自然が多く残

されています。また、南部は市街地を除いて田園地

帯が広がり、南端は九十九里海岸に面しています。

市では、この恵まれた自然環境をかけがえのない

貴重な財産として、後世に引き継いでいくため、市

内８河川の水質測定を定期的に実施するとともに、

合併処理浄化槽の設置促進やＥＭ菌（有用微生物群）

を活用した水質浄化対策等を行っています。今後と

も、市民や事業者等との協働を基調に、水環境の保

全に取り組んで参ります。

結びに、貴会の日頃の活動の成果に対し心から敬

意を表しますとともに、活動の輪がますます広がり

ますことを祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

袖ケ浦市長　出口 清

袖ケ浦市は自然環境との調和や資源・エネルギー

問題等に総合的かつ計画的に取組みを進めるため、

平成 25 年度に環境基本計画を改定し、安全で快適

なうるおいのある環境都市の実現に努めています。

人間の営みが環境に対して、何らかの負荷をかけ

ることは避けられませんが、人間も地球の乗組員と

の自覚のもと、一人ひとりが環境保全の意識をもち、

自然と調和した豊かな生活をどのように実現してい

くかが大変重要な課題となっています。

こうした中、貴会が行っている石けん運動による

水環境を保全する取組みは、非常に意義深いもので

あり、この取組みが多くの人に理解され、活動の輪

が広がることを心からご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　　千葉市長　熊谷俊人

今年で開府８９０年を迎える千葉市は、首都圏の

主要な都市でありながら、里山や谷津田、長大な人

工海浜など、豊かな緑と水辺を有し、市域の中で都

会と田舎が近い距離で共生する環境が形成されてい

ます。

この豊かな自然を活かし、千葉市では、公園整備

や、市民参加による「谷津田の保全」、「河川の浄化

活動」など、水環境の保全の取り組みを進めていま

す。

貴会が実施しているせっけんを通じた水環境の保

全の取り組みは、豊かな自然はもとより、未来の子

どもたちの為にも有意義なものであり、長年にわた

る活動に敬意を表するとともに、この取り組みを多

くの人が知り、活動の輪が今後ますます広がること

を心から祈念いたします。

「シャボン玉月間」によせて

東金市長　志賀直温

東金市では、「四季千年」「緑といのちの輝くまち」

を基本理念に、市民共有の財産である森林、農地、

水辺など本市の豊かな自然環境を守り、次世代を担

う子どもたちに引き継げるよう、さまざまな環境施

策に取り組んでいます。

中でも地球上の生命を育む水を守ることは特に重

要であり、私たち一人ひとりが日々の暮らしの中で、

自分にできることから取り組むことが大切です。

貴会による「石けん運動」は、水環境の保全にお

いても大変有意義なものであり、今後、活動の輪が

より広がり、更に発展されることを祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

富里市長　相川堅治

富里市は、北総台地上の平坦な台地と台地のすそ

に広がる谷津地形を持つ市です。谷津から湧き出す

水は河川の源流となっており、西側の谷津からの湧

水は印旛沼へと流れています。

　本市の「富里市環境基本計画」の中で、「水や空

気がきれいで、健康で安心して暮らせるまち」を一

つの環境目標にし、その中の個別目標に「河川や地

下水の水質改善」を設定しています。取り組んでい

る主な水環境施策として、河川の水質の監視、合併

浄化槽の設置の推進、生活排水対策についての意識

啓発などです。

　貴会の長年にわたる水環境保全に対する取り組み

については、行政といたしましても大変心強いとこ

ろであります。貴会の活動が、今後さらに広がり発

展されることを心から期待しております。
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シャボン玉月間に寄せて

流山市長　井崎義治

皆様の地域に根付いた積極的な活動に心より敬意

を表します。

流山市は江戸川沿いに南北に長い地形をしてお

り、市内を流れる坂川、大堀川、利根運河などの中

小河川が市民に水辺の潤いを与えてくれています。

近年ではこれらの河川の水質も改善しており、行政

のみならず、市民・事業者の皆様の長年の取組が、

徐々にではありますが確実に成果を上げているもの

と感謝いたします。

せっけんを入口として環境問題全般に関し広く啓

発を行う皆様の活動の輪が、これからもますます広

がりますようご祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

習志野市長　宮本泰介

本市は東京湾に隣接し、東京湾の水質浄化を図る

ことを目的とした「東京湾岸自治体環境保全会議」

の構成団体となっております。

　湾岸住民へ環境保全に係る啓発活動を行い、徐々

にではありますが、東京湾の水質も改善傾向にある

ことがうかがえます。

　水質汚濁は、生活排水や事業活動に伴う環境負荷

の積み重ねにより生じているものであり、安全安心

な水質環境を守るためには、個人、事業者、行政が

お互いに協力していくことが必要となります。

　貴会の石けん運動も今年で 36 年目を迎えたとの

ことであります。長年に渡る活動の歴史に敬意を表

しますとともに、今後の更なるご活躍を心からご祈

念申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

成田市長　小泉一成

地域の環境は、水や土壌、そしてそこに生息する

生物が、直接・間接的に支え合いながらバランスを

保っています。人間もこの生態系の一部であり、様々

な生物が生み出す恵みを享受しております。

古くから印旛沼や利根川などの恩恵を受けてき

た成田市ですが、生活排水の増大などによる水質の

悪化が懸念されます。そこで本市では、下水道の整

備や合併処理浄化槽の設置促進などの対策を推進し

ていますが、今日の環境問題への対応には、一人ひ

とりが環境に配慮した生活を心がけることが大切で

す。

こうした中、長年にわたり暮らしの中で水環境保

全に取り組まれてきた貴会の活動に敬意を表すると

ともに、貴会の活動の輪が広まることで、さらに多

くの方の環境に対する意識が高まることを期待いた

します。

「シャボン玉月間」に寄せて

船橋市長　松戸 徹

船橋市は、人口 62 万人を擁する大都市でありな

がら、南部は東京湾「三番瀬」に面し、北部は緑や

谷津田に囲まれています。市内中心には市民に親し

まれる海老川が流れ、下水道の普及等によって水質

は年々良くなり、環境基準を達成しています。

現在、市では「生活排水対策推進計画」の改訂に

着手し、台所での調理くずや廃食用油対策とともに、

適正な洗剤の使用の理解と協力が得られるよう努め

ているところです。さらには、豊かな生物多様性と

その恵みを次世代へと引き継いでいくために「生物

多様性ふなばし戦略」の策定を進めています。また、

平成 29 年度には「ふなばし三番瀬環境学習館」が

オープン予定で、干潟の生態系等を学ぶ機会を通し

て環境を守り育てる意識啓発を図ってまいります。

環境を大切にする取り組みは市民・事業者・行政

との連携が欠かせない中、これまでの貴会における

長年にわたるせっけん運動は環境保全意識の高揚に

大きく寄与されたものと心より敬意を表し、益々の

活躍を期待する次第です。

「シャボン玉月間」によせて

松戸市長  本郷谷健次

松戸市は千葉県の北西部に位置し、一級河川の江

戸川をはじめ、坂川、富士川や六間川など多くの川

が流れており、その様な環境にある本市では市内に

水辺の景観ゾーンを指定し、「身近にうるおいを感

じ、心のよりどころを感じることのできる豊かな水

辺の景観づくり」を進めています。このような親水

に関する取り組みを進めるにあたっては、川がきれ

いであることが前提であり、貴会による「石けん使

おう運動」は、より良い環境を未来へ引き継ぐため、

水環境の保全という観点から大変有意義なものであ
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油の引き取りも実施することで水質保全を図ってい

ます。

  結びに、貴会の水環境保全の取り組みに敬意を表

し、運動の輪が広がりますよう祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

四街道市長　佐渡 斉

千葉県の北部に位置している四街道市は、緑豊か

な自然環境に恵まれた住宅都市として発展してきま

した。市域には４本の河川が流れており、うち３本

が印旛沼に流入しています。

当市では、「みどりと都市が調和した心地よく暮

らせるまち」の実現を目指し、印旛沼の水質改善の

ため河川水質調査の実施、公共下水道の整備・接続

の推進、高度処理型合併処理浄化槽や小規模雨水利

用設備の設置補助など各種事業を実施しています。

最後に、水環境を守る貴会の活動が一層発展され

ますよう期待しております。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

へのメッセージ

昭島市長　北川穰一

　昭島市は北に玉川上水、南に多摩川が流れ、豊か

な湧水と緑に恵まれたまちであり、東京都内で唯一、

深層地下水 100％のおいしい水道水を飲むことがで

きます。

　まちづくりの理念の一つとして「環境との共生」

を掲げ、かけがえのない水や緑といった自然環境を

次世代に引き継いでいくために、将来にわたって維

持していくことのできる施策を進めています。具体

的には地域間連携等による環境保全事業として、友

好都市協定を締結した岩手県岩泉町や多摩川の水源

地域の奥多摩町には、それぞれ「岩泉・昭島友情の

森」や「奥多摩・昭島市民の森」が設置され、市民

町民間の緑の自然環境を通じた広域的な交流も行わ

れています。

ります。

皆様の長年の活動に敬意を表しますとともに、今

後ともこの活動の輪が広がり、より多くの方の環境

に対する意識が高まることを期待しております。

シャボン玉月間に寄せて

八街市長　北村新司

八街市は、千葉県のほぼ中央に位置し、緑豊かな

自然環境と肥沃な土壌環境を活かした農業が盛んな

街です。

しかしながら、都市化が進むことに伴い、生活排

水などの影響から水質の悪化が懸念されています。

市内を流れる河川は、水質悪化で全国的にもトッ

プクラスの印旛沼が流末となっており、自然環境や

里山と共存した街並みとともに美しい景観を保つた

めには、水質の改善も欠かせません。これは、本市

においても重点的に取り組んでいくべき課題である

と考えております。このため、引き続き、河川水質

調査の実施や、公共下水道の整備・接続の推進、高

度処理型合併処理浄化槽の設置促進に取り組むとと

もに、適正な管理を関係機関と連携して指導するな

ど、印旛沼の水質改善のため寄与してまいります。

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表すと

ともに、これからも「せっけん運動」が、地域にお

ける環境問題への取り組みの一環として広がってい

くことを心から祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

八千代市長　秋葉就一

　八千代市は、都心から 30 キロ圏内に位置する首

都圏のベッドタウンとして発展してきて、来年１

月に市制施行 50 周年を迎える予定の住宅都市です。

他方で、市中央部を印旛放水路（新川）が流れ、ホ

タルをはじめ多様な生き物が生息する水辺や里山な

ど緑豊かな自然を有しています。

  この恵まれた環境を保全し、かつ次世代へと引き

継ぐため、本市では、市内河川等の水質測定や事業

場排水の監視を行うとともに、公共下水道の整備や

合併処理浄化槽（特に、高度処理型浄化槽）の普及

促進など生活排水対策に取り組んでいます。

　また、エコアクション 21 を導入し、環境負荷の

少ない製品や無添加リサイクル石鹸の利用などグリ

ーン購入に努めている他、市役所や公民館等で廃食

東京都

東
京
都
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　今後更なる環境意識の高まりに向け、市民、事業

者、行政が連携した取組が求められる中、水環境を

守る視点による「せっけん運動」をはじめ、暮らし

を見直そうと活動する貴会の活動に敬意を表したい

と存じます。今年のシャボン玉月間の合言葉「とど

け！未来へ！せっけんライフ～水はみんなの宝もの

～」のように、それぞれの地域で自然環境保全の輪

が広がっていくことを期待しています。

シャボン玉月間によせて

　　　　あきる野市長　澤井敏和

あきる野市は、自然豊かな「秋川渓谷」を有し、

東京とは思えない水環境に恵まれたまちです。最近

では、圏央道を利用され、ハイキングやバーべキュ

ーを楽しむ多くの観光客の方に訪れていただいてお

りますが、一方で、秋川、平井川を始めとした河川

の水質保全など、課題も増えてきています。

このような中、自然環境の素晴らしさや大切さ

を市民や市外の方に知ってもらう活動として、市内

の「戸倉しろやまテラス」や「小宮ふるさと自然体

験学校」で、自然に親しむさまざまな体験学習を行

っております。

貴会の美しい自然を次世代へ引き継ぐ活動は、

本市としましても大いに共感するところでありま

す。貴会の長きにわたる活動に敬意を表しますとと

もに、より一層発展されることを心よりご期待申し

上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　

足立区長　近藤やよい

足立区には、四方を川に囲まれ水と緑が豊かな自

然環境が残っています。近年、新線の開通や駅前・

拠点の開発、大学の進出などで大きな発展を続けて

いますが、こうした発展と豊かな自然の調和がまち

の魅力の一つとなっています。

区では、自然を活用した水と緑に触れるイベント

を開催し、子どもたちの自然を大切にする心を育ん

でいきます。

これまでの皆様の活動である「せっけん運動」が

ますます発展し、環境保全に対する意識の輪が広が

っていくことを期待します。

シャボン玉月間によせて　　　　　

荒川区長　西川太一郎

荒川区では、「環境先進都市」の実現に向け、環

境基本計画により区民・事業者・区を「環境区民」

と位置付け、環境推進活動に取組んでいます。

　平成 28 年３月には「荒川区低炭素地域づくり計

画（改訂版）みんなでつくるエコなまち　あらかわ

プラン」を策定し、平成 32 年度までに区全体のエ

ネルギー消費量を平成 12 年度比で 30％削減するな

どの目標を新たに掲げ、様々な重点プロジェクトを

実施しています。

　また、荒川区は隅田川が北東部を迂回して流れて

おり、身近な水環境として親しまれています。

かけがえのない地域の水環境の素晴らしさを次世

代に引き継ぐためにも、貴会の「せっけん運動」の

ますますの御発展を期待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

板橋区長　坂本 健

板橋区は、環境保全の取り組みをより効果的に進

めていくため「板橋区環境基本計画２０２５」及び

「板橋区環境教育推進プラン２０２５」を策定いた

しました。基本計画では、自然環境と生物多様性の

保全を基本目標のひとつとして掲げ、「板橋らしい

良好な緑や水環境の保全・創出」と「自然とのふれ

あい促進や自然の恵みの享受」を環境施策として示

しました。これらを実現するため、区では区民・事

業者・教育機関の方々と連携し、環境保全と環境教

育活動を推進してまいります。

貴会の長年にわたる環境問題への取り組みに対

し、敬意を表しますとともに、活動の輪がいっそう

広がっていきますことをご祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

稲城市長　髙橋勝浩

稲城市は、多摩川や三沢川の清流に代表される

豊富な水と多摩丘陵の緑につつまれた、豊かな自然

を魅力とするまちです。暮らしにやすらぎを与えて

くれる、この豊かな環境を守り育て、将来へと引き

継いでいくためには、環境保全に対する意識の向上

と私たち一人ひとりが身近な生活の中で行動に移し

ていくことが大切です。
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　本市では、平成 18年度より「上谷戸 (かさやと )

ホタルの会」が発足し、上谷戸川の清流を活かし、

ホタルの育成を行っています。このホタルを多くの

方に観賞していただきたく、平成 20 年度からはホ

タル観賞の期間を設け、オープニングコンサートも

開催しています。

　今年も「上谷戸ホタルの会」の皆様をはじめとす

る地域の方々の努力が実り、美しく舞うホタルを見

ることができました。今後も市民と行政が協力して、

美しい住環境を守り、やすらぎのあるまちづくりを

進めてまいります。

　結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

すとともに、活動の輪が今後も大きく広がっていき

ますことを心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

江戸川区長　多田正見

江戸川区は、東に江戸川、西には荒川と旧中川、

そして南には東京湾に接する水辺に囲まれた都市で

す。

これまで「ゆたかな心、地にみどり」をテーマに

昭和 40 年代から「環境をよくする運動」に力を入れ、

この恵まれた水辺を生かした環境づくりを推進して

きました。

昭和 48 年には、区民の清流を取り戻したいとい

う思いから、全国で初の親水公園が誕生しています。

大切な水環境を守るため、区内の一事業者として

区役所は「石けん使用指針」を定め、区施設におい

て負荷の少ない製品の使用を勧めています。

長年にわたり「せっけん運動」を通じて水質保全

活動に取り組まれている貴会に敬意を表するととも

に、今後より一層の発展を心から期待しております。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　青梅市長　浜中啓一

青梅市は、多摩川や荒川水系の霞川のほか、数

多くの清流が流れており、市域の約６割が森林に囲

まれた自然豊かな水と緑のまちです。

中でも、環境省の名水百選に選ばれた御岳渓流

は、秩父多摩甲斐国立公園にあり、四季を通じて多

くの方々に愛されています。

昨年３月に策定しました、第２次青梅市環境基

本計画では、６つの環境テーマを掲げており、その

テーマの一つである「水」の中で、合成洗剤の利用

を控えるなど河川の水質保全に努めることとしてい

ます。

また、望ましい環境像を、「美しい自然のふるさ

と青梅～豊かな環境を未来に引き継げるまち～」と

しており、豊かな自然を未来に引き継いでいくこと

が、私たちの責務であると考えております。

貴会におかれましては、今年度「2016 シャボン

玉フォーラム in 東京」を開催され、当市といたし

ましてもその趣旨に賛同し、後援を行ったところで

あります。

水環境の保全を図る貴会の長きにわたる取組が、

更に多くの方の共感を呼び、より一層発展されます

ことを心よりご祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

大田区長　松原忠義

大田区は、多摩川と東京湾に囲まれ、多くの水

辺空間が存在し、干潟等を中心に貴重な自然が残さ

れています。一方、全国有数の工業集積を抱えるも

のづくりのまちであり、羽田空港を有する国際都市

としても更なる発展を目指しています。この多様な

地域を共存させながら、にぎわいと同時に環境に配

慮した魅力的なまちづくりを進めています。

また、多摩川の自然環境を活かした取り組みを

している団体として、「水辺の楽校」があります。

水辺の楽校は、多摩川干潟の観察体験学習や保全活

動などを行っているところです。

豊かな水環境を守り、美しい自然を継承してい

くため、活動の輪が一層広がっていくことをご期待

申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

葛飾区長　青木克德

　葛飾区は、７つの河川に囲まれ、大変水と緑に恵

まれた地域です。

　区内では、水辺と親しんだり、水質調査・清掃活

動などのイベントが多く開催され、イベントでは、

葛飾区の企業と環境団体が協働で開発した、水中探

査機カメラ「葛飾っ子１号」が、水底の生物・水中

植物などの状況映像を撮影し、多くの区民の皆さん

に、水質や環境状況を理解していただき、水辺に関

心を持ってもらうため大活躍しています。
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　私は、水と緑に恵まれた良好な自然環境を次世代

に引き継げるよう、区民の皆さん、事業者の皆さん

と協働して進めています。

　多年にわたり水環境の保全に取り組んでこられた

皆様方の活動が、今後益々ご発展され、活動の輪が

さらに大きく広がりますことを心からご期待申し上

げます。

シャボン玉月間によせて

北区長　花川與惣太

北区では、持続可能な社会の実現を目指していま

す。それには、区民・事業者・民間団体・北区が認

識を共有し、区民一人ひとりが環境に与える影響を

考え、日常の中で意識することなく出来る限り環境

負荷のない行動をしていかなければなりません。

  昨年度、北区では環境基本計画に基づき区内の小

学生から環境に関する標語を募集し、環境かるた「北

区 eco かるた」を策定いたしました。

  今年度は、このかるたを活用し次世代を担う小学

生を対象に「省エネ道場」を開催します。子どもた

ちに省エネや環境に対する知識の向上と環境に配慮

した行動を生活習慣として根付かせたいと考えてい

ます。

  皆さまが取り組まれている「水環境を保全する活

動」が益々広がり、身近な問題として環境を考え、

一人でも多くの方にご協力いただけるよう、ご期待

申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

清瀬市長　渋谷金太郎

当市は、都心からわずか 25 km圏内に位置しなが

らも、自然環境が豊かなコンパクトシティです。

その環境の良さから、昭和の初めには、東京府

立東京病院を始めとする数多くの結核療養施設が開

設され、結核治療の聖地として全国に知られていま

した。

そして現在に至り、当時ほどではないものの、

依然として清瀬駅南口側には多くの医療機関が集積

している実態は、その素晴らしい自然環境の証左と

言えます。

このことから、市民の皆さんの環境に対する意

識や関心は非常に高く、市内一斉清掃や柳瀬川の清

掃など、環境を守るための取り組みに多くの方が参

加しています。

皆様が続けられている「せっけん運動」は、自

然環境を大切にする当市にとっても大変意義深いこ

とでありますので、学校給食調理室などで、運動に

賛同した取り組みを行っております。

今後も、貴会がますます発展し、活動の輪が広

がりますことをご期待申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

江東区長　山﨑孝明

　江東区では、区民、事業者、行政などの各主体が

良好なパートナーシップのもとに協働し、環境に配

慮したライフスタイルを確立するため、毎年６月に

「環境フェア」を開催し、持続可能な社会を目指し

ています。エコドライブの体験、ごみ減量に関する

クイズラリー、家具リサイクル販売などさまざまな

催しが行なわれ、多くの区民が来場します。水環境

を守るための取組みも紹介され、より多くの方が水

環境保全への関心を高めていけるよう、努めていま

す。

　毎年７月をシャボン玉月間とし、長年に渡り、「石

けん運動」をなさる貴会の活動に深く敬意を表し、

ますますの御発展を心より期待しております。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

小金井市長　西岡真一郎

小金井市には、広大な小金井公園、玉川上水や

屋敷林、野川の水辺空間、国分寺崖線（はけ）の緑

や湧水などの恵まれた自然環境があります。このよ

うな小金井の宝を守ることは勿論のこと、より良く

することで、より誇りの持てるまち小金井市に生ま

れ変わることができます。

小金井市では、雨水浸透施設等の設置率が高い

水準にあるなど、市民のみなさんの協力のもと、良

好で快適な環境を持続できる社会の実現をめざして

います。

身近に取り組むことができる貴会の「せっけん

運動」の輪が、環境保全意識の高揚とともに、ます

ます広がっていくことを期待しております。
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シャボン玉月間によせて

