せっけん使おう！７月はシャボン玉月間

行政からのメッセージ

特 集

2018
今年のポスターは、全国の応募作品 29 点の中から選ばれた、生活クラブ生活協同組合大阪の
組合員の原画から作成いたしました。

せっけんで

おうちも

くらしも

地球もきれい

◆キャッチコピーは、グリーンコープ生活協同組合くまもと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。
地球は水の惑星と言われています。その碧く美しい地球には、たくさんの生き物を育む水辺があり
ます。未来の子どもたちに、この環境を残すためには、私たちの水に対する日ごろからの意識が大切
です。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、各会員の生協に
おけるせっけん学習会、講演などの様子を掲載しています。

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
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＊首長名は 2018 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。

シャボン玉月間の活動に取り組みました
せっけん運動ネットワーク 代表幹事
今年もシャボン玉月間に寄せて、22 都道府県、
353（昨年は 344）自治体の首長の皆さまよりメッ

高橋千佳

や生活者との協同によるますますの取り組みを行っ
ていただけることを期待いたします。

セージをいただきました。私たちの呼びかけに応え

せっけん運動は、家庭からつながる生命の循環に

て、温かい励ましと共感のメッセージをお寄せ下さ

思いを馳せ、せっけんを使用する暮らし方から始め

った皆さまに、心より御礼を申し上げます。

ることを目的とした市民運動です。また、近年では

私たちは 2018 年のシャボン玉月間のテーマを

柔軟剤や消臭除菌スプレーなどによる「香害」問題

地球もきれ

についても、学習会などを活発に行っています。水

い」と掲げて活動をすすめてきました。家庭と水環

環境同様、化学物質に汚染された空気によって苦し

境へのつながりを自覚し、せっけんを使った日々の

んでいる方がいる事を忘れず、運動展開してまいり

暮らし方を通して、水環境を含めた環境保全の運動

ます。

「せっけんで

おうちも

くらしも

を広めていきたいという思いから決めたテーマで
す。

これからも、私たち一人一人の地道な運動と、各
地域における皆さまの知恵と実践によって社会は豊

全国から寄せていただいた各自治体のメッセージ

かに変えることができると信じ、運動の輪を広げて

からは、ふるさとの水環境への誇りや愛着が伝わっ

いきたいと思います。そのためにも、今後も私たち

てきました。また、この大切な宝を守っていくため

のせっけん運動を絶やすことなく、皆さまと共に力

に、地域ごとに様々な施策が進められていること

を合わせていきたいと思っています。今後も多くの

に、大きな勇気をいただきました。これを機に各行

皆さまのご参加、ご協力をよろしくお願い申し上げ

政における地域の水環境について再確認し、事業者

ます。
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北海道

シャボン玉月間によせて

恵庭市長

北海道

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。

「シャボン玉月間」に寄せて

石狩市長

田岡 克介

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

石狩市は、日本海に面し、暑寒別天売焼尻国定公園

引き継ぎ、安全で安心してくらすことができるよう、

に含まれる断崖海岸から、全国的にも貴重なカシワの

環境負荷の低減に努めるとともに、限りある資源を大

天然海岸林を背後に残す砂丘海岸へと続く海岸線は、

切にし、みんなで協力しながら、市民ひとり一人が快

約 74 ㎞に及びます。そして母なる川「石狩川」に代

適で幸せを実感することができる社会の実現を目指し

表されるまちで、その歴史において海や川から沢山の

ています。
こうした中での皆様方の環境にやさしい石けん使用

恩恵を受けてきました。
市は、この豊かな自然環境を次世代に継承していく

を広める運動は ､「水環境」を保全していくうえで先

ため、「石狩市環境基本計画」を策定し、基本理念に

駆的で大変意義深いものであり、この運動の更なる発

掲げる「みんなでつくる水と緑につつまれたまち石

展を心から期待いたします。

狩」の実現に向けて、各種施策を市民、事業者と一体
となって推進しております。

シャボン玉月間によせて

江別市長

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、改めて敬意を表しま

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

すとともに、今後益々、その輪が広がることをご期待

に広がる「野幌森林公園」は大都市近郊に残されてい

申し上げます。

る平地林としては世界的に珍しく、市民の憩いの場に
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

もなっています。また、北海道遺産に選定されている

メッセージ

「石狩川」に囲まれた、緑と水に恵まれた豊かな街で

岩見沢市長

松野

哲

す。
この豊かな環境という財産を将来の世代に引き継ぐ

岩見沢市内には幾春別川や利根別川などが流れ、水

ため、私たちは自分自身の生活様式や事業活動に配慮

と緑に囲まれた四季を通して豊かな自然環境を持つま

し、環境負荷の少ない社会をつくりあげていきたいと

ちです。

考えています。

毎年、市民団体と共に川の環境保全活動を行ってお

長年にわたり、水環境の保全に尽力されている貴会

り、幾春別川では、サケの遡上を契機に、魚道の整備

の活動に敬意を表しますとともに、ますますの発展を

や河畔林の植栽などとともに、市民や保育園児の育て

お祈り申し上げます。

たサケの稚魚放流が続けられています。また、利根別
川では毎年５月にクリーン・グリーン作戦を実施し、

「シャボン玉月間」に寄せて

小樽市長

市民と共に川沿いの清掃と散策活動を行っています。
岩見沢のこの豊かな自然環境を守り、高めていかなけ

森井 秀明

小樽市は緑豊かな山々や美しい海などの恵まれた自

ればなりません。
貴会のせっけん運動を通じた環境保全の取り組みに

然と、先人たちが築いてきた歴史や文化が織りなすレ

敬意を表するとともに、今後も活動の輪がより一層広

トロな街並みとが調和した詩情あふれる港まちです。

がっていくことを心よりご祈念申し上げます。

この豊かな自然と歴史や文化を守っていくためには、
環境問題について真剣に向き合い、環境に配慮した生
活を私たち一人一人が心がけることが大切です。本市
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でも「小樽市環境基本計画」に基づき、市民・事業者・

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

札幌市長

市が一体となって、自然と共生し快適に暮らすことの
できる良好な環境づくりに取り組んでいます。

秋元 克広

こうした中で、貴会の「せっけん運動」は、人々の

札幌市は、支笏洞爺国立公園に連なるみどり豊かな

水環境保全への取組意識を高める上で大変有意義であ

山地が市域の南西部に広がり、豊平川をはじめとする

り、今後も活動の輪がさらに広がっていくことを心よ

大小約 590 の河川が流れる自然環境に恵まれた都市

りご期待申し上げます。

です。
この豊かな自然を次世代に引き継ぐために、本市で
は昨年、第２次札幌市環境基本計画を策定し、市民や

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

事業者、活動団体等の全ての主体と一体となり、「環
境首都・ＳＡＰＰ

(

シャボン玉月間に寄せて

ＲＯ」を目指して、さらなる環境

対策に取り組んでまいります。

千歳空港へも近距離という高い利便性を有する一方

「せっけん運動」を通じた、貴会の長年にわたる水

で、特別天然記念物「野幌原始林」をはじめ多くの森

環境保全に対する取り組みに深く敬意を表すととも

林が存在する、豊かな自然環境に恵まれたまちです。

に、今後ますます皆様方の環境保全活動の輪が広がっ

本市では、この良好な環境を守り育て、次の世代へ

ていきますよう、心から祈念申し上げます。

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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

当別町長

めているところです。
今後とも、市はもとより市民、事業者が連携・共同

宮司 正毅

岩出山伊達家から受け継がれた開拓者精神と北欧文

し、より一層の環境保全に取り組んでまいります。
長年にわたり「せっけん運動」により水環境の保全

化が共生する我がまち当別の自慢は、綺麗に整備され

に取り組んでこられた貴会の活動に敬意を表しますと

た農地が育む 200 種類以上の農作物です。それらは、

ともに、ますます発展されますよう心より祈念申し上

昨年９月に開業した「北欧の風

げます。

並べられています。

道の駅とうべつ」に

すべての野菜には豊かな大地と美味しい空気、きれ
いな水が必要不可欠ですが、私達は自然からの限りな

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た「釧路湿

い恩恵を忘れてはいけませんし、生活を便利にするた
めのアイテムの一部が、自然にダメージを与えている
ことも良く理解し、改善していく必要があります。

原」と、マリモで有名な阿寒湖を有する「阿寒摩周」

このような中、長年にわたり「せっけん運動」を展

の二つの国立公園に抱かれた豊かな自然と水環境に恵

開されています貴会の活動に敬意を表しますと共に、

まれた街です。 この美しい環境を守るため、昨年か

今後益々、この運動が広まることをご期待申し上げま

ら「環境都市くしろクールチョイスキャンペーン」と

す。

題して、地球温暖化防止に係る様々な啓発を実施し、
継続して取り組んでいるところです。また、今年度は

「シャボン玉月間」に寄せて

南幌町長

第 74 回国民体育大会冬季大会が開催されます。全国
から来訪する多数の選手の皆様をおもてなしの心でお
迎えし、この自然豊かな街の魅力を伝えてまいりま
す。

南幌町は札幌市から東に 25 ㎞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

同じく環境の保全に取り組む皆さまの活動に敬意を
表しますとともに、今後、益々活動の輪が広がること
を心からご期待申し上げます。

三好 富士夫

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
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

宮城県

共下水道や農業集落排水の充実を図り、未整備地域で

改めて敬意を表しますとともに、「せっけん運動」の

は合併浄化槽の設置を促進し、水質汚染防止に努めて

輪がこれからも益々広がっていきますことを心よりご

います。

祈念申し上げます。

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

「シャボン玉月間」に寄せて

岩沼市長

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。

菊地 啓夫

東日本大震災からの復興にあたりましては、全国の
皆様からの温かいご支援・ご協力を賜り、心より厚く
御礼申し上げます。本市では国、県で策定した 10 年

宮城県

間の復興計画より短い 7 年間の震災復興計画を策定
し、復旧・復興事業を進めてきましたが昨年度で満了
を迎えております。これまで着実に推進してきた経験
を踏まえ、復興の総仕上げとして更なる発展を目指し
てまいります。

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、温かいご支援・
ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

さて本市は、東に太平洋・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
であります。これまでも水質保全へ向けた取り組みと
して、生活排水対策においては公共下水道・農業集落

宮城の県土は豊かな水環境に恵まれ、その多大なる
恩恵を享受しております。

排水の整備や合併処理浄化槽の普及促進、公共用水域
での水質測定を実施したほか、油流出といった水質事

県では、この恵まれた水環境を次代へ引き継ぎ、快

故を未然に防止するためホームページや広報での徹底

適な生活を営むことができる社会の実現を目指して、

した周知を実施してまいりました。今後も「岩沼市環

水環境にかかわる各種取組を実施するとともに、関係

境基本計画」に基づき、未来の子供たちへ豊かな環境

団体の活動を支援しています。

を引き継ぐために、市民・事業者・行政が一体となっ

皆様には、身近な生活排水対策の一つであるせっけ

た取り組みを一つ一つ着実に展開してまいります。

ん運動を通して、より良い水環境の保全に長年取り組

結びに長きにわたる貴会の水環境保全活動に心から

んでいただけていることに敬意を表しますとともに、

敬意を表しますとともに、「せっけん運動」のご発展

この運動の輪がますます広がることを大いに期待して

を心からご祈念申し上げます。

おります。
シャボン玉月間によせて

大崎市長

「シャボン玉月間」に寄せて

石巻市長

亀山

紘

伊藤 康志

本市では、昨年 12 月、「持続可能な水田農業を支

東日本大震災からの復興にあたりまして、全国の皆

える大崎耕土の伝統的水管理システム」が世界農業遺

様には多くの御支援・御協力を賜り、心より感謝申し

産に認定され、巧みな水管理による水田農業と、その

上げます。

農業によって育まれた農文化、水田や水路、屋敷林

本市は北上川や北上運河などの水環境に恵まれてお

「居久根」がつなぐ生物多様性など、美しく機能的な

り、これらの豊かな水資源を後世に引き継いでいくた

農村景観が一体となった農業システムが、未来に残す

め、「水と緑の大地 新たなふるさとに」を目指すべ

べき「生きた遺産」として世界的な評価をいただきま

き環境像とする「石巻市環境基本計画」を策定し、自

した。

然と調和した新しいまちづくりを進めているところで
す。

このような大崎耕土の豊かな生態系や美しい農村景
観を未来に継承・発展させるよう、なお一層、環境保

水環境の保全には市民一人一人の協力が不可欠であ

全に取り組んでまいります。

り、貴会の 38 年の長きにわたる水環境保全の取組に
6
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結びに、貴会の環境活動に敬意を表しますととも

行政からのメッセージ 2018
に、せっけん運動の輪が大きく広がり、環境保全の大

長年にわたる貴会の活動に深く敬意を表しますとと

きな成果につながりますことをご期待申し上げます。

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。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

加美町長

猪股 洋文

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

七ヶ浜町長

加美町は、宮城県の北部に位置し、美しく雄大な船

寺澤

薫

形連峰のふもと、大崎耕土の水源地帯を有し、古くか

東日本大震災からの復旧・復興にあたっては、全国

ら飲料水や農業用水の供給地としての役割を担ってき

各地から心温まる多くのご支援、ご協力をいただき心

ました。そして、広大で緑豊かな森林と、国内でもめ

から感謝申し上げます。

ずらしいミズバショウが群生する湿原地や、国の天然

本町は、三方を海に囲まれ、町の一部が特別名勝

記念物鉄魚が生息する魚取沼など、誇るべき自然の宝

「松島」に指定されるなど、多くの自然に恵まれた風

庫があります。

光明媚な町です。

加美町では、「加美町環境基本条例」、「加美町水

現在、七ヶ浜町では震災復興計画に基づいた新たな

資源保全条例」を制定し、先人から受け継いだ豊かで

まちづくりを進めておりますが、代々引き継がれてき

美しい自然環境及び水資源の保全に努め、未来の子ど

た豊かな自然、美しい七ヶ浜を次世代に引き継ぐた

もたちに繋いでまいります。

め、町では環境資源の再利用、クリーンエネルギーの

貴会のこれまでの活動に対し敬意を表しますととも
に、取組みの輪がなお一層広がりますよう心からご祈
念申し上げます。

推進、沼や水路、生活排水の水質浄化などを推進し自
然環境の保全に取り組んでおります。
貴会の長期にわたる水環境保全活動に敬意を表しま
すとともに、さらなるご活躍を心からご期待申し上げ
ます。

シャボン玉月間によせて

塩竈市長

佐藤

昭

東日本大震災からの復興にあたりまして、全国の皆
様には、心温まるご支援、励ましのお言葉をいただ
き、誠にありがとうございます。

「せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間」に寄せて

仙台市長

郡

和子

仙台市の海・山・川・平野が調和した豊かな自然環

塩竈市は、仙台平野を背後に充実した都市機能を備

境は、「杜の都」とも呼ばれており、本市を貫流する

えた小さな規模の港町です。また丘陵と入り江の織り

広瀬川は「杜の都」の象徴として市民に親しまれてお

なす変化に富んだ風景に恵まれており、海に面してい

ります。このまちの豊かな環境は市民の皆さまが主体

るため比較的温暖な気候で、住みやすい町です。

となって育んできた大切な資産であり、このような自

本市では、平成 27 年に策定しました第二次塩竈市

然環境を維持・向上させ、次世代に継承し、本市の魅

環境基本計画に基づき、「海とともに生き、自らの手

力の一つとしてさらに発信していけるよう、今後も市

で築く、シーサイド・エコシティ塩竈～安全・安心を

民・事業者・ＮＰＯなどの多くの皆様の協力をいただ

前提に震災前の環境を取り戻すとともに更なる環境の

きながら、環境法令や仙台市環境基本計画などの施策

向上をめざします～」を将来像として、安全で暮らし

に基づき、環境保全に取り組んでまいります。

やすい環境づくりを進めております。

貴会の水環境保全活動に敬意を表しますとともに、

また、現在復興の取組を進めるとともに、古から海

さらなるご発展をご祈念申し上げます。

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、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。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
「シャボン玉月間」に寄せて