国分寺市長　井澤邦夫

　国分寺市は，市域の大部分を占める住宅地とと

もに、武蔵国分寺跡をはじめとした歴史文化や武蔵

野の面影を今に残す豊かな緑と共存する住宅都市で

す。

　市内には野川の水源となる湧水や緑が多く残され

ており、こうした豊かな自然環境は市民の大切な財

産であるという考えのもと、次世代に引き継ぐため、

環境保全に取り組んでいかなければなりません。

　貴会におけるせっけん運動の活動は、広く環境問

題に目を向けられ、市民等多くの皆様に安全や環境

に配慮する働きかけを行っていただいており、環境

保全の一翼を担われていると考えています。

　市でも、職員をはじめ、市施設の利用者へ合成

洗剤の使用を控えるよう継続的に呼びかけ、河川等

への環境負荷の低減に向けた取り組みを行っていま

す。

　人々の心を癒す自然環境は一朝一夕で確立できる

ものではありませんが、今後とも市民や事業者の皆

様、他自治体等と連携しながら、継続して環境保全

の取組に努めてまいります。

　結びに，貴会の長年にわたる活動に改めて敬意を

表しますとともに、今後も更なる活動の輪が広がり

ますよう祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

小平市長　小林正則

小平市には、玉川上水が東西に８kmにわたって流

れております。この玉川上水をはじめ、野火止用水

など、市内を１周できる 21 kmの水と緑の散歩道「小

平グリーンロード」があり、「美しい日本の歩きた

くなるみち 500 選」、「新日本歩く道紀行 100 選水辺

の道」に認定されました。

この緑豊かな自然環境を守り、次世代の子どもた

ちにつなぐため、「小平市第二次環境基本計画」を

策定し、取組を進めております。めざす環境像は、

私たち一人ひとりが、環境を意識し、環境に配慮し

た行動をとることで、実現することができます。

皆様の活動に感謝し、今後も活動の輪が大きく広

がり環境に対する意識改革につながりますよう祈念

いたします。

シャボン玉月間寄稿文

狛江市長　高橋都彦

　狛江市は、「私たちがつくる水と緑のまち」を将

来都市像として、多摩川と野川に囲まれた良好な自

然環境を未来の子どもたちに残すため、市民、団体

や企業などが一体となって、まちづくりを進めてい

ます。

　本市では、今年度から山梨県小菅村環境保全ツア

ーを開催することとなりました。本ツアーは、住民

交流友好都市の山梨県小菅村へ小学生以上の方に参

加していただき、ボランティア活動として多摩川の

源流を清掃するなど自然にふれあうというもので、

その他に間伐材を活用したプログラムも体験できる

など水環境を考える事業となっております。また、

山村留学も計画しています。

　今後とも、こうした活動を通じて、環境保全の推

進と豊かな循環型社会の実現のために、活動してま

いりたいと考えています。

　最後に、長年にわたる貴会の自然環境の保全活動

に深く敬意を表しますとともに、今後の更なるご活

躍とご発展を祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

品川区長　濱野 健

　品川区は、昨年度よりシティプロモーション事業

をスタートさせ、「わ ! しながわ」というキャッチ

コピーやロゴマークを決め、区の魅力を全国的に発

信し始めました。

　また、環境面につきましては、品川区長期基本計

画におきまして、「次代につなぐ環境都市」の実現

を目指し、省エネや廃棄物の再利用等の循環型社会

の形成や水とみどりの豊かなまちの実現等に向け、

様々な施策を推進しているところです。

　特に、今年度より、環境に関する３つの計画の見

直しを図り、国や都の動きにアンテナを張りつつ、

平成 30 年度より新たな気持ちで計画を進めてまい

ります。

　さらに、自然環境を保全するため、できるだけ環

境負荷の少ない製品を区が購入する用品等で採用す

るなど、環境推進製品の普及啓発にも取り組んでい

るところです。

　水環境を守るためには、１人ひとりが環境に配慮

した生活を身に着けていくことが大切です。この水
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環境を守る視点から発展した貴会の活動の輪が、地

域と連動し、ますます広がることを大いに期待して

おります。

2016 年度シャボン玉月間によせて

渋谷区長　長谷部 健

　世界中の人々が注目する渋谷のまちでは、たくさ

んのエネルギーや資源を消費しています。いつでも

電気がつき、冷暖房完備そして蛇口をひねればすぐ

に水を使うことができます。

　しかし、こういった便利な生活をもうちょっと見

直してはどうだろうか。こんなことを考える渋谷で

働く人、学ぶ人、訪れる人そして住んでいる人々が

増えてきました。こういったたくさんの渋谷に係わ

る人々と一緒に、環境に配慮しながらまちの発展も

めざすこと。これが渋谷区の未来の環境の姿です。

　あらゆる人に共通する関心ごとである水の大切

さを発信していく貴団体の活動についても、多く

の人々に届くよう期待すると同時に祈念しておりま

す。

シャボン玉月間によせて

新宿区長　吉住健一

　新宿区では、区の外周に沿って流れる神田川や妙

正寺川、江戸城の外濠などを「水とみどりの環」と

位置づけ、保全・充実に努めています。

　特に神田川では、水遊びなどが体験できる親水

テラスの開放や、「神田川ファンクラブ」を結成し、

川に生息する魚や虫などの生き物調査、水源の見学

を行うなど、区民が水環境に触れ合う機会の提供に

取り組んでいます。

　約 33 万人の人口を抱え、西新宿の超高層ビル群

や、世界一の乗降客数を誇る新宿駅などを有する新

宿区にとって、都市に潤いを与えてくれる水環境は

未来に引き継ぐべき区民共有の財産です。

　貴会の取り組みにより、多くの方の水環境保全意

識が向上するよう、心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

杉並区長　田中 良

　杉並区は「自然環境が保全され、さまざまな生き

物が生息できるまち」を目指し、区民とともに憩い

の水辺やみどりの創出に取り組んでいます。区内を

流れる神田川、善福寺川、妙正寺川の３河川の流域

は水辺環境として貴重な存在であるとともに、自然

環境の中核をなす場所です。このような環境におい

て、河川沿いのみどりと併せ、水辺を健全に保つこ

とで、豊かな生態系の質を向上させ、生物の多様性

が高まるよう努めなければなりません。

貴会の水環境を保全する活動に敬意を表するとと

もに、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、今

後の活動がますます発展されるよう期待します。

シャボン玉月間によせて

世田谷区長　保坂展人

　世田谷区は、国分寺崖線や多摩川など自然環境が

豊かな住宅都市です。みずとみどりに恵まれた良好

な生活環境を守り、次世代に伝えるため、環境と調

和のとれた地域社会の実現に向けた取り組みが重要

と考えています。

　豊かな未来を築いていくためには、世田谷区に暮

らす 88 万人を超える区民の皆さん１人ひとりの協

力と参加と協働が必要です。

　区では。世田谷区環境基本計画の目標である、「環

境配慮行動をしている区民の割合 100％」に向けて、

省エネポイントアクションや交流自治体との連携

による再生可能エネルギーの活用に取り組んでいま

す。

　長年にわたる皆様方の水環境保全の取り組みに敬

意を表するとともに、この活動が次世代に繋がるこ

とをご期待しております。

シャボン玉月間によせて

立川市長　清水庄平

　立川市には国営昭和記念公園をはじめ、多摩川の

清流と玉川上水の分水によって開拓された農地、武

蔵野の雑木林など豊かな自然に恵まれています。

　市の長期総合計画の中でも、自然の豊かさや大切

さを理解するための情報を発信し、意識啓発を図っ

ていくことや、市民意識や生活の多様化に応じた協
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働のあり方について検討を進めていくことを基本指

針としています。

環境問題は、一人ひとりが身近にできることか

ら取り組むことが重要であります。環境への関心が

さらに高まり、活動の輪が広がっていくことを期待

しています。意欲的に続けてこられた貴会の活動に

敬意を表し、今後ますますのご発展を祈念いたしま

す。

「2016 シャボン玉月間」によせて

多摩市長　阿部裕行

多摩市はみどりが多い街としても知られ、みど

り率は 46.9% と市全域の半分程度を占めています。

また、最近では、平成 26 年 11 月に新たに多摩

市と稲城市にまたがる地域が「連光寺・若葉台里山

保全地域」として東京都の保全地域として指定され

ました。

面積は 3.3 ヘクタールで、丘陵地の谷戸に、湿地、

畑、草地、雑木林など多様な自然が組み合わさった

里山景観が残る地域となっています。

湿地にはキバサナギガイ、ミズコハクガイなど

の極めて希少な貝類や、ヘイケボタル、ホトケドジ

ョウ等が生息し、また、雑木林には、タマノカンア

オイやキンラン等の希少植物も生育しています。

このように多摩市では、人工的に造られたニュ

ータウンがある一方で、このような自然豊かな里山

についても積極的に保全しているところです。

環境に優しい暮らし方を実践するためには、環

境にやさしいライフスタイルへの転換が必要です。

せっけん運動もその活動の一環であると理解してい

ます。

貴会の長年にわたる取り組みに深く敬意を表し、

今後、なお一層の成果が得られますよう、心からご

期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

　　調布市長　長友貴樹

調布市には多摩川、野川、仙川、入間川が流れ

込み、その水辺は動植物の大切な生息空間であると

ともに、身近に自然を楽しむ場所として市民に親し

まれています。

調布市では、人と自然との共生を目指すために、

湧水、公園、崖線、里山などの水辺や緑地を保全し、

動植物の生息空間と緑豊かな美しい街並み・景観づ

くりに取り組んでおります。

豊かな自然環境を守り、子どもたちに残すこと

は私たちの大切な役割です。貴会が毎年７月をシャ

ボン玉月間とし、石けんの使用を通じて水環境の保

全に取組まれておりますことに敬意を表しますとと

もに，活動の輪が広がり、環境への関心が高まるこ

とを期待しております。

「シャボン玉月間」に寄せて

豊島区長　高野之夫

　豊島区は、最新の環境技術を積極的に導入した新

庁舎を昨年５月にオープンしました。

　「エコヴェール」が木の葉のように建物を覆う樹

木のような庁舎は、駅から続くグリーン大通りの緑

とつながっています。また、屋上庭園「豊島の森」は、

区民の憩いの場として連日賑わっています。

　これらの緑は、雨水の再利用システムにより雨水

を循環させ「豊島の森」や「エコヴェール」への灌

水用に使用するなど水資源の有効利用を行っていま

す。

　また平成 26 年に策定した生物多様性地域戦略で

は、みどりと水の質の向上など、生物多様性を高め

るために様々な取り組みを行っています。

　水資源の有効利用は、水環境の保全が前提です。

貴会の「石けん運動」を通じた水環境の保全活動に

敬意を表するとともに、この活動の輪がますます広

がり、大きく発展されますことを期待しています。

シャボン玉月間に寄せて

中野区長　田中大輔

中野区では、本年３月に基本構想を改定しました。

その中では、10 年後に実現する中野のまちの姿と

して「地球環境にやさしいライフスタイルが、あら

ゆる世代の日常生活の中に幅広く根付いています。」

を掲げています。また、同時期に改定した中野区環

境基本計画では、これらの達成に向け、「環境への

配慮」と「健康で快適な生活」が両立するライフス

タイルをめざしています。

こうしたライフスタイルが定着するためには、少

ない資源・エネルギーでも、健康で快適に暮らせる

情報・技術・知恵が共有されていることが大切です。

貴会の活動を通して多くの方が環境に関心を持
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ち、知恵を出し合い楽しみながら、環境にやさしい

生活を実践することを期待しています。

シャボン玉月間に寄せて

西東京市長　丸山浩一

西東京市は、武蔵野の景観の中に、農地や屋敷林、

雑木林があり、日常生活の中で自然と触れ合えるす

ごしやすいまちです。

このような良好な環境を将来の世代に引き継いで

いくために、「自然とのふれあいを皆で大切に育む、

すごしやすい安心なまち　西東京」を将来像とする

環境施策を推進しております。

多様化する環境問題には、地域の特徴を踏まえた

取り組みが必要であることから、これからも市民・

事業者・行政が一体となって、自然環境や地球環

境の保全のために努めてまいりたいと考えておりま

す。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、このシャボン玉月間を通じ、より多くの皆様に

せっけん運動の輪が広がりますよう心からご祈念申

し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

練馬区長　前川燿男

練馬区は、みどりに恵まれた環境と都心に近い利

便性が両立した、豊かで魅力ある住宅都市です。区

内には、農地や屋敷林など武蔵野の面影が残り、光

が丘公園や石神井公園などの豊かなみどりと、石神

井川や白子川の水辺とが美しい景観を織りなしてい

ます。

このみどり豊かな環境を守り、育て、次世代に引

き継いでいくためには、区民一人ひとりの行動の積

み重ねが重要です。そこで、区では、区民の皆様や

地域活動団体、事業者とともに考える「みどりの区

民会議」を設置し、具体的な行動につなげていく取

組を進めていきます。

石けん運動を通じた貴会の活動が、区民一人ひと

りに広がり、より大きな輪となっていくことを期待

しています。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

へのメッセージ

　　　　　　　八王子市長　石森孝志

　本市は、緑豊かな高尾山や陣馬山、その山並みか

ら清らかな源流を集めて流れる浅川など、水と緑が

形成する豊かな自然を持った魅力的なまちです。

　こうした自然環境の中で、水辺や緑地を活かし

たまちづくりをすすめるとともに、良好な水環境を

地域の皆様と協働し、河川をはじめ、湧水や水路な

どの景観保全や水質改善に取り組んでいるところで

す。

　また、子どもたちに向けては、これらの取り組み

を学ぶことにより環境問題への関心を高めていける

ものと考えています。

　貴会が長年にわたりせっけん運動に尽力されてい

ることに敬意を表すとともに、今後ともますますの

ご発展を心より祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

　　　　　羽村市長　並木 心

　羽村市は、水と緑の美しい自然環境に恵まれたま

ちです。

　現在、市では、環境にやさしい社会の実現に向け、

太陽光発電を活用した市独自のエイゼムスプロジェ

クトをはじめ省エネ創エネなど環境に配慮した施策

を推進しています。

　また、毎年春に開催する「はむら花と水のまつ

り」では、玉川上水や羽村の堰周辺の桜並木、多摩

川沿い水田に咲く約 40 万本のチューリップを多く

の方々に満喫していただいており、水や緑は、貴重

な環境資源であると捉えています。

　これからも、市民の皆様とともに環境に配慮した

まちづくりを進め、水と緑を守り育て美しい自然環

境を次代へと引き継いでいきます。

　石けん運動を通して、水環境を保全する活動をさ

れている皆様のますますのご活躍を心からご期待申

し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

へのメッセージ

東久留米市長　並木克巳

　東久留米市は、平成の名水百選に選定された「落

合川と南沢湧水群」をはじめとする豊富な水源と、

その水源がもたらす豊かなみどりに恵まれたまちで

す。

　また、全国で初めて「湧水・清流保全都市宣言」

を行い、湧水や清流を含める自然環境の保全活動に、

市民・事業者・行政が一体となって取り組んでいま

す。

　さらに、一昨年には「水循環基本法」が施行され、

私たちの産業や文化の発展に重要な役割を果たして

いる水循環の恵沢を、将来にわたり享受できるよう、

社会全体による取り組みが求められています。

　石けん運動を通して知識の普及啓発に貢献してき

た貴会に敬意を表しますとともに、今後の更なる発

展を心よりお祈り申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　東村山市長　渡部 尚

　東村山市は、八国山緑地や里山の原風景が残る北

山公園、国立療養所多磨全生園など豊かな自然に恵

まれた都市です。

　なかでも市の北西部に位置する北山公園は近くを

流れる北川と接しており、その水環境を活かして花

菖蒲の栽培が行われています。毎年、約 300 種類、

８千株（10 万本）の花菖蒲が多くの人々を楽しま

せています。また、公園内に広がる菖蒲田や水田は

カエルやトンボ、水生生物などの野生生物の生息地

ともなっており、市民の皆さんが身近に自然と触れ

合える貴重な場となっています。

　現在、市では、地域・事業者・行政の協働により

北山公園の水辺環境、野生生物の生息環境を保全す

る取り組みを進めています。貴重な自然を後世に残

していくために、環境に配慮した石けんの使用を推

進してまいります。

　これまでの貴会の活動に敬意を表するとともに、

活動の輪が一層広がりますことを心よりご期待申し

上げます。

シャボン玉月間によせて

東大和市長　尾崎保夫

　東大和市は、北部に豊かな水をたたえる多摩湖が

あり、南部には野火止用水のせせらぎがある自然豊

かなまちであります。

　当市では「人と自然が調和した生活文化都市」を

将来の都市像に掲げ、先人たちが残してくれた環境

を、次の世代に確実に引き継ぐことができるよう、

環境保全に積極的に取り組んでおります。

　今日の水環境問題は、都市化の進展に伴う生活排

水の問題など、私たちの日々の生活に関わりの深い

ものが多くあります。

　このような中、貴会の地域に根ざした取組みは、

市といたしましても大変心強く感じております。

　貴会におかれましては、取組みの輪を更に広げら

れ、よりよい水環境の保全運動を展開されますこと

を心からお祈りいたします。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

　日野市長　大坪冬彦

　日野市は多摩川と浅川という河川に囲まれ、総延

長 116 キロにわたる用水路が低地部に広がるという

独自の景観を持つ「水の郷」であり、平成７年には

国土庁より「水の郷 100 選」に認定されました。

　そこに至るまでには、昭和 51 年の「清流条例」

により用水への年間通水を実施し、河川・用水だけ

ではなく湧水や地下水も含めた水辺の保全に取り組

む、市民・行政の粘り強い努力の歴史がありました。

平成 18 年には「清流保全条例」を制定しております。

これからもこの「水の郷」を次世代に引き継いでい

くためにも、36 年間の活動の歴史を持つ貴会と連

携し、ともに水環境の保全に努めていきたいと思い

ます。

　貴会のますますのご発展とご活躍を期待します。

シャボン玉月間に寄せて

日の出町長　橋本聖二

　首都圏より 50 km圏内の日の出町は、平井川の清

流と、緑豊かな自然あふれる町です。

　かつては、都市化の波により汚れていた平井川も、

公共下水道の普及により、美しい清流が復活し、天

然の蛍が生息するほどきれいになりました。
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　また、日の出町内には、三多摩約 400 万人の生活

ごみ等の最終処分場である東京たま広域資源循環組

合があり、トウキョウサンショウウオ、国蝶のオオ

ムラサキ、トピックスとしては、今年の４月に、ふ

くろうのヒナが元気に育ち、林の中に旅立つなどう

れしい便りが聞かれているところです。

　一方、生活学校の活動の一環として、廃油を再利

用した石鹸作りが活発に行われ、町の行事等で配布

することにより、環境についてあらためて考える一

助となっております。

　先人が智恵と努力で守り続けてきた清らかな水

を、次世代に引き継ぐため、身近なところから水質

改善していく「石鹸運動」の輪が一層広がりますよ

うに心からご期待するとともに、貴会がますますご

活躍されることを祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」への

メッセージ

　　府中市長　高野律雄

　府中市は、瀬や波の音に心が和む多摩川、ムサシ

ノキスゲが可憐に咲く浅間山、府中崖線やけやき並

木など、自然環境が豊かなまちです。

　この自然環境を保全し次世代に引き継ぐため、本

市では、自然観察会や水辺の学校をはじめとする、

自然とふれあい自然の恵みを実感する事業を行なっ

ております。また、７月７日のタナバタイムには、

ミズベリングプロジェクトに賛同し、水辺の新たな

楽しみ方を経験いたしました。今後も、「みんなで

創る　笑顔あふれる　住みよいまち」を目指し、自

然環境の保全を推進してまいります。

長年にわたり水環境保全に取り組まれてきた貴

会の活動に敬意を表しますとともに、活動の輪がよ

り一層広がりますよう心からお祈り申しあげます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

福生市長　加藤育男

福生市は、市域の西側を流れる多摩川をはじめ、

玉川上水や熊川分水、福生分水などの水路、緑の空

間が連なる崖線や、湧水など、様々な緑と水に恵ま

れているまちです。これらの豊かな環境や景観、そ

して市街地に点在する公園、緑地は福生市の魅力と

して貴重な財産となっています。

崖線の斜面などから湧き出した水の一部は公園

の池に利用され、子どもたちの遊び場となっていま

す。市では湧水の保全のため定期的な水質調査を行

い、湧水周辺の環境が適切に維持されるよう取り組

んでおります。

　石けん運動を通し、水環境を守る活動をされてい

る貴会に敬意を表しますとともに、ますますの御活

躍を御祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　町田市長　石阪丈一

　町田市は東京都の南端に位置しており、そのほぼ

全域が多摩丘陵に含まれます。市内を流れる境川、

鶴見川、恩田川の源流・上流域に位置しており、自

然豊かな地域と都市部が共存しているまちです。

　本市では、現在「第二次町田市環境マスタープラ

ン」を策定し、「水とみどりとにぎわいの調和した

環境都市まちだ」を目指し、環境施策を進めており

ます。

　今後も、未来の子どもたちのためにも、市民の皆

様や事業者・団体の方々とともに、水辺の保全・活

用と水資源の健全化に努めてまいります。

　貴会の永年にわたる活動に敬意を表すとともに、

環境にやさしい石けんを使うことで、未来の子ども

たちに良好な環境を残そうというこの運動が、より

一層深まることを心よりご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

三鷹市長　清原慶子

　三鷹市には、都立井の頭恩賜公園や国立天文台な

どの豊かな緑があり、野川、仙川や玉川上水などが

流れ、市民の皆様や訪れる人々に憩いと安らぎを与

えています。

　この緑と水に恵まれた「三鷹市の貴重な資源」は、

市民の皆様による「参加と協働」により維持されて

います。たとえば、貴会が取り組まれている「石け

ん使おう！」運動は、安全で安心な水環境の保全に

欠かせない運動です。

　また、三鷹市においても、三鷹市助産師会による

新生児家庭訪問時に加え、消費者団体の皆様と協働

して、消費生活展などのイベントにおいて、安全な

石けんについての普及啓発を図っていただいていま

す。

　このように、貴会の運動や市民の皆様の活動の積
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み重ねが、「三鷹市の貴重な資源」を将来に引き継

いでいくものと確信するとともに、貴会の益々のご

活躍を心からお願いします。

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　　港区長　武井雅昭

　港区は、都心にありながら、地域ゆかりの大きな

樹木や樹林が残り、谷筋を流れる古川や運河、台場

の海辺では区を象徴する魅力的な水辺空間が形成さ

れるなど、緑と水に恵まれたまちです。東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会では、お台

場海浜公園が、トライアスロン競技等の会場となる

ことから、身近な水辺空間の環境に対する区民の関

心が高まっています。

　区は、台場の海や運河、古川における水質改善な

どにより、「歴史ある自然をみなではぐくみ、暮らし、

働くことを誇りに思える環境都市みなと」を目指し

てまいります。

　健全で良好な環境を将来の世代に引き継ぐため

に、皆様の水環境を保全する活動が、ますます発展

されることを期待しております。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」への

メッセージ

武蔵野市長　邑上守正

　武蔵野市は、緑豊かな住宅地と教育・福祉・文化・

スポーツなどの産業が集積しており、住みたいまち

としても評価いただいています。

　本市では、第四期環境基本計画において、市民・

市民団体・事業者・行政等が連携しながら、本市ら

しい環境都市を主体的に創り出していく「スマート

シティむさしの」を将来像として掲げ、水環境講座

「水の学校」などの開催を通じて、上下水道を含め

た水循環のあり方を市民とともに学びながら、広域

の自治体とも連携して環境共生型都市づくりを目指

していきます。

　長らく水環境を保全する取り組みを続けてこられ

た貴会に敬意を表しますとともに、「シャボン玉月

間」をきっかけとして、水の循環や環境への関心が

高まり、環境にやさしいライフスタイルがさらに広

まることを期待しています。

「シャボン玉月間」に寄せて

目黒区長　青木英二

　目黒区では、毎年大勢の方が訪れる「目黒川の桜」

が有名です。川の中心へと伸びる満開の桜は、見事

な「桜のトンネル」を描きます。この景観を支える

のは、いうまでもなく目黒川の流れです。

　目黒川は、一定以上の降雨があると家庭などから

の生活排水が目黒川に流れ込むようになっているた

め、家庭や職場での調理や洗濯などでできる限り水

を汚さない工夫が重要であり、ひいては目黒川の水

辺環境を守ることに繋がります。

　このことから目黒区では、公共施設、特に学校の

手洗い場や給食室では石鹸を使用しており、目黒川

などの水の環境保護に役立っています。

　これからも水環境を守る皆様の取り組みがますま

す発展し、美しい環境が引き継がれていくことをご

期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

神奈川県知事　黒岩祐治

本県では、今年３月に新たな「神奈川県環境基本

計画」を策定しました。「次世代につなぐ、いのち

輝く環境づくり」を基本目標として、豊かな自然環

境・生活環境を保全する取組みを積極的に進めてい

ます。

この目標には、県民の皆様が、快適な生活を送る

とともに、豊かな自然や良好な環境を享受できるよ

うにすることで、県民一人ひとりの「いのち」を輝

かせる環境を次世代につないでいきたいという想い

を込めています。

箱根や丹沢などの山並みや、相模川・酒匂川の流

れ、美しい海岸線など多彩な自然環境が身近にある

神奈川県。

こうした豊かな環境を将来へ継承していけるよ

う、皆様の活動の輪がさらに広がることを期待して

います。

神
奈
川
県

神奈川県
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「シャボン玉月間」によせて

　厚木市長　小林常良

　丹沢・大山などの山並みに囲まれ、相模川をはじ

めとする清らかな河川が流れる厚木市。この美しい

豊かな自然を次世代に引き継ぐため、一人一人が環

境に優しい暮らしを実践していくことは大切です。

　本市では、人と自然が共生した環境に優しいまち

づくりを進めています。市内では自然環境の保全を

進める市民団体、学校や地域の活動も活発に行われ、

豊かな自然環境を大切にする心を育んでいます。

　石けん運動は誰もが身近に取り組むことができ

る活動で、貴会の長年にわたる取り組みに心から敬

意を表します。「水はみんなの宝もの」を合言葉に、

皆様の運動の輪がますます広がることを願っていま

す。

シャボン玉月間によせて

綾瀬市長　古塩政由

　綾瀬市は、西に大山・丹沢連峰を望み、富士の秀

峰を仰ぐことができ、目久尻川や比留川、蓼川など

水環境にも恵まれ、市民生活に潤いを与えています。

　本市では、「あやせの緑と水をみんなで育み、環

境にやさしい暮らしを実践し、安全なまちづくりを

進める」を基本テーマに、「地球にやさしいまち綾

瀬の実現」に取り組んでおり、ホタルが生息する湧

き水などの水環境を含め、豊かな自然環境を守り、

次の世代に引き継いでいくために、市民、市民団体、

事業者と一体となり、様々な環境保全の取り組みを

推進しているところです。

　貴会の環境にやさしい「石けん運動」は、水環境

の保全活動として大変意義深いものであります。貴

会の今後益々の御発展と、より多くの方々に、この

活動の輪が広がりますことを御祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

伊勢原市長　髙山松太郎

　伊勢原市には、相模湾に注ぐ相模川水系や金目川

水系の 10 河川があり、水環境は市の貴重な資源と

なっています。

　本市が定める環境基本計画の中で、水質汚濁の原

因となる使用済み油の適正な処理、合成洗剤等の使

用抑制及び合併処理浄化槽への転換の普及啓発を重

点事業として掲げています。その取組の結果、平成

26 年度・27 年度ともに市内 10 河川全てで環境基準

を達成いたしました。

　きれいな水環境を次世代に引き継ぐためには、市

民・事業者・行政が連携して環境保全に取り組む必

要があります。

　こうした中、水環境保全に取り組まれておりま

す貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後ます

ますの活動の輪が広まることを心より願っておりま

す。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

海老名市長　内野 優

　海老名市は神奈川県のほぼ中央に位置し、ＪＲ相

模線、小田急線、相鉄線の鉄道３線が乗り入れる利

便性の高い都市です。

　また、豊かな緑地も多く残っており、相模川など

の水環境にも恵まれています。

　本市は相模川流域の自治体及び企業等で構成され

た水質保全を目的とする団体に加入し、その活動の

一環として、平成 27 年度には洗剤のいらないスポ

ンジの配布等を行っております。

　その他にも毎年、環境調査を行い、良好な河川の

水質保全に努めています。

　貴会の石けん使用を促す活動により、合成洗剤の

使用が減り、河川環境の向上につながることと思い

ます。

　貴会が今後ますます発展されますことをご期待申

し上げ、ごあいさつの言葉とさせていただきます。

シャボン玉月間によせて

大井町長　間宮恒行

　大井町は酒匂川の清流と丘陵地の里山に育まれた

のどかな田園都市です。

　大井町第５次総合計画では、「自然と共生し発展

する社会の構築」を重点分野とし、環境保全の取組

を加速化させているところです。

　今年度も、地球温暖化防止対策の一環として、引

き続きメガソーラー施設を活用するとともに、「低

炭素化社会」「資源循環型社会」「自然共生型社会」

の構築に向けた取組みを進めています。

　環境を守り改善するためには、住民、企業、行政

が一体となって行動することが大切です。
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　貴組合が実践する石けんの使用を通じた環境改善

活動は、誰もが気軽に実行できる環境改善活動であ

り、こうした活動の輪がますます広がることを御期

待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ

開成町長　府川裕一

　開成町は酒匂川流域に位置し、町内には水路が網

目のように張り巡らされ、水路に沿って植えられて

いるあじさいが酒匂川の恩恵を受けて虹色に咲き誇

り、毎年開催するあじさい祭は町のメインイベント

となっています。

　また、地下から汲み上げた水は美味しい水道水を

町民に提供しています。

　この恵まれた環境を維持するために、水質汚濁等

の環境問題に町民、事業者と行政が互いに手をとり、

取り組むことが大切です。

　「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」は毎年

継続して実施され、環境を守るための活動として有

効であると考えています。今後皆様の運動の輪が広

がり、地球環境保全の大きな成果に繋がりますこと

を心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

相模原市長　加山俊夫

　相模原市は、丹沢の雄大な山なみ、相模川の清ら

かな流れ、神奈川県民の水源である相模湖や津久井

湖、宮ヶ瀬湖など、豊かな自然環境に恵まれていま

す。

　本市では、こうした豊かな自然を次の世代へ引き

継いでいくため、本年２月に「さがみはら生物多様

性ネットワーク」を設立し、地域の生物多様性を保

全する活動を進めるとともに、洗剤対策推進方針に

基づき水環境の改善に取り組むなど、人と自然が共

生する環境共生都市の実現に向けた施策を進めてお

ります。

　長年にわたる貴会の活動に、改めて敬意を表しま

すとともに、シャボン玉月間を通じて、多くの皆様

の水環境保全への意識がさらに高まりますことを御

期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

座間市長　遠藤三紀夫

　座間市は、上水道に供される豊富で良質な地下水

など、恵まれた自然環境を脈々と享受しています。

　本市では、「座間市環境基本条例」に基づいた「座

間市環境基本計画」に沿って、水環境を含む自然環

境の保全を推進しておりますが、近年の地下水をと

りまく状況の変化に対応するため、今年３月「座間

市地下水保全基本計画」の改定を行いました。

　今後も、より良い環境を次世代に引き継ぐため、

市民、事業者、行政の協働のもと、環境保全に向け

ての取り組みを進めてまいりますので、ご協力賜り

ますようお願い申し上げます。

　結びに、貴会の日頃からの環境保全活動に敬意を

表しますとともに、その心がけの輪が、さらに広が

りますことを祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

寒川町長　木村俊雄

　寒川町は、県の中央を流れる相模川やその支流の

目久尻川、小出川などが流れており、水と緑に育ま

れた自然豊かな町です。

　町では「みんなでつくる　みどり豊かで　空気と

水がきれいなまち」をテーマに環境基本計画を策定

し、水環境の保全に向けた町民の皆様の取り組みと

して、合成洗剤から環境への負荷が少ない石けんへ

の切り替えを呼びかけております。

　長年にわたり、かけがえのない自然環境を後世に

残すため保全に取り組まれてこられた貴会の活動に

敬意を表しますとともに、この運動の輪がますます

広がりさらに発展していくことを心からご期待申し

上げます。　　　　　　　

シャボン玉月間によせて

　　　　　　　　茅ヶ崎市長　服部信明

　茅ヶ崎市は、四季を通じて温暖な気候に恵まれた

自然豊かな住みやすいまちです。

　市内には小出川や駒寄川、千ノ川などの河川が流

れ、様々な生物の生活の場となっています。この河

川は相模川となり相模湾に注がれています。この大

きな太平洋に繋がっている河川の水質は、公共下水

道の普及や排水規制などにより年々改善してきまし
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たが、生活排水が水質汚濁の主な原因となっている

ため、一人ひとりが水を汚さないという意識を持ち、

行動していく事が求められています。

　このような中、貴会では石けんを通して水環境の

向上のための活動を行っており、大変有意義なこと

と感じております。貴会の活動に敬意を表するとと

もに、ますます活動の輪を広げられ、より大きく発

展されますことをご期待申し上げます。

　

シャボン玉月間によせて

秦野市長　古谷義幸

　秦野市は、北方に神奈川の屋根と呼ばれる丹沢山

塊が連なり、県下で唯一の盆地を形成しています。

　丹沢山地に降った雨は、盆地北部で地下に浸透し

地下水として貯えられ、南部で湧水として湧き出し

ています。また、３月に行われました名水百選選抜

総選挙の「おいしさが素晴らしい部門」において、「お

いしい秦野の水」が全国第１位に輝きました。

　秦野市ではこうした恵まれた環境を保全するた

め、環境負荷の少ない持続可能な活力ある地域社会

の構築に向けた取り組みを進めています。

　水環境を保全する貴組合の活動を通じ、多くの方

が環境問題に関心を持ち、行動を見直すきっかけと

なりますよう貴組合の益々の発展を御期待申し上げ

ます。　

シャボン玉月間によせて

平塚市長　落合克宏

　平塚市は、神奈川県のほぼ中央、相模川水系と金

目川水系の河川の下流域に位置し、相模湾に面して

いることから、豊かな水環境に恵まれたまちです。

　本市では、美しい河川や海岸などの水辺にすむ生

物や自然を守るため、市民や市民活動団体との協働

による、様々な環境保全活動を実施しています。身

近な自然と触れ合う体験活動や環境に関する知識の

習得への支援などを通して、さらに多くの市民が環

境保全への意識を持っていただけるよう努めてまい

ります。

　貴会の活動は、水辺の自然と安全な生活環境の保

全を市民一人一人が考える、素晴らしい機会を与え

てくださっています。今後も皆さまの活動の輪がま

すます広がるよう心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

藤沢市長　鈴木恒夫

　藤沢市は、相模湾に面し、富士山を望み江の島・

湘南海岸とつながる景観は、いつの時代も人々の心

を癒す特別な場所として、毎年多くの観光客に親し

まれております。　

　近年の大規模な自然災害を受け、私たちは、あら

ためて地球環境と向き合い、限りある資源を大切に

する取り組みを日本全体で進めていく必要があると

思います。

　この美しい海と、青い空、豊かな自然環境を、未

来を担う子どもたちに受け継ぐため、「郷土愛あふ

れる藤沢」を育むため、様々な主体とのマルチパー

トナーシップを大切にし、取り組みを進めてまいり

ます。

　そのためにも、皆さまの活動の輪が、ますます広

がることを期待いたしております。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

松田町長　本山博幸

　松田町は、丹沢山系や箱根外輪山をはじめとする

緑豊かな山々、酒匂川、川音川、中津川などの河川

といった豊かな自然環境に恵まれている町です。

　松田町第５次総合計画では、「緑と水を活かした

景観がとてもきれいなまち」を追求し、また、おも

てなし宣言をした松田町ならではの取り組みを行っ

ています。

　この恵まれた自然環境を後世に残していくために

は、私たちが自然とともに生きていることを意識し、

自然に敬意を払い大切にすることが重要です。その

中でも身近なところから水質を改善していく「せっ

けん運動」は一人ひとりが生活の中で環境に配慮す

る意識を持つことができると考えています。

　今後、貴協同組合の活動に対し敬意を表しますと

ともに、貴協同組合の活動の輪が益々広がりますこ

とを心から御期待申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

湯河原町長　冨田幸宏

　湯河原町は、相模湾を臨み、山々に囲まれる、自

然豊かで、上質な温泉に恵まれたまちです。また、

水が清らかであることから、町内を流れる川沿いで

は、幻想的なほたるの光を楽しむ事ができ、毎年６

月には万葉公園でほたるの宴が開催されます。

　素晴らしい自然環境を守りながら、安心して生活

を営むために、本町では、汚水の迅速な排除・処理、

それに関わる施設の建設や維持管理などに努めてお

り、美しい川や海を守るためのまちづくりに取り組

んでおります。

　自然の恵みは、これからの時代にも残すべき、か

けがえのない宝物です。日頃から、環境の保全と改

善にご尽力をされております貴会の活動に心から敬

意を表しますとともに、その運動の輪がさらに広が

ることを祈念しております。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

横須賀市長　吉田雄人

　三浦半島の中央に位置する横須賀市は、東京湾と

相模湾に面し、東京湾最大の自然の島「猿島」があ

るなど、海や緑などの自然環境に恵まれた市です。

　横須賀市では、この貴重な財産である自然を守り、

育て、活用し、自然との共生の下に、人々が働き、

学び、遊ぶことに喜びを感じられる「海と緑を生か

した活気あふれるまち」を目指しています。

　より良い自然環境を次世代に引き継ぐためには、

行政だけでなく市民の役割も重要です。身近なこと

から環境問題を考え実践する皆様の活動を通じて、

より多くの方が関心を持っていただくことを期待し

ています。

シャボン玉月間によせて

南足柄市長　加藤修平

　“金太郎のふる里”南足柄市は、箱根外輪山がも

たらす清らかな水と緑豊かな自然に恵まれたまちで

す。

　当市では、「金太郎のようにやさしく元気な子ど

もが育つまち」を目指して「南足柄市環境基本計画」

を策定しています。環境への負荷を低減し、水と緑

に恵まれた都市として持続的に発展するため、市民

や事業者などとも連携・協働しながら、計画に基づ

くさまざまな施策に取り組んでまいります。

　貴会の長年にわたる水環境を保全する活動に対し

て敬意を表するとともに、豊かで良好な自然環境を

次世代に引き継ぐことを目指す当市にとって、皆様

の活動は大変意義深い取組みであると思います。

　貴会の活動の輪がますます広がり、実り多いもの

となるよう、心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

大和市長　大木 哲

　大和市は、東側に境川が、西側に当市を水源とす

る引地川が流れており、都市と自然が調和・共生し

ている街です。

　本市では、「健康」を第一に考え、市民一人ひと

りの健康的な生活の実現に向けた取組みを進めてお

り、自然環境を守り、より良い水環境を次世代に引

継いでいくことは、私たちの大変重要な責務である

と考えております。

　今後も、河川等への環境負荷が少ない石けんの使

用について、広く市民や事業所に呼びかけていくと

ともに、「大和市環境配慮指針」の一層の普及啓発

に取組むことで、より多くの方の環境に対する意識

が高まるよう努めてまいります。

　これからも水環境を守る活動がますます発展され

ることを心よりご期待申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

岡崎市長　内田康宏

　徳川家康公生誕の地である岡崎市は、市内を矢作

川と乙川の清流が流れ、豊かな自然と水環境に恵ま

れた西三河の中心都市として発展を続け、今年、市

制施行 100 周年を迎えました。

　乙川流域にある「岡崎ゲンジボタル発生地」は、

昭和 10 年に国の天然記念物に指定されています。

今年３月には、環境省が認定する平成の名水百選に

おいて「鳥川ホタルの里湧水群」が「秘境地として

素晴らしい名水」部門の第１位に選ばれるなど、市

民の水環境に対する意識・関心も高く、行政と協働

して様々な取り組みを行っています。

　貴会の長年にわたる取り組みも健全な水環境の保

全に寄与するものであり、今後ますます皆様の活動

の輪が広がりますことを祈念いたします。

「シャボン玉月間」によせて

豊田市長　太田稔彦

私たちのまち豊田市は、「クルマのまち」として

知られ、世界をリードするものづくり中枢都市とし

ての顔を持つ一方、市域のおよそ７割を占める森林、

市域を貫く矢作川を有し、豊かな自然環境に恵まれ

ています。

これらの環境を次の世代につなぐために、本市で

は、小中学校生・自治区などと河川調査を行う川し

らべや、地元企業と共働で市民を対象にしたエコツ

アーを開催するなどして、環境保全意識を啓発する

事業を実施しています。

貴会の活動は、環境保全意識を啓発し、次の世代

へつなぐために意義深いものであり、36 年にわた

る活動実績に敬意を表します。

最後に、貴会の今後ますますのご発展を心から祈

念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

豊橋市長　佐原光一

今年、市政施行１１０周年を迎える豊橋市は東部

の弓張山地、遠州灘や三河湾を臨む沿岸地域、豊川

をはじめとする大小様々な河川など多様で豊富な自

然に恵まれています。

この豊かな自然を未来へ引き継ぐため、豊橋市で

は自然観察会の開催や自然環境啓発冊子の発刊等、

また広域的には「豊かな海“三河湾”環境再生推進

協議会」の会長市として三河湾環境再生のための取

組を進めています。

貴重な水環境を将来にわたり引き継ぐことは今を

生きる私たちの務めであり、「環境実践都市」を目

指す本市といたしましても、貴会の環境保全への取

組が多くの人に理解され、更に広がることを心から

期待しております。

「シャボン玉月間」によせて

　　　　　　　名古屋市長　河村たかし

　名古屋市では、市民の皆様の健康を守り、快適な

生活環境を確保するため、市独自で水質環境目標値

を設定するとともに、市民の方にも水質環境に関心

を持っていただくために、河川やため池、湧水の調

査を市民の方とともに行っています。

　よりよい水質環境の実現には、事業者・行政だけ

でなく、市民の皆様のご協力が欠かせません。家庭

から出る生活排水は、河川や海を汚す原因となって

います。環境にやさしい石けんを使うなど、一人ひ

とりが環境に関心を持ち、生活排水対策に取り組む

ことが必要です。

　貴会の活動は、生活排水対策として非常に意義深

いものであり、今後も、この運動の輪がさらに広が

ることを心より期待しております。

愛
知
県 愛知県
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「シャボン玉月間」によせて

　　みよし市長　小野田賢治

みよし市は、境川、三好池に代表される水辺環境

や緑豊かな自然環境に恵まれています。こうした良

好な自然環境を大切に保全し、次世代に継承してい

くため、平成 23 年度にみよし市環境基本計画を策

定し、平成 27 年度には、境川流域の水質改善のため、

生活排水対策推進計画を改定するなど、水辺環境を

含めた自然環境の保全に取り組んでいます。

　良好な水環境の保全に向けた取り組みは、生活

を営むうえで欠かすことのできない重要な課題と捉

え、一人ひとりの環境への関心を高めていくことが

重要であると考えています。

　貴会の活動は、多くの皆様に水環境への関心を深

めていただく大変有意義なものであり、さらなるご

発展を心からお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

京都府知事　山田啓二

　本年３月、京都府の中部地域に「京都丹波高原国

定公園」が誕生しました。この地域には由良川の源

流があり、水が育んできた豊かな森林は、希少な動

植物の生息地ともなっています。周辺地域には、か

やぶき屋根の民家が数多く残り、自然と文化が融合

した暮らしが何世代にもわたり受け継がれてきまし

た。

　また、今年は京都府で全国育樹祭が開催される年

でもあります。水が森をつくり、森が美しい水をつ

くってきたことに思いを寄せ、この機会に改めて森

の魅力を発信しようと考えています。

　「シャボン玉月間」を契機として、多くの方々が

水環境の保全に関心を向けられ、大切な水環境を守

るための活動の輪がより一層広がっていくことを期

待しております。

「石けん使おう !７月はシャボン玉月間」によせて

京田辺市長　石井明三

京田辺市は、京都、大阪、奈良という三大都市へ

の交通利便性と豊かな自然に囲まれた地の利を最大

限にいかしたまちづくりを進めることで、今でも人

口が伸び続けています。

このような中、市内外から多くの方が訪れる本市

のシンボル「甘南備山」では、行政、企業、そして

地域住民の皆さんが一体となってモデルフォレスト

運動を展開し、豊かな自然を後世に引き継ぐ取組み

を進めているところです。

地球環境を守る取組みも同様で、行政と団体、そ

して市民一人ひとりが行うことで達成できるもので

す。

貴会が進める「石けん運動」はまさに三者を結ぶ

取り組みであり、この取り組みがさらに広がること

を大いに期待しています。

「シャボン玉」月間に寄せて

久御山町長　信貴康孝

久御山町は、宇治川と木津川が流れる自然豊かな

まちで、のどかな田園風景が広がっており、その一

方で、第二京阪道路や京滋バイパス等の広域幹線道

路網が整備され、立地条件を活かした活発な産業活

動とともに町は発展してきました。

住民憲章には「わたくしたちは、澄んだ空、美し

い川、花と緑の自然を守るため、公害の防止と排除

に努めましょう」と記されています。町では、先人

が守ってこられた豊かな環境を継承し、次代に誇れ

る魅力あるまちづくりに取り組んでいます。

貴会が取り組んでおられる運動は、水環境の保全

に向けた大変意義深いものであり、活動の輪が広が

ることをご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

木津川市長　河井規子

　木津川市は、今年度市制 10 年目を迎える誕生し

た若いまちです。

　市域の中央を流れる「木津川」は、まちの歴史や

生い立ちに深く関わっていることから、その流れを

イメージしてブルーの市章を選定しました。

　本市では、食用油を再利用した廃油せっけんの製

京都府

京
都
府
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作や配布などを通じて、市民の環境意識の高揚を図