「シャボン玉月間」に寄せて

多賀城市長

菊地 健次郎

東松島市長

本市では、東日本大震災以降、取り組んでまいりま
した復興事業が一定の進捗を遂げております。皆様か

巖

東日本大震災以降、全国の皆様には温かいご支援と
ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

らいただきました御支援・御協力に対しまして、改め
て感謝を申し上げます。

渥美

東松島市は、自然豊かな風土に一級河川が鳴瀬川、
吉田川、二級河川の定川を有し、日本三景松島の一角

さて、多賀城市は、宮城県のほぼ中央に位置し、奈

を占める奥松島などの豊かな自然があり、下水道の整

良時代初期に陸奥の国府が置かれて以来、1300 年の

備にも力を入れており、人々の生活と、自然美の調和

歴史を持ち、「史跡のまち」として広く親しまれてお

のとれた地域です。

ります。

貴会の皆様には、身近な生活排水対策の一つであり

市内西部地区には多賀城政庁跡から続く加瀬沼公

ます「せっけん運動」を通して、より良い水環境の保

園、中心部には砂押川が流れており、自然豊かな環境

全に長年取り組まれておりますことに敬意を表すると

を形成し、市民生活に潤いを与える憩いの場となって

共に、更なる共感の輪が広がりますことを心よりご祈

おります。

念申し上げます。

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”を進めており、環

「シャボン玉月間」に寄せて

美里町長

境を守っていくためには、市民一人ひとりがその保全
活動に理解と関心を持ち、主体的に取り組んでいただ

相澤 清一

くことが大切であることから、子どもたちへ環境教育

美里町は、宮城県北に位置し、奥羽山脈から続く江

や、市民への出前講座を実施し、環境に対する啓発活

合川と鳴瀬川が町の全域を流れ、この二本の清流に育

動を行っております。

まれた肥沃な大地により農業が発達した自然豊かなま

今後とも貴会の水環境の保全に向けた様々な取り組

ちです。

みが、多くの方々の生活意識の改善に結びつき、環境

本町を含む大崎地域は、ＦＡＯ（国連食糧農業機

保全、環境改善への大きな推進力となりますよう御期

関）から「持続可能な水田農業を支える『大崎耕土』

待申し上げます。

の伝統的水管理システム」が、後世に残すべき生きた
遺産として、世界農業遺産に認定されました。世界か
らも認められ、長年私たちの生活に恩恵と潤いを与え

「シャボン玉月間に寄せて」

名取市長

山田 司郎

てきた豊かな水環境という財産を後世に引き継ぐため

貴会の皆様におかれましては、長年にわたる水環境

対する意識高揚を図る重要性は言うまでもありませ

保全の活動に取り組まれていることに対し、心から感

には、この地に住まう私たち一人ひとりの環境保全に
ん。

謝申し上げます。

貴会のせっけん運動への取組と、長年の水環境保全

シャボン玉月間は、合成洗剤に比べ分解が早く安全
性にも優れたせっけんを使うことにより、消費者が自

活動に対して敬意を表しますとともに、活動の輪が尚
一層広がりますよう心から祈念申し上げます。

らの暮らしを見直し美しく豊かな自然を次世代の子ど
もたちに残していくという点で、水環境保全に大変意

シャボン玉月間によせて

山元町長

義深い取り組みであると考えております。
当市の環境基本計画におきましても、リーディング

齋藤 俊夫

プロジェクトとして「自然環境保全へのチャレンジ」

東日本大震災からの復興にあたりましては、皆様か

を掲げており、“豊かな森と水を守ろう”をキーワード

らの真心のこもったご支援、ご協力を賜り厚く御礼申

に日々河川の水質保全に取り組んでおります。

し上げます。

結びに、貴会の活動の輪がより一層広がっていくこ
とを心よりご祈念申し上げます。

山元町は、太平洋に面した宮城県の南端で、温暖な
気候と里山、豊かな平野、青い海が調和した自然豊か
な基幹産業が農業の町です。

8
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行政からのメッセージ 2018
心として、これらと調和した土地利用を進め環境の保

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。

全に努めてまいりました。貴会の「せっけん運動」を
通じて、多くの方々が水環境に配慮したくらしへの関

「シャボン玉月間」に寄せて

亘理町長

心を高め、一人ひとりがその重責を理解し、この素晴
らしい自然を次世代へ継承する取り組みの輪が広がる
ことをご期待いたします。

山田 周伸

亘理町は、北に阿武隈川が流れ、西に阿武隈高地、

貴会のこれまでの活動に敬意を表しますとともに、

東に太平洋が広がり、冬は比較的温かく、夏は心地よ

ますますご発展されますことをお祈り申し上げます。

い海風が暑さを和らげてくれる、豊かな自然環境に恵
まれたとても暮らしやすいところであります。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

利府町長

熊谷

この素晴らしい自然環境を守るため、私たち一人ひ

大

とりが環境に関心を持ち、行動をおこすことが大切で

東日本大震災からの復興に対し、全国の皆様から温

本町では、「山と川、里と海を人と時代でつなぐま

かいご支援・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

ち」を将来の都市像に掲げ、人と自然が共生できる町

利府町は、宮城県のほぼ中央部に位置しており、ス

あると思います。

の実現に向けて、各種事業に取り組んでおります。

ポーツ・レクリエーションの拠点となる宮城県総合運

貴会の活動は意義深く、敬意を表する次第でありま

動公園「グランディ・２１」があり、また緑あふれる

すので、今後とも〝せっけん運動〟の輪が更に広がり

県民の森や特別名勝松島など、豊かな自然に恵まれた

ますよう心からご期待申し上げます。

都市と自然が調和・共生している町です。
本町では、地球温暖化対策や環境保全に対する関心
を高めるため、環境イベントの開催や、子供会等の資
源回収活動の支援などを行っております。また、利府

栃木県

町障害者地域活動支援センターが作成・販売している
環境石けんを公共施設のトイレ等に設置し、福祉と連
携した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

「シャボン玉月間」に寄せて

栃木県知事

とを心よりご期待申し上げます。

福田 富一

栃木県では、昨年の「山の日」記念全国大会や、今

シャボン玉月間によせて

涌谷町長

大橋 信夫

年の「本物の出会い 栃木」デスティネーションキャ

涌谷町は、奈良時代に東大寺大仏建立の際に金を献

招きし、本県の豊かで美しい水環境を体感していただ

上した日本初の金の産金地です。自然豊かで、仙台平

ンペーンの開催等により、県外から多くの観光客をお
いているところです。

野や栗駒山を一望できる箟岳山が町の中心に鎮座しま

当県では、この良好な水環境を守っていくため、家

す。その自然の恩恵を受けて農業が盛んな町で、平成

庭や工場・事業場の排水対策のほか、学習会やイベン

29 年 12 月には、当町を含む大崎地域１市４町の「持

ト等の開催により、水環境保全に対する県民や企業の

続可能な水田農業を支える『大崎耕土』の伝統的水管

意識向上に積極的に取り組んでおります。

理システム」 が世界農業遺産に認定されました。

とりわけ、県内でも有数の観光地である奥日光地域

当町では自然環境を保全し次世代へと受け継いでい

で実施するイベントには、毎年多くの方に御参加いた

くため、公共下水道の整備や浄化槽の設置に対する補

だき、水や自然の大切さを実感したとの声が寄せられ

助事業を実施し、環境保全に関する取組を推進してい

ております。今後もこれらの取組を継続することによ

ます。

り、当県の豊かで美しい水環境が将来の世代に確実に

結びに、貴会の長年にわたるご活動に敬意を表しま

引き継がれるよう努力して参ります。
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栃木県

町では、丘陵地帯、川、ため池などの自然環境を中

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
貴会の長年にわたる水環境保全活動に心より敬意を

シャボン玉月間に寄せて

上三川町長

表しますとともに、貴会のより一層の御発展を心から
祈念申し上げます。

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水遊び

「シャボン玉月間」に寄せて

宇都宮市長

佐藤 栄一

などで身近に水と親しむ場もあることから、水の環境

宇都宮市は、遠く日光連山に続く丘陵地や、田園の

また、町全体での統一行動により、河川や公園など

緑に象徴される豊かな自然の恵みを受け、発展を遂げ

の清掃活動を行うほか、河川・水路等の水質調査を実

てきた街です。

施することにより、水環境の保全に力を入れておりま

にとても恵まれています。

本市では、この恵み豊かな地域の環境を将来にわた

す。今後も河川や水路などの貴重な水環境を守り、後

って残していけるよう、「第３次宇都宮市環境基本計

世に引き継いでいくために、環境にやさしいまちづく

画」において「みんなで築き

りの推進を図っていきたいと考えております。

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

せっけん運動の取り組みを通して、皆さまが水環境

の保全や、人と自然とが共生する都市の形成を目指

の保全に対する理解を深め、この運動の輪がさらに大

し、水資源の確保や河川環境の保全など、持続可能な

きく広がりますようご期待いたします。

社会の構築に資する施策を推進しているところであり
ます。

「シャボン玉月間」に寄せて

さくら市長

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

塚 隆志

私たちの小都市 ( まち )「さくら市」は、山岳地を

いきますよう、祈念申し上げます。

水源とした鬼怒川、荒川、内川などが貫流し、これら
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

豊富な水源を利用した水田の広がりと緑豊かな丘陵地

大田原市長

津久井 富雄

が連なり、日光連山、高原山及び那須連峰を背景に里

緑豊かで美しい大田原市は、清流那珂川や箒川、蛇

この水と緑に恵まれた豊かな自然を基盤として、先

尾川などの水辺環境とミヤコタナゴやイトヨ、ザゼン

人たちはたゆみない努力を積み重ね、歴史と文化を育

ソウなどを育む自然環境を有しております。この自然

みながら発展してきました。

地里山の美しい景観の融合が見られます。

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。

こうして遙かな年月を越えてきた、豊かな自然環境
や生活環境を次の世代にしっかり引き継ぐべき守り育

本市の環境基本計画のテーマである「かけがえのな
い環境を子どもたちに引き継ぐために」を実現するた

てていくことは、現在を生きる私たちの大きな責務だ
と考えています。

め、市民・市民団体・事業者と協働して、自然環境を

そのような中で、貴会の長年にわたる環境保全に向

保全する施策を推進し、環境問題に積極的に取り組ん

けた活動に心から敬意を表するとともに、せっけん運

でまいります。

動の輪と環境運動の輪がより一層広がりますようお祈

長年にわたり、水環境の保全に取り組んでこられた

り申し上げます。

貴会の活動に敬意を表します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。

「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、平成 29 年４月１日から地域の美化を高
めるため、ボランティアで公共空間の美化清掃等を行
10
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キングなどで人々が集うようになった水辺が数多くあ

制度」を開始する等、町民、事業者、町の各主体の参

ります。

画と協力・連携のもと、自然環境の保全や環境負荷の

「川の再生」のためには県民、市民団体、企業、行
政などが連携し協働することが何よりも大切です。も

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

とより、河川や湖沼の環境を守る皆様の活動は「川の

表しますとともに、運動の輪がさらに広がりますよう

再生」につながるものです。これからも共に頑張って

心より祈念申し上げます。

いきましょう。

「シャボン玉月間」に寄せて

シャボン玉月間に寄せて

日光市長

大嶋 一生

朝霞市長

富岡 勝則

日光市は、栃木県の約４分の１を占め、全国で３番

朝霞市は河川が多く流れる、自然豊富な環境の残る

目に広い市域面積を有するまちです。この広大な市域

まちです。この特色を活かし、「自然・環境に恵まれ

に、豊かな自然、長く伝統ある歴史、世界に誇る文化

たまち」を第５次朝霞市総合計画における将来像に掲

遺産・産業遺産、豊富な観光資源を有しております。

げております。

2017 年は、観光客数が初めて 1,200 万人を超え、多
くの方々に訪れていただいています。

本市の中央を流れる黒目川は、ジョギングや散歩道
として多くの市民に親しまれているほか、春には桜の

当市では、この豊かな自然環境を守り育んでいくた

名所にもなっております。

めに、日光市環境基本計画を定め、日光市の目指す環

今後も市民の皆さまと協力し合いながら、市の重要

境像を「未来につなぐ環境交流都市・日光」として掲

な魅力の要素となっている河川・湧水の環境保全に努

げています。この環境像を実現するため、恵まれた環

めてまいります。

境資源を通して市民の皆様が交流を育みながら、環境

貴会の「せっけん運動」を通じて地域における環境

への負荷を低減する取組みを進め、持続可能な社会の

の輪が一層広がることを期待し、長年にわたる活動に

形成に取り組んでまいります。

敬意を表しますとともに、更なるご活躍をご祈念申し

貴会の長年にわたる水環境保全の取組みに深く敬意

上げます。

を表するとともに、今後さらに活動の輪が広がります
よう心から祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

入間市長

田中 龍夫

入間市には霞川、不老川、入間川の３つの河川と東

埼玉県

西に狭山丘陵、茶畑、加治丘陵があります。入間市の
特産品である狭山茶の良質の茶葉の育成には、欠かす
ことができない自然環境です。そして、この恵まれた
環境は、将来の世代に継承していかなければならない
ものです。
かつて、生活排水などで川が汚れ、川遊びなどがで

「シャボン玉月間」によせて

埼玉県知事

上田 清司

きない時代もありました。それから長い時間をかけ、

埼玉県は、県土面積に占める河川の割合が日本一で

魚、水生昆虫やカルガモが生息できるような清流が戻

す。内陸にある本県の人々にとって、川は最も身近な

ってまいりました。長きにわたり、水環境保全に取り

水辺として大切な存在です。こうしたことから、清流

組まれておられる貴会の活動も大きく寄与したものと

の復活や安らぎとにぎわいの空間創出を目指す「川の

認識しております。心より敬意と感謝を申し上げま

再生」に取り組み、10 年が経ちました。

す。

様々な対策や市民、市民団体の皆様の努力により、小

県内には、水環境の改善により魚をはじめとした豊

今後も石けんの使用を進める活動の輪がひろがり、

かな生態系が復活した川や、景観の整備によりウォー

多くの方々が暮らしを見直し、美しい自然を将来の世
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埼玉県

う団体を町が支援する「高根沢町まち美化パートナー

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
代へ引き継げるよう、貴会のますますのご発展をご祈

シャボン玉月間に寄せて

桶川市長

念申し上げます。

桶川市は、江戸時代の五街道のひとつである中山道

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

小鹿野町長

森

小野 克典

真太郎

の宿場町として栄え、市の中央に住宅地が広がる首都

小鹿野町は、埼玉県の西北部に位置し、日本百名山

をもたらす荒川や元荒川、綾瀬川などの水辺空間、雑

の「両神山」、日本の滝百選の「丸神の滝」、平成の

木林や田園風景が残る自然環境に恵まれた都市です。

名水百選「毘沙門水」と３つの百選のある自然豊かな

本市では、河川の環境美化のため、ボランティアの

山間の町です。

近郊都市として発展してきました。一方、自然の恵み

方々が活動しており、今後も公共下水の整備、合併浄

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

化槽の普及を図ることで、生活排水の浄化を推進して
参ります。

ます。この素晴らしい自然環境を保ち、そして次世代

結びにあたり、貴会の長年にわたる環境保全への取

に伝えていくことは、私たちの重要な責務でありま

り組みに敬意を表するとともに、貴会の活動の輪がま

す。そのため町では、廃油石けんづくりや合併処理浄

すます広まりますことを心より祈念申し上げます。

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、５年間

「シャボン玉月間」によせて

越生町長

で 21,200 Ｌ以上を回収するなど、環境の保全に努め
ております。

越生町は、越辺川の源流を育み、四季折々の花と

貴会が推進する「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があります。貴会の活

新井 雄啓

山々に囲まれた自然あふれるまちです。
この豊かな自然を活かしたまちづくりを推進するた

動の輪がさらに広がりますことを心からご期待申し上

め、一昨年の４月 29 日「昭和の日」に全国初となる

げます。

「ハイキングのまち」を宣言しました。
ハイキングを通じて本町の“せせらぎ”を堪能してい

シャボン玉月間によせて

小川町長

松本 恒夫

ただくためには水環境の保全が重要であるため、合併

小川町は山地から流れる清らかで豊富な水の河川・

おります。またボランティアによる河川の美化活動も

水路に恵まれ、古くから紙漉きや酒造りなどの地場産

処理浄化槽への転換促進及び維持管理の啓発を行って
根付いております。

業が栄えてきたまちです。

今後も「ハイキングのまち」にふさわしい自然環境

本町の主要水系をなす槻川とその支流の兜川、町の

に配慮したまちづくりを推進してまいります。

東端を流れる市野川において水質調査を行っています

最後に、貴会の活動に敬意を表するとともに、活動

が、下水道の整備等にともない、水質は改善傾向にあ

の輪が一層広がっていくことをご祈念申し上げます。

ります。
現在、町では河川と豊かな自然環境を次世代に引き
継ぐため、公共下水道・農業集落排水整備、合併浄化

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への
メッセージ

春日部市長

槽設置の促進、町民参加の河川清掃などに取り組んで
おり、今後も継続してまいります。
長年にわたる貴会の活動により、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