るとともに、木津川をはじめとする水・河川環境を

守るため、美化清掃活動等に市民、事業者、行政が

協働して積極的に取り組んでいるところです。

　貴会の長年にわたります「せっけん運動」を通じ

た環境保全の取り組みに敬意を表しますとともに、

今後の益々のご発展を心からお祈りいたします。

シャボン玉月間によせて

長岡京市長　中小路健吾

長岡京市は京都と大阪の間に位置し、都市近郊の

利便性と西山の豊かな自然が共存し、水運の便と湧

水の恩恵のもと、弟国宮、長岡京と都が置かれるな

ど悠久の歴史を誇るまちです。

現在も豊かな自然と歴史資源、先端産業が共存す

るまちとして発展を続けており、平成 21 年には“環

境の都”長岡京市環境都市宣言を行い、環境に配慮

した活動を推進しています。また市域の約４割を占

める美しい西山を守り育てるため、市民や森林所有

者、企業、行政などが協働で整備・保全に取り組ん

でいます。

貴会の長年にわたる水環境保全運動に心から敬意

を表しますとともに、今後とも活動の輪がより一層

広がり、発展されますことをご期待申し上げます。

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

向日市長　安田 守

向日市は京都盆地の南西部に位置する面積が

7.72 平方キロという、西日本で最も小さい市です

が、かつて西暦 784 年から 10 年間「長岡京」の都

がおかれ、政治や経済、文化の中心地として栄えた

ことをはじめ、古代から連綿とつづく歴史的文化的

資源が豊富に存在するまちです。

本市では、水路やため池を守りながら高い生産

性と品質を誇る都市近郊農業が営まれており、市街

化が進む中、古代・中世以来の条理の地割が残る場

所も多く、現在も昔ながらの営みが用水や水田の景

観とともに守られています。この水に恵まれた豊か

な自然環境をこれからも守り続けていくために、廃

油回収の取組みや河川水質の定期的な観測等を通じ

て、健全な水資源の確保や河川環境の保全により一

層努めてまいります。

貴会の長年にわたる水環境保全活動に深く敬意を

表しますとともに、水に恵まれた豊かな環境が次世

代に引き継がれるよう、皆様の活動の輪がさらに広

がりますことを、ご期待申し上げます。

「シャボン玉月間によせて」

   池田市長  倉田 薫

池田市は、五月山の緑や猪名川の清流による豊か

な自然を背景に、古くは池田酒、細河郷の植木など

の特産物の流通をはじめ、近年では小型自動車の生

産、電鉄の開通とわが国初の沿線分譲住宅の開発、

インスタントラーメンの発明など『事始めのまち』

として発展し、今日、良好な環境の恩恵を享受しつ

つ、文化的で快適な生活を営むことができるまちと

なりました。

わたしたちは、この良好な環境を次世代へ引き継

ぐために、本年７月に「池田市環境基本条例」を制

定し、様々な環境施策に取り組んでいるところです。

貴会の「石けん運動」は水環境の保全に大変有意

義であり、今後この活動の輪がますます広がること

を心よりご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　　和泉市長　辻 宏康

　本市は、大阪府南部の泉州地域のほぼ中央に位置

し、南部には和泉山脈が連なり、“いずみ”の名に

ふさわしい清らかな水源と豊かな緑に恵まれたまち

です。

　これらの自然環境を、良好なかたちでつぎの世代

へ引き継いでいくことは、わたしたちの大切な役割

です。

　本市では、第２次和泉市環境基本計画の中で「生

き物がいっぱいで自然を大切にするまちづくり」と

いう基本目標を掲げ、市民参加による「水辺の自然

観察会」を開催し、水辺環境や河川水質保全の重要

性への理解を深めていただくよう啓発に取り組んで

おります。

大阪府

大
阪
府



soap movement network  せっけん運動 No 183　2016.10.5 47

                                                                行政からのメッセージ 2016 

　また、近年市街地の下流域でも、ほたるをちらほ

ら見かけるようになりました。

　このような中、貴会の活動に対し、深く敬意を表

すとともに、その活動の輪がますます広がりますこ

とを心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　泉大津市長　伊藤晴彦

　泉大津市は、綿織物を中心とした繊維産業によっ

て発展し、市の南西部を流れる大津川は、古くから

市民の憩いの場として親しまれてきました。

　良好な水環境を享受し次世代に引き継いでいくた

めに、市では、適正な生活排水処理方法の啓発を行

うとともに、公共下水道整備の促進に努め、河川等

の水環境の保全に取り組んでまいりました。

　また、自治会等による市内一斉清掃のゴミゼロ大

作戦を実施するなど環境コミュニティ活動の構築に

も力を入れております。

　近年の川の汚れは、生活排水が主な原因となって

いることから、市民ひとりひとりの水質保全に対す

る意識を高め、お互い連携・協働しあうことで大き

な力を生み出します。

　こうした中、貴会の「石けん運動」は、各家庭で

もできる取り組みであり、水環境の保全という観点

から大変有意義なものであります。

　最後に貴会の活動を通じて、多くの方々の環境に

対する関心が一層高まり、今後活動の輪がますます

広がりますことを心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　　　　泉佐野市長　千代松大耕

　泉佐野市は、大阪市と和歌山市のほぼ中央に位置

しており、大阪南部を東西に貫く細長い市域を形成

しています。

　本市では、公害の未然防止や公害の発生源の現状

把握のため、関係機関と連携し事業所のパトロール

を定期的に行い啓発、指導を進めているところです。

　また、「泉佐野市生活排水処理基本計画」を策定し、

公共下水道整備の促進や合併処理浄化槽・家庭の浄化

対策など、更なる環境保全に取り組んでまいります。

　貴会による「石けん運動」は、水環境の保全におい

ても大変有意義なものであり、今後、活動の輪がさら

に大きく広がることを心からご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

茨木市長　福岡洋一

　茨木市は、大阪府の北部に位置し、丹波高原の一

部をなす北摂山地の麓にある緑豊かな山並みと水系

を有する美しいまちです。

　本市では、「心がけから行動へ　みんなで創る環

境にやさしいまち」を将来像のひとつとして位置づ

け、地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」

を促す国民運動である「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」

を推進しております。

また、河川などにおけるイベントの開催を通じて、

市民一人ひとりが人と水にやさしいライフスタイル

を実践する契機となるよう、「探してみよう！川の

生きもの」や「安威川クリーンキャンペーン」を開

催しております。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するととも

に、今後とも、貴会の活動の輪がさらに広がります

ことを期待しております。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　大阪狭山市長　古川照人

　大阪狭山市は、平成７年に水と緑豊かな創造文化

都市として、国から「水の郷百選」に指定されるな

ど、豊かな自然に恵まれています。この豊かな自然

を守るためにも、人と自然が共生する環境にやさし

いまちづくりをめざしています。

　特に、市のシンボルであり世界最古の人工ため池

である狭山池や市内を流れる川の水質保全に力を入

れており、ボランティアの方が中心となって、狭山

池クリーンアクションや三津屋川アドプトリバーを

実施しています。

　貴団体におかれましては、水環境の保全に熱心に

取り組まれていることに敬意を表しますとともに、

ますますのご発展を祈念いたしまして、ごあいさつ

とさせていただきます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　貝塚市長　藤原龍男

　貝塚市は、大阪府の南部に位置し、ブナ林を有す

る和泉葛城山を源流に市の中心部に近木川が流れ、

日本の白砂青松 100 選にも選ばれた二色の浜がある

水と緑に恵まれた自然豊かなまちです。

　この豊かな水環境を守るため、行政はもとより市

民が主体となり、毎年河川の清掃活動を実施してお

ります。また、二色の浜において稚魚の放流会や、

アマモ場の観察会を行い、身近な水辺に生息する生

物を通じて、水環境を守る大切さを学んで頂く機会

を定期的に開催しております。

　貴会の皆さまが取り組んでおられる自然環境にや

さしい石けん運動に敬意を表しますとともに、活動

の輪がますます広がり、市民一人一人の環境に対す

る関心が高まっていくことを心より期待しておりま

す。

「シャボン玉月間」によせて　

　　　　柏原市長　中野隆司

　柏原市は、大阪平野の南東部で奈良県との府県境

に位置しております。

　市域横断する大和川は、奈良盆地のまわりの山々

から流れる支流を集水し、大阪平野を通って、大阪

湾へと流れています。

　以前は、国土交通省発表の全国一級河川水質ラン

キングにおいて、常にワースト上位に位置していま

したが、大和川流域の関係機関が一体となって水辺

環境の改善に取り組みを実施してきた結果、水質は、

天然アユの遡上が確認されるまで、改善されました。

　このような中、長年にわたり、貴会で取り組ま

れてきた石けんの良さを地域に広め、使用する運動

は、水環境を保全するうえでも大変意義あるもので

あり、今後ますますこの運動の輪が広がることをご

期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

　　　　交野市長　黒田 実

交野市は、大阪の北東部に位置し、市域の半分は

山地で自然に恵まれたまちです。

本市水道の水源は、地下水であり新浄水場がスタ

ートした平成 24 年から生物処理により薬品を極力

抑え、体と環境にやさしい水道水を提供しておりま

す。

本市の中心部には、七夕伝説ゆかりの地と言われ

る所以の１つである天の川が流れ、都市近郊には珍

しくカワセミが生息しています。その天の川は、市

民ボランティアによる清掃活動や、小学生を対象と

した野外活動などが１年を通じて行われ、広く市民

に親しまれております。

市民皆様おひとりおひとりの意識やほんの少しの

行動が豊かな水環境につながります。

今年のシャボン玉月間を通じて、せっけん運動の

輪がさらに広がりますことをご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　河南町長　武田勝玄

　河南町は、金剛・葛城の山並みと田園風景が広が

る豊かな緑に恵まれ、水越川や梅川等の清らかな流

れに育まれた、潤いと安らぎのある自然豊かなまち

です。

　この恵まれた自然環境を次世代に継承するため、

本町では、美しい河南町基本条例の理念「美しい山々

がそびえ 美しい川が流れ 美しい心が集うまち」に

基づき、毎年、河川の水質調査の実施や、清掃活動、

ホタルの観察会などの啓発活動等の水環境保全に、

町民、事業者、町が一体となって取り組んでいます。

　貴会が、毎年水環境の保全のため活動をされてお

りますご努力に対し、心から敬意を表しますととも

に、今後とも活動の輪がより一層広がりますことを

心からご期待申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　河内長野市長　芝田啓治

　河内長野市は、森林が市域の約７割を占め、市内

に居ながら満喫できる大自然や、水源地としてのき

れいな水と澄んだ空気は、本市の最大の魅力であり

ます。また、本市は石川の最上流域に位置し、その

きれいな河川の恵みを享受できる一方、石川の最上

流域の責務を果たさなければならないという使命も

あります。このことから、約 30 年前より市民団体

が主催となり行っております「河川一斉清掃」も、

毎年約 1,400 人の市民参加をいただき、恒例の行事

として市民の意識に浸透してまいりました。

　また、近年では、水道水源の保全をはかり、森林

と市民の共生を目指す「かわちながの森林プラン」

の施策を推進するため、「豊かな森林づくり負担金」

として、水道使用料１m3につき１円のご負担を頂き、

様々な森林保全事業に活用しております。

　このような取り組みを通じて、市民一人ひとりが

環境保全の必要性を理解し、多くの団体や企業と共

に自然環境の保全・活用事業を実践することで、豊

かな自然を次世代に引き継いでまいりたいと考えて

おります。

　後になりましたが、水環境の保全に向け、「せっ

けん運動」に取り組まれている貴会に心から敬意を

表しますとともに、なお一層のご活躍を祈念致しま

す。

「シャボン玉月間」によせて

　　　岸和田市長　信貴芳則

　全ての生命の源である「水」は、私たちに必要不

可欠なものであり、水なしで生きていくことはでき

ません。それだけに、良好な水質が確保されている

ことは、生物にとって非常に重要なことです。

　本市では、生活と環境問題の関わりについての認

識や理解を深め、自ら考え行動するよう環境学習を

推進するとともに、川をきれいにするための美化清

掃活動、川や海を豊かにするための里山再生など、

市民、市民団体、事業者、行政が協働した環境保全

活動を積極的に進めています。

これまでの貴会の取り組みに敬意を表しますとと

もに、地域に密着した運動の輪が更に広がり、大き

な成果を上げられますことを祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

　　熊取町長　藤原敏司

　熊取町は、大阪府の南部に位置し、「大阪みどり

の百選」「水源の森百選」にも選ばれた奥山雨山自

然公園などの良好で緑豊かな自然環境に恵まれたま

ちです。また、昨年 11 月 21 日には「永楽ゆめの森

公園」がオープンし、多くの来園者に親しまれ大変

にぎわっているところです。

　近年、地球温暖化に伴うと考えられる局地的な豪

雨等、地球規模での異常気象が深刻さを増してきて

おり、地球環境を守るため、これまでの経済活動や

ライフスタイルのあり方を見直し、廃棄物の発生抑

制、再生利用等を進めるなど自然環境への負荷が少

ない循環型社会を形成していくことが極めて重要と

なっております。

　こうした中、本町におきましては、ごみの減量化・

リサイクル並びに食品ロスに関する周知に加え、生

活排水処理施設の整備の推進にも取り組んでいると

ころであります。また、リフレッシュリバーなどの

キャンペーンで地域の皆様とともに河川の浄化にも

努めています。

　貴会の進める「石けん運動」を機に、一人でも多

くの方が、環境問題について関心を持ち、自分たち

の環境は、自分たちで守るという意識づけのきっか

けにつながることを、ご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

　　　堺市長　竹山修身

　堺市は今年、政令指定都市移行 10 周年を迎えま

す。これまで歴史、文化や伝統を継承 するととも

に都市として発展してきました。市街化が進んだ一

方 、臨海部の「共生の森」、大和川や石津川、百舌

鳥古墳群、ため池、農耕地、南部丘陵といった様々

な自然環境があります。この堺市特有の自然を活か

し、生物多様性の保全・再生と持続可能な利用に関

する計画として「生物多様性・堺戦略」を策定し、

市民をはじめ様々な主体とともに、自然と共生する

まちづくりを推進しています。

　きれいで安全な水は、すべての生物の生命の根

源です。水環境の保全に向け、継続的に取組まれて

いる貴会の活動に対し敬意を表するとともに、今後

益々のご発展を祈念いたします。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

四條畷市長　土井一憲

　四條畷市は、大阪府の東北部に位置し、大阪平野

を眺める飯盛山や多くの生き物が生息する室池等を

はじめとする北生駒山系の豊かな緑と水に恵まれた

まちです。 

　この豊かな自然を後世に引き継ぐべく、本市では

四條畷市環境基本計画の理念「人と自然にやさしい

環境都市 四條畷」に基づき、市民、事業者、行政

の協働による環境保全の取組みを進めております。 

　なかでも、地域の水路清掃活動や廃油回収、未来

を担う子どもたちが豊かな自然に触れることのでき

る水辺の観察会等を通じ、水環境への意識向上に努

めています。 

　長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますととも

に、今後益々のご発展とご活躍を心より祈念いたし

ます。 

「シャボン玉月間」によせて

島本町長　川口 裕

　島本町は、大阪市と京都市のほぼ中間に位置し、

都市部にありながら、古来、歌に詠まれた清流「水

無瀬川」や、大阪府内で唯一、名水百選に選ばれた

地下水「離宮の水」を有する、きれいで美味しい水

に恵まれたまちです。

　本町では「島本町環境基本計画」を策定し、次世

代により良い環境を引き継いでいくため、行政・住

民団体・事業者が協働して環境保全活動を進め、活

動の輪を広げていくことを目指しています。

　環境にやさしい石けんを使う、という誰にでも取

り組みやすい環境保全活動の啓発運動を長年続けて

こられた貴会に敬意を表し、また、貴会の活動を通

じて環境保全活動の輪がますます広がりますことを

心よりお祈りいたします。　

石けん使おう！シャボン玉月間によせて

吹田市長　後藤圭二

　吹田市は、北部の北摂山系を背に広がるなだらか

な千里丘陵と、南部の安威川、神崎川や淀川がつく

る低地から形成されています。

　都市部でありながら豊かなみどりに囲まれ、安心・

快適な住環境を確保し、北大阪を代表する「住み続

けたいまち」として高い評価をいただいております。

　今後とも、健全で豊かな自然を守り引き継いでい

くため、市民、事業者、行政がそれぞれの立場で役

割を果たし、良好な水環境を保全し、全国に誇るべ

き環境先進都市の実現を目指してまいります。

　貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬意を表

しますとともに、活動の輪がより一層広がりますこ

とを祈念申し上げます。

平成 28 年度「シャボン玉月間」に寄せて

摂津市長　森山一正

古くから「水の都」と称され、身近に多くの河川

が流れる大阪にあって、摂津市においても淀川をは

じめ大小の河川が流れ、生活用水や農業用水といっ

た水資源の利活用だけでなく、水辺がつくり出す豊

かな景観が市民にとっての憩い空間となるなど、今

も昔も河川からの恩恵を受けております。

この豊かで美しい水景を大切に守り次代へと引き

継いでいけるよう、従前から取り組んでいる廃食油

リサイクルによる石けんづくりのほか、摂津の子供

達の水質保全に対する意識を高めるべく、毎年１月

には安威川に飛来する野鳥の観察会を実施しており

ます。

今後も本市は環境を大切にする心を育み、より良

い地球環境の保全に寄与するまちづくりを進めてま

いります。

「シャボン玉月間」によせて

　　　泉南市長　竹中勇人

　泉南市は、世界の玄関となる関西国際空港の対岸

に位置し、ウミガメが産卵に訪れることもある美し

い海浜や、また和泉山脈の美しい山なみに蛍が乱舞

する清流が残る、水と緑に恵まれたまちです。

　そのような豊かな自然をこれからの時代へと継承

していくことは、わたしたちの果たすべき責務であ

るとともに、環境保全は、一人ひとりの心掛けから

始まります。

　貴会の長年に渡る水環境の保全活動に深く敬意を

表しますとともに、皆様のご活動がますます伸展し、

大きな成果をあげられますことを心より期待いたし

ております。
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「シャボン玉月間」によせて

　　　太子町長　浅野克己

　太子町は、豊かな緑と歴史に彩られたまちとして

知られています。町域東部には、金剛生駒紀泉国定

公園に指定される山並みが連なり、そこを源流とす

る清流は、多くの命を育み、大地を潤し、私たちを

豊かな暮らしへと導くものです。

　この恵まれた自然環境を守り、伝えていくことは、

私たちの使命です。第５次総合計画の中でも、この

豊かな自然環境の保全は、重要な柱の１つともなっ

ています。

　今後とも水環境の保全に対する取組みを、住民の

皆さんと手を携えながら推進してまいりたいと考え

ております。

　貴会の水環境保全に対する活動に敬意を表すると

ともに、今後ますますのご活躍を心よりご祈念申し

上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　　　　　　　　大東市長　東坂浩一

　本年、市制施行 60 周年を迎えた大東市は、飯盛

山、生駒山を東に望む美しい風土に恵まれ、大阪都

心部にも程近い都市です。また、「あふれる笑顔　

幸せのまち大東づくり」を市政運営の基本理念に掲

げ、「日本一幸せを実感できるまち大東市」の実現

を目指しています。

本市では、産・官・学・民連携による水質浄化活

動を推進し、従来の納豆菌の付着した竹炭による水

質浄化手法に加え、新たに空芯菜等の花
か き

卉植物の水

耕栽培による水質浄化手法を展開し、環境改善に向

けて取り組んでいます。

貴会の「石けん運動」を通じた、水環境の保全活

動に敬意を表するとともに、今後とも貴会の活動が

ますます広がりますことをご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　高石市長　阪口伸六

　高石市は、大阪府の南部に位置し、面積は 11.30

平方キロメートルとコンパクトな都市です。現在、

高石市では、大阪府と連携して市内を流れる芦田

川の治水対策工事を進めており、隣接する芦田川ふ

るさと広場は、様々なレクリエーションが行える多

目的な水辺の空間となり、小・中学生の環境学習の

場、緑あふれる市民の憩いの場として生まれ変わり

ます。

　河川などの汚染の原因は、私たちの日常生活から

出る生活排水が大きな原因といわれており、本市で

は、広報紙で家庭からの生活排水をできるだけ汚さ

ずに流すための工夫を呼びかけています。今後も水

環境保全のために、引き続き啓発活動を実施してま

いりたいと考えています。

貴会の長年にわたる水環境保全に対する活動に敬

意を表しますとともに、今後も貴会の活動が広がり、

一人でも多くの方が環境への意識を高めるきっかけ

となることをご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　　　　

　　　高槻市長　濱田剛史

高槻市は、都市部に位置しながらも、市域の約半

分が豊かな森林資源に恵まれ、芥川や淀川を始めと

した水辺の空間を有するなど、多種多様な生物の生

息環境を併せ持っております。

本市では、第５次総合計画に定める将来の都市像

「憩いの空間で快適に暮らせるまち」の実現を目指し、

市民の皆様にとってより住みよいまちとなるよう水

と緑の豊かな自然を守りつつ、これを活かしたまち

づくりに取り組んでいます。

このような中で、貴会の長年にわたる石けんを通

した環境保全の取組に敬意を表しますとともに、今

後とも、運動の輪がより一層広がり、発展されます

ことを心よりご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　田尻町長　栗山美政

　田尻町は大阪府の南部に位置し、降水量が少なく

温暖な人口９千人ほどの町です。

　町内には田尻川が流れ、毎年、町内のボランティ

アグループが主体となって「田尻川クリーン作戦」

と題した清掃活動を実施し、多くの住民が参加して

います。

　貴重な財産である自然環境を将来に受け継いでい

くためには官民一体となって、環境保全に取り組ん

でいくことが大切です。今後も、河川・海岸など自

然環境の保全に努め、美しく豊かな環境を享受でき

るまちづくりを進めていきたいと思います。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

豊中市長　淺利敬一郎

豊中市は、「環境リーディングシティー豊中 ～未

来を見すえ地域の力で創ろう～ 」をキャッチフレ

ーズに、市民・事業者、ＮＰＯ、行政のパートナー

シップと協働のもと、望ましい環境像のひとつに「水

を大切に使って、健全な水循環を維持し、公害や有

害な化学物質のない、きれいな水や空気のあるまち」

を掲げ、環境の保全及び創造に関する様々な施策を

展開しています。

これまで培ってきた協働とパートナーシップによ

る取り組みを、継続的に次世代へ引き継いでいくた

め、小学生を対象とした環境学習や環境課題をテー

マにした講演会などを実施し、環境に関心を持ち、

行動できる人づくりに努めているところです。

貴会の、長きにわたる活動に敬意を表しますとと

もに、誰もが日常生活の中で身近に取り組むことの

できる「せっけん運動」を通じて環境保全活動の輪

がさらに広がりますことを期待しています。

「シャボン玉月間」によせて

豊能町長　田中龍一

　貴会の皆様には長年にわたる水環境の保全活動に

対する積極的な活動に敬意を表すとともに心から感

謝申し上げます。

豊能町は、大阪府内にあって町域の７割が山林で

あり、余野川、初谷川などの清らかな河川に恵まれ

た自然豊かなまちです。

　本町では水と緑の環境保全の実現に向けて「第４

次豊能町総合計画」を策定し『町民と行政との信頼・

協働のまちづくり』の理念のもと、更なる環境保全

に取り組んでいるところです。

　一人ひとりの小さな実践の継続が、次の世代、そ

の次の世代のために美しい地球を守っていくことに

つながると考えます。貴会の粘り強い活動が着実に

広がり、社会に浸透していくことをご期待申し上げ

ますとともに、貴会のますますのご発展を心よりご

祈念申し上げます。

　結びに、貴会の長年にわたる「せっけん運動」の

取り組みに敬意を表しますとともに、この運動が地

域における環境問題への取り組みの一環として広が

っていくことを心から祈念いたします。

「シャボン玉月間」によせて

　　　　忠岡町長　和田吉衛

　忠岡町は、繊維産業の町として栄え、大阪府の西

南部、大阪湾に面する平坦部に位置し、町域の北東

部は大津川・牛滝川の豊かな水資源と共に発展して

きた町です。

　関係市町で構成する大津川水域水質保全対策協議

会を結成し、長年にわたる広域的な環境美化事業を

展開したことで、近年ではアユの生息も確認される

など、年々水質が改善されております。

　今後も、更なる水環境の改善のために啓発活動や

美化運動等に力をいれていきたいと考えています。

　貴会の長年にわたる「せっけん運動」に敬意を表

しますとともに、今後とも、地域に密着した運動の

輪がさらに広がりますようお祈りいたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　千早赤阪村長　松本昌親

　当村は、大阪府内で最も標高の高い金剛山を有す

る金剛生駒紀泉国定公園と楠木正成ゆかりの神社や

史跡が点在する、自然と歴史と文化に抱かれた村で

あり、1956 年に千早村・赤阪村が合併し、本年で

60 周年を迎えます。

　こうした歴史は人によって紡がれますが、人は水

によって生きることができるように思われます。先

人たちが豊かな水源を大切にし、受け継いできたか

らこそ今の私たちがあり、そしてまた、次世代につ

なぐために当村では水質汚濁の防止を目的とした合

併浄化槽の一部補助を実施しております。

　水環境を保全し、未来へバトンをつなごうとする

貴会の活動に心から敬意を表しますとともに、より

一層のご活躍と活動の輪が広がっていくことを祈念

いたしております。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　富田林市長　多田利喜

　富田林市は大阪府の東南部に位置し、市の北東平

坦部は、南北に流れる石川をはさんで平野が広がり、

寺内町を中心に古くからまちが開けたところで、南

部は、雄大な金剛・葛城連峰を背景に緑豊かな丘陵

と美しい田園風景が広がる、自然と歴史に恵まれた

まちです。

　毎年３月に実施している石川大清掃では、多くの

市民の参加により、石川並びにその支流に至る水辺

の美化推進に取り組むなど、自然環境の保全に努め、

自然と人々の暮らしの調和に重点を置いたまちづく

りを進めております。

　貴会の、「せっけん運動」を通した環境保全活動

の輪が、今後もさらに広がりますことを、ご期待申

し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ

寝屋川市長　北川法夫

　寝屋川市には、市名の由来でもある一級河川『寝

屋川』が流れています。

本市では、平成 12 年より市民団体との協働事業

として「クリーンリバー寝屋川作戦」を毎年実施し、

一級河川『寝屋川』の整備・保全に努めています。

現在では、きれいになった河川沿いを活用したイル

ミネーションや船下りなど、年間を通じて様々なイ

ベントが開催され、多くの市民の皆様に親しまれて

います。

今後とも、水辺環境の保全や緑化の推進など、市

民の皆様と協力し、水とみどり豊かなまちづくりに

取り組んでまいります。

　結びに、長年にわたり、子どもたちの未来のため

に水環境を守る活動を続けておられますことに、深

く敬意と感謝の意を表しますとともに、皆様方の活

動の輪が更に広がりますことをご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

能勢町長　山口　禎

本年度、町制 60 周年を迎える本町は、自然とと

もに成長してまいりました。

しかしながら、近年においては、本来の「自然と

の調和」、「自然の活用」から「自然の保護」あるい

は「自然の維持」へと変わっているのが現実です。

本来、当然のように存在していたものが、今では

存在させることさえ容易ではなくなっています。

60 周年を機に、原点回帰し、「水」からの享受に

感謝し、愛しむ気持ちを持ち続け、保持できるよう

真摯に取り組んでまいります。

貴会の、今年の合言葉が、現実のものとして叶う

ことを期待申し上げるとともに、ますますのご発展

とご活躍を心よりご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　羽曳野市長　北川嗣雄

　羽曳野市は、大阪府の南東部に位置し、世界文

化遺産登録を目指す古市古墳群や、金剛・生駒山系

の山並みに広がるぶどう畑をはじめとした豊かな緑

と、石川や飛鳥川などの水辺が調和して、美しい情

景をつくり出しているまちです。

　こうした豊かな自然を次世代へと受け継いでいく

ため、本市では、汚水整備率の向上と河川の水質改

善に努めています。また、３月には市民参加による

清掃活動「石川クリーン作戦」を、７月には川の自

然に触れる「水辺の観察会」を開催するなど、市民

の皆様とともに水環境保全に取り組んでいます。

　皆様の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、本運動の輪が一層広がりますことをご祈念申し

上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　

　　　阪南市長　福山敏博

　阪南市は、大阪の南部に位置し、周囲を海・山に

囲まれた自然豊かなまちです。本市では、大阪府内

で唯一海苔の養殖がおこなわれ、美しく白い砂浜で

は多くの人々がビーチバレーや潮干狩り、海水浴を

楽しみます。山沿いの河川では、６月になるとたく

さんのホタルが私たちの目を楽しませてくれます。

　この美しい自然環境を未来に引き継ぐため、本市
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では下水道普及率の向上と水洗化促進を図り、生活

排水が適正に処理される衛生的な環境の構築と維持

を目指しています。また、市民活動団体にもご協力

いただき、阪南市アダプトプログラムとして市内の

道路や公園、河川等の緑化や清掃等の活動を行って

おります。

　今後も、市民との協働により美しい環境づくりを

目指してまいります。

　結びに、貴会の長年の取組みに敬意を表しますと

ともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

東大阪市長　野田義和

　中小企業のまち東大阪は、大和川の流路の付け替

え、新田開発、山麓地帯の水車を利用した地場産業

の発達など、水環境を利用することにより発展して

きており、水との関わりが深い地域です。

　市では、これまで工場排水規制や下水道整備を進

め、産業排水、生活排水の水質向上に取り組んでお

ります。今後さらに、市民の意識を高めていくには、

長年にわたり、水環境の保全に努め、豊富な知識や

経験を有する貴会に中心的な役割を担っていただく

ことを心からお願い申し上げます。

　結びに、長年にわたり環境保全に尽力されてい

る貴会に敬意を表しますとともに、「せっけん運動」

がますます広がり、貴会のより一層のご発展を心よ

り祈念いたします。

「シャボン玉月間」によせて

枚方市長　伏見 隆

枚方市は大阪、京都、奈良の中間に位置し、西に

は豊かな水を湛える淀川が流れ、東には生駒山系に

繋がる緑豊かな里山が広がるなど、豊かな自然に恵

まれたまちです。

本市では、良好な水資源の保全と活用を目指し、

生活排水対策や下水道整備による河川の水質改善、

里山や農地の保全による雨水の貯留や地下水の涵養

能力の保全・向上などに取り組んでおります。また、

毎年７月には「水辺の楽校」と題した自然観察会を

開催するなど、引き続き水環境保全の啓発活動にも

力を入れてまいります。

結びに、「せっけん運動」を通した、貴会の長年

にわたる精力的な取り組みに対し深く敬意を表しま

すとともに、今後ますますのご発展をお祈り申し上

げます。

「シャボン玉月間によせて」

　　　藤井寺市長　國下和男

　藤井寺市は本年、市制施行 50 周年を迎えます。

この節目の年を機会に、まちの魅力を改めて発信し、

育んでいきたいと考えております。

　市内を流れる大和川、石川の水質は以前と比べる

と改善されました。しかし、清流を取り戻すために

は汚染原因の８割以上を占める生活排水を更に改善

していかなくてはなりません。そのためには、公共

下水道整備といった行政の取組みだけではなく、市

民一人ひとりが環境に配慮した生活を身に着けてい

くことが大切です。

　このような河川の環境を次世代へ引き継ぐために

貴会の活動が発展し、今後ますますこの石けん運動

の輪が広がりますことをご期待申し上げます。

～「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて～

　松原市長　澤井宏文

松原市では、「協働」をキーワードにまちづくり

を進めており、我々行政と市民の方々、地域が一体

となって「安心・安全なまち日本一」目指しており、

大阪初のセーフコミュニティの国際認証都市となり

ました。

　水環境の改善においても、行政だけでなく市民や

企業との協働の力は欠かせません。水質汚染の原因

の８割が、家庭から出ている生活排水であると言わ

れる今、水質浄化のためには公共下水道整備や河川

水質の調査といった行政の取組みだけでなく、家庭

での取組みが必要です。

「石けん運動」は、人々の水環境への意識を高め

るきっかけとなるものと考えています。貴会の長年

の取組みに敬意を表しますとともに、今後ますます

の発展を心よりご期待申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

岬町長　田代　堯

　このたびの熊本地震においてお亡くなりになられ

た方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被

災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

　大阪府の最南端に位置する岬町は、府下唯一の自

然海浜と夕日百選に認定された美しい海、緑豊かな

山々などの自然環境に恵まれ、文化的な都会の暮ら

しと、心がなごむ田舎暮らしをともに楽しめる素敵

なまちです。

昨年 10 月、まちの魅力を高めるため、「みなとオ

アシスみさき」の登録を契機に、深日港からの航路

再生をすすめ、大阪、和歌山、淡路、四国の結節点

のまちとして、広域経済圏の活性化に努めています。

これからも、地域住民と行政が協働して、豊かな

自然環境を守り、温かみのあるまち「岬町」を創っ

てまいります。

　近年、地球環境の悪化が叫ばれる中、皆様が長年

にわたり「石けんを使いましょう」をコンセプトと

した環境保全の活動も、大きなネットワークに成長

されています。

多年にわたる皆様方のご活躍に敬意を表しますと

ともに、環境保全活動が一人ひとりから社会全体へ

と拡がり、水環境保全の理解が一層深まりますこと

を心からご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

箕面市長　倉田哲郎

　本市は、東西に横たわる山なみや田園風景など、

豊かなみどりに囲まれた住宅地として発展してきま

した。この環境を守るため、まちづくり推進条例や

都市景観条例を制定するなど、地域環境や山なみ景

観の保全に努めてきました。自然環境の良さに魅力

を感じる市民のかたも多くおられ、この環境は将来

に亘って維持・保全すべき貴重な財産であると考え

ています。

　2020 年度に箕面市までの延伸開業をめざす北大

阪急行線は、いよいよ今秋工事に着手します。市街

地の中心に駅ができることで市民の利便性がさらに

向上するとともに、延伸に伴うバス路線網の再編等、

環境に優しい交通指向性型のまちづくりも同時に進

めてまいります。

　貴会におかれましても、環境保全活動の取り組

みが一層発展されることを心からご祈念申し上げま

す。

シャボン玉月間によせて

守口市長　西端勝樹

守口市は、大阪平野のほぼ中央部、淀川の左岸に

位置しており、市内には大規模な緑地である淀川河

川公園・鶴見緑地や緑と水に親しむ空間として西三

荘ゆとり道があります。

今年で市制施行 70 周年という節目の年を迎える

本市といたしましては、自然環境と調和し共生する

安全・安心なまちの実現に向け、市民・事業者・行

政等が一体となり、環境に配慮した市民生活の推進

に鋭意取り組んでまいる所存でございます。

結びに、水環境の保全をはじめとした、貴会のご

活動に敬意を表しますとともに、今後益々のご発展

を心からお祈り申し上げます。

シャボン玉月間によせて

　八尾市長　田中誠太

　八尾市は、高安山とその麓に広がる河内平野を有

し、大都市の近隣都市としては、まれな自然環境に

恵まれたまちです。

　本市では、この自然環境を保全し、公害のない快

適な暮らしを維持するため、八尾市環境総合計画に

「緑とうるおいのある、快適な環境とふれあえるま

ち　やお」を掲げ、産学官民が一丸となって取り組

んでいます。水環境については、貴会の今年の合言

葉と想いを同じに、良好な水質を未来につなぐため、

下水道整備やイベントでの意識啓発などの生活排水

対策事業を進めています。

今後も「せっけん運動」がますます発展し、大き

な成果が得られますことを心よりご期待申し上げま

す。
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シャボン玉月間に寄せて

芦屋市長　山中 健

　貴会の長年にわたる水環境の保全活動に対するご

尽力に心より敬意を表します。

芦屋市は、六甲山系の山々、芦屋川や海浜など豊

かな自然に恵まれた特性を活かし、花と緑あふれる

良好な住宅街のまちなみや文化的資源の保全を図っ

てまいりました。芦屋川には各流域において多種多

様な動植物が豊かな自然を織り成し、「芦屋川の文

化的景観」を市指定文化財として保護するとともに、

公共水域の水質維持にも着目し、「芦屋わがまちク

リーン作戦」と題した河川敷の清掃活動や、生活排

水などの排水方法の指導など、目指す環境の姿の実

現に向けて取組を進めてまいります。

結びに、貴会の活動の輪が一層広まりますことを

ご期待申し上げ、ごあいさつといたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

尼崎市長　稲村和美

尼崎市は、兵庫県の南西部に位置し、猪名川や武

庫川などが市内を流れ、身近な自然と数多くの公園

を有する水と緑が豊かなまちです。

過去には、阪神工業地帯の中核として発展し、大

気汚染や水質汚濁などを経験してきましたが、産業

界、市民、行政の努力により克服してきました。そ

うした中、企業や市民の方々に高い環境意識が生ま

れ、地域資源や人のつながりを活かした環境のまち

づくりへと活動が広がっており、「課題解決先進都

市」として、現在、産・官・学・民の協働で、本市

臨海部の運河の水質環境改善などに取り組んでいま

す。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、今後とも活動の輪が益々広がっていくことを祈

念いたします。

シャボン玉月間によせて

伊丹市長　藤原保幸

　伊丹市には、東部に猪名川、西部に武庫川という

２つの大きな川が市内を流れ、また、昆陽池や瑞ヶ

池、緑ヶ丘、伊丹緑地などの自然緑地が残されてお

り、貴重な生物も多数生息しています。

本市では、かけがえのない地球環境や本市の歴史

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

兵庫県知事メッセージ

兵庫県知事　井戸敏三

風光明媚な多島海として知られる瀬戸内海。かつ

て高度経済成長期に「瀕死の海」とも呼ばれたその

海は、地域一体となった取り組みにより「きれいな

海」となりました。

　しかし、今なお「豊穣の海」とは言えません。私

たちは、瀬戸内海の再生に向けた新たな法整備をめ

ざし、これまで様々な取り組みを展開してきました。

そして、皆様から 141 万もの署名を頂いたこの活動

がついに実を結び、昨年 10 月、瀬戸内海環境保全

特別措置法の改正が実現しました。

水は、森・川・里・海を循環し、潤いを与える私

たち共有の財産です。きれいな水環境を次代に継承

することは、今を生きる私たちの責務ではないでし

ょうか。一人ひとりができることを実践し、環境先

導社会の実現をめざしていきましょう。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　　　　　明石市長　泉 房穂

明石市は、瀬戸内の温暖な気候のもと、風光明媚

な明石海峡を望む美しい海岸線をはじめ、ため池群

や田畑地帯など豊かな自然に恵まれており、ウミガ

メが産卵に訪れるなど多くの生命のいぶきを感じる

ことのできるまちです。そして、この明石の財産で

ある豊かな自然環境を次世代へ引き継いでいくこと

は我々の重大な使命であります。

現在、本市では、自然共生社会の実現のため、各

種施策を進めているところでございますが、今後も

引き続き市民、事業者の皆様とともに取り組みを推

進してまいります。

生活者の視点から長年にわたり、環境問題に取り

組んでおられる貴会に心から敬意を表しますととも

に、今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。

兵
庫
県 兵庫県



soap movement network  せっけん運動 No 183　2016.10.5 57

                                                                行政からのメッセージ 2016 

と文化、自然などの地域資源を未来の子どもたちに

伝えていくため、「環境が大切にされ暮らしやすさ

と調和したまち」を目指して、地球温暖化対策やご

みの減量化・再資源化、生物多様性の保全に向けた

取り組みを重点的に推進しています。

とりわけ、水環境保全に向け、環境監視体制の充

実を図るとともに、市民・事業者と連携した環境美

化活動を推進しています。また、市民との協働によ

る貴重種オニバスの保護・育成や、地域産苗木の植

栽などを通じ、自然環境の保全にも取り組んでいま

す。

貴会の長年の活動に敬意を表しますとともに、今

後ますます活動の輪が広がることを心から祈念いた

します。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

猪名川町長　福田長治

　猪名川町は、里への恵みをもたらす清流猪名川や、

緑豊かな山林に育まれ、京阪神のベッドタウンとし

て自然環境と調和しながら活力ある町として発展を

続けています。

　本町では恵み豊かな地域環境を守るため、「第４

次猪名川町環境基本計画」を策定し、次世代を担う

子どもたちへの環境学習の実施、森林資源を経済的

に活用し薪やペレット燃料など再生可能な自然エネ

ルギーが活用できる施策実現に向け、積極的に取り

組んでまいります。

　貴会で取り組まれている環境にやさしい分解性の

優れた石けんの使用は、水環境を守る上で大変有意

義なことであると考えております。今後においても

皆様の活動がますます広がり、かけがえのない水環

境を守るため皆様方の活動がさらに発展されますよ

う祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

加古川市長　岡田康弘

　加古川市は、兵庫県南部の播磨灘に面し、県下最

大の河川「加古川」をはじめ、数多くのため池が点

在するなど、豊かな水のうるおいに恵まれたまちで

す。

当市では、「第２次加古川市環境基本計画」にお

いて、目指すべき環境像に、「自然と共生し　だれ

もが健康でいきいきと暮らすまち　加古川」を掲げ

ており、その基本目標の一つである、うるおいとや

すらぎのある環境を実現するためにも、市民・市民

活動団体・事業者・行政等、全ての主体が協働し、

行動することが求められています。

このような中、水環境を保全し、長年にわたり「せ

っけん運動」の活動をされている貴会に敬意を表す

るとともに、今後その活動の輪がより一層広がりま

すよう祈念いたします。

シャボン玉月間によせて 

川西市長　大塩民生

川西市は、南北を縦断する猪名川渓谷と周囲を彩

るエドヒガン、笹部や赤松にある農村風景を残す棚

田、そして特産品であるイチジク、クリ、モモなど、

豊かな自然環境に恵まれたまちです。

この素晴らしい自然環境を守り育て、緑豊かな美

しいまちを未来に引き継いでいかなくてはならない

との思いを強く感じています。

そうしたことから、貴会が「とどけ！未来へ！せ

っけんライフ～水はみんなの宝もの～」を合言葉に

消費者が自らのくらしを見直し、美しい自然を未

来世代へ引き継げるよう活動を進めておられること

は、たいへん意義深いことと考えます。

貴会の長年にわたる活動に心から敬意を表します

とともに、より一層運動の輪が広がることをご祈念

申しあげます。

シャボン玉月間によせて

神戸市長　久元喜造

神戸市は、六甲山、瀬戸内海、里地・里山など、

豊かな自然が身近な場所に広がっています。この豊

かな自然が生み出す水、食料などの「自然の恵み」

を次世代に引き継いでいくため、平成 28 年３月、「生

物多様性神戸プラン」を改定しました。めざすべき

将来像を「多様ないのちを育む豊かな自然とその恵

みを次世代につなぐ自然共生都市“こうべ”」とし、

６つの施策を「リーディングプロジェクト」に位置

づけ、重点的に取り組んでいるところです。

貴会の活動は、自然の恵みの大切さに対する人々

の関心を高めるものであり、大変意義深いものと存

じます。今後も活動の輪がますます広がっていくこ

とを心から願っています。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

三田市長　森 哲男

三田市は、北摂の変化に富んだ山並みや、市内を

貫流し里のめぐみをもたらす武庫川とその流域が織

りなす美しい自然に恵まれています。

このかけがえのない地域環境を守るために、現在

三田市では「市民の環 (わ )で自然と暮らしをはぐ

くむまち 三田」を基本理念として、水環境の保全

を含めた様々な環境施策を実施しています。

今日の複雑で多様な環境問題を解決するためには

行政だけではなく、市民・事業者等の多様な主体が

パートナーシップを確立し、すべての人が協力しな

がら日常生活や事業活動において環境に配慮した行

動をとることが重要であると考えております。

貴会の活動により、一層の環境への取り組みの環

（わ）が広がりますことを心からご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

高砂市長　登 幸人

高砂市は、兵庫県内最大の河川である加古川の下

流に位置し、その豊かな水利はすぐれた景観、肥沃

な土地となり、大きな恩恵を受けてきました。きれ

いな水、豊かで潤いのある水環境を保つことは、未

来で生きる人々に残さなければならない財産であり

ます。

本市では、暮らしと自然が調和した環境共生都市

として、市民・事業者・市が一体となった環境施策

を展開し、自然環境の保護・保全に取り組んでおり

ます。

貴会の「せっけん運動」を通じて多くの方々の環

境への関心が一層高まりますことを期待いたします

とともに、今後ますますのご発展を心より祈念いた

します。

　　　　　　

シャボン玉月間によせて

　宝塚市長　中川智子

宝塚市は、六甲、北摂の山なみ、武庫川の流れに

象徴される豊かな自然や歴史的、文化的な資源に恵

まれた美しいまちです。

本市では、本年度から 10 年間を計画期間とする

「第３次宝塚市環境基本計画」を策定し、市民、事業者、

市がそれぞれ協働しながら、本市の「たから」であ

る健全で恵み豊かな環境を共に育み、次の世代に引

き継ぐための取組の推進に向けて気持ちを新たにス

タートしたところです。

環境への負荷を低減し、持続可能な社会への転換

に向け永年にわたり活動を実践してこられた貴会に

敬意を表しますとともに、今後のますますのご活躍

を心よりご期待申し上げます。

「シャボン玉月間に寄せて」

西宮市長　今村岳司

なんでもかんでも合成洗剤で洗う人を見ると、「な

んで…」と思います。お皿の汚れなんかより、お皿

に残った合成洗剤のほうが、よほどカラダに悪いの

に。

私は、風呂も洗顔も手洗いも、皿洗いも洗濯も、

ぜんぶ石鹸です。高いサプリを飲まなくても、毎日

使うものや生活習慣を変えるだけで、カラダの調子

は目に見えて変わります。

特に、子供さんのいる家庭では、素焼きの器や包

丁やまな板を合成洗剤で洗うなんてことは、服を合

成洗剤で洗濯するなんてことは、もうやめてあげて

ください。「環境問題」と難しく考えるのではなく、

たいせつな人のために、ぜひ石鹸を使いましょう。

西宮は子供の多いまち。貴会の運動の広がりを、心

から応援しています。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

　　　　　　　　　尾道市長　平谷祐宏

　尾道市は、瀬戸内海のほぼ中央に位置し、緑豊か

な北部丘陵地域から多島美を有する瀬戸内海地域に

至る、自然環境に恵まれたまちです。また、しまな

み海道をはじめとする新たな魅力と歴史・伝統に育

まれた資源を活かし、他にはない魅力的な価値を持

つまちづくりを推進しています。

　本市では、豊かな自然・生活環境を守っていくた

めに、「尾道市環境基本計画」に基づき、市民・事業者・

広島県
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島
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行政を主体として環境保全に関する施策を推進して