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。

に活動の輪が広がり、大きな成果につながりますこと
をご期待申し上げます。

石川 良三

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、環境施策を推進しております。
また、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

12
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や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に対

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

川越市長

する啓発、自治会へ生活排水対策グッズの配布を行う
など、水質汚染防止に努めているところです。

川合 善明

貴会の長年にわたる水環境保全への取組に深く敬意

川越市は、古くから城下町として栄え、武蔵野台地

を表しますとともに、今後も貴会のますますのご発展

の東北端に位置しております。都心に近い立地であり

をご祈念申し上げます。

ながら、武蔵野の面影を残す自然に恵まれ、入間川、
新河岸川などの水辺空間を有しており、かつては江戸
と舟運で結ばれるなど、水と緑豊かな歴史都市です。

「シャボン玉月間」によせて

加須市長

大橋 良一

加須市は、利根川をはじめ、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など多様な
生き物を育む豊かな水辺環境を形成しています。

水は、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展に
大きな影響を及ぼすものです。当市といたしましても
水辺の美しい自然を次世代へ残していくために、水環
境の保全が大変重要であると認識しております。
貴会が取り組まれている「せっけん運動」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

この水辺環境を次世代に引き継いでいくため、本市

にわたる活動に敬意を表しますとともに、今後も貴会

では豊かな自然と共生するまちをつくることを基本目

の活動の輪がさらに広がりますことを心よりご祈念申

標に、地域住民との協働による河川清掃活動や合併処

し上げます。

理浄化槽への転換など、きれいな水の再生に取り組ん
でおります。

「シャボン玉月間」に寄せて

川島町長

貴会が取り組まれている「せっけん運動」は、家庭
における生活排水を通して環境への負荷を軽減すると

飯島 和夫

ともに、環境への意識を高める、大変有意義な活動で

川島町は、川に囲まれた輪中の郷として、素晴らし

あり、今後とも貴会の活動の輪が更に広がることを心

い自然の原風景が多く残っています。田植えを終えた

からご祈念申し上げます。

水田が拡がり、水を豊かに湛えた水路が縦横に流れ、
親水空間が形成されています。
町では、「輪中の郷

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

川口市長

環境総合計画」に基づき、美

奥ノ木 信夫

しい景観を守って自然と共生しつつ、快適で活力ある

川口市は、多様な産業が集積する一方、荒川、芝川

よる水質汚濁防止を図るため、小型合併処理浄化槽の

などの水辺空間と見沼田んぼなどの貴重な緑地空間と

新設や転換に係る補助制度や維持管理に係る補助制度

いった「水」と「緑」の豊かな資源を有したまちでも

により豊かな環境という財産を守る取組を進めていく

あります。

ことが重要と考えています。

町づくりを目指しています。特に、適正な排水対策に

この大切な資源を次世代に引き継ぐとともに、本市

結びに、貴会の長年に渡る取組に敬意を表しますと

を取り巻く環境の変化に的確に対応するため「第３次

ともに、せっけん運動ネットワークがさらに拡がりま

川口市環境基本計画」を策定したところです。

すようご祈念申し上げます。

都市と自然が調和した人と環境にやさしいまちを目
指し、さらなる水環境の改善を図るため、石けん・洗

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

剤の適量使用をはじめ、市民一人ひとりができる行動

メッセージに寄せて

を啓発するなど、より良い環境づくりに取り組んでま
いります。

北本市長

現王園 孝昭

皆様の永年の活動に敬意を表しますとともに、これ

北本市は、埼玉県の中央部に位置し、大宮台地の平

からも環境にやさしい「せっけん運動」の発展をご祈

坦な地形に武蔵野の面影を残す雑木林や屋敷林などが

念申し上げます。

数多く残っております。また、市内西側には、湧水や
湿地をはじめ、多様な動植物が生育・生息しています。
こうした自然環境を後世に引き継ぐことができるよ
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う第二次北本市環境基本計画を策定し、さまざまな環

「シャボン玉月間」に寄せて

熊谷市長

境問題に対応しながら、環境施策の推進を図っている
ところです。

富岡

清

このような中、貴会の長年にわたるせっけんを通し

熊谷市は、荒川、利根川という二大河川を有し、田

た取り組みは環境保全を進める上でも大変意義深いも

園や緑あふれる里山など豊かな自然環境に恵まれてい

のであります。今後も貴会の活動がますます広がりま

ます。

すことを心より御祈念申し上げます。

このような豊かな自然環境は、私たちの生活に潤い
を与えるだけでなく、動植物の生息環境にとっても大
切なものです。

シャボン玉月間によせて

行田市長

工藤 正司

行田市は、利根川や荒川などの自然の恩恵を受けた

本市には、ムサシトミヨに代表される希少な動植物
が多くみられますが、これらの貴重な生育環境が失わ
れないよう様々な保全活動に努めています。

美しい田園風景とともに、星川沿いには絶滅危惧種で

貴会の「せっけんを使おう」という活動は、豊かな

あるキタミソウの国内最大規模の群生地があるなど、

水環境を後世に残していくために大変意義深く、本市

水と緑に恵まれたまちです。

の取組にも寄与していただけるものと考えています。

こうした豊かな自然環境を守り、大切に次世代へと

長年にわたるその活動に心から敬意を表しますととも

引き継いでいくため、本市では、公共下水道の整備や

に、今後さらに皆様の活動の輪が大きく広がりますこ

合併処理浄化槽の普及促進など、河川の水質改善に向

とを祈念いたします。

けた取組をはじめ、環境に配慮したまちづくりを積極
的に進めています。

シャボン玉月間に寄せて

鴻巣市長

「せっけん運動」は、水環境の保全活動として大変
意義深く、貴会の長年にわたるご尽力に深く敬意を表
します。今後もこの活動の輪が、より一層広がります
ことを心からご期待申し上げます。

原口 和久

鴻巣市は、首都圏 50km に位置し、都心への通勤
圏として市街地の開発が進む一方で ､「川幅日本一」
の荒川をはじめとする河川に囲まれた田園地帯や武蔵
野の面影を伝える雑木林など、水と緑に恵まれた豊か

シャボン玉月間によせて

久喜市長

梅田 修一

な自然環境を残しています。
この豊かな自然環境を守り、本市のシンボルでもあ

久喜市は、利便性の高い鉄道や高速道路網に恵ま

るコウノトリが舞うような自然を未来に引き継ぐた

れ、埼玉県東北部における交通の拠点として、今後も

め、鴻巣市環境基本計画に定めた、自然共生社会、低

更なる発展が見込まれております。

炭素社会、循環型社会という３つの重点取組を市民の

その一方で、田園風景が広がる自然環境豊かな東京
近郊の都市でもあります。

皆さんとの協働により推進し、持続可能な社会を目指
しております。

このような中、市では、自然環境の保全と創造のた

貴会の「せっけん運動」は水環境の保全を通じ、人

めの取り組みとして、「リサイクル促進事業」を実施

と自然に優しい取り組みであり大変意義深いものであ

しており、その一環として、家庭から排出される廃油

ります。今後も会の活動の輪の広がりと、益々のご発

を粉石けんとして再利用し、ごみの減量と川の水の浄

展をご祈念申し上げます。

化を図り、水環境保全の重要性を広く市民に啓発して
おります。
結びに、貴会の活動に心より感謝と敬意を表します
とともに、今後ますますのご発展を心よりご祈念申し
上げます。

14
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「シャボン玉月間」に寄せて

越谷市長

「シャボン玉月間によせて」

高橋

努

坂戸市長

石川

清

越谷市は、５本の１級河川が流れ、古くから「水郷

坂戸市は、武蔵野の緑と清流高麗川が織りなす恵み

こしがや」と呼ばれ、豊かな自然に恵まれておりま

豊かな自然の恩恵を受け、今日まで発展してまいりま

す。

した。

地球環境が大きく変化しつつある中、本市では、市

この豊かな自然を未来に引き継ぐため、「みんなで

民・事業者の皆様との協働により、環境にやさしい持

つくる水と緑の住みよい環境のまち

さかど」を目指

続可能な社会づくりに取り組んでおります。

すべき環境像に据えて、市民の皆様とともに、環境へ

豊かな自然を次世代へ引き継ぐためには、私たち一

の負荷を軽減する取り組みを積極的に進めています。

人ひとりが地球環境に配慮し、自らの暮らしを見直し

本市では、環境にやさしい石けんの普及を図るた

ていくことが必要であり、そうしたことからも貴会が

め、環境学館いずみにて学校給食の廃食油を利用した

取り組まれております「せっけん運動」は大変意義深

リサイクル石けん作りの講座を開催し、多くの市民の

いものと考えております。

方に参加いただいております。

貴会の環境保全活動に深く敬意を表しますととも

貴会の長年にわたる『せっけん運動』への取組みに

に、「せっけん運動」の輪がさらに広がりますようご

心から敬意を表しますとともに、今後ますます運動の

祈念申し上げます。

輪が広がりますことをご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間によせて」

シャボン玉月間によせて

さいたま市長

清水 勇人

幸手市長

渡辺 邦夫

さいたま市は、新幹線５路線などが集まる交通の要

幸手市は、江戸川・中川・倉松川の流れを活かし、

衝として、また、埼玉県における文化・経済の中心都

古くは、その舟運と日光街道の陸運により交通の要所

市として発展してきました。一方で、見沼田圃や荒川

として栄え、今日まで発展してまいりました。

に代表される水と緑を有していることから、これらの

本市では、河川の恩恵によって育まれた豊かな自然

恵まれた環境と共生したまちづくりを目指しておりま

と田園風景を次代に継承するため、河川の水質改善と

す。

環境保全に務めてまいります。取り組みとしまして

本市では、この多様な自然を守り、次世代に継承し

は、生活排水処理率の向上のため、合併処理浄化槽へ

ていくために水環境の保全・向上に向けた施策の方向

の転換促進を積極的に働きかけるとともに、市民の皆

性と具体的事業を定めた「さいたま市水環境プラン」

様と協力して河川の美化活動を続けております。

を昨年３月に改訂し、一層推進することとしておりま

貴会の長年にわたる「せっけん運動」への取り組み

す。化学物質に関する取組としましては、主要河川の

に敬意を表しますとともに、一人でも多くの方がご参

合成洗剤成分を含む化学物質濃度を常時監視するとと

加され、皆様の活動の輪が広がりますことをご祈念申

もに、法及び条例に基づき、化学物質の排出量等の適

し上げます。

正管理に努めております。
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、今後も活動の輪が大
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

狭山市長

小谷野

剛

狭山市には、昭和 58 年から３年連続で日本一汚れ
た川だった不老川を、小魚やカルガモなどが生息する
清流へと浄化させた経験があります。これは、地域住
民と市、県が長年に渡り一丸となって取り組んだこと
で実現したもので、環境基準をクリアするまでには四
半世紀の長い年月を要しました。河川汚濁の大きな要
因は生活排水の流入であり、合成洗剤による影響も多
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大だったと推測されます。人間の無知や心の油断で起

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

杉戸町長

こる河川汚濁を二度と起こさないために大切なのは、
環境への配慮を一人ひとりが自分の問題として受け止
め、行動することです。

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

貴会が取り組んでおられる「せっけん運動」は、誰

路が町内を流下し、豊かな水を利用した広々とした田

もが参加できると共に、水環境の保全に直結するもの

園風景が広がり、雑木林や屋敷林など緑豊かな自然に

であり、長年にわたる活動に心より敬意を表しますと

抱かれております。

ともに、今後も末永く続きますようご祈念申し上げます。

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、公
共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及啓発などの施

シャボン玉月間によせて

志木市長

香川 武文

策を進め、水質の改善に取り組んでいるところです。

志木市は、全国で６番目に小さい市でありますが、

シャボン玉月間」の活動は、誰もが簡単に取り組むこ

市内には３本の川が流れ、かつては舟運で栄えるな

とができる、身近で有効な環境保全活動のひとつと言

ど、水の恵みを享受しながら発展してきました。

えます。水環境を保全する皆様の取り組みは大変重要

現在、風情豊かな風景と志木の歴史を堪能できる和舟

であり、かつ大変有効な環境保全活動であると考えて

の渡しやカヌー教室など、にぎわいあふれる憩いの空

おります。

こうした中、長年にわたる「石けん使おう！７月は

間を創出しております。

これからも、貴会の活動が一人でも多くの方の「水

また、良好な水環境の保全のため、志木市の大そう
じと題して、河川敷や通学路など町内の清掃を春と秋

環境」に対する意識の向上につながり、環境保全の輪
がさらに広がりますことをご祈念申し上げます。

に毎年実施し、さらに今年度は「第３期環境基本計
画」を策定し、時代と市民の意見に即した計画に向け

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

草加市長

て取り組んでおります。
貴会の地道な環境活動による成果に心から敬意を表

田中 和明

するとともに、今後もますます「せっけん運動」や環

草加市は、「共に創ろう！快適都市、草加。」をテ

境問題への取組の輪が広がりますことをご祈念申し上

ーマに、本年市制施行 60 周年を迎えます。この節目

げます。

を通じ、今後さらに多くの方々が、草加のまちに関心
を持ち、積極的に関わっていただくことで、まちの魅
力を共に創り、「快適都市草加」の実現に向けて取り

「シャボン玉月間」に寄せて

白岡市長

小島

卓

組んでいくための大きな力になるものと考えておりま

白岡市は、埼玉県の北東部に位置し、武蔵野の静か

さて、市内の中央を流れる綾瀬川は、かつて水質汚

な面影を今に残す、緑と自然に恵まれた美しいまちで

濁が著しかったものの、下水道の普及などにより近年

す。都心から 40 キロメートル圏内という立地条件に

ＢＯＤ値が３mg/l を下回る調査結果がみられるよう

より、住宅都市として発展し、平成 24 年 10 月に市

になり、多くの魚類や鳥類が戻ってまいりました。こ

制を施行してから、まもなく６年目を迎えます。

れも貴会が推進する水環境を保全し、安全で健康なく

本市では、環境基本計画で掲げる「青空が広がる自
然と豊かな心を育むまち

す。

らしが営める良好な環境づくりと軌を一つとするもの

しらおか」の実現に向け、

です。健全な水循環を取り戻し、第二次草加市環境基

市・市民・事業者の連携・協働により取り組んでお

本計画で掲げたオイカワ等が繁殖できるとされる河川

り、美しい環境を守り育て、未来へ引き継ぐため、引

類型Ｂの水質という目標が、早期に達成できるよう取

き続き、水環境など自然環境の保全も推進してまいり

り組んでまいります。

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

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、今後も活動の輪がさらに広がりますよ

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。

うご祈念申し上げます。
16
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わ」を将来像とし、各施策を展開しております。

シャボン玉月間に寄せて

秩父市長

久喜 邦康

秩父市は、日本ジオパーク認定地域として自然景観

町内には、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保全
に努めています。

を保全活用し豊富な民俗文化の継承を大切にしている

水は人の生活基盤の根底となるものであり、次世代

地域です。また、環境立市を政策の柱として、地域新

に残していかなければならない大切な資源です。町で

電力会社の設立、環境市民会議、環境学セミナーな

は、より良い水質の確保のために、川の汚れの原因と

ど、環境に特化した施策を次々と打ち出し、市民の皆

される生活排水を高度処理する市町村設置型の合併浄

さまとともに取り組んでいます。

化槽整備事業を、町が主体となって実施しておりま

山紫水明な荒川源流の当市としては、貴会の石けん

す。

運動の取り組みに大いに賛同し、小さいころから環境

石けん使用を通じて水環境を守るという貴会の長年

保全に関心をもって育つ子どもたちになって欲しいと

にわたる活動に敬意を表しますとともに、この活動の

思います。

輪がさらに広がりますよう心からお祈り申し上げま

会員の皆さまのご健康と活動の広がりを祈念いたし

す。

ます。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

所沢市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

鶴ヶ島市長

齊藤 芳久

藤本 正人

埼玉県南西部の中心的な都市として発展してきた所

鶴ヶ島市は武蔵野の面影が残る雑木林や屋敷林、湧

沢市は、武蔵野台地の自然に恵まれ、鎌倉街道の拠点

水を源とする大谷川や飯盛川など身近な自然が残され

として発達し、日本人が初めて大空にはばたいた記念

ています。

すべき街です。狭山丘陵付近に源を発する、柳瀬川、

本市では第２期鶴ヶ島市環境基本計画において、
「里山と小川

風と緑と生きものと

共に生きるま

東川は、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。

ち」を市の目指すべき環境像に掲げ、まちづくりを進

これらの本市を象徴する、ふるさとの豊かなみどり

めています。特に水辺の保全と再生は重点施策のひと

と川を守り、未来の子どもたちの輝く笑顔のため、将

つとなっています。

来に引き継いでいくことは、今を生きる私たち大人の

「せっけん使おう運動」は、生活排水による河川の

責任です。私たち一人ひとりが今までの生活を見直

汚れを軽減するとともに、この活動が市民に普及する

し、限りある資源やみどりを大切にし、地球にやさし

ことで、市内を流れる大谷川及び飯盛川をきれいに

い生活をマチぐるみでおこなう「マチごとエコタウン

し、水環境を守っていくという意識向上につながりま

所沢構想」を進め、現在、人と自然が真に寄り添う調

す。

和したマチを目指しています。

今後も身近な水環境を守り、将来の世代へ引き継げ
るよう取り組んで参ります。

せっけん運動の取り組みも、過度に資源やエネルギ
ーに頼らず、豊かな自然を次の世代へ継承しようとす

貴会の活動がさらに地域へ広がり、実り多いものと
なりますよう、皆様方のますますのご活躍を心からお
祈り申し上げます。

る取り組みで、本市が推進するエコタウンの趣旨にも
つながる活動と認識しています。
結びに、貴会が長年取り組まれている活動に敬意を
表しますとともに、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