いるところです。

　こうした中、貴会が、安心・安全な水環境を保全

する活動の一環として、人と環境にやさしい「せっ

けん運動」に取組まれておりますことは大変意義深

いものであり、心から敬意を表しますとともに、活

動の輪が一層広がりますようご祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

応援メッセージ

　　　　廿日市市長　眞野勝弘

廿日市市は、北は西中国山地、南は穏やかな瀬戸

内海に囲まれた自然豊かなまちです。世界遺産を擁

する宮島は、我が国を代表する観光地であるととも

に、原生林の残る自然豊かな島でもあります。また、

絶滅危惧種ミヤジマトンボの生息する一部湿地は、

ラムサール条約に登録されております。

市では、「豊かな自然を次世代へつなぐまち」を

目指し、環境保全活動の充実に取り組んでおります。 

　貴会の「せっけん運動」は、水環境を守るために

実践できる身近な環境保全活動として、大変意義深

い活動であると考えます。長年にわたるご尽力に敬

意を表しますとともに、「せっけん運動」の輪が今

後ますます広がり、美しい自然環境が次世代へ引き

継がれることを願っております。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

東広島市長　蔵田義雄

　広島県中央部に位置する東広島市は、内陸部から

沿岸部まで、美しく豊かな自然環境に恵まれたまち

です。中でも西条町は、灘、伏見に並び称される銘

醸地の一つとして知られており、複数の川の源でも

ある「水の生まれるまち」です。

　この豊かな水環境を次世代に引き継いでいくた

め、本市では公共下水道の整備や合併処理浄化槽の

設置を推進する等の施策を推進し、環境学習の面か

らも、市民一人一人の意識向上を目的に、河川の水

質改善に繋がる啓発活動にも取り組んでいます。

　せっけんを通じ、環境問題に広く目を向ける貴会

の活動に敬意を表するとともに「せっけん運動」が

多くの地域に広がり、今後益々、貴会が発展されま

すことをご期待申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

府中町長　佐藤信治

　府中町は、周りを広島市に囲まれた、東西 4.18

km、南北 5.2 kmのコンパクトな町域の中に、太田川

の支流である府中大川などの一級河川、そして、町

の北部には森林地帯を有し、商工業も盛んな、人口

が 51,000 人を超える自然と住環境のバランスがと

れた町です。

　当町は、本年度から「ひと・まち・自然が共に生

き、心豊かにくらすまち　あきふちゅう」を目標像

に掲げた第２次環境基本計画がスタートし、「自然

と共生する快適環境の推進」を基本方針の一つとし

て、良好な自然を次世代に引き継ぐ施策を推進する

こととしています。

　計画の策定に際し、小学生を対象に行ったアンケ

ートでは、「川で遊べるなら遊びたい」と 80％以上

の子どもたちが回答し、きれいな川への関心は高く、

貴会が推進する「石けん運動」は、これからの良好

な自然に貢献する大変有意義な活動であり、かつ、

今までの長きにわたる活動に敬意を表すものでござ

います。

　貴会の身近な環境を守る活動の輪が一層広まり、

ますますご活躍されることを心よりご期待申し上げ

ます。

シャボン玉月間によせて

　　　　　鳥取県知事　平井伸治

　鳥取県は霊峰大山に連なる緑の山並みやユネスコ

世界ジオパーク認定の山陰海岸に囲まれた、四季の

彩り豊かな美しい地域にあります。

　この魅力ある環境を守り、次の世代に継承してい

くため、当県では国を上回るＣＯ 2 削減目標を掲げ

た「第２期とっとり環境イニシアティブプラン」を

本年３月に策定し、ＮＰＯや地域・企業の方々と連

携・協働しながら環境負荷の低減やエネルギーシフ

トの推進などに取り組んでいるところです。

鳥取県

鳥
取
県
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  石けん使おう！ ７月はシャボン玉月間                  

　貴ネットワークの活動により、多くの方が環境に

ついて考えを深め、行動され、ふるさとの環境と地

球のために大きな貢献をされますことをお祈り申し

上げますとともに、惜しみない御尽力に感謝申し上

げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

境港市長　中村勝治

　境港市は、鳥取県西部の弓浜半島北端に位置し、

ラムサール条約登録湿地である中海、白砂青松の美

しい海岸線が続く美保湾、天然の良港と言われる所

以である島根半島を背にした境水道と、三方を海に

開けた風光明媚な景観を有しています。

　こうした美しい環境を後世に引き継いでいくた

め、本市では今後も引き続き、公共下水道整備をは

じめとした生活排水対策、海浜・護岸清掃、側溝水

路清掃など、行政と市民との協働の取り組みによっ

て環境関連施策を着実に推し進めていきたいと考え

ております。

　貴会が長年継続しておられる水環境保全活動に対

して深く敬意を表しますとともに、今後も「石けん

運動」の輪がますます広がりますよう心からご祈念

申し上げます。

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」への

メッセージ

　　　　　　　米子市長　野坂康夫

米子市は、ラムサール条約登録湿地「中海」と日

本海に面し、中国地方最高峰である大山の恩恵によ

り全国有数の水質を誇る水道水をはじめ豊かな水環

境を有しています。

また、便利な交通アクセス環境、充実した医療・

介護環境、コンパクトに集積した都市機能といった

観点から、2015 年に経済産業省が作成した地域の

暮らしやすさを貨幣価値で示すシステムで、「暮ら

しやすさ日本一」との評価をいただきました。

貴団体の取り組まれている「せっけん運動」は、

豊かな水環境の保全活動として大変意義深いもので

す。自然環境を守り、次世代に引き継いでいくため

に、皆さまの実践活動の輪がさらに広がっていくこ

とを期待しております。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　

「シャボン玉月間」によせて

岩国市長　福田良彦

　岩国市は、山口県東部に位置し、沿岸部に工業地

帯が発達する一方で、豊かな自然を有しています。

とりわけ、清流とたたえられる錦川は、豊富な水量

と良質な水質に恵まれ、市民の生活に欠かせない存

在です。

　この良好な環境を次世代に伝えていくため、本市

は「豊かな自然環境と都市が共生するまち」を目標

に掲げ、市民・事業者・市の協働による環境保全の

取組みを推進しています。

　水環境を守るためには、一人ひとりの取組みが必

要であり、貴会の石けん運動は、環境に対する個人

の問題意識を高める大変有意義な活動であると考え

ています。

　皆様のご尽力に心から敬意を表しますとともに、

活動の輪が今後ますます広がりますことを心から祈

念いたします。

シャボン玉月間によせて

宇部市長　久保田后子

　山口県の南西部に位置する宇部市は、瀬戸内海に面

する工業都市であるとともに、海・川・山・湖などの

豊かな自然に恵まれた「緑と花と彫刻のまち」です。

　この豊かな自然環境を次世代に残していくため

に、多様な実施主体と協働し、水源地や生物多様性

の保全活動に対する支援をはじめ、「親と子の水辺

の教室」など子ども達を対象とした環境教育も積極

的に行っているところです。

　今後も、本市の大切な財産である水資源をはじめ

とする自然環境の保全に向け、産・官・学・民によ

る協働のもと、環境に配慮した取り組みを進めてい

きます。

　結びに、貴会の長年にわたる「せっけん運動」に

対して、心から敬意を表するとともに、この活動の

山口県

山
口
県
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輪がさらに広がりますことを祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

　　下松市長　國井益雄

　下松市は山口県の南東に位置し、瀬戸内海に面

しています。豊かな自然に恵まれ、末武川ダム、温

見ダムという二つの水資源を持つ水源豊かなまちで

す。

　毎年浄水場で水道祭りを開催し、豊かな自然をＰ

Ｒするとともに、限りある水資源を大切にするよう、

市民に呼びかけています。また、水源の重要性を再

認識することを目的としたダム周辺の清掃、温見ダ

ムへのワカサギ卵の放流など、環境保全の意識高揚

を目的とした活動を積極的に行っています。

　環境を守り次の世代に引き継いでいくためにも、

これらの活動を継続していきたいと考えています。

貴会の水環境を保全する活動に深く敬意を表します

とともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

「シャボン玉月間」によせて

山陽小野田市長　白井博文

　山口県の南西部に位置する山陽小野田市は、北に

中国山系、南に瀬戸内海を臨む、山と海に囲まれた

自然豊かなまちです。市街地は南部の干拓地を中心

に発展しており、人と自然と工場が密に調和した社

会を形成しています。

　この豊かな自然の中で、毎年「水辺の教室」を開

催し、身近な水辺に生息する水生生物に触れること

により、次世代を担う子どもたちが、自然豊かな河

川を守ることを考えるきっかけをつくっています。

　長年にわたる貴会の活動は豊かな自然環境の保全

に貢献する大変有意義な活動であり、皆様の努力に

心から敬意を表しますとともに、今後ますますのご

発展を心より祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」への

メッセージ

下関市長　中尾友昭

　下関市は、東に周防灘、西に響灘と海に開かれ、

河川においては木屋川や粟野川をはじめ大小の河川

が豊かな水環境を提供してくれております。

　本市は、水環境に恵まれておりますが、地球規

模では人間が利用することができる水の量はわずか

0.01％しかありません。限られた貴重な資源を保全

していくうえで環境保全啓発活動は重要であり、本

市では児童期から環境保全の大切さについて学べる

よう、様々な環境に関する教室を開催しております。

　貴会が取り組まれるせっけん運動は、身近な環境

保全活動として大変意義深いものであり、活動に対

して深く敬意を表すとともに、今後とも活動の輪が

大きく広がることを心から祈念いたします。　　

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

周南市長　木村健一郎

　周南市の北部、島根県との県境に接した鹿野地域

には、岩国市へと流れる錦川の源流があります。初

夏には、市内各地の清流沿いで、ホタルを鑑賞する

ことができます。

　また、周南ブランドを発信する「道の駅ソレーネ

周南」に併設された親水護岸は、訪問者や市民が水

に触れながら自然を体験できる、癒しの場となって

います。

　一方、沿岸部には、戦後経済を支えてきた石油コ

ンビナート群があります。個々の企業とは、公害の

未然防止や良好な環境を保全するため、厳しい排出

基準などを設けた環境保全協定を結んでいます。

　このように、本市では、自然と産業が共存し、調

和したまちづくりを目指して取り組んでいます。

　このかけがえのない環境を、これからの時代を担

う子どもたちへ引き継ぐために、私たちは日々考え、

実行する努力を絶やしてはなりません。

　貴会が推進されている「せっけん運動」は身近に

できることで大変意義深いものであり、長年にわた

る活動に敬意を表しますとともに、この活動の輪が

さらに広がりますよう心からお祈りいたします。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッ

セージについて

周防大島町長　椎木 巧

　四方を海に囲まれた周防大島町の豊かな自然の恵

みを、次世代に引き継いでいくことは現在を生きる

私たちの責務であります。

　また、生活に潤いを与えてくれる水辺環境は本町

の財産であり、この恵まれた環境を「あたりまえ」

と思うのではなく、快適で衛生的な生活環境を確保

し、公共用水域の水質保全を図るため、下水道普及

率の低い本町では、公共下水道の計画的な整備や農

山漁村における集落排水施設の整備など、地域の実

情を踏まえた下水道の整備を推進しております。

　貴会の長年にわたる環境問題への取り組みに敬意

を表するとともに、「水」に対する人々の関心が一

層高まり、せっけん運動の輪が広がることを心より

ご期待申し上げます。

「しゃぼん玉月間」によせて

光市長　市川 熙

　光市は、白砂青松の室積・虹ケ浜海岸、市民や水

鳥の憩いの場である母なる島田川、また、原生樹林

のある峨嵋山や古代山城神籠石のある石城山など、

古代から先人たちが守り育ててきた水や緑の豊かな

自然環境に恵まれた都市です。

　市は、「自然敬愛都市宣言」に基づき、豊かな自

然に感謝し、人と自然が共生するまちづくりを進め

ています。

　水環境では、伏流水の水道水源への利用、下水道

整備や浄化槽の設置促進などの施設整備、「クリー

ン光大作戦」、「水道まつり」、「親と子の水辺の教室」、

「ひかりエコ自然塾」の実施など、良好な自然環境

を次世代へ引き継ぐため、市民みんなで保全活動や

環境学習に取り組んでいます。

　貴会が長年にわたり展開されている環境保全活動

に対し、敬意を表しますとともに、「せっけん運動」

の輪がさらに広がりますよう心から期待いたします。

「シャボン玉月間」によせて

防府市長　松浦正人

　防府市を流れる一級河川、佐波川を讃える「合唱

組曲佐波川」の一章節です。

　♪「はるばるも　太古を流れ　千鳥啼く

　川瀬の霧に あかあかと 萌える草木のたくましさ

　成れる大地の　たくましさ

　ああ　ああ　母なる川よ　佐波川よ」

　これからも、森里川海の自然の恵みの大切さを忘

れず、未来の世代につなげていくよう、自然環境の

保全に取り組んで参ります。

　貴会の長年の活動に深く敬意を表しますととも

に、今後さらに発展されることを心からご期待申し

上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

柳井市長　井原健太郎

　本年 10 月２日（日）、今年で３回目を迎える自転

車のイベント「2016 サザンセト・ロングライド in

やまぐち」が開催されます。全国から参加される約

1,000 人のサイクリストには、多島美を誇る瀬戸内

海や河川、市街地周辺の山々など、本地域の豊かな

自然を各所から楽しんでいただきたいと思っていま

す。

　このような美しい自然環境を次世代に引き継ぐた

め、毎年開催している「親と子の水辺の教室」には

多くの親子が参加し、水質を保全することの大切さ

を学習しています。

　長年にわたる水環境保全に対する皆様の活動に心

から敬意を表しますとともに、今後さらに「せっけ

ん運動」の輪が広がりますようお祈りいたします。

シャボン玉月間によせて

山口市長　渡辺純忠

　山口市は、椹野川をはじめとした多くの清流を有

しており、河川流域一帯は、国の天然記念物「山口

ゲンジボタル」の発生地をはじめ、豊かな生態系や

貴重な植物群落が数多く残されています。

　本市では、この豊かな自然環境を保全するため、

上流域から下流域までの市民や事業者が連携し「椹
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野川水系クリーンキャンペーン」を開催し、清掃活

動や河川美化等に関する意識啓発を推進しておりま

す。

　貴会が推進される「石けん運動」は、水環境を

守る大変意義深いものであり、これまでの貴会の活

動に対し、心より敬意を表しますとともに、今後ま

すます活動の輪が広がることを心から期待いたしま

す。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

朝倉市長　森田俊介

　朝倉市は、福岡県のほぼ中央部に位置し、南側は

平野、北側は古処山や馬見山をはじめとする山々が

連なっています。この山地の中に福岡市など周辺地

区への水資源供給の役割を担う江川ダム・寺内ダム

があります。南部には境界にほぼ沿うように一級河

川の筑後川が流れる水と緑の豊かな市です。

　本市では、今後も引き続きこの恵まれた自然を守

っていくために、最近では特に水を守り育てていく

取り組みとして、全国で唯一黄金川に自生する絶滅

危惧種のスイゼンジノリの保全活動を地域と一体と

なって進めています。

　こうした中、貴会の皆様の環境問題への高い意識

と「せっけん使用運動」といった水環境の保全の活

動に敬意を表しますとともに、今後のご活躍を心よ

り祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

芦屋町長　波多野茂丸

　芦屋町は、町の中央を遠賀川が流れ、遠賀川をは

さんだ東側は迫力ある奇岩が連なり、西側は白砂青

松が広がる海岸線となっており、美しく豊かな自然

環境に恵まれています。

　このような自然環境と生活環境の保全、公共用水

域の水質の保全に資するため昭和 48 年に下水道事

業の認可を取得し、現在では、普及率がほぼ 100％

となっており、生活排水を浄化することで、河川へ

の負荷を低減しています。

　また、目指す環境像を「未来へと　みんなでまも

り　みんなでつなぐ　美しい芦屋の郷里 ( まち )」

と定め、未来を担う子どもや孫たちを想い、住民・

事業者・町が一つになり途切れることなく、より良

い環境を守り・育て・続け、芦屋町が美しく誇れる

町、住みたくなる町、そして帰りたくなる郷里とな

るようなまちづくりを目指して平成 26 年３月に「芦

屋町環境基本計画」を策定しました。

　貴会が長年にわたり「せっけん使用運動」を通じ

た水環境保全活動の取り組みに対して敬意を表しま

すとともに、この活動の輪がさらに広がりますよう

心からお祈りいたします。

「せっけん使用運動」への応援メッセージ

飯塚市長　齊藤守史

飯塚市は福岡県の中央部に位置しており、東西は

山々に囲まれ、市の中央には一級河川である遠賀川

を有する自然豊かな地域です。

　本市は、本年３月に合併 10 周年を迎え、「住みた

いまち住みつづけたいまち」を目指し、市民の方々

を中心としたボランティアによる河川の清掃活動

やゴーヤを利用した緑のカーテンプロジェクトの実

施、公共下水道の整備や浄化槽の設置に対する補助

事業など、環境保全に関する取組や啓発を推進して

います。

　貴会が取り組まれています「せっけん使用運動」

も水環境を守る重要な活動であるとともに、本市の

取組との相乗効果が大いに期待できるものとして心

強く感じております。

　今後、さらに多くの方が環境問題に関心を持ち、

市民、事業者、行政が一体となった環境保全の実

践へとつながりますことを心からご期待申し上げま

す。

福
岡
県

福岡県
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シャボン玉月間に寄せて

　糸島市長　月形祐二

　糸島市は福岡県の西部に位置し、北部と西部は玄

界灘、南部は脊振山系の雄大な山々に面しています。

市内には、市の花でもある「はまぼう」の群落や、

カブトガニが生息する泉川河口干潟、九州最大のオ

オキツネノカミソリの群生地である井原山など、多

彩な自然環境を有しています。

　このような特色ある自然環境を守るために、本市

では、平成 27 年度に策定した「糸島市環境基本計

画 ( 後期計画 )」に基づき、水環境をはじめとした

自然環境を保全する取り組みを進めています。

　貴会の「せっけん使用運動」は、恵まれた水環境

を後世に繋ぐ活動として、大変意義深いものと考え

ております。皆様の活動の輪がさらに広がりますこ

とを心よりご祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

うきは市長　髙木典雄

　うきは市は、福岡県の南東部に位置し、南に耳納

連山、北に筑後川が流れる自然に恵まれた水と緑と

フルーツのまちです。

　なかでも、環境省の名水百選に選ばれた「清水湧

水」、林野庁の水源の森百選に選ばれた「調音の滝

周辺」、農林水産省の疎水百選に選ばれた「大石用水」

を有し、その恩恵によって今日の本市の産業や観光

が成り立っていると言っても過言ではありません。

　豊かな水環境を次世代に引き継いでいくため、平

成 27 年より地下水保全条例を施行し、市内の水環

境の保全に努める取り組みを進めています。

　貴会の長年に渡る水環境を守る活動に敬意を表し

ますとともに、この取り組みがより一層広がること

を期待しております。

シャボン玉月間によせて

大川市長　鳩山二郎

　大川市は、水と緑の豊かなインテリア産業のまち

です。市内には川が流れ、延べ 300 kmにわたるクリ

ークが縦横に走り、豊かな水環境に育まれておりま

す。この水環境を次世代へとつないでいくことは私

たちの責務であるという考えのもと、本市では川や

クリークの清掃活動や浄化槽の普及等に取り組んで

います。

　このような中、貴組合が取り組まれている「せっ

けん運動」は、水環境の保全に大変有意義な活動で

あると認識しております。今後、皆様方のますます

のご活躍を心よりご祈念申し上げます。

「石けん使おう！」応援メッセージ

大木町長　石川潤一

　貴会の長年に渡る「石けんを使おう！シャボン玉

月間」の活動に対し、心から敬意を表し、応援メッ

セージを送ります。

　本町は生ゴミなどの循環事業・ゴミゼロを目指す

「大木町もったいない宣言」の公表など、町民と一

緒に環境対策に取り組んできました。特に掘割が町

の面積の 14％を占めており、家庭から廃食用油が

流れださないように、定期的に収集し、液体石けん

を作製してその普及に努めています。液体石けんは

町民にも好評です。石けんの使い方をよく説明し、

洗濯に使うときは炭酸ナトリウムとの併用を勧めて

います。私たちも石けんをもっと多くの人に使って

貰えるように推進していきたいと思います。貴会も

引き続き頑張ってください。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

大任町長　永原譲二

　大任町では、例年、情操教育の一環としてしじみ

の放流を実施しております。

　地元商工会と小学校児童が、町の中央を南北に貫

流する彦山川の水辺公園で、川の浄化を願い、しじ

みの稚貝を放流します。

　また、10 月には、しじみ祭りを開催します。

　この祭りは、川をきれいにするしじみの浄化作

用にちなんだ祭りで、商工会が主体となり、今年で

30 周年を迎えます。それに伴い、水辺公園の清掃

活動を行っております。

　一方、町として、しじみ育成保護条例によって、

将来の町民に共有の財産であるしじみの採取を禁止

することで、河川の浄化を推進しております。

　貴会の「せっけん使用運動」は、水環境を守る視

点において進取の精神を感じ、長年に渡り、活動に

取り組む姿に感銘を受けております。

　今後も、次世代に美しい自然を繋ぐとともに豊か
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な循環型社会が実現できるよう、活動に賛同される