「シャボン玉月間」によせて

ときがわ町長

渡邉 一美

お祈り申し上げます。

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、町の面積の約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
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ある住みよい環境のまちにいざ」を望ましい環境像に

「シャボン玉月間」によせて

長瀞町長

大澤 タキ江

掲げ、市民、事業者及び市の三者の協働によって環境

長瀞町は、埼玉県の西北部に位置し、町の中央部に

貴会の推進する「せっけん運動」は、身近な水環境

は荒川が流れ、全域は埼玉県立長瀞玉淀自然公園に指

保全活動として大変意義深い取組であり、長年の活動

定されています。国指定名勝・天然記念物の景勝地「長

に敬意を表するとともに、今後の更なる御発展を心か

瀞」や、権田山麓の蛍池、ライン下りなどの清流に恵

ら祈念申し上げます。

の保全等に向けた取組を推進しています。

まれた自然と四季折々の風情があり観光客に楽しんで
いただいています。

シャボン玉月間によせて

蓮田市長

当町ではこの豊かな水環境を活かし、「川と暮ら
す。ながとろ移住・定住」ガイドブックを作成し、人

中野 和信

口減少を抑制するためシティプロモーションを行い、

蓮田市は、埼玉県南東部に位置し、南北中央に元荒

この環境を後世に引き継ぐため、水環境保全に積極的

川、西側に綾瀬川が流れており、県自然環境保全地域

に取り組んでおります。

に指定された黒浜沼、その周辺は緑のトラスト保全地

「せっけん運動」は水環境の保全において大変意義

域があります。さらに、見沼代用水、城沼、山ノ神沼

のある活動であり、今後も皆様の活動の輪が一層広が

と広大な田園や樹林など水と緑に恵まれています。

りますよう、心からご祈念申し上げます。

また、国指定史跡の黒浜貝塚の整備中で、縄文の浜辺
の復元を行っています。
このように、豊かな自然と歴史的環境を将来世代に

シャボン玉月間へのメッセージ

滑川町長

吉田

昇

滑川町は、国営武蔵丘陵森林公園に代表されるよう

引き継いでいくため、多くの方々に水環境に関心を持
っていただくとともに、環境保全に取り組むことが大
切であると考えております。

に今なお多くの緑が残る首都圏のオアシスとなってい

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

ます。また、丘陵の自然地形を生かした関東一とい

に、今後、ますます活動の輪が広がりますことを心よ

われる約 200 か所の「ため池（沼）」があり、谷津

りご祈念申し上げます。

( やつ ) 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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

認されて以来、ミヤコタナゴの棲める町を目指すとと

メッセージ

鳩山町長

もに、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、合併処理浄化槽の普及に取り組んでおりま
す。

小峰 孝雄

鳩山町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東部町域の

環境問題は、いまや全世界の共通の課題となってお

ほぼ三分の一が県立比企丘陵自然公園に含まれてお

ります。貴会の「せっけん運動」の活動の輪がより一

り、里山景観が残る豊かな自然環境と住宅団地が調和

層の広がり、グローバルな環境問題が解決へと導かれ

した町です。

ますことにご期待申し上げます。

本町は、古代から集落のある土地であるとともに先
端産業の研究機関や大学が立地するなどいろいろな面
を持ちながら、豊かな自然環境を次世代に引き継げる

「シャボン玉月間」に寄せて

新座市長

並木

傑

新座市は、首都近郊に位置しながらも、武蔵野の面

よう町内を流れる鳩川等河川の定期的な水質検査や町
型合併処理浄化槽の推進など環境に配慮した施策を実
施しております。

影を色濃く残す平林寺境内林などの雑木林が広がると

結びに貴会の長年にわたる水環境の保全に向けた活

ともに、柳瀬川、黒目川及び野火止用水が流れ、自然

動が、今後より一層充実したものとなりますよう心よ

環境に恵まれた水と緑の豊かなまちです。

りご祈念申し上げます。

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
18
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ども達を対象とした自然学習体験を、埼玉県が川のま

「シャボン玉月間」によせて

羽生市長

河田 晃明

羽生市は、埼玉県の北端に位置し、利根川の豊かな
水資源を利用した穀倉地帯で、水と緑に囲まれた自然
豊かなまちです。

るごと再生プロジェクトに指定した都幾川鞍掛橋周辺
の「くらかけ清流の郷」で毎年開催し、環境保全意識
の普及・啓発を図っております。
皆様には、今後とも美しい自然を次世代に引き継ぐ
ため、「せっけんで

この豊かな自然を守り、後世に引き継いでいくため
には、私たち一人ひとりが水環境に関心を持ち、行政・

おうちも

くらしも

地球もき

れい」を合言葉に、更に活動の輪を広げられることを
ご期待申し上げます。

市民・事業者のそれぞれが協力して環境保全に積極的
に取り組むことが必要不可欠です。本市では、単独処

シャボン玉月間によせて

日高市長

理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進や公共下水
道の整備を進め、河川の水質保全に取り組んでいると
ころです。

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

このような中、「せっけん運動」により水環境の保

楽しめる ｢ 日和田山」､ カワセミが飛び交う清流「高

全に取り組んでこられた貴会の長年にわたる活動に深

麗川」、500 万本の曼珠沙華が咲き誇る「巾着田」

く敬意を表するとともに、今後も活動の輪がより一層

など豊かな自然を身近に味わえる場所が沢山あり、巾

広がっていくことを心よりお祈り申し上げます。

着田を含む高麗郷一帯を遠足の聖地としてＰＲしてい
ます。
この自然環境を維持し、次世代に引き継いでいくた

シャボン玉月間によせて

飯能市長

大久保

勝

めには、一人ひとりの環境に対する関心や意識が大切

飯能市は、埼玉県の南西部に位置し、緑と清流に恵

全するため、浄化槽の適正な維持管理や単独処理浄化

まれ、豊かな自然環境と都市機能とが調和した森林文

槽から合併処理浄化槽への転換について重点期間を定

化都市です。

めて補助金を増額するなど、施策を推進し、ふれあい

本市の山間部には入間川と高麗川の源流があり、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おり、安心・
安全な日々の暮らしを支えています。

です。市では、生活排水による河川などへの水質を保

清流文化都市としてのふるさとづくりに取り組んでい
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、活動の輪がさらに広がりますよう心か

このような中、河川の上流域に位置する本市としま

らご祈念申し上げます。

しては、下流域に住む人々に対しても大きな責務を担
っており、市民や関係団体と連携しながら自然環境の

シャボン玉月間によせて

深谷市長

保全、維持活動に積極的に取り組むことで後世に豊か
な自然と清流を引き継いでいきたいと考えておりま
す。

小島

進

深谷市は埼玉県北西部に位置し、利根川や荒川など

結びに、貴会の活動に敬意を表しますとともに、更
なるご発展をご祈念申し上げます。

の河川を有し、仙元山公園や鐘撞堂山など緑も多く、
自然環境に恵まれています。
水環境を含むこの豊かな自然環境を守り、将来に継
承していくためにも本市では、平成 30 年３月に「深

「シャボン玉月間」によせて

東松山市長

森田 光一

谷市環境基本計画」を策定し、「安心とやすらぎを感

東松山市は、東京都心から約 50 キロメートルとい

互に連携、協働しながら各種施策に取り組んでまいる

う立地条件と恵まれた交通アクセスを背景に、比企丘

ところです。ひとりひとりが環境に配慮した取り組み

陵の緑と清流の織りなす豊かな自然に囲まれた都市と

を行うことで、河川や水環境の保全にも繋がることと

して着実に発展を遂げてきました。

考えております。

本市の水環境に対する取組として、次世代を担う子

じられるまち」を目指し、市民、事業者及び行政が相

結びに、長年にわたり、水環境の保全活動にご尽力
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されている貴会の取組みに心から敬意を表すととも

シャボン玉月間

松伏町長

に、益々のご発展をお祈り申し上げます。

鈴木

勝

松伏町には江戸川・中川・大落古利根川と３本の川

シャボン玉月間によせて

富士見市長

町長メッセージ

星野 光弘

が流れております。３本の川には魚も豊富で、昭和

荒川、新河岸川、柳瀬川をはじめとし、多くの河川

した。子供の「魚とり・魚釣り」は食卓を彩る役目を

を有する富士見市は、昔から水田地帯として豊富な水

しました。高度経済成長と共に洗剤が開発され、川の

を利用してきました。また、多くの湧き水も存在し、

堰などには泡が出はじめ、魚を食することは出来なく

都市近郊では貴重な自然環境に恵まれたまちです。

なりました。川を汚したのも人ならば、美しい川を取

その豊かな水資源を将来に引き継いでいくため、市

40 年前後までは川で取れた魚を食することが出来ま

り戻すのも人の役目だと思っております。松伏町では

民向けに「富士見市湧水マップ」を作成し、市内の小

第５次総合振興計画において「笑顔が未来に広がる

学５年生を対象に配布するなど、一人ひとりが環境に

緑あふれる

ついて考える機会を持てるよう、様々な取り組みを行

すいまちづくりに取り組んでおります。

っています。

みんなのまち！」を将来像として住みや

貴会の環境保全活動に心から敬意を表しますととも

今後も、「環境にやさしい都市宣言」を基に、心和

に、今後のご活躍を心よりお祈りいたします。

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。

「シャボン玉月間」によせて

三郷市長

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

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

心よりご期待申し上げます。

か 20 ㎞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。

シャボン玉月間によせて

ふじみ野市長

高畑

博

本市では「ふるさとの川 水辺の再生事業」として、
市民と協働で、第二大場川の浮遊ゴミを回収する活動

ふじみ野市は、北部の市境に沿って南北に新河岸川

を行っています。また、ヘイケボタル 1,300 匹を放

が流れ、沿岸には斜面林などの自然環境が残され、周

虫する「夏の夜のホタル観賞会」を開催し、好評いた

囲には水田が広がっているほか、西部地域では、武蔵

だいております。市民一人ひとりの環境保全に対する

野の面影を残す畑や雑木林など、緑豊かな環境が保全

意識を高め、環境と共生した地域社会を目指してまい

されています。

ります。

本市では平成 29 年度、第 2 期環境基本計画・前期

貴会の長年にわたる水環境保全に対する活動に敬意

行動計画（地球温暖化対策実行計画含む）を策定し、

を表しますとともに、「せっけん運動」の輪がさらに

計画内において、水環境を守る視点から、合成洗剤な

広がりますようご祈念申し上げます。

どの使用を控え、環境負担の少ない石けんの使用に務
めるなど、市民に呼びかけております。
目指すべき環境像である「みんなではぐくむ
かな住みよいまち

「シャボン玉月間」によせて

皆野町長

緑豊

ふじみ野」の実現に向け、学びと

協働や、環境にやさしいまちづくりの推進など、各種
施策を展開してまいります。

皆野町は、埼玉県の西北、秩父地域にあり都心から
80 ㎞圏域に位置し、美の山の桜や天空のポピー、秩

結びに、貴会の長年のわたる活動に敬意を表すとと

父華厳の滝など豊かな自然に囲まれた町です。

もに、貴会の活動がますます広がることをご期待申し
上げます。

石木戸 道也

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おりま
す。子どもたちや先生からは、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。

20
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貴会の皆様におかれましては、かけがえのない自然
環境を後世に残すため、長年にわたり、水環境保全活

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への
メッセージ

毛呂山町長

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。

井上 健次

今後とも、皆様の「せっけん運動」の輪がますます

毛呂山町は秩父丘陵の裾野である山林が町の４割を

広がっていきますことを心よりご祈念申し上げます。

占め、住宅地よりも多くの面積を田畑が占める、自然
豊かな町です。埼玉には海はありませんが、山から流
れる水は里を流れる川となりやがて海へつながりま

「シャボン玉月間」に寄せて

宮代町長

新井 康之

す。河川の水質を保全し生態系を守ることは、やがて

宮代町は埼玉県の北東部に位置し、さいたま緑のト

質の保全のため様々な施策や取組を行っております。

ラスト保全第５号地である山崎山の雑木林、大落古利

貴会は合成洗剤が川や海に及ぼす危険性を、生活者

根川などの河川や水路と、その豊かな水が織り成す田

の視点から石けんの良さを紹介という形で、長きにわ

園風景が美しい、自然に恵まれたまちです。

たり活動されてこられました。これまでの活動に改め

当町では、こうしたかけがえのない自然環境を永く
守り継ぎ、多くの方に自然の魅力を感じていただくた

私たち自身の命を守ることと認識し、町では河川の水

て敬意を表しますとともに、｢ せっけん運動 ｣ がます
ます発展されますよう、心より祈念いたします。

め、「五楽体験事業」と題してホタル観賞会など、各
種体験事業を行っています。せっけん運動もまた、地

シャボン玉月間によせて

八潮市長

域の水環境の維持改善につながる大変有意義な活動で
あり、当町としても、この活動が継続され、広がって

大山

忍

八潮市は、埼玉県の東南部に位置し、中川、綾瀬川、

いくことを期待しております。
結びに、関係者の皆様に敬意を表するとともに、活

大場川などの河川や葛西用水、八條用水などの水路が

動のますますの充実と発展を心からご祈念いたしま

あり水辺の環境に囲まれています。

す。

水辺の環境には多くの生きものが集まり、保護すべき
自然もあります。

「せっけん使おう！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 ㎞圏という好条件に位置し、

そうした中で本市は平成 28 年度に第２次八潮市環
境基本計画を策定し、将来の望ましい環境像である
「水と緑にふれあえる、環境にやさしいまち八潮」を
実現するために取り組んでいます。

みどり豊かな武蔵野の雑木林や三富新田に代表される

より良い環境を次世代に引継ぐために、貴会の水環

田園風景が広がる自然と都市機能が調和したまちで

境を保全する活動の輪がさらに大きく広がることをご

す。

祈念申し上げます。

本町におきましても、きれいな町を守るため、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、

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

横瀬町長

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、「せっけんで

富田 能成

横瀬町は、埼玉県の西部、秩父地域に位置し、都心
おうちも

くらしも

から簡単にアクセスできる場所にありながら、県内最

地球もきれい」を合言葉に、未来世代へ引き継ぐ美

大級の寺坂棚田や美しい里山風景が残る小さな田舎の

しい自然と豊かな循環型社会のための貴会の活動が広

町です。

がり、さらに成果を収められることを期待いたします

本町では、ここで育った子どもたちがまた帰ってき

とともに、更なる発展を心よりご期待申し上げます。

たくなるまち、訪れる方の心に残るまちを創りたいと
考えています。そのためにも、私たちの誇りである雄
大な武甲山や清らかな横瀬川、澄みわたる空気を次世
代に引き継げるよう努め、町民と力を合わせ環境保全
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
活動等に取り組んでいます。

シャボン玉月間によせて

寄居町長

貴会の長年にわたるせっけん運動は、多くの方々に
水環境への関心を深めていただく有意義なものであり
ます。今後も活動の輪がますます広がりますよう心よ
りご期待申し上げます。