方が増え、貴会がますます発展されますことを心よ

り祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

大牟田市長　中尾昌弘

本市は福岡県の南端に位置し、先般発生した熊本

地震の熊本県との県境の都市でもあります。地震で

被災された方には心よりお見舞いを申し上げますと

ともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

　昨年、本市の三池炭鉱関連資産が「明治日本の産

業革命遺産」として世界文化遺産に登録され、その

後大牟田を訪れる観光客の方も増え、きれいなまち

で観光客の皆様をお迎えしたいと考えています。

　そのような中に平成 28 年度からスタートした新

たな総合計画である「まちづくり総合プラン」では、

本市の生活排水処理人口普及率の現状が国・県平均

に比べ低い状態にあることから、「生活環境に配慮

したまち」を目標に、公共下水道の整備や浄化槽の

普及促進などを進めることとしていますが、引き続

き市民の皆様には生活排水対策へのご協力をお願い

しております。

　これまでの貴会の活動に対し敬意を表しますとと

もに、今後とも良好な水環境を次世代へ引き継いで

いくために皆様方のご活躍を心より祈念申し上げま

す。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

岡垣町長　宮内實生

　岡垣町は南西部に孔大寺山系などの山々が連な

り、北部は県下最大規模の三里松原を眺める響灘に

面し、その海岸にはアカウミガメが産卵に訪れるな

ど自然に恵まれた環境にあります。また、町内 90

カ所ほどのため池が水田を賄うほか、水道水源の

85％を地下水が占めるなど、水環境にも恵まれてい

ます。

　これらの自然の恵みを守り、良好な状態で次世代

に繋いでいくため「環境と共生するまちづくり」の

ため、住民・事業者・学校などと連携した保全活動

に取り組んでおります。

　「水」は私たちの生活にとって、欠かすことので

きないものであり、河川や海などの自然環境を守る

ための貴会の「せっけん運動」に、より多くの人た

ちが関心を高め、活動の輪が広がりますよう心から

ご期待いたします。

シャボン玉月間によせて

遠賀町長　原田正武

　遠賀町は、遠賀川をはじめとした大小さまざまな

河川が町内を走る水と緑が豊かな町で、さまざまな

恩恵を受けています。そのため、本町では町民と協

働で、河川や湖沼の水質浄化活動に取り組んでいま

す。ここ最近では、サケの遡上や町指定の文化財で

あるオニバスの発芽・開花も多く確認されるように

なり、水質改善が着実に進んでいます。

　このような中、貴会の「せっけん使用運動」は水

質改善、水環境の保全にとって大変意義のあるもの

であり、深く敬意を表します。今後も、この運動の

輪がより一層広がりますよう心よりご祈念申し上げ

ます。

シャボン玉月間によせて

粕屋町長　因 辰美

　粕屋町は、福岡県の北西部に位置し、都市化が進

んでいますが、田園風景も見られる自然と都市の調

和がとれたまちです。全国的に少子高齢化や人口減

少が懸念されていますが、本町は合計特殊出生率が

2.03 と県下 1 位、町民の平均年齢が 39 歳という元

気なまちでもあります。

　水環境につきましては、多々良川流域下水道が平

成６年に供用開始され、流域各町で公共下水道の整

備が進められました。本町の下水道普及率は、平成

27 年度末で 97.8％となっており、町内の水田を潤

す多々良川、須恵川の負荷を軽減しています。

　自然と都市の調和がとれた環境を次世代に引き

継いでいくためには、町民、関係企業、行政が一体

となって取り組まなければならないと考えておりま

す。貴会が長年に渡り取り組まれている「せっけん

運動」に敬意を表しますとともに、貴会の活動の輪

がさらに広がりますことを期待しております。
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

嘉麻市長　赤間幸弘

嘉麻市は、福岡県のほぼ中央部に位置し、緑豊か

な山々と遠賀川をはじめとした河川が流れる、自然

に囲まれたまちです。

　本市では、環境基本計画において「豊かな自然と

共生する遠賀川源流の心やすらぐまち」を目指す環

境像を掲げ、合併浄化槽の一部補助や家庭廃食用油

の無料回収を行うなどして生活雑排水の処理の推進

をおこなっています。他にも、Ｉ ＬＯＶＥ 遠賀川

や山田川クリーン作戦での河川の清掃など様々な活

動を行い、次世代につなぐ取組を進めています。

　貴社が取り組まれている「せっけん運動」を通

じて、水環境保全の理解が深まり、活動の輪がます

ます広がっていきますよう心からご祈念申し上げま

す。

せっけん使用運動へのメッセージ

川崎町長　手嶋秀昭

　グリーンコープ生活協同組合のみなさんを中心と

した「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」の活

動に心から敬意を表します。昨今の地球環境は極め

て深刻な状況にあり、とりわけ大気汚染と水環境の

悪化は、地球温暖化の大きな要因の一つでもあり、

これらの改善に向けた取り組みは、私たち一人ひと

りに課せられた喫緊の課題でもあります。

　川崎町は町の中央を南北に流れる中元寺川の恵み

を受けて発展して来ました。

　中元寺川は遠賀川へと通じています。上流域で生

活する私たちが河川の浄化に心掛ける事は、下流域

に住む人達の為にも、努力しなければならない課題

でもあります。みんなが合成洗剤の使用をやめ、せ

っけんに切り替える事で一気に浄化が進む事になり

ます。「言うは易し行うは難し」と言う言葉があり

ます。先ず自分が実践する。そして隣の人に呼び掛

ける。それを広げて行く地道な活動が大切です。先

ず第一歩を踏み出しましょう。そしてみんなで大き

なうねりを作りだしましょう。

　貴団体のますますの、ご発展を心より祈念いたし

ます。

シャボン玉月間によせて

苅田町長　吉廣啓子

　苅田町は、波穏やかな周防灘と緑の美しい高城山

などの山々に抱かれた自然豊かな町で、貴重な歴史、

伝統・文化が育まれるとともに、臨海部には日本有

数の企業が立地し、産業都市として発展してまいり

ました。

　本町では、平成 26 年３月に、「第２次かんだ環境

未来図」を策定し、望ましい環境像に「人、自然、

産業が共存する豊かな環境を未来へつなぐまち　か

んだ」を掲げ、町の環境保全、環境課題の解決につ

ながる施策を推進しているところであります。

　特に、河川の水質保全につきましては、町民や各

種団体の皆様との協働でＥＭ活性液の活用や河川の

清掃活動等に取り組んでおり、町内の河川でホタル

が見られるようになりました。今後も、良好な水環

境を次世代へ引き継ぐよう努めてまいりたいと考え

ています。

　貴会の活動により、一人でも多くの皆様が水環境

に関心を持ち、活動の輪がさらに大きく広がります

ことを心よりご期待申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

北九州市長　北橋健治

北九州市は、過去に深刻な公害に見舞われました

が、市民、事業者、行政が一体となって克服した経

験があります。本市はその経験で培われた技術・ノ

ウハウを生かし、近年は「水素タウン実証事業」や、

「スマートコミュニティ創造事業」等、世界に先駆

けた環境・エネルギー政策を実施してきました。そ

れらの取組が評価され、今年５月にＧ７北九州エネ

ルギー大臣会合が本市で開催されました。

今後も環境と経済の両立を目指して様々な取組を

進めてまいりますが、そのためには、市民、事業者、

行政が協働し、それぞれが「環境力」を発揮するこ

とが必要です。

貴会の「せっけん使用運動」は、環境意識を啓発

し、参加者の「環境力」を着実に高める大変意義深

いものです。今後も貴会の活動が広がり、多くの方

が水環境を守る活動に取り組まれることを祈念申し

上げます。
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シャボン玉月間によせて

鞍手町長　德島眞次

　鞍手町は、福岡県の北部に位置し、遠賀川や西川

が流れる緑豊かな地域です。

　今年度、鞍手町では、第５次鞍手町総合計画を策

定し、「新たな力で躍動するまち　くらて」を将来

像に、「未来につなぐ　つながる　希望の芽」をキ

ャッチフレーズとして掲げ、新しいまちづくりの取

り組みを行っています。その計画の中でも美しく豊

かな自然環境の保全整備を目指し、行政だけでなく

事業者や町民と協働し、環境美化の推進に努めるよ

うにしています。

　皆様の「せっけん使用運動」も未来へ豊かな自然

を繋ぎ、豊かな循環型社会を実現するために暮らし

の中で実践できる大変有意義な活動です。今後もこ

の活動が広がり、水環境意識への一層の関心が高ま

りますようにご祈念いたします。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

久留米市長　楢原利則

　久留米市は、九州一の大河・筑後川と東西に連な

る耳納連山に育まれた美しい自然と、温暖な気候に

恵まれた緑豊かなまちです。

　本市では、この、恵み豊かな自然環境を保全して

将来世代に引き継ぐため、平成 23 年度から平成 32

年度までを計画期間とする久留米市環境基本計画を

策定し、「環境先進都市」の実現をめざして、市民・

事業者・市がそれぞれの役割を担い、連携・協働し

てさまざまな環境施策を推進しています。

環境問題に関しましては、東日本大震災後に益々

関心が高まっており、貴会の活動によって、多くの

皆様が環境問題全体に関心を持ち、活動の輪がさら

に大きく広がりますことを心より祈念します。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」への

メッセージ

桂川町長　井上利一

桂川町は、福岡県のほぼ中央に位置しており、国

の特別史跡である王塚古墳を擁し「文化の薫り高い

心豊かなまちづくり」を基本理念としてまちづくり

を推進しています。

　町内に流れる穂波川や泉河内川、また幾筋もの支

流は豊かな緑とともに人々の営みを古より支えてく

れています。

　本町では、貴重な環境資源を守り、それを次世代

へと引き継いでいくために様々な取り組みを進めて

います。水環境保全につきましては、家庭用浄化槽

の整備事業を推進し、生活排水の改善を図っている

ところです。

　貴会の「せっけん使用運動」による水環境保全の

活動が、環境問題全体に対する人々の意識の向上に

大きく貢献されておりますことに深く敬意を表しま

すとともに、今後のますますのご活躍を心から祈念

申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

上毛町長　坪根秀介

　上毛町は、福岡県の最東端に位置し、河川、山林、

里山、田園が調和する優れた環境と景観をもち、地

域独自の歴史と文化資源を育んできました。私たち

はこの先人が残してくれたかけがえのない資源を守

り、「豊な水と緑の環境共生の町」を築き、次世代

へと継承していく責任があります。

　平成 21 年度には「環境の町宣言」を行い、環境

にやさしい地域づくりに取り組んでいます。地球温

暖化や水質汚濁などによって豊かな自然を失いかね

ないという危機意識を持ち、私たち一人ひとりが真

剣に考え取り組まなければ解決できない問題でもあ

ると考えているからです。

　貴会の活動により、一人でも多くの方が水環境に

関心を持ち、活動の輪がさらに大きく広がりますこ

とを心よりご期待申し上げます。



         soap movement network  せっけん運動 No 183　2016.10.568
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

古賀市長　中村隆象

　古賀市は、玄界灘と白砂青松の美しい海岸線を誇

る『うみ』、住宅や工場、商業などの市街地が形成

される『まち』、のどかな田園風景が広がる『さと』、

緑豊かな犬鳴山系が連なる『やま』で成り立ってお

り、蛍が飛び交うきれいな清流も流れています。

　本市では、水環境の保全のため、環境保全を主な

目的とする市民活動団体「ぐりんぐりん古賀 (古賀

市環境市民会議 )」と協働し、河川に棲む水生生物

の調査や、環境に関する様々な活動に取り組んでお

ります。

　貴会が取り組まれております「せっけん使用運動」

は、環境保全活動に対して大変意義のあるものであ

り、貴会の長年にわたる活動に深い敬意を表すと共

に、今後ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げ

ます。

シャボン玉月間に寄せて

　新宮町長　長﨑武利

　このたびの熊本・大分における一連の地震により、

尊い命を落とされた方々とその御家族に謹んでお悔

やみを申し上げます。被災された皆様には、心より

お見舞い申し上げますとともに、皆様の安全と一日

も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

　玄界灘と立花山の雄大な自然美に育まれた新宮

町。本町では、次代を担う子どもたちに豊かな環境

のバトンをつないでいくため、自然と環境を守り、

育て、快適に暮らせるまちづくりを進めています。

今後とも町民・事業者・行政が一体となって自然環

境の保全に努めてまいります。

　「せっけん運動」の輪がより一層広がりますよう

心から御期待申し上げます。

水環境保全に対するせっけん使用運動応援メッセージ

添田町長　寺西明男

　添田町は、日本三大修験道の山として、多くの人

の信仰を集める霊峰・英彦山の麓に広がる自然豊か

な町です。町を流れる彦山川や中元寺川、今川とい

った清流の恵は、稲作や農耕を育み、町の歴史と文

化に深く関わっています。

　これらは、先人たちの優れた知恵と絶え間ない努

力により受け継がれてきたものであり、これを次世

代へ受け継いでいく事が、今を生きる私たちの責務

であると考えます。

　本町では、年に数回河川清掃活動を行うことで、

行政はもとより町民の環境意識の高揚を図っている

ところであります。

　結びに、貴会が永年にわたり、環境保全活動に取

り組まれてきたことに対して敬意を表すとともに、

今後ますますのご活躍を心から御祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

田川市長　二場公人

田川市は、東西及び南の三方を山々に囲まれた田

川盆地に位置し、緑深い山々から流れる彦山川、中

元寺川がまちを潤す自然豊かなまちです。

　こうした地域特性を踏まえ、本市では「田川市環

境基本計画」を策定し、「人と環境が共生し、人に

優しくうつくしいまち・田川」の実現に向け、今日

までに水質・水生生物調査やカヌー教室を通じた環

境学習「タガッパ学校」の実施や「中元寺川水辺公

園」などの親水空間保全に努めるなど、さまざまな

施策を推し進めているところであります。

　そのような中、貴会におかれましては、「せっけ

ん使用運動」など、長年にわたり環境保全運動に取

り組んでおられますことは大変意義深く、ここに深

甚なる敬意と感謝の意を表する次第であります。今

後ますます活動の視野が広がりますことをご期待申

し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

大刀洗町長　安丸国勝

大刀洗町は、福岡県の中南域を占める筑後平野の

北東部、筑後川の中流域北岸に位置しており、町の

南部には、日本の三大河川のひとつである筑後川が

東西に流れています。総面積のうち、約 60％を農

地が占め、まさに農業を基幹産業として発展してき

ました。

　本町では、豊かな自然環境を守り次世代に残して

いくために、様々な施策を推進しているところであ

ります。

　貴会が長年に渡って行われております「せっけん
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使用運動」は環境問題に対する人々の意識向上に大

きく貢献されており、きれいな水環境を後世へと引

き継ぐ大変有意義な活動です。貴会の活動に深甚な

る敬意と感謝の意を表しますとともに、今後ますま

すのご活躍をご期待申しあげます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

太宰府市長　芦刈 茂

　太宰府市は、日本遺産に認定された「大宰府跡周辺」

をはじめとする歴史的文化遺産に恵まれた、自然豊

かなまちです。市を縦貫する御笠川は、約 50年前に

はせっけんの泡が大量にあることもありました。し

かし、下水道の完備と貴組合様の環境問題への啓発

活動のおかげで状況は大きく完善されています。

　このように歴史と自然があふれる豊かな環境を未

来に継承するため、本市では第三次環境基本計画に

基づき、市民、自治会、ＮＰＯ、ボランティア、学

校、事業者等との協働による河川の清掃活動など水

環境保全の取り組みを進めています。

　貴会におかれましては永年にわたり水環境保全活

動に取り組んでおられますことに敬意を表しますと

ともに、皆様方の今後ますますのご活躍を期待して

おります。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

シャボン玉月間によせて

筑後市長　中村征一

　筑後市は、福岡県南部に位置しており、清流矢部

川をはじめ山ノ井川、花宗川など複数の河川から恩

恵を受け、緑豊かな自然環境が形成されています。

また、福岡ソフトバンクホークスのファーム本拠地

が３月にオープンし、近隣市町と協力してこれを活

かした交流機会や文化スポーツ振興などの交流人口

拡大による地域の活性化につながるよう頑張ってい

ます。

　当市では、いちごのあまおうや梨、ぶどう、八女

茶といった名産品を作るのに欠かせない水の保全や

自然本来の河川・水路の水質改善のため、環境に配

慮した河川・水路整備に努めております。

　また、毎年５月に市民・事業者・市が一丸となり

取り組む「川と水を守る運動」を展開しており、公

共下水道事業、合併処理浄化槽設置費の助成などを

実施しています。

　このような中、貴会の長年にわたります「せっけ

ん使用運動」の取り組みに対し深く敬意を表します

とともに、今後ますますの発展を心よりご期待して

おります。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

筑紫野市長　藤田陽三

　筑紫野市では、古く万葉集に「をみなえし　秋萩

交じる　蘆城野を　今日を始めて　万代に見む」と

謳われた美しく豊かな自然が、現在まで人々の心を

和ませています。

現在、第二次筑紫野市環境基本計画が目指す環境

像「みんなでつなぐ美しい水と緑、そして子どもた

ちの笑顔。」の実現に向けた取り組みの一環として、

水生生物の観察会の実施による環境に対する意識の

向上や、生活排水処理の推進に取り組んでいます。

　水環境の保全に大変有意義な活動である貴会の

「水環境保全に対するせっけん使用運動」に心から

敬意を表しますとともに、この運動から人々の環境

意識が向上し、豊かな水環境が次世代まで継承され

ますことを心より祈念いたします。

「せっけん運動」応援メッセージ

那珂川町長　武末茂喜

　町制 60 周年を迎えた那珂川町は、南部一帯に那

珂川の清流及び九千部・脊振山系、町中央部には田

園地域が広がる自然に恵まれ、その豊かな自然環境

に囲まれていることが魅力であり、まちの誇りでも

あります。

　毎年「海の日」には、環境保全に対する意識の向

上を図るために、町民・事業者・行政が一体となり、

那珂川及び梶原川の清掃活動に取り組んでいるとこ

ろです。

　さらには、４月より生活環境を保全し、環境に配

慮した循環型のまちづくりを推進するため「那珂川

町自然環境観察員制度」を策定し、今後もより一層、

環境保全のために努めてまいります。

　貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表するとと

もに、今後「せっけん運動」の輪がさらに大きく広

がりますことを心より祈念申しあげます。
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シャボン玉月間によせて

中間市長　松下俊男

　中間市は、かつて日本の近代化、経済発展を支え

た石炭産業の街でした。中間市を東西二つに分かつ

形で流れる遠賀川。筑豊で掘られた石炭が五平太舟

に乗り、堀川水門を潜り北九州まで運ばれ、工業地

帯のエネルギーを提供し、わが国の近代化を推し進

めた歴史ある街です。また、昨年７月には本市にあ

る「遠賀川水源地ポンプ室」がユネスコの世界遺産

に登録されました。

　豊かなる川、遠賀川とともに刻んできた歴史を次

の世代へと繋ぐため、今後も市民と共同でまちづく

りに努めて参りたいと考えております。

　貴会の長年にわたる熱意と努力に敬意を表します

とともに、貴会の活動を通して多くの方が環境に関

心を持つことを期待しております。

シャボン玉月間に寄せて

福岡市長　髙島宗一郎

　福岡市は、イギリスの情報誌ＭＯＮＯＣＬＥが毎

年公表している「世界で最も住みやすい 25 の都市」

の７位になりました。人口も観光客も増え続けて成

長が加速するなか「人と環境と都市活力の調和がと

れたアジアのリーダー都市」を目指して様々なチャ

レンジをしています。そのひとつ、市民生活で出る

「下水」からつくった水素で車を走らせる世界初の

プロジェクトでは、より環境にやさしい物流モデル

をつくるための燃料電池トラックの開発なども始め

ています。

　貴会の「せっけん運動」は、市民が身近なところ

から取り組める環境保全活動です。この活動がさら

に広がり、持続可能な住みやすいまちづくりにつな

がることを願っています。

「シャボン玉月間」に寄せて

福智町長　嶋野 勝

　福智町は今年３月に 10 周年を迎えた町です。福

岡県の中部から北東よりに位置しており、町の中央

部を流れる彦山川と中元寺川、標高 901 メートルの

秀麗な福智山など、豊かな自然に彩られながら、こ

れらの魅力を生かしたまちづくりを展開していま

す。

　本町では平成 26 年 1 月に「下田川地域循環型社

会形成推進地域計画」を策定し、住民、事業者、行

政が一体となって、地域環境ならびに命の源である

水や森を守る環境づくりに取り組んでいるところで

す。

　皆さまがたの長年にわたる水環境保全活動に心か

ら敬意を表しますとともに、美しい自然を次世代へ

引き継ぐ環境活動の輪がますます広がっていくこと

をご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

福津市長　小山達生

　福津市は、豊かな自然環境と都市的な生活環境が

バランスよく調和したまちであり、海、山、川、干

潟や田園などの豊かな自然財産は、私たちの心に安

らぎと癒しを与えてくれます。

　これは、先人たちが自然と共に生きるという優れ

た知恵のもと、守り続けてきたからこそ得られる恵

みであり、そのことを決して忘れてはなりません。

そして、この自然財産を受け継ぎ、後世へと引き継

いでいく義務があります。

　現在、当市では、環境の保全や創造に関し基本的

な取り組みを示す環境基本計画の見直しを進めてい

ます。環境問題については、不法投棄など都市生活

型の身近なものや、地球温暖化など地球規模の問題

など数多く抱えていますが、状況は日々悪化してい

ると考えています。だからこそ、日ごろ地域が行な

っている取り組みが重要と感じているところです。

　貴会が長年にわたり続けてきた、せっけん使用を

進める運動が、今後益々大きく育つことを祈念いた

します。

「せっけん使用運動　首長メッセージ 2016」

豊前市長　後藤元秀

　本市にある山岳密教、修験道の求菩提山は、千

年近くにわたり多くの山伏が活動した歴史がありま

す。500 坊もの宿坊が山中にひろがり、日夜の祈り

と山歩きで精進を重ねた跡が残っています。そんな

修験の山から感じられる精気にみせられ、いまでも

全国各地から山をおとずれる人が絶えません。

　緑豊かな空間、霊気を感じる澄み切った空気とそ

の大地を源に流れ出す清らかな水。この清水が山か

ら里へ、里から海に川をつたわり、ふるさとに恵み
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をもたらしてくれています。この聖なる水を守るの

がわれわれ、今に生かされているものの使命です。

それには、自然の恵みを活かした石鹸を使って。

応援メッセージ

水巻町長　美浦喜明

水巻町は、福岡県の北部に位置し、中央部にある

山地、東側に連なる丘、西側に流れる遠賀川との間

に広がる平地からなり、堀川や曲川などが流れ、人々

にうるおいややすらぎを与えてくれる貴重な地域資

源となっています。

　昨年度、本町では、良好な環境の保全及び創出に

関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的に「水巻町環境基本計画中間見直し計画」を策定

しました。

　その中で、めざす環境像を「協働で進めて、みん

なで伝える　水巻の環境」と定め、身近な資源を有

効活用し、資源が循環することができる仕組みをつ

くり、住民みんなが安全で安心して、快適に生活で

きる取り組みを一歩一歩進めていくこととしていま

す。

　また、様々な水質改善の取り組みには、流域の市

町村や関係機関の協力、連携が不可欠であり、継続

して実施することが重要となりますので、広域的な

連携にも取り組んでまいります。

　貴生協の長年にわたる「せっけん使用運動」に深

い敬意を表するとともに、今後のさらなるご活躍を

ご祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

宮若市長　有吉哲信

　宮若市は、福岡市と北九州市の両政令市のほぼ中

間に位置し、市の中央を犬鳴川と八木山川が流れ、

水と緑に恵まれた地域です。宮若市では、「自然と

共生したまちづくり」を総合計画に定めており、こ

の豊かな自然環境と地域景観を守るために、市民や

企業のみなさまと協働し、不法投棄の防止や遠賀川

河川一斉清掃、環境クリーン作戦などの取り組みを

行っています。

　貴会が取り組まれている「水環境保全に対するせ

っけん使用運動」は、水環境を守り、環境への意識

を向上させる活動として大変意義深いものであり、

その活動の輪がより多くの人たちに広がるよう心か

らご期待申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

宗像市長　谷井博美

　宗像市は、市のほぼ全域が釣川流域になっており、

釣川の水で生活を営んでおります。私たちの生活の

源となっている釣川の水環境を守るために、河川浄

化運動や釣川クリーン作戦、小学生を対象とした体

験学習「水辺教室」の開催など、様々な活動を通し

て水環境を守る取り組みをしております。

　皆様が取り組まれている「せっけんの使用運動」

につきましても、水環境を考える大切な入り口とな

っております。長年にわたって活動に取り組まれて

いる皆様に心から敬意を表しますとともに、皆様方

の更なるご活躍を期待申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

柳川市長　金子健次

　柳川市は、福岡県南部、筑後平野の西南部に位置

し、北西は筑後川、南東は矢部川という一級河川が

流れ、南部は有明海に面しています。

　市内にはおよそ 930 kmに及ぶ掘割がめぐり、水郷

柳川の川下りは、四季折々の風情を醸し出し、季節

を問わず観光客に楽しんでいただいています。

　特に、柳川市は、良好な水資源が欠かすことので

きないまちであり、水環境の保全に努めることは、

生活や農漁業、観光など全てにおいての重要な政策

に繋がるものだと考えます。

　特に、現在、本市では、市民挙げて「おもてなし

の心日本一」に向けた取り組みを行っているところ

であります。

　このため、水環境の保全による癒し・潤いの空間

の創出は、本市を訪れる観光客の皆様に対して「お

もてなしの心」を伝えるひとつとして重要なもので

あり、その一環を担う貴会の活動に賛同するもので

あります。

　貴会の長年に渡る活動に敬意を表しますととも

に、今後とも活動の輪がますます広がることを心か

らご期待し、関係者の皆様のご活躍をご祈念申し上

げます。
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」への

応援メッセージ

八女市長　三田村統之

　八女市は、福岡県南部に位置し、西部は平野で東

及び南東部は森林が大半を占める、緑と清流に恵ま

れた地域です。

　とくに矢部川は、市の東部釈迦岳山地の自然豊か

な原生林を源とし、西に流れいくつかの支流を合わ

せた後、有明海に注いでいます。

　この恵まれた清流は、旧来より矢部川水系の各市

町村の農業、産業を支えてきた命の水です。

　先人は、これらの水の恵みと共に生活し、なにひ

とつ無駄にせず、水の恵みに感謝し、水や自然環境

と共生する暮らしをしてまいりました。

　私たちは、生活の近代化とともに、物質的豊かさ、

生活の利便性を追求するあまり、自然の水の恵みに

感謝する心を失いつつあります。

　貴会の取り組みがより多くの人の取り組みとな

り、一人ひとりの環境意識の向上により、きれいな

河川を取り戻せることを願っています。貴会の活動

の更なる発展に期待しております。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

行橋市長　田中　純

　行橋市は福岡県東部の交流拠点であり、東九州自

動車道行橋インターチェンジの開通に伴い、京築地

域の中核都市として発展を続けております。また、

温暖な気候と海や山や川の自然に恵まれており、ビ

ーチバレーやシーサイドマラソンなどの海岸線を活

用したビーチスポーツの普及にも取り組んでおりま

す。

　この豊かな自然環境を守り、次世代を担う子ども

たちに美しい自然を繋ぐために、行橋市では環境基

本条例及び環境基本計画において、市・事業所・市

民のそれぞれの責務を定め、一体となって環境保全

を推進しています。

　貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、

私たち一人ひとりが環境について考え、意識の向

上につながる活動であると思います。貴会の活動に

深く敬意と感謝の意を表しますとともに、この素晴

らしい活動の輪がさらに広がることを期待いたしま

す。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

雲仙市長　金澤秀三朗

　雲仙市は、島原半島の中央に雲仙岳を有し、そこ

で生まれる豊富な水のおかげで、古くから農業や温

泉業が盛んに行われており、今もなお連綿と水の恩

恵に授かっております。

　平成 24 年に行った「雲仙市環境都市宣言」では「人

と自然が共存する潤いのまち雲仙」をスローガンに

掲げ、平成 27 年には「雲仙市環境基本計画」を策

定し、良好な環境を保全するため「水辺の自然を守

ろう」、「きれいな水を守り大切にしよう」などを施

策目標に掲げ、市内の関係団体と一緒になって取り

組んでおります。

　このような中、長きにわたり水環境の保全のため

尽力を続けておられる貴団体の活動に心より敬意を

表しますとともに、益々のご発展をご祈念申しあげ

ます。

シャボン玉月間によせて

佐世保市長　朝長則男

佐世保市は、長崎県の北部に位置し、リアス海岸

と大小の島々からなる西海国立公園九十九島をはじ

めとする豊かな自然に囲まれた街です。今年度から

中核市へ移行し、長崎県北及び西九州北部地域の拠

点都市として更なる発展に尽力していきます。

本市では「人と自然が共生するまち」を目標に掲

げ、九十九島をはじめとした豊かな自然環境を守り

育て、美しい景観を次世代の子どもたちに継承して

いくさまざまな取り組みを行っております。

　せっけんを通して水環境に対する関心を高める活

動に取り組んでおられる貴会の活動に心から敬意を

表しますとともに、活動の輪がますます広がってい

きますことをご祈念申し上げます。

長崎県

長
崎
県
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「シャボン玉月間によせて」

時津町長　吉田義德

　時津町は波静かな大村湾に接し、工業施設の進出

や商業施設の出店など日々発展を続けております。

そのような中、本町では下水道や浄化槽の整備、町

民との協働による一斉清掃等に取り組み、河川や大

村湾の環境保全を図るとともに、安全で安心な美し

いまちづくりに取り組んでおります。

　後世に安全で安心な水環境を残すためには、貴会

が取り組まれておられる自然由来で環境負荷の少な

いせっけんを使用するなど、水質汚濁の防止に対す

る意識を町民一人ひとりが持つことが必要だと考え

ております。

　長きにわたる、貴会の水環境保全への取り組みに

敬意を表しますとともに、今後ますます活動の輪が

広がっていかれますことを祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

長崎市長　田上富久

　長崎市は、海や山がおりなす豊かな自然によって

育まれ、起伏に富んだ地形は特徴的な斜面市街地を

形成しています ｡

　当市では、こうした自然環境を次世代に引き継い

でいくため、毎年、小中学生とその保護者を対象に、

生態系や人と自然とのふれあいを通じて、環境保全

への意識や行動を高めてもらう「親子環境教室」を

開催し、多くの親子にご参加いただいております。

また、市民団体と協力して、使用済みの食用油を

再利用し、自然界で分解される環境に優しい廃油石

鹸作りを行い、リサイクルについて考える活動も行

っております。

　最後に、長年に渡る貴会の活動に深く敬意を表す

とともに、今後ますます活動の輪が一層広がります

ことを祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

南島原市長　松本政博

水環境の保全に積極的に活動されている貴会の皆

様に心から敬意を表します。

南島原市は、島原半島の南東部に位置し、雲仙山

麓から有明海と橘湾に広がる自然豊かなまちです。

これらの海・山・川の美しい自然を未来へ引き継

ぐため、ＥＭ活性液を活用した河川の水質浄化、廃

食用油を利用した石けんづくり、イルカウォッチン

グでの海・川の水質保全教育など、市民と協働しな

がら活動の輪を広めています。

地道な活動ではありますが、地域と一体となった

取組を持続・拡大させ、日々の生活において自然・

環境への意識を絶やさないことが大切です。

今後、貴会の活動のネットワークが拡大され、環

境の保全に対する国民の意識が高まることを祈念い

たします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

へのメッセージ

                 長与町長　吉田愼一

　長与町は長崎市の中心部から約 10 kmの位置にあ

り、町のシンボルともいえる長与川が中心部に流れ、

波静かな大村湾へ注いでいます。

　当町では、長与川を水源としていることもあり、

環境の保全に対して、非常に高い関心を持っていま

す。

　また、「まちづくりの基本理念」の第９次総合計

画の中で、自然環境の保全の為の施策として「自然

環境にやさしい社会の構築」を掲げ、自然環境の保

全について努めています。

　さらに、長与川の恩恵に感謝して川の清掃を実施

し、地球環境問題やごみ問題についても行政・町民・

事業者が一体となり、協働で積極的な取り組みを行

っています。

　貴会が長年にわたって取り組まれている『せっけ

ん運動』ですが、当町も一人ひとりの環境意識に訴

えかけるものとして、敬意を表します。

　最後に、今後貴会の取組がさらに発展し、活動の

輪がますます広がりますよう心よりご祈念申し上げ

ます。



         soap movement network  せっけん運動 No 183　2016.10.574

  石けん使おう！ ７月はシャボン玉月間                  

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

天草市長　中村五木

　四方を海に囲まれた天草市は、豊かな水産資源の

恩恵を受けて発展してきた宝の島です。

本市では「満足感あふれる恵み豊かな環境都市」

を目ざし、様々な取り組みを実施しています。その

中で、搾油した菜種油を学校給食で使い、使用済油

を燃料に変換、給食配送車の燃料として使う循環リ

サイクルを行っています。

さらに、家庭の廃食油も回収して、その再生燃料

を公用車や船舶に軽油代替として利用しています。

また、環境保全推進員を地域に配置して川の環境

を調べたりきれいな川や海を次世代へ残す取り組み

を行う等、環境保全活動を積極的に行っています。

最後に貴会の活動に敬意を表し、今後ますますの

ご活躍を祈念いたします。

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

合志市長　荒木義行

　石けんの利用促進を通じた環境にやさしい暮ら

し方を推進される貴団体の取り組みに敬意を表しま

す。

　さて、本市は北部に菊池川の支流である上生川・

塩浸川、南部に坪井川支流の堀川が流れており、各

河川ではホタルが飛翔し、ホタル祭りが行われるな

ど、豊かな水環境に恵まれています。

　本市では各河川の水質保全のため、有志による河

川清掃活動や水質検査を行い水環境の保全に努めて

おり、この豊かな水資源を将来の子供達に引き継い

でいけるよう、施策に取り組んでいきたいと思いま

す。

　最後になりましたが、皆様方の取り組みが今後も

益々発展していくことをご祈念申し上げます。

石けんを使おう！シャボン玉月間メッセージ

玉名市長　髙嵜哲哉

石けんの利用促進運動を通じ、美しい環境作りに

努めておられます貴会の活動に心から敬意を称しま

す。

　玉名市では、市内の天水町に石けん加工施設を設

置しております。この石けん加工施設は、一般の方

も利用可能であり、石けん作りやＥＭ培養液づくり

などが行われています。施設を利用していただくこ

とを通じて、水環境の大切さをより身近に感じても

らうことができればと考えています。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」を通し

て一人ひとりが環境を意識し、暮らしを見なおすき

っかけとなることを願っております。今後も貴会の

より一層のご活躍に心からご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

　　　水俣市長　西田弘志

せっけん運動ネットワークの皆様の活動に対し、

心より敬意を表します。

水俣市は水俣病という公害を経験し、環境と命の

大切さ知りました。その教訓を活かし、持続可能な

資源循環型社会の構築を目指して、様々な環境施策

に取り組んでいます。

私たちひとりひとりが、環境に配慮した生活を送

ることは、環境と経済が調和した豊かな暮らし、そ

して命を未来へつないでいくための大切な取組みで

す。

せっけんの利用という身近な取組みを通して「自

らの暮らしを見直し、美しい自然を未来世代へ引き

継ごう」という活動の輪が広がり、大きな成果につ

ながること、また貴会の益々の御発展を祈念いたし

ます。

熊本県

熊
本
県
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

市長メッセージ

八代市長　中村博生

　八代市は、古くから日本三大急流の一つに数えら

れる球磨川をはじめとした河川やその伏流水である

地下水など、豊富な水資源を活用しながら発展して

きました。

　また、日本国内初の本格的なダム撤去事例である

荒瀬ダム撤去工事も全工程の中ほどを過ぎ、球磨川

や八代海が自然豊かな姿へと再生する日もそう遠く

はないと感じているところです。

　本市としましては、この豊富な水資源や豊かな

自然環境を健全な姿で次世代に受け継いでいくため

に、産学官民で協働しながら、良好な環境の保全に

努めていく所存です。

　この石けん運動により豊かな水環境や自然環境が

保全され、末永く受け継がれますことを祈念いたし

ます。

「シャボン玉月間」によせて

　　　山鹿市長　中嶋憲正

　山鹿市は、豊かな水資源や緑深い山々に恵まれた

自然環境、装飾古墳や豊前街道に代表される歴史環

境、各地に湧出する温泉や四季を彩る祭りといった

生活環境等、誇るべき環境資源に恵まれております。

　こうした豊かな自然や水環境を将来に向かって

より良い形で次世代に引き継いでいくために本市で

は、河川監視活動や生活排水対策の推進を行ってお

り、自分たちで出来る身近なことから環境を守り育

てていく必要があると考えております。

　水環境保全に取り組まれている貴会の存在は、誠

に心強く、本運動の輪が一層広まり、ますますご発

展いたしますよう心よりご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

宇佐市長　是永修治

大分県の北部に位置する宇佐市は県下一の穀倉

地帯を有し、市の上流に降り注いだ雨水が川となっ

て広大な宇佐平野を潤しています。

宇佐市では、「地域で親しめる水環境づくり」を

目指し、平成 26 年度より市内を流れる五十石川及

びその支流を対象に、まちづくり団体や小中学校な

どと連携し、豊かな水環境の創出に努めています。

また、家庭排水を単独槽から合併処理浄化槽に切

り替える際の補助金を上乗せするなど、河川の水質

向上に市を挙げて取り組んでいます。

水環境の向上には、一人ひとりの地道な取り組

みが不可欠です。せっけん運動を通じ、多年にわ

たり水環境の保全に尽力されている貴会の活動が、

今後ますますご発展されますことを心からご祈念

申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

臼杵市長　中野五郎

臼杵市は、豊後水道に面した臼杵湾に臨み豊かな

自然に囲まれ、海・里・山の幸に恵まれた、歴史と

文化の薫る城下町です。

祖先から受け継いだこの豊かな自然環境を後世

に引き継ぐためには、一人ひとりが環境に負荷をか

けない暮らしを心掛けることが重要であると考えま

す。

このような中、身近な生活から見直しを図ろうと

する皆様の「せっけん」使用の取組みは、水環境保

全という観点から非常に意義深いものであり、心よ

り敬意を表します。

貴会の長年にわたる「せっけん運動」の取組みの

輪が今後ますます広がり、より多くの人々の環境へ

の意識が高まることをご期待申し上げます。

大分県

大
分
県
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「シャボン玉月間」によせて

大分市長　佐藤樹一郎

大分市は、緑深き山々に加え、水量豊かな大野川、

大分川、豊饒な豊後水道など、優れた自然環境に恵

まれています。このかけがえのない環境を大切に守

り、活用しながら次の世代へ良好な状態で継承する

ことは、現代に生きる私たちの責務です。

本市では、大分市環境基本計画に基づき、「環境

と調和する質の高い社会」をめざし、市民・事業者・

行政が協働して、良好な水環境を守る取組みや水辺

に親しむ環境づくりを進めています。

このような中、水環境の保全活動を推進する貴会

の活動に敬意を表しますとともに、今後ますますの

ご活躍、ご発展を心より祈念申し上げます。　

「シャボン玉月間」によせて

竹田市長　首藤勝次

　絶え間なくこんこんと湧き出る竹田湧水群や白水

の滝などの名水、日本一の炭酸泉といわれる長湯温

泉、開放感あふれ爽やかな風が吹き抜ける雄大な久

住高原。竹田市には毎夏、涼や癒しを求め多くの人々

が訪れます。清流や湧水に飛び交う子どもたちの歓

声がいつまでも続くように、この美しい自然を守り

高めるとともに、次の世代に誇りと責任を持って継

承していかなければなりません。

せっけん運動を通じて、多くの方の環境への関心

が一層高まり、過去から授かった恵みを未来へとつ

なぐ貴会の活動の輪が、更に広がっていくことを心

より祈念いたします。　

「シャボン玉月間」によせて 

津久見市長　川野幸男

津久見市は、大分県の南東部に位置し、津久見湾

に浮かぶ島々をはじめ、半島部に伸びるリアス式海

岸、そして海面に迫る山並みが広がり、海辺は「日

豊海岸国定公園」に、丘陵地は「豊後水道県立自然

公園」に指定され、独特の自然景観が形成されたま

ちです。

本市では、平成 28 年度を初年度とする「第５次

津久見市総合計画」を策定しました。その中で「美

しいつくみの環境を次世代に継ぐまち」を基本目標

の一つとして掲げ、本市の豊かな自然を活用した環

境教育・環境学習を推進し、自然環境に対する意識

の高揚を高めていきたいと考えています。

長年にわたる貴会の水環境保全活動に対し改めて

敬意を表しますとともに、今後ともこの活動の輪が

広がり、水環境保全への意識がさらに向上すること

を心よりご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

中津市長　奥塚正典

中津市は大分県の北西部に位置し、豊前海に面す

る国内有数の干潟である中津干潟や、歴史情緒豊か

な城下町が広がる等、自然と文化が融合した安らぎ

のあるまちです。

中でも、中津干潟と野依新池にはともに絶滅危惧

種に指定される「カブトガニ」、「ベッコウトンボ」

が生息し、希少な生物も多数生息する貴重な自然環

境を有しています。この度、この貴重な自然環境を

後世に継承するためにも「中津市環境基本条例」を

制定し、行政、事業者、市民が一体となって環境保

全に努めているところです。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するととも

に、貴会の今後ますますのご発展を祈念し、ご挨拶

とさせていただきます。

「シャボン玉月間」によせて

日出町長　工藤義見

　日出町は国東半島の付け根に位置し、別府湾を照

らす日の出をシンボルとしたまさに「日出（ひいづ）

る」まちです。

鹿鳴越連山が生み出す数々の湧水は生活・農業用

水として利用され、まちの生活を支えています。ま

た、別府湾の海中に湧き出る真清水が育む「城下か

れい」など海の幸・山の幸に恵まれています。

美しい自然環境を守り、次世代に引き継いでいく

ため、日出町では水質保全や美化活動、公園・緑地

の整備など自然と人が調和したまちづくりを進めて

います。

貴会の長年にわたる取り組みに敬意を表するとと

もに、環境保全の大切さが多くの人々に理解され、

活動の輪がますます広がっていくことをお祈りいた

します。
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「シャボン玉月間」によせて

豊後大野市長　橋本祐輔

　豊後大野市は、大野川をはじめとした地域固有の

自然遺産と先人達の知恵や祈りが創造した文化遺産

が数多く伝え残っており、その地域資源を活かした

多くの活動が評価され、平成 25 年に日本ジオパー

クに認定されました。

また、このジオパークを通じた環境保全活動等の

環境施策を着実に実行すべく、第２次となる豊後大

野市環境基本計画を昨年３月に策定し、市民・事業

者の皆様と一緒に活動に邁進しています。

貴重な環境を次世代へ引継ぐための礎は、一人ひ

とりの小さな気配りと優しさから生まれるものだと

信じています。貴会のような活動が一人でも多くの

方に共感され、一人ひとりの身近な取組に繋がるこ

とを期待しています。

長きにわたる貴会の活動に敬意を表するととも

に、益々のご発展を祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

豊後高田市長　永松博文

　豊後高田市は、国東半島の北西部に位置し周防灘

に面しており、日本夕陽 100 選に選定された遠浅の

真玉海岸、リアス式海岸の長崎鼻、海に突き出た岩

窟に社を構える粟島神社と、昭和 30 年代をテーマ

にした「昭和のまち」を結ぶ海岸線を「恋叶ロード」

として、自然環境を観光につなげています。この海

と山に囲まれた豊かな自然環境を後世へと受け継い

でいくため、環境を守る取り組みを積極的に行って

まいりたいと考えています。

　貴会の永年にわたる水環境を守る活動に敬意を表

しますとともに、今後ますます「せっけん運動」を

通じて活動の輪が広がり、発展されますことをご祈

念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

別府市長　長野泰紘

別府市は、阿蘇くじゅう国立公園に属する由布・

鶴見岳を背後に別府湾へと広がる扇状地で、緑豊か

な山々と波静かな別府湾に囲まれた風光明媚な温泉

地です。

本市は、平成 28 年３月に別府市総合計画後期基

本計画を策定し、その中で豊な自然環境を大切にし

て自然とふれあいながら暮らせるまちを目指し、自

然観察会や環境学習等を通じて市民をはじめ観光客

にも豊な自然と親しみ、触れ合える環境づくりに取

り組んでいます。

貴会の長年の取り組みに敬意を表するとともに、

次世代へ美しい大分の自然、日本の自然を受け継い

でいくためにも、貴会が取り組む「せっけん運動」

の輪が一層広がりますようご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

　由布市長　首藤奉文

由布市は、自然と環境を保全しながらもそれらを

活かすまちづくりに努めています。

地球環境時代に調和した環境づくりや、川と森を

守る取り組みの推進は、我々人間の未来永劫にわた

る責務であります。

本市の挾間・庄内・湯布院を縦断する、清澄な大

分川をよりどころとする由布市にとりましても、生

命を育む「水」を守る活動の重要性は強く認識して

いるところであり、グリーンコープ生協が提唱する、

自然と人にやさしい「せっけん運動」の意義は誠に

大きく、深い共鳴を覚えるものであります。

貴会の長年に亘るご努力に心からの感謝を申しあ

げますとともに、今後ますますのご活躍をご期待申

しあげます。
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シャボン玉月間によせて

国富町長　河野利美

　国富町は、多くの緑に囲まれ、中心部の南北に一

級河川である本庄川と深年川が流れる自然環境に恵

まれたまちです。

この豊かな自然環境を守り、育み、そして後世に

引き継ぐことは、私たち一人一人の日頃からの取り

組みが大事になります。

本町では、「国富町河川をきれいにする条例」を

制定し、公共下水道への接続推進や合併浄化槽設

置推進などの生活排水対策を計画的に進めているほ

か、地域による河川・道路の清掃活動等を実施し、

環境保全に努めています。

今後、貴会による活動の輪が広がるとともに、人々

の水環境への関心がさらに高まることをご祈念いた

します。

シャボン玉月間によせて

　新富町長　土屋良文

新富町は宮崎県のほぼ中央部の沿岸地帯に位置し

ており、豊かな田園風景、アカウミガメの産地でも

ある富田浜や多くの渡り鳥が飛来する一ツ瀬川の河

川景観などに恵まれています。

このような恵まれた水環境を次世代に引き継い

でいくために、本町では生活排水対策として合併処

理浄化槽設置の推進や家庭から出る廃食油の回収な

ど、水環境の保全に取り組んでおります。

　貴会の長年にわたる活動に敬意を表するととも

に、今後とも、貴会の活動の輪が広がりますことを

期待しております。

シャボン玉月間によせて

　延岡市長　首藤正治

延岡市は「水郷のべおか」と呼ばれるように、五

ヶ瀬川水系の一級河川をはじめとした多くの河川が

日向灘に流れ込み、その川から海へ流れる水が農業

や漁業及び工業などの源として広く市民生活を支え

ているまちです。

五ヶ瀬川水系の水源でもある祖母傾山系を中心と

した区域を「ユネスコエコパーク」に登録すべく、

平成 26 年から宮崎・大分両県、関係５市町と連携

して取組んでいます。

また水の恵みと言える農水産物（食材）を活かし

た「東九州バスク化構想」という取組みを佐伯市と

連携し進めているところです。

水環境保全活動に積極的に取り組んでいらっしゃ

る貴会のご活動に敬意を表しますとともに、貴会の

ますますのご発展をご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

日向市長　十屋幸平

日向市は九州の東部にあり、リアス式海岸と白砂

青松の砂浜が織りなす海岸線や尾鈴山麓の山々、耳

川の水資源やその流域の森林資源等の豊かな自然環

境は、先人たちが守ってきた大切な財産であり、将

来にわたって引き継いでいかなければなりません。

　本市では、環境教育の一環として「水辺の環境調

査」を市内小学校で実施しています。また、市民総

参加型の環境美化運動「クリーンアップ日向」を毎

年実施し、区長公民館連合会を中心に各種団体や事

業所の協力により、海岸線や河川の清掃活動に取り

組んでいます。

　貴会の活動に敬意を表しますとともに、活動の輪

が広がり、ますます自然環境保全の意識が高まりま

すようご祈念いたします。

宮崎県

宮
崎
県
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シャボン玉月間によせて

都城市長　池田宜永

　都城市は、東に鰐塚山系、北西に高千穂峰を仰ぎ、

南北に母なる大淀川が縦貫し地下水や湧水に恵まれ

ています。

　当市は、自然と人の共生を実現するとともに、持

続可能な環境づくりを進めるため、水資源の浄化と

保全に努めています。

　特に、水生生物調査などの自然を教材として、子

どもから大人までみんなが環境について考え活動す

る環境教育を進めています。

　今後も、貴会の活動により環境に関する理解が深

まり、環境に配慮した行動を実践する人々の輪がさ

らに広がりますことを心からご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて

宮崎市長　戸敷 正

　宮崎市は、太陽と水と緑に育まれ、豊かな自然と温暖

な気候に恵まれた都市です。特に、市の中心を流れる大

淀川は「母なる川」として広く市民に親しまれていると

ともに、水道水や農業用水など様々な形で利用されてお

り、市民にとって貴重な水資源となっております。

この恵まれた環境を次世代に引き継ぐためにも、本市

では、各地区で委嘱している河川浄化等推進員による河

川パトロールや啓発イベントの実施、ホタルの里づくり

支援など、快適な自然環境づくりに行政と市民が一体と

なって取り組んでおります。

これまでの貴会の活動に敬意を表しますとともに、活

動の輪がますます広がりますことを、心からご期待申し

上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に後援・協賛をいただきました。

  後 援

【北海道】北海道、石狩市、岩見沢市、恵庭市、江別市、小樽市、札幌市、南幌町、 古平町

【宮城県】宮城県、仙台市、七ヶ浜町、多賀城市、名取市、亘理町、石巻市、塩竈市

【埼玉県】入間市、小鹿野町、小川町、越生町、加須市、川越市、ときがわ町、長瀞町、滑川町、  

　　　　 ふじみ野市、横瀬町、吉見町

【神奈川県】神奈川県、大井町、大磯町、小田原市、開成町、鎌倉市、寒川町、逗子市、　　

　　　　 茅ヶ崎市、中井町、二宮町、秦野市、平塚市、藤沢市、松田町、三浦市、

　　　　 南足柄市

【大阪府】河内長野市

【広島県】福山市

  協 賛：

【千葉県】市原市、流山市、野田市、八千代市

＊首長名は2016年７月現在ですが、選挙の実施時期により、一部入れ替わりがあります。ご了承ください。
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制作＊ＮＰＯ法人ワーカーズコレクティブ風車 ／ 印刷＊㈱アドプリモ

今年、私たちの配達のトラックは

このマスクをつけて

シャボン玉月間を地域にアピールしました。

＊マスクには、非塩ビ素材を使用しています。

せっけん運動ネットワーク　機関紙「せっけん運動」No 183　『行政からのメッセージ 2016』

2016.10.5 発行

シャボン玉月間中の車両マスクを毎年使えるデザインにいたしました。
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