花輪 利一郎

一級河川である「荒川」が町の中央を流れ、日本名
水百選に指定された「風布川日本 ( やまと ) 水 ( みず )」
を持つ寄居町は、古くからこの自然環境に支えられ、
産業と文化を発展させてまいりました。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

水環境を守り次世代へと受け渡していくため、本町

メッセージ

吉川市長

中原 恵人

では、公共下水道や農業集落排水の整備、個人設置の

吉川市は東に江戸川、西に中川が流れ、古くから水

た。昨年度からは、町で合併浄化槽を設置する公設浄

の恵みを享受してまいりました。「吉川に来て、なま

化槽事業にも着手し、より一層生活排水処理の整備事

ず、うなぎ食わずなかれ」の言葉通り、今でも割烹や

業について邁進しております。

合併浄化槽の普及促進などの事業を進めてまいりまし

料亭が多く、伝統の味を伝え続けています。

石けんの使用を広げ、環境保全に大きく貢献する貴

豊かな水環境を守るため、合併処理浄化槽への転換
促進などを積極的に行ってまいりました。

会の長年にわたる取組みに深く敬意を表するととも
に、活動の輪が今後ますます広がりますようご期待申

また、石けん利用促進のため、市民まつりでのアク

し上げます。

リルたわしの作成・配布や、マイバッグキャンペーン
でのリサイクル石けんの配布などをしております。市

「シャボン玉月間によせて」

嵐山町長

のイベントでは、水の大切さについてご講演いただき
ました。

岩澤

勝

最後に、貴会の長年にわたる環境活動に敬意を表す

本町は、埼玉県のほぼ中央部に位置し、美しい緑と

とともに「せっけん運動」の活動の輪がますます広が

清流に囲まれ、国蝶オオムラサキが生息する自然豊か

りますことを心よりご期待申し上げます。

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
多くの方に親しまれています。町南部を流れる槻川周

シャボン玉月間へのメッセージ

吉見町長

宮﨑 善雄

埼玉県のほぼ中央に位置する吉見町は、荒川と市野

辺は、さいたま緑のトラスト保全第３号地に指定され
ており、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。

川の豊かな流れに囲まれ、川の歴史とともに今日まで
歩んできました。

その美しい清流を残し、環境を守り水質を向上させ
るため、本町では、毎年多くのウグイを放流し、平成

この豊富な川の水は多くの恵みをこの地にもたら
し、私たちの生活に憩いと潤いを与えてくれました。

25 年度より川のまるごと再生プロジェクトに取り組
んでまいりました。

町では、「緑と調和した安全・安心な生活空間のあ

お蔭をもちまして嵐山町は、昨年町制施行 50 周年

るまち」を創造するため、荒川河川敷不法投棄一斉撤

を迎え、新たな 50 年をスタートすることができまし

去やごみゼロ運動といった町民との協働による水辺空

た。今後もこの原風景をしっかりと守り、次世代へ引

間の美化活動に取り組むとともに、使用する洗剤の成

き継ぐことの大切さを一層強く感じている次第であり

分や量など、生活排水対策についてホームページやチ

ます。

ラシにより啓発を図るなど、水質保全活動を積極的に
展開しています。

長年の皆様方の活動に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期待申し上げ、メッセ

貴会がせっけん運動を通じて、水環境の保全に取り

ージと致します。

組まれることは、たいへん意義深く、心から敬意を表
しますとともに、今後、活動の輪がさらに広がること
を御期待申し上げます。
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和光市長

松本 武洋

和光市は、埼玉県の南端にあり、東京都に隣接しな

すことを心から期待しています。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

旭市長

がらも、荒川沿いの農地、斜面林や湧き水など豊かな
自然に恵まれた土地です。また、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。

明智 忠直

旭市の北部には干潟八万石といわれる房総半島屈指
の穀倉地帯が広がっています。
ここは、江戸時代に椿の湖（つばきのうみ）と呼ば

当市では、「第二次環境基本計画」を策定し、市民
協働による緑地保全や地球温暖化防止実行計画を策定
する等、様々な環境施策を実施しています。

れた広大な湖を干拓して造られました。
この歴史的開発のために海まで掘られたのが現在の
「新川」であり、本地域に無くてはならない河川とし

また、市とＮＰＯ法人が協働して市内の水環境や身
近な自然が掲載された「和光市自然環境マップ」を作
成し、市内散策や環境学習に利用されています。

て市民に親しまれています。
市ではこの「新川」の良好な河川環境を維持するた
め、市民の皆様や近隣市町と協力して水質保全や浄化

貴会の長年にわたる取り組みが、豊かな自然を次世

運動の啓発活動を積極的に展開してきました。

代に引き継ぎ、環境保全を推進していることについて

また、市内全域の河川の環境保全として合併処理浄

敬意を表するとともに、今後ますます「せっけん運

化槽の設置促進をはじめ、下水道・農業集落排水の整

動」の輪が広がりますことを心からお祈りいたしま

備など、河川の水質保全に取り組んでいるところで

す。

す。
貴会のせっけん運動は市民レベルの大変意義のある
活動であり、長年にわたる活動にあらためて敬意を表
しますとともに、益々のご活躍をご期待申し上げま

千葉県

す。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

我孫子市長
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

千葉県知事

星野 順一郎

我孫子市では、より良い水環境を次世代に引き継い

森田 健作

でいくために資源循環への取り組みとして、石けんの

千葉県は、緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめ

等から排出される廃食油からリサイクル石けんを作

とした美しい海岸線、様々な動植物が生息・生育する

り、小中学校や保育園の食器、調理器具等の洗浄に活

里山・里海など、豊かで多様な自然に恵まれています。

用しているところです。また、市民の皆様のご協力を

ふるさと千葉の豊かな自然を、次世代を担う子どもた

いただき、市内の様々なイベントで石けんの使い方講

ちや孫たちに引き継ぐことは、私たちの重要な使命で

座や環境学習を行っています。

す。
県では、総合計画「次世代への飛躍

利用を推進してきました。現在も家庭や学校、事業所

今後もかけがえのない財産である豊かな自然を未来
輝け！ちば元

に残すために、市と市民・事業者の皆様と力を合わせ、

気プラン」の重点施策の一つに「みんなで守り育てる

環境に与える負荷を軽減していきたいと考えておりま

環境づくり」を掲げ、良好な水環境の保全や環境学習

す。

の推進などに取り組んでいます。

結びに、貴会の益々のご発展をお祈り申し上げ、メ

広範な環境問題に対処していくためには、県のみな

ッセージとさせていただきます。

らず、県民、市町村、事業者・団体の皆様が一つにな
って「オール千葉」で行動していくことが大切です。
「せっけん運動」を通じて水環境を守ろうとする皆
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千葉県

様の活動がますます充実し、大きな成果につながりま

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

市川市長

シャボン玉月間によせて

村越 祐民

印西市長

板倉 正直

市川市は、千葉県の北西部に位置し、江戸川を挟ん

印西市は、北部を利根川、南東部を印施沼、北西部

で東京都に隣接しながらも、緑地と水辺の自然環境に

を手賀沼に囲まれた、水と緑に恵まれたまちでありま

恵まれた環境・文教都市として発展してまいりまし

す。

た。

本市では、印西市環境基本計画において目指す環境

また、市の南部は東京湾に面しており、この貴重な

の姿を「ひとまち自然」が調和し豊かで安心できる環

水辺環境をいつまでも大切に守っていかなければなら

境で暮らせるまち

ないと考えております。

を次世代に引き継いでいけるよう取り組んでいるとこ

石けんは古代メソポタミアの時代に焼いた羊から落

いんざい

とし、この豊かな環境

ろであります。

ちた脂肪が灰に混ざる事で偶然発明されたと仄聞して

また、川や沼の水質を浄化するためには、悪化させ

います。自然に優しい石けんを我々は用いるべきなの

る原因のーつである家庭からの生活排水を浄化するこ

です。

とが大切でありますので、公共下水道の整備や高度処

本市では、平成５年に「生活排水対策推進計画」を

理型合併処理浄化槽の設置を推進するとともに、市民

策定し、現在、第三次計画に基づき、良好な水環境を

一人ひとりが、水質保全に取組んでいただけるよう、

確保するために、市民と連携して対策を進めておりま

啓発活動を行っております。

す。

今後も、水環境を保全する活動をされている皆様の

せっけん運動ネットワークの長きにわたる活動に対

ご活躍を心からご祈念申し上げます。

し深く敬意を表しますとともに、今後、活動の輪が広
ま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

浦安市長

「シャボン玉月間」によせて

市原市長

小出 譲治

市原市は、北部の臨海部には石油化学コンビナート
が立地し、全国有数の規模を誇る京葉工業地域の中核

内田 悦嗣

浦安市は、東京湾の最奥部に位置し、北は千葉県市
川市、西は旧江戸川を隔てて東京都江戸川区、東と南
は東京湾に面する、三方を海と川に囲まれた水と関わ
りの深いまちです。

をなす一方、南部には風光明媚な養老渓谷をはじめと

こうした特徴を活かしたまちづくりを推進するため

する、水と緑豊かな里山の風景が広がる自然に恵まれ

には、「人と自然が共生する循環型都市を実現する」

たまちであります。

ことが重要となるため、これを基本理念とする一般廃

本市では、環境と経済のバランスが取れた持続可能
な社会を次世代に引き継ぐため「誇りの持てる 環境

棄物処理基本計画を昨年度改訂し、様々な環境施策に
取り組んでいます。

を 未来へ」を基本理念とした「市原市環境基本計画」

本計画においては、廃食油を回収し、そこからでき

に基づき、市民や事業者と連携し、さまざまな取組を

たリサイクルせっけんを市民へ配布する事業の拡充も

進めています。

位置づけております。

貴団体による長きにわたる水環境保全活動は、快適
で安全な生活環境の保全に大変意義深いものであると

今後もより一層「せっけん運動」の輪が広がり、ご
発展されますよう心よりお祈り申し上げます。

敬意を表しますとともに、皆様の活動の輪がより一層
広がることを心よりご祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

シャボン玉月間によせて

佐倉市長

メッセージ

鎌ケ谷市長

清水 聖士

蕨

和雄

佐倉市は、千葉県北部に位置する自然環境の豊かな

鎌ケ谷市は、千葉県の北西部、北総台地のなだらか

街でございます。特に、印旛沼を中心とした水辺は、

な緑の大地の上に広がる総面積 21.08 平方キロメー

本市を象徴する自然環境であり、良好な地域環境を維

トル、人口は平成 30 年４月１日現在で、109,782 人

持していくために欠くことのできない重要な構成要素

（住民基本台帳人口）の都市です。

と捉えており、早くから下水道整備や高度処理型合併

市内には、東武野田線・新京成・北総線・成田スカ
イアクセス線の鉄道４線と道路網が発達しており、都
心から 25 キロメートル園内にあることから、首都近
郊の住宅都市として発展してきました。

処理浄化槽の設置補助などの水質改善対策に積極的に
取り組んできたところです。
豊かな自然環境を維持し、次世代へ継承していくた
めには、地域住民の方々の理解と行動が不可欠です。

本市は、手賀沼水系、印旛沼水系及び東京湾に流れ
ていく真間川水系の最上流部となっているため、最上
流部での浄化対策を進めることの重要性を認識し、公
共用水域・家庭雑排水処理施設の水質調査などを継続

貴会の活動が広く周知され、多くの方々の環境意識が
醸成されますことを期待いたします。
結びに、貴会の益々のご発展を祈念申し上げままし
て、ご挨拶とさせて頂きます。

して実施しています。
最後になりましたが、貴会の環境保全に対する取り

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

山武市長

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。

松下 浩明

山武市は、日本と世界をつなぐ成田国際空港まで約
10 ～ 30 ㎞、都心まで約 50 ～ 70 ㎞の距離にあり、

シャボン玉月間によせて

栄町長

岡田 正市

九十九里浜のほぼ中央に位置しています。東に九十九

栄町は、周囲を利根川・印旛沼・長門川・将監川に

丘陵地帯のある、豊かな地域資源や恵まれた環境を有

囲まれた水源豊かな町です。

里海岸地帯、中央に沖積平野、その後背地として西に
しています。

町では、この環境を保全し、河川、湖沼の水質浄化

夏季にはマリンレジャーを楽しむたくさんの方々

の推進を図るため、公共下水道の整備や合併浄化槽の

が、山武市においでになります。また市の中心部から

設置費補助制度を活用した普及、促進に努めるととも

北西部には田園風景が広がる平野部と、森林の木々が

に、水質保全に対する啓発活動の一環として、町民と

生い茂る自然豊かなまちです。

の協働による河川清掃を行うなど各種事業に取り組ん
でおります。

山武市内には、作田川及び木戸川が流下し、灌漑用
の水源として利用されています。これらの自然環境を

今日の環境問題は、日常生活や事業活動に伴う環境

未来の子どもたちに継承するため、市では合併処理浄

負荷の積み重ねにより生じているものといえ、豊かな

化槽・農業集落排水の設置を推進しております。また、

自然環境を守るためには、私たち一人ひとりが自らの

取り組みとして、きれいな地下水を守るための汚染防

暮らしを見直すことはもちろんのこと、行政のみなら

止活動や幼稚園・小中学校に環境にやさしい無添加石

ず、住民、事業者相互の協力が大変重要なものと考え

けんの使用を呼びかけていきます。

ています。

結びに、貴会の取組が様々な形で普及されるように

貴会の「せっけん運動」は日々の生活から水環境を

ご発展をご祈念申し上げます。

保全する活動で大変意義深いものであり、長年にわた
る活動に対し深く敬意を表するとともに、今後ますま
す活動の輪が広がりますことをご期待申し上げます。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
シャボン玉月間によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

酒々井町長

小坂 泰久

匝瑳市長

太田 安規

酒々井町は、遥か昔から水運と漁労など、印旛沼の

匝瑳市は、千葉県の北東部に位置し、北部は谷津田

恩恵を受け、水辺と里山による豊かな自然環境に恵ま

が入り組んだ台地を形成し、里山の自然が多く残され

れた中で繁栄をしてきました。

ています。また、南部は市街地を除いて田園地帯が広

また、飲料水のほとんどを地下水に依存しており、

がり、南端は九十九里海岸に面しています。

この良質な水源を守り、未来の子供たちに引き継ぐこ

市では、この恵まれた自然環境をかけがえのない貴

とが重要であると考えております。町内の河川全てが

重な財産として、後世に引き継いでいくため、市内８

印旛沼に流入していることから、浄化対策の重要性を

河川の水質測定を定期的に実施するとともに、合併処

常日頃から強く認識しており、公共下水道の整備促進

理浄化槽の設置促進やＥＭ菌（有用微生物群）を活用

をはじめ、高度処理型合併浄化槽の設置に対する助成

した水質浄化対策等を行っています。今後とも、市民

を実施するなど、点源対策に努めております。また、

や事業者等との協働を基調に、水環境の保全に取り組

ファーストフラッシュへの面源対策として、雨水浸透

んで参ります。

施設や雨水貯留施設の設置及び調節池等の整備を推進
しております。

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

さらに、町民一人ひとりの環境保全に対する意識を

ことを祈念いたします。

高め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

シャボン玉月間によせて

袖ケ浦市長

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

出口

清

袖ケ浦市は、自然環境との調和や資源・エネルギー

もに、今後、なお一層の活動の輪が広がりますことを

問題等に総合的かつ計画的な取組みを進めるため、平

心よりご期待申し上げます。

成 25 年度に「環境基本計画」を改訂し、安全で快適
｢ せっけん使おう ! ７月はシャボン玉月間 ｣ によせて

白井市長

伊澤 史夫

なうるおいのある環境都市の実現に向けて各種環境施
策を推進しております。
地球環境の変化とともに、地域の環境問題も複雑

白井市は、千葉県北西部に位置し市内に広がる豊か

化・多様化しています。これらの課題を克服し、一人

なみどりが生み出す自然環境と都市部との調和の取れ

ひとりが環境保全の意識をもち、水環境の保全をはじ

たまちづくりを行っています。

めとする各種活動に積極的に取り組んでゆく必要があ

また、本市は、自然環境の豊かさを知り育むため、

ると考えております。

環境学習の一環として市内の水辺で採集した生物を

こうした中、貴会が行っているせっけん運動による

「白井の水辺の生き物たち」と称し広く紹介していま

水環境を保全する取組みは、非常に意義深いものであ

す。

り、この取組みが多くの人に理解され、活動の輪が広

これらの生物は、豊かなみどりとともに守り、後世

がることを心からご期待申し上げます。

に残さなければならない大切なものです。
この豊かな自然環境を生かし、水辺や緑地を維持す

シャボン玉月間によせて

千葉市長

るとともに、公共用水域や地下水の水質調査や生活排
水対策に対する意識啓発など、環境保全に積極的に取
り組んでいるところです。

熊谷 俊人

千葉市は、首都圏の主要な都市でありながら、里山

貴会の長年にわたる水環境を守る運動に敬意を表し

や谷津田、長大な人工海浜など、豊かな緑と水辺を有

ます。より多くの皆様に活動の輪が広がり、大きな成

し、市域の中で都会と田舎が近い距離で共生する環境

果となることをご期待申し上げますとともに、貴会の

が形成されています。

ますますのご発展をご祈念申し上げます。

この豊かな自然の魅力をさらに高めるため、公園整
備や、市民参加による「谷津田の保全」、「水辺環境
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の保全推進」など、水環境の保全に取り組んでいま

シャボン玉月間に寄せて

流山市長

す。
貴会が取り組まれている石けんを通じた水環境の保

井崎 義治

全活動は、豊かな自然はもとより、未来の子どもたち

せっけん運動ネットワークの皆様方の地域環境の保

の為にも有意義なものであり、長年にわたる活動に敬

全に向けた積極的な活動に敬意を表するとともに、皆

意を表するとともに、活動の輪が今後ますます広がる

様方の日頃からの取組に心から感謝申し上げます。

ことを心から祈念いたします。

河川や湖沼などの水環境の保全のため、地域住民や
事業者等の協力のもと、化学物質の使用を極力減らす
皆様方の長年の取組により、着実に水質は改善してき

「シャボン玉月間」によせて

東金市長

鹿間 陸郎

ました。

交感都市

東

整備を進めるほか、単独処理浄化槽から、生活排水を

金」を基本理念に、市民共有の財産である森林、農地、

一緒に処理できる合併処理浄化槽への転換を引き続き

水辺など本市の豊かな自然環境を守り、次世代を担う

鋭意推進してまいります。

東金市では、「人・自然

ときめき

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。

本市では、さらなる水質改善に向け、公共下水道の

水質改善はもとより、水環境の保全に取り組む皆様
方の今後ますますの御活躍と御健勝を心から祈念申し

なかでも地球上の生命を育む水を守ることは特に重

上げます。

要であり、河川や沼地などの水辺にかつての生き物が
戻り、きれいな水が豊富に安定して流れるまちを目指

シャボン玉月間に寄せて

習志野市長

し、関連自治体や住民との連携や協力による対応を推
進しています。

宮本 泰介

貴会による「せっけん運動」は、水環境の保全にお

習志野市は千葉県北西部に位置し、ラムサール条約

いても大変有意義なものであり、今後、活動の輪がよ

登録湿地である谷津干潟があります。特にシギやチド

り広がり、更に発展されることを祈念いたします。

リなどの水鳥にとって、渡りの中継地として大変重要
な場所です。
本市では、「谷津干潟の日フェスタ」や「環境フェ

シャボン玉月間によせて

富里市長

相川 堅治

富里市は，北総台地の豊かな緑とみずみずしい農の

ア」を通じて、身近な環境問題への理解を深め、一人
一人が日常生活で実践できる環境保全への取り組みを
啓発しております。

恵みにいだかれた自然豊かなまちです。農地が広がる

貴会が取り組まれている「せっけん運動」を通じ

中に牧場が点在し，市の文化や歴史を今に伝えていま

て、多くの方々が水環境の保全への関心が高まること

す。

を期待するとともに、今後ますます活躍の輪が広がっ

本市では，この自然環境を守るため，「豊かな自然

ていくことを心より祈念いたします。

に抱かれた安心して暮らせるまち富里」を望ましい環
境像として掲げ，市民・事業者・行政が協働してさま

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

成田市長

ざまな環境施策に取り組んでおります。
貴会による「せっけん運動」は，大変意義深い活動
であると敬意を表しますともに，今後益々のご発展を
心からお祈り申し上げます。

小泉 一成

成田市は、古くから印旛沼や利根川などから水の恩
恵を受けてきた、自然豊かな都市です。
本市では「生活排水対策推進計画」を策定し、その
基本理念の「きれいな水を取り戻し守る」ための各種
施策を展開しております。その施策を効果的に推進す
るためには、市民・事業者・行政が協働して水質浄化
に向けた取り組みを行っていくことが重要であると考
えております。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
貴会の身近な排水対策である石けん運動を通して、

「シャボン玉月間」によせて

松戸市長

水環境保全に取り組み続けてこられましたことに敬意
を表しますとともに、今後益々、活動の輪が広がりま
すことを祈念申し上げます。

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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

野田市長

鈴木

れており、東京都と隣接する本市の人口は約 49 万人

有

を数えます。都市型河川の水質は、生活排水による影

野田市は、千葉県の北部に位置し、東を利根川、西

画」や「松戸市総合計画第 6 次実施計画」において、

を江戸川、南を利根運河が流れ、豊かな水と緑に恵ま

河川の水質保全や衛生的な生活環境向上に向けた取り

れた多彩な自然環境に包まれたまちです。

組みを推進しているところでございます。

響が大きく、本市では「第２次生活排水対策推進計

野田市では、これまで農薬や化学肥料をできるだけ

このような中、貴会の活動は、より良い環境を未来

使わない昔ながらの米づくりや、田んぼと水路をつな

へ引き継ぐための水環境の保全に大きく寄与するもの

ぐ魚道の整備など、里地・里山の自然を再生する取組

であり、皆様の長年の活動に敬意を表しますととも

を進めてきました。

に、今後ともこの活動の輪が広がり、より多くの方の

その結果、カエル、ドジョウ、ホタルなどたくさん

環境意識が高まることを期待しております。

の生き物が戻ってきています。
この環境を次世代に引き継いでいくため、江戸川ク
リーン作戦をはじめ、市民の皆さまとも協働しなが

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

八街市長

ら、今後もこの豊かな水環境をつないでいきます。
貴会の長年にわたる水質保全活動に敬意を表します

北村 新司

八街市は、肥沃な土壌環境を活かした農業が盛んで

とともに、今後ますますのご発展をご祈念申し上げま

あるとともに、ホタルを始め多種多様な生物が生息す

す。

る水辺や里山など緑豊かな自然を有しています。
本市では、「緑豊かな自然と共生する街」を目標の

シャボン玉月間に寄せて

船橋市長

松戸

徹

船橋市は、人口 63 万人を超える都市でありながら、

一つとして、市内河川等の水質測定や、公共下水道の
整備・接続の推進、高度処理型小型合併処理浄化槽の
設置促進などの生活排水対策に取り組んでいます。

生き物を育む貴重な浅海域の東京湾三番瀬、田園風景
を感じさせる農地や樹林地、これらを繋ぐように市内

また、使用済み植物性食用油の拠点回収を行い、水
質の保全を図っております。

中央部を流れる海老川などがあり、多様な環境が織り
成されています。

この恵まれた自然環境を維持し、次世代への引き継
ぐためには、今、直面している環境問題に一つ一つ取

とくに水環境の保全に関しては、市内全域における
公共下水道の普及を目指すとともに、平成 29 年３月

り組み、市民一人一人が環境保全に対する意識の高揚
を図っていくことが重要であると考えております。

には「船橋市生活排水対策推進計画」を改訂し、家庭

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

からの汚濁水の排出を減らすための啓発を行っていま

とともに、活動の輪が今後も大きく広がっていきます

す。市民の皆様のご協力やこれまでの取組みにより、

ことを心より、ご期待申し上げます。

河川、海域の水質は着実に改善しておりますが、引き
続き生き物が豊かに棲み、潤いの感じられる水辺とな

シャボン玉月間によせて

八千代市長

るよう取り組んでまいります。
環境を良好に維持していくうえで市民・事業者・行

服部 友則

政との連携が欠かせません。引き続き貴会が環境保全

八千代市は 、首都 30 キロ圏に位置し、住宅都市と

意識の高揚に向けて、ご活躍されることを期待しま

して発展しながらも、新川 ( 印旛放水路 ) が南北に流

す。

れ、その流域には多様な生きものが生息する谷津・里
山が点在する自然豊かな街です。
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東京都

この谷津・里山を次世代に引き継いでいくため、本
市では独自に「八千代市谷津・里山保全計画」を策定
し、保全や再生、活用の取り組みを行っております。

東京都

また、今年度は新たな試みとして、身近な水環境に
興味を持ち、豊富な知識を身につけることで環境に配
慮した行動ができるよう、親子で印旛沼について学ぶ
体験学習会を開催いたします。
おわりに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま
すとともに、今後ますますのご活躍を心より祈念申し

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

上げます。

メッセージ

昭島市長

シャボン玉月間によせて

四街道市長

佐渡

斉

臼井 伸介

昭島市は、豊かな湧水と緑に恵まれた東京都内で唯
一、深層地下水 100％のおいしい水道水を飲むこと

首都 40 ㎞圏内に位置する四街道市は、緑豊かな自

ができるまちです。かけがえのない水や緑といった自

然環境に恵まれた住宅都市として発展してきました。

然環境を次世代に引き継いでいくために、「環境との

市域には４本の河川が流れており、うち３本が印旛沼

共生」をまちづくりの理念のひとつとして様々な施策

に流入しています。

を進めてきました。今年度も友好都市との環境連携交

「みどりと都市が調和したうるおいのあるまち」の

流事業等をはじめ、市民に身近な地球温暖化対策を推

実現を目指す当市では、水質改善と自然環境の再生を

進してまいります。また、以前より市役所庁舎内では

図るため、河川水質調査の実施や公共下水道の整備・

合成洗剤を使用せず石けんを使用することに積極的に

接続の推進など各種事業を実施しています。

取り組んでおり、今後も日常生活の中で「水環境」に

また、市民、事業者の皆様と行政が一体となってそ

関する意識の向上と環境施策の充実を図っていきま

れぞれの役割を果たしていくことが、四街道市の豊か

す。貴会におかれましては、長年の水環境保全活動に

な自然環境を次の世代に継承していく上で大切である

敬意を表しますとともに、それぞれの地域で今後も活

と考えております。

動の輪が広がりますことをご期待申し上げます。

貴会の「せっけん運動」を通じた水環境の保全に対
する取り組みに敬意を表しますともに、今後とも活動
の輪がより一層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

あきる野市長

澤井 敏和

あきる野市は、市域西部に広がる山々や多摩川の支
流である秋川、平井川などの清流が市内を流れ、豊か
な緑と水に育まれたまちです。この豊かな自然環境を
守り、次の世代へと引き継いでいくことは私たちの責
務であります。本市では、美しい自然と魅力あふれる
まち並みの中で、誰もがつい歩きたくなるまち、住み
続けたいと思うまちを目指して第２次環境基本計画を
策定し、この自然を市民の共通の財産として捉え、市
民、事業者、行政の協働のもと更なる環境保全に取り
組んでいるところです。豊かな自然を保全するために
は、きれいな水環境を守る必要があります。
貴会の取り組みが次世代への豊かな自然の継承に繋
がりますよう、心より祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
らに、雨水の涵養による湧水の維持や河川水量・水質

シャボン玉月間に寄せて

足立区長

近藤 やよい

の改善につなげるために、雨水浸透ますや雨水貯留タ

足立区は四方を川に囲まれ、河川敷などの水辺空間

果、いまでは区内の河川にカワセミが営巣するなど、

は区民の憩いの場となっています。

ンクの助成を行っています。このような取り組みの結
少しずつ自然が回復してきました。今後も、区民・事

区内を流れる河川の水質は下水道の普及等により、
ここ数十年で大幅に改善され、綾瀬川の汚れは、20

業者と連携しながら、持続できる快適環境の実現に取
り組んでまいります。

年前と比べて、約６分の１の数値になりました。更な
る水質の改善には、環境への負荷の少ない製品の使用

末筆になりますが、貴会の活動の輪がますます大き
くなることを期待しております。

など、一人ひとりの地道な取り組みが不可欠です。
貴会のこれまでの活動が河川環境の保全へとつなが

シャボン玉月間によせて

稲城市長

ることを期待するとともに、区でも節水や雨水利用の
促進による循環型社会の実現、不法投棄対策等による
生活環境の保全等に取り組んでまいります。

髙橋 勝浩

稲城市は、多摩川の清流に代表される豊かな水と多
摩丘陵の緑につつまれたまちです。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

シャボン玉月間によせて

荒川区長・特別区長会会長

西川 太一郎

全に対する意識の向上と私たち一人ひとりが身近な生

荒川区では、区境を流れる隅田川が魚の住みやすい

本市では、今年も上谷戸親水公園で、幻想的で美し

場所になるよう、水質浄化に向けた啓発を行ってまい

く舞うホタルを見ることができました。また、６月に

りました。

は大丸用水に色鮮やかなあじさいの花が咲き誇りまし

活の中で行動に移していくことが大切です。

水環境の保全は自治体だけでなく、そこで暮らす

た。私たちの心に潤いをもたらす美しい水辺の中で、

人々と長い年月をかけて、一丸となって取り組んでい

今後も良好な住環境を守り、まちづくりを進めてまい

かなければなりません。

ります。

今年度から当区では、未来の地球環境を守る子ども

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

たちを対象に、年間を通じて環境を学ぶ「あらかわエ

とともに、活動の輪が今後も大きく広がますことを心

コジュニアクラブ」を立ち上げました。この取組をは

よりご祈念申し上げます。

じめ、子どもから大人まで区民一人一人が環境に高い
意識を持ってもらえるよう、様々な事業を展開してま

「シャボン玉月間」に寄せて

江戸川区長

いりたいと考えています。
住民の暮らしと健康を守る良好な水環境を次世代に
引き継いでいけるよう、貴会の活動の更なる発展を御
期待申し上げます。

多田 正見

三方を川と海に囲まれた江戸川区は、水とみどり豊
かなまちです。また、区内を縦横に走る親水公園・親
水緑道は、合わせて 23 路線・総延長 27km にも及び、
区民の暮らしに潤いとやすらぎを与えています。

「シャボン玉月間」によせて

板橋区長

坂本

健

江戸川区は古くから「水」を活かしたまちづくりを
進め、区民と共に「水環境」を大切に守ってきました。

板橋区では、環境基本計画 2025 に掲げた環境像

そうした中、昨年度には第２次エコタウンえどがわ推

「人と緑を未来へつなぐスマートシティ“エコポリス

進計画を策定し、区民・事業者・行政が一体となって、

板橋”」の達成に向けた行動を推進しています。また、

環境にやさしい「日本一のエコタウンづくり」を進め

2015 年に国連サミットで採択されたＳＤＧｓの中で

ています。

生物多様性の保全がうたわれています。区では、水辺

日々の暮らしの中で、「水」は最も身近で大切なも

環境の保全と生物多様性を守るため河川等の水質調査

のです。引き続き、環境に負荷の少ない製品を使用

や生物調査を行っており、これらの調査結果は、冊子

し、未来に向けて「水環境」を守っていかなければな

「環境白書」やホームページでご覧いただけます。さ

りません。長年にわたり、「せっけん運動」を通して
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水質保全活動に取り組まれている貴会に心から敬意を

「シャボン玉月間」に寄せて

葛飾区長

表するとともに、より一層の発展を祈念いたします。

青木 克德

葛飾区は７つの河川に囲まれており、豊かな生態系

シャボン玉月間に寄せて

青梅市長

浜中 啓一

や景観を育む水辺は貴重な自然環境となっています。

青梅市は、多摩川をはじめとする数多くの清流が流

飾あらかわ水辺公園には、水辺環境の再生を目的にワ

れ、市域の約６割が森林に囲まれた、自然豊かな水と

ンドなどを設け、自然と触れ合える場所として多くの

緑のまちです。

区皆に親しまれています。

そして、河川沿いに整備された西水元水辺の公園、葛

中でも、環境省の名水百選に選ばれた御岳渓流は、

区では、こうした自然環境の保護と回復を図るた

秩父多摩甲斐国立公園にあり、四季を通じて、多くの

め、２つの「自然保護区域」と６つの「自然再生区域」

方々に愛されています。

を独自に指定し、清掃・管理とともに定期的な調査を、

現在策定中の生物多様性地域戦略では、山・里・川・
まち～自然の恵みを守り、活かし、みんなで未来につ
なぐまち青梅～を目指し様々な施策に取り組むことと
しております。

河川の水質調査や川に親しむイベント等を幅広く手掛
ける区民の皆さんと協働で実施しています。
私は引き続き、皆さんと協働して「きれいな水」に
囲まれたまちづくりを進めていきます。今年も一緒に

水環境の保全を図る貴会の長きにわたる取組が更に

頑張りましょう！

多くの方の共感を呼び、より一層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

北区長

シャボン玉月間に寄せて

大田区長

松原 忠義

大田区は、多摩川や呑川などの大小の河川、干潟や

花川 與惣太

北区には、荒川・新河岸川・隅田川・石神井川が流れ、
飛鳥山公園に代表される公園や身近な樹林は、日々の
暮らしに潤いと豊かさをもたらしています。

海辺のある臨海部など、貴重で多様な水辺環境に恵ま

一方では、地球温暖化が進み、海面水位の上昇や異

れています。一方で、全国有数の工業集積を抱えるも

常気象による自然災害の深刻化、生態系の変化など、

のづくりのまちとして発展してきました。

私たちの暮らしに大きな影響を与えるとされていま

そうした中で、環境に関する様々な課題も抱えまし

す。

たが、多様な主体との連携・協働を通じて、解決に取

そのため、区では、地球温暖化の防止及び環境共生

り組み、快適で安全な暮らしの実現に努めてきまし

都市の実現に向け、今年３月に第２次北区地球温暖化

た。

対策地域推進計画を策定し、今後も低炭素社会、循環

現在も関連自治体と連携して、多摩川の自然環境保
護や呑川の水質浄化対策等に取り組んでいます。

型社会づくりの取組みを進めてまいります。
貴会が長年にわたって取り組まれている活動に深く

豊かな水環境を守り、美しい自然を継承していくた

敬意を表しますとともに、一人でも多くの方が参加

めに、貴会の活動の輪が一層広がっていくことをご期

し、環境保全の輪が広がっていくことを期待していま

待申し上げます。

す。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
雨水浸透ますの設置費補助金制度、河川等の水質分析

「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 25km 圏内に位置している
ことから、高い交通利便性を持ちつつも、豊かな自然

などを実施しております。
貴会のせっけん運動の取り組みを通して、環境保全
への意識が広がり、水環境の保全活動の輪がより一層
発展されますことを願っております。

環境をも併せ持つ生活文化都市です。
その住環境の良さは、昨年度実施した「市政世論調

シャボン玉月間に寄せて

江東区長

査」において、約７割の方々が今後も住み続けたいと
望んでいる結果からも伺い知ることができます。

山﨑 孝明

過去には、結核の療養には最適な環境であると考え

江東区は、隅田川、荒川、東京湾に囲まれ、区内に

られ、昭和の初めには、東京府立東京病院を始めとす

は、江戸時代から整備された小名木川など、多くの内

る数多くの結核療養施設が開設され、東洋一のサナト

部河川や運河が走る水彩都市です。

リウムの街として知られていました。清瀬駅南側一帯

区は、まちづくりの目標として、「水と緑豊かな地

のこの地域は現在に至ってもなお医療機関が集積して

球環境にやさしいまち」を目指しており、親水公園を

いる実態があり、そのことからも環境のすばらしさは

はじめ、区民が自然に親しめる空間づくりを進めてい

実証されていると言えます。

ます。昨今、海を汚すマイクロプラスチックの問題

そうした自然環境も、高度成長の波の中で破壊さ

は、生態系や人体への悪影響を懸念した、新たな地球

れ、市内を流れる柳瀬川は生活雑排水などにより水質

環境の課題となっていますが、区民一人ひとりが環境

が極めて汚染された時期もありました。

に配慮した行動を身につけることが大切であります。

しかし、市民の皆さんによる地道な環境保護活動の

貴会が長年に渡って進めている「せっけん運動」も

結果、現在のように鮎が遡上するほどの美しさを取り

環境を守る大切な運動であり、今後とも活動の輪が広

戻すに至っております。その流れを受け継ぎ、今でも

がることを期待しております。

多くの市民の皆さんに、市内一斉清掃や川の清掃をは
じめとする環境保護活動に積極的に取り組んでいただ

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

小金井市長

いております。
皆様が続けられている「せっけん運動」は、自然環
境を第一に考える当市にとっても大変意義深いことで
あります。

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

市では、この運動に賛同し、取り組みの推進を図っ

などの恵まれた自然環境があります。このような宝を
守り、より良くすることで、より誇りの持てるまちに

てまいりたいと考えております。
今後も、貴会がますます発展し、活動の輪が広がり

生まれ変わることができます。
小金井市では、「第２次小金井市環境基本計画」が

ますことをご期待申し上げます。

目指す環境像「緑・水・生きもの・人…わたしたちが
心豊かにくらすまち小金井」の実現に向けて、市民、

シャボン玉月間によせて

国立市長

永見 理夫

事業者、教育機関と協働し、よりよい環境づくりに取

国立市の南部地域には、多摩川、矢川をはじめとし

身近に取り組むことができる貴会の「せっけん運

て多くの河川・用水が存在します。なかでも、美しい

動」の輪が、環境保全意識の高揚に寄与するととも

透明度を誇る「ママ下湧水」や「常磐の清水」は、東

に、ますます広がっていくことを期待しております。

り組んでいます。

京の名湧水 57 選に選定されるなど、豊潤な自然が多
く残っております。
当市では、水循環基本計画を定めて、雨水のかん養
や水質の向上などの総合的な水環境保全に取り組んで
おります。本年度は、地下水のかん養施策基礎調査を
踏まえて、湧水の復活・保全施策を検討するとともに、
32
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シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間に寄せて

国分寺市長

井澤 邦夫

品川区長

濱野

健

国分寺市は、第二次国分寺市環境基本計画におい

品川区は昨年度、新たな環境施策の基本方針である

て、「未来の子どもたちへ引き継ぐこくぶんじの豊か

「品川区環境基本計画」を策定し、「みんなで創り育

な環境」を望ましい将来像と定めています。

てる環境都市」を将来像と掲げ、さまざまな施策を推

市内には、国分寺崖線や環境省選定名水百選に認定
されたお鷹の道・真姿の池湧水群など豊かな緑と水に
彩られ、武蔵野の面影を残しています。

進しているところです。
その中で水環境の分野では、区内に有する目黒川や
立会川、沿岸部の運河等の水質改善や、水辺に親しめ

この豊かな緑と水を未来の子どもたちへ引き継いで

る空間の整備等を進め、区民・事業者と連携しながら

いくため、市施設内での合成洗剤の使用を控え、可能

自然を身近に感じることができる、やすらぎのあるま

な限り無添加せっけんを使用する取組みを継続して行

ちを目指しています。また、１人ひとりの環境に配慮

っていきます。

した、ちょっとした行動が、自然と身についていくこ

今後も市民や事業者の皆様と連携した様々な環境施
策を推進していきたいと考えています。

とも大切であり、その普及啓発にも取り組んでいま
す。

最後に貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますと

さて、品川区では、シティプロモーション事業とし

ともに、今後の更なるご活躍とご発展を祈念申し上げ

て、「わ ! しながわ」というキャッチコピーのもと、

ます。

区の魅力を全国的に発信しています。
この水環境を守る視点から発展した貴会の活動の

「せっけん使おう！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、「 美 し い 日 本 の 歩 き た く な る み ち
５００選」や「新日本歩く道紀行１００選

水辺の

「わ！」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。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への
メッセージ

渋谷区長

道」にも選ばれた「小平グリーンロード」があります。
玉川上水、野火止用水、狭山・境緑道を軸とし、たく
さんの緑に囲まれたその遊歩道は、市民の憩いの場と
してたいへん親しまれております。

長谷部

健

渋谷区では、本年「渋谷区環境基本計画 2018」を
策定し、「くらし」、「みどり・生きもの」、「資源・

このような緑豊かな自然環境を将来にわたって残し

ごみ」、「エネルギー・温暖化対策」、「意識」の５

ていくためには、日常生活の中で私たち一人ひとりが

つの分野を柱として環境保全への取り組みを進めてい

環境との関わりを意識し、環境に配慮した行動をとる

ます。

ことが大変重要であると考えております。そのため、
本市では、「循環・調和・協働のわを大切に
で気持ちよく暮らせるまち

渋谷区で暮らし、働き、学び、訪れる人々、一人ひ

みんな

とりの環境へ配慮する行動が、持続可能な社会を実現

こだいら」の実現にむ

する力を生み出し、さらに人々の意識と行動を変革す

け、市民・事業者・市がそれぞれ主体となり、また協
力・連携しながら環境の保全に向け、取り組んでまい
ります。

る仕組みづくりを目指しています。
渋谷区で暮らす人だけでなく、あらゆる人にとって
身近な「水」は、私たちの生活を支える大切な資源で

最後に、未来の子供たちに良好な環境を残すための

す。様々な人々が水資源に対する環境意識を高め、貴

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、

団体の活動が益々広がっていくことを心より祈ってい

今後も更なるご活躍とご発展を祈念申し上げます。

ます。

sekken undou network せっけん運動 № 187

2018.9.28

33

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

新宿区長

シャボン玉月間によせて

吉住 健一

世田谷区長

保坂 展人

新宿区では、区の外周を囲む河川や緑地を、「水と

世田谷区は、みどりの生命線と呼ばれる国分寺崖線

みどりの環」と位置づけ、親水空間づくりを進めてい

があり、崖線からの湧水を集めて流れる野川や仙川は

ます。

多摩川へと注いでいます。豊かな水辺を形成している

特に神田川は、区民により結成された「神田川ファ

多摩川では、隣接する川崎市とともに、毎年花火大会

ンクラブ」が、水質調査や水生生物調査を実施するな

が開催され多くの方々が河川敷で、夜空に咲く花火を

ど、水環境とふれあい、区民の水環境保全意識を育む

楽しんでいます。

場となっています。

昨年、ゲリラ豪雨と雷で中止になったため、今年は

都市に潤いや安らぎの場を与えてくれるこの「環」

川崎・世田谷ともに 10 月 13 日の開催となりました。

を次の世代に引き継ぎ、「持続可能な環境都市・新宿」

当区では、河川の水質や水生生物の調査を実施し、水

を実現するため、様々な環境施策を推進してまいりま

質汚濁の状況や河川環境の実態を把握することで、河

す。

川水や地下水などの水環境の保全に努めています。

貴会の「せっけん運動」を通じて、より多くの方が

今後も豊かな水環境を守り次の世代に引き継げるよ

水環境保全への意識を高め、次の世代につながってい

う、区民、事業者、行政が一体となって環境に配慮し

くことをご期待申し上げます。

た活動を進めていきます。
これまでの貴会の長年の取り組みに敬意を表すると
ともに、その輪の広がりとますますの活動の発展を祈

シャボン玉月間によせて

杉並区長

田中

良

杉並区では、「区民一人ひとりが創る持続可能な環

念申し上げます。
シャボン玉月間によせて

立川市長

境住宅都市」の実現を環境基本計画の目標に掲げ、環
境負荷の低減や循環型社会を目指す取組みなどを行っ

清水 庄平

ております。また、市街化が進む中、区内にはまとま

立川市は、多摩川の清流と玉川上水の分水によって

ったみどりや、河川を中心とした良好な水辺環境も存

開拓された農地、武蔵野の雑木林など豊かな自然に恵

在していることから、こうした自然の保全についても

まれています。この自然を次の世代に引き継いでいく

重要な課題となっております。

ためには皆さん一人ひとりの取組はもちろん、地域、

環境問題を解決するには、区、区民、事業者がとも
に考え、それぞれの役割と責任を分かち合い行動しな

事業者等との連携・協働した取組の推進が欠かせませ
ん。

ければなりません。今を生きる我々は、健康で安全に

市の長期総合計画の中でも、自然の豊かさや大切さ

暮らすことができる環境を次の世代に引き継いでいく

を理解するための情報を発信し、意識啓発を図ってい

必要があると考えております。

くことや、市民意識や生活の多様化に応じた協働のあ

長年にわたる貴会の水環境を保全する取組みに敬意
を表するとともに、豊かな自然を残していくため、今

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。

後の活動がますます発展されるよう期待します。

長年にわたる貴会の環境への取り組みに敬意を表す
とともに、今後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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「2017 シャボン玉月間」によせて

多摩市長

シャボン玉月間に寄せて

阿部 裕行

多摩市は清らかな水や緑に囲まれた安らぎのあるま
ちです。

豊島区長

高野 之夫

日本一の高密都市である豊島区は、様々な環境施策
に積極的に取り組んでまいりました。その中でも、み

1960 年代、多摩川は流域の人口の急増と合成洗剤

どり豊かな環境都市を目指し、「グリーンとしま」再

の普及に伴い水質が悪化し、泡で覆われるという事態

生プロジェクトを立ち上げ、地域のみなさんと共に、

に見舞われました。その後、洗剤メーカーによる環境

「小さなところでも森はできる」という信念を持っ

に負荷をかけない製品の開発と下水道の整備により、

て、植樹を進めてまいりました。今年はプロジェクト

水質も大幅に改善し、現在は清流の魚といわれる鮎が

発足から 10 年を迎え、10 万本を達成する予定です。

遡上するまでになりました。

また、水環境保全の一環として、廃食油の回収を実施

これは、家庭や学校で、川をきれいにしようという
意識が浸透してきたことと市民による合成洗剤ではな
く粉せっけんをという粘り強い運動の成果だと思いま
す。

して、自然由来の石けんとしてリサイクルし、区施設
で利用しております。
このような事業を通じ、限りある資源の有効性や環
境保全について、区民の皆さんに訴えているところで

本市では、昨年、保育園や幼稚園に、石けんの使用

す。

状況と購入に当たっての配慮についてアンケートを実

貴会の「せっけん運動」を通じた水環境の保全活動

施しました。このアンケートをきっかけに、保育園や

に敬意を表すると共に、この活動の輪が益々広がり、

幼稚園で働くみなさんにも、石けんに含まれる成分な

大きく発展されますことを期待しています。

どに関心を持ってもらうなどの意識付けにつながれば
幸いです。

シャボン玉月間に寄せて

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
ん運動の普及促進は大事なアプローチと理解していま
す。

中野区長

酒井 直人

中野区は、中野区環境基本計画における 10 年後に
実現するまちの姿として、「地球環境にやさしいライ

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。

フスタイルがあらゆる世代の日常生活に幅広く根づい
ていること」を掲げています。
そこで、区では、環境にやさしい生活の実現に向け
てさまざまな施策を推進しています。例えば、区民の
暮らしの中で身近な緑が息づくよう、毎年、春と秋に

「シャボン玉月間」によせて

調布市長

長友 貴樹

は「花と緑の祭典」を実施しています。
また群馬県みなかみ町と福島県喜多方市では、現地

ラグビーワールドカップ日本大会や東京２０２０オ

自治体等の協力を得て、森林により二酸化炭素を吸収

リンピック・パラリンピック競技大会の会場を有する

することで環境への負荷を減らす「中野の森プロジェ

調布市は、素晴らしい環境のもとで、世界中から訪れ

クト」に取り組んでいます。

る多くの人々をお迎えするため、駅周辺のクリーン作

今後も、貴会の活動を通して、多くの方が環境に関

戦をはじめ、公共施設への太陽光発電設備の設置やご

心を持ち、お互いに知恵を出し合いながら、地球環境

みの減量リサイクルの推進など、多方面から環境保全

にやさしい生活を実践されるよう心から願いまして、

に取り組んでいるところです。

シャボン玉月間に寄せる言葉とさせて頂きます。

貴会が実施されている水環境の保全につながる「せ
っけん運動」は、関東屈指の古刹深大寺周辺及び崖線
の湧水や多摩川、野川などの豊かな自然を有する調布
市にとりまして大変有意義な活動であり、今後ともそ
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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シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間に寄せて

西東京市長

丸山 浩一

八王子市長

石森 孝志

西東京市は、武蔵野の景観の中に、農地や屋敷林、

八王子市は、緑豊かな高尾山や陣馬山、その山並み

雑木林があり、日常生活の中で自然と触れ合えるすご

から清らかな源流を集めて流れる浅川など、水と緑が

しやすいまちです。

形成する豊かな自然を持った魅力的なまちです。この

このような良好な環境を将来の世代に引き継いでい

豊かな自然環境を生かし、水辺や緑地を活かしたまち

くために、「自然とのふれあいを皆で大切に育む、す

づくりを進めるとともに、良好な水環境を維持するた

ごしやすい安心なまち

めに、湧水や水路などの景観保全や水質改善に取り組

西東京」を将来像とする環境

施策を推進しております。

んでいます。

また、「健康」応援都市の実現を目指す本市として

この美しい自然を守り、未来の子どもたちに残すこ

は、地域住民の健康や環境保全をはじめとする「まち

とが、私たちの大切な役目です。これからも皆様と共

の健康」の推進に、市民・事業者の皆様とともに努め

に良好な環境の確保に努めてまいりたいと思います。

てまいりたいと考えており、本年度は廃食油を用いて

むすびに、長年にわたり「せっけん運動」に尽力さ

石けんを作る講座や、石けん工場の見学会も実施いた

れている貴会に敬意を表すとともに、これからの皆様

します。

の運動が広まりますことを心より願っております。

貴会の長年にわたる水環境を守る運動に敬意を表し
ますとともに、より多くの皆様に活動の輪が広がりま

シャボン玉月間によせて

羽村市長

すよう心からご祈念申し上げます。

並木

心

羽村市は、水と緑の調和したまちです。多摩川や羽
村堰・玉川上水など自然環境に恵まれた羽村市は、古

シャボン玉月間に寄せて

練馬区長

前川 燿男

くから水との関わりの中で発展してきました。
現在、市では、水を市の特色として生かし、良質な

練馬区は、みどりに恵まれた環境と都心に近い利便

水と多摩川、水辺を活用した事業、環境学習の推進、

性が両立した、豊かで魅力ある住宅都市です。区内に

水の保全に関する宣言を行うなど、「水をテーマに輝

は、農地や屋敷林など武蔵野の面影が残り、光が丘公

くまち」をプロジェクトの一つに掲げ、まちづくりを

園や石神井公園などの豊かなみどりと、石神井川や白

展開しています。

子川の水辺とが相まって、美しい景観を織りなしてい
ます。

これからも羽村市は、環境都市の実現のため、環境
に配慮したまちづくりを推進し、美しい羽村の自然環

このみどりの４分の３は民有地です。豊かな環境を

境を将来の世代に継承してまいります。

守り、育て、次世代に引き継いでいくためには、区民

せっけん運動を通して、水環境を保全する活動をさ

の皆様の協力が不可欠です。区民の皆様や地域活動団

れている皆様のますますのご活躍を心からご期待申し

体、事業者の方々から成る「みどりの区民会議」と話

上げます。

し合いを重ね、多岐にわたる提案を頂きました。提案
の実現に向けて具体的な取り組みを進めています。
せっけん運動を通じた皆様の環境活動が、区民一人

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への
メッセージ

東久留米市長

ひとりに広がり、より大きな輪となって豊かな水環境
を守り、練馬区のみどりの保全につながっていくこと
を期待しています。

並木 克巳

東久留米市は、都内で唯一「平成の名水百選」に選
定された「落合川と南沢湧水群」を始め、市内に多く
の箇所から地下水が湧き出しています。その湧水が、
市内を流れる河川の水源となり、河川の崖線沿いを中
心に分布する雑木林などの緑を育み、水とみどりにふ
れあうことができる街となっております。
高度経済成長期には、河川に生活排水が流れる時期
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がありましたが、多くの方々の長年の努力により、現

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

在は清流としてよみがえり、暑い時期には、子どもた

メッセージ

日野市長

ちが元気に川遊びしている姿をみかけることができま
す。
貴会の活動に敬意を表すとともに、皆様の活動の輪
が一層広がることにご期待申し上げます。

大坪 冬彦

日野市の地形は、北部に多摩川、中央に浅川が流れ
る沖積低地があり、多摩川と浅川に挟まれた日野台地
は関東山地へと続きます。南部には多摩丘陵が広が

「せっけん使おう！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、都心からも近い里山の八国山緑地、花

り、三浦丘陵へと続いています。崖線から湧き出る湧
水や多摩川、浅川の流れとそこから取水する農業用水
など「水の郷日野」の名にふさわしい景観と生物多様
性に富んだ素晴らしいまちです。

菖蒲や曼珠沙華といった季節の花を楽しめる北山公

これらの自然を守り、育んでこられたのも、38 年

園、人権の森構想の実現に向けた活動が進められてい

に及ぶ「せっけん運動ネットワーク」による水環境を

る国立療養所多磨全生園など、豊かな緑に恵まれたま

保全する活動をはじめ市民活動の賜物であるといえま

ちです。また、市内を流れる北川や空堀川では市民団

す。

体と行政との協働で清掃活動や川遊びイベントなどが

素晴らしい水環境を次世代に引き継ぐためにも、貴

行われ、市民の皆さんが自然と触れ合う機会も充実し

会と連携し、ともに進んでまいりたいと思っていま

ております。

す。

特に、北山公園では希少生物を含め多くの動植物が

貴会のますますのご発展とご活躍を期待します。

生息しておりますので、多くの方のご協力のもと、公
園内の池のかいぼりを実施し、外来種の防除及び水質

シャボン玉月間に寄せて

日の出町長

向上への取組みを進めるなど、今後も環境保全を推進
してまいりたいと考えております。
結びに、長きにわたる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

橋本 聖二

首都圏より 50km 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、

待申し上げます。

公共下水道の普及により、美しい清流が復活し、天然
の蛍が見られるなど、昔の美しい姿を取り戻していま

シャボン玉月間によせて

東大和市長

尾崎 保夫

す。
また、日の出町内には、三多摩約 400 万人の生活

東大和市の北部一帯には、都民の水瓶であり、市の

ごみ等の最終処分場である東京たま広域資源循環組合

シンボルでもある多摩湖を包含する緑豊かな狭山丘陵

があり、処分場跡地の有効活用として太陽光発電施設

が広がっており、四季折々の美しい自然が、私たちの

を設置するなど、「環境先進都市ふるさと日の出」を

心を潤わせてくれています。

基調としたまちづくりの推進を図っております。

市では、このように人々に安らぎと潤いをもたらす

先人が智恵と努力で守り続けてきた清らかな水を、

豊かな水と緑を、次の世代に引き継いでいけるよう、

次世代に引き継ぐため、身近なところから水質改善し

自然環境の保全に取り組んでいるところです。

ていく「せっけん運動」の輪が一層広がりますよう心

先人たちが残してくれたこのかけがえのない環境を
守るため、「石けん」の使用を推奨する皆様方の活動

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。

が実を結び、美しい自然が守られることを切に願うも
のであります。
今後も皆様の活動の輪がますます広がり、地域住民
一人ひとりの環境保全に対する意識の高揚につながる
ことを期待しております。
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方々とともに、「水とみどりと生き物を守り育むまち

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

づくり」に今後とも努めてまいります。

メッセージ

府中市長

高野 律雄

府中市は、歴史ある馬場大門のケヤキ並木をはじ
め、ムサシノキスゲが美しく咲く浅間山、府中崖線な
ど自然環境に恵まれたまちです。本市では、自然環境
の保全や水と緑のネットワークの推進に取り組むとと

貴会の永年にわたる活動に敬意を表しますととも
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
一層広がる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

瑞穂町長

もに、自然観察会や「水辺の楽校」をはじめとする、
自然とふれあう機会づくりや、７月７日に地域の水環
境を考える取組として、「水辺で乾杯」事業を実施し
ております。今後も、豊かな環境を次世代に引き継
ぎ、人と自然が共生するまちを目指し、自然環境の保
全を進めてまいります。
貴会が展開されている「せっけん運動」が、環境に
対する市民の意識啓発に長年貢献しておられますこと
に、心から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。

私たちの瑞穂町は、都心から西に 40 キロほどの狭
山丘陵の西端の緑豊かな町です。町の中央を東西に流
れる残堀川は、かつて江戸の町に飲料水を供給してい
た玉川上水につながっていました。
残堀川の水源となっている狭山池の周辺は狭山池公
園として整備されており、ここでは、毎年５月上旬に
「残堀川ふれあいイベント＆ふれあいウォーキング」
が行われ、多くの人でにぎわいます。
川の流れを見ながらのウォーキングや、池の周辺で

「せっけん使おう！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、市内に多摩川や玉川上水、分水、湧水が
流れ、水辺には多くの緑が茂る自然豊かなまちです。
「福生水辺の楽校」では、週末における多摩川での
自然体験活動のみならず、小・中学校の総合的な学習
の時間の授業に出向き、野鳥や水生生物の観察を通し

の催し物は、人々に水辺環境に関心を寄せてもらう良
い機会となっています。
結びに、水環境の保全に貢献されてきた貴会の「せ
っけん運動」に敬意を表し、今後のますますのご発展
を心から祈念申し上げます。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への
メッセージ

三鷹市長

て子ども達へ環境保全の大切さを伝えています。
市内の自然環境をいつまでも残していくには、市民
一人一人の心掛けが必要となります。
せっけん運動を通し、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。

清原 慶子

三鷹市は、たくさんの人々が訪れ憩う都立井の頭恩
賜公園、国立天文台や都市農地などの豊かな緑と、カ
ワセミ飛び交う野川などの清流の潤い溢れる「緑と水
の公園都市」です。
この豊かで素晴らしい三鷹市の環境資源を次の世代

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

町田市長

石阪 丈一

今年で市制 60 周年を迎えた町田市は、鉄道などの
交通の利便性を背景にした商業の集積により、約 43
万人の人口を有し、更に発展を続けています。一方、
市内を流れる境川、鶴見川、恩田川の源流・上流域に
位置し、自然豊かな地域と都市部が共存しているまち
です。

に継承するためには、その新しい命を授かったご家庭
に赤ちゃんの肌にも優しい石けんのご案内をするな
ど、せっけんの普及を通した環境保全に取り組んでい
ます。
貴会は、水環境の保全によって美しい自然を未来世
代へ引き継いでいこうという理念に基づき、安全な石
けんの普及に長きにわたり取り組まれています。貴会
のご活躍に敬意を表しますとともに、心から感謝し、
今後も益々のご活躍をお願いいたします。

本市では、様々な生きものが生息・生育する豊かな
自然環境の保全のため、市民の皆様や事業者・団体の
38
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港区長

住みよいまち

武井 雅昭

むさしむらやま』の実現に向けたまちづくりを市民と

港区は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック

解と関心を持っていただくことや子どもたちへの環境

競技大会において、お台場海浜公園がトライアスロン

教育、環境に対する啓発活動が大切と考えておりま

競技等の会場となります。区は、水質改善によって

す。

の協働で行っており、市民一人ひとりが環境保全に理

「泳げる海、お台場」を大会のレガシーとすることを

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、

目指しています。2024 年オリンピック・パラリンピ

今後も皆様の積極的なせっけん運動から環境問題に対

ック競技大会の開催都市であり、セーヌ川でのトライ

する取り組みの輪がさらに広がり、豊かな環境が次世

アスロン競技実施を目指して「泳げるセーヌ」を掲げ

代につながることを期待しております。

るパリ市とも連携しています。
都市に暮らす私たちの生活は、日本全国の自然の恵

「シャボン玉月間」に寄せて

目黒区長

みと多くの人々に支えられ成り立っています。区は、
各地との連携を深め、かけがえのない環境を将来の世
代に引き継いでいきます。

青木 英二

「目黒川の桜」が有名になり、今年の開花期間中に

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。

は、昨年より約 30 万人増の約 293 万人の方々が訪
れました。満開の桜が川の中心へと伸びて、見事な桜
のトンネルを描く景観は、まさに目黒川の流れが支え
ております。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

川は一定以上の降雨時に生活排水が流れ込む構造の

メッセージ

武蔵野市長

松下 玲子

ため、水環境を守るには、各家庭などで、できる限り

武蔵野市は、活発な市民活動に支えられながら、自

の拠点である「目黒区エコプラザ」で、廃食油（てん

然環境の保全と創出に取り組み、その成果として公園

ぷら油など）を回収してリサイクル石けんに活用する

や上水、街路樹、住宅の庭木等、人間との関わりのな

など、水環境の保護の取組みを推進しています。

かで育まれた自然環境が充実しています。

水を汚さない工夫が重要です。区では、資源回収事業

皆様の水環境を守る取組みが、今後もますます発展

これらの自然環境を未来へつないでいくことは私た
ちの使命です。当市では市民団体・事業者との協働に

し、美しい環境が引き継がれていくことを心よりご期
待申し上げます。

より「むさしの環境フェスタ」などの啓発事業を実施
し、また、公園や上水整備による緑と水のネットワー
ク事業などを進めております。
長らく水環境を保全する取り組みを続けてこられた

神奈川県

貴会に敬意を表しますとともに、「シャボン玉月間」
から、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広まることを期待しています。
「シャボン玉月間」に寄せて

武蔵村山市長

「シャボン玉月間」に寄せて

藤野

勝

神奈川県知事

黒岩 祐治

武蔵村山市は、狭山丘陵の大自然に恵まれ、伝統的

神奈川は、箱根や丹沢の山並み、相模川・酒匂川の

な産業や文化を継承しながら発展したまちで、市内を

流れ、美しい海岸線など、変化に富んだ自然に恵まれ

流れる残堀川や空堀川の水辺は、市民にとって身近に

た地域であると同時に、900 万人を超える人々が暮

自然と触れ合える場所で、動植物にとっても貴重な生

らす、都市化が進んだ地域でもあります。

育・生息場所となっております。

こうした環境の中、県では、良質な水を安定的に確

本市では、第二次環境基本計画が目指す環境像『み

保するため、国連が提唱している「持続可能な開発目
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神奈川県

どり」と「暮らし」をみんなで育む

シャボン玉月間に寄せて

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
標（ＳＤＧｓ）」も念頭に置いて、水源環境の保全・

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

伊勢原市長

再生に向けた取組を進めています。
かけがえのない水源環境を守り、豊かな水資源を次
代に引き継いでいくためには、一人ひとりが環境に配
慮した行動を選択することが大切です。

髙山 松太郎

伊勢原市は、秀峰大山や日向渓谷に代表される、緑
と水に恵まれた自然豊かなまちです。相模湾に注ぐ相

環境保全や水に対する意識・関心がより一層高まっ
ていくよう、貴会の活動の輪がさらに大きく広がるこ

模川水系や金目川水系の 10 河川があり、水環境は当
市の貴重な資源となっています。

とを期待しています。

本市が定める環境基本計画の中で、水源汚濁の原因
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促進を重点事業

「シャボン玉月間」によせて

厚木市長

小林 常良

厚木市は相模川や丹沢山地などの豊かな自然に恵ま
れた神奈川県の中央部にあり、市民の皆様や事業者、

として掲げております。
きれいな水環境を次世代に引き継ぐためには、市
民、事業者及び行政が連携して環境保全に取り組む必
要があります。

団体の方々との市民協働によって人と自然の共生を目

こうした中、水環境保全に取り組まれております貴

指した「環境に優しいまちづくり」を進めています。

会の活動に敬意を表しますとともに、今後ますますの

特に相模川をはじめとする大小の河川は、生命の源

活動の輪が広まることを心よりお祈り申し上げます。

である清らかな水を本市に運んでくれます。この河川
の水環境を保護するため、下水道の整備や合併浄化槽

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

海老名市長

の普及に取り組んでいます。
貴会の石けん運動は、身近な存在である石けんを入

内野

優

り口として、多くの人が環境について考える機会とな

海老名市は、神奈川県の中央に位置し、ＪＲ相模

っているものと思います。長年にわたる環境・河川を

線、小田急線、相鉄線の鉄道３路線が乗り入れ、現在

保全する活動に対し、心から敬意を表しますととも

は、民間事業者により開発が進み、多くのにぎわいが

に、今後のますますの発展をご期待申し上げます。

創出されています。一方で、古くから海老名耕地と呼
ばれる田園や相模川などの水環境にも恵まれた、都市
化の中にも自然が残るまちです。

シャボン玉月間によせて

綾瀬市長

古塩 政由

綾瀬市は神奈川県のほぼ中央に位置し、いくつかの

本市は、この豊かな自然環境を次世代に引き継いで
いくため、緑地や水質の保全、公共下水道の整備、美
化活動など、人と自然が調和し、「住みたい

中小河川が丘陵をぬうように流れ、カワセミやアユ、

けたいまち

ホタルが見られる緑豊かな自然環境に包まれていま

進しております。

す。

住み続

海老名」の実現に向けたまちづくりを推

こうした中、貴会が長年にわたり活動されている石

当市の環境基本計画では「あやせの緑と水をみんな

けん運動は、河川の水質保全をはじめ、自然環境に対

で育み、環境にやさしい暮らしを実践し、安全なまち

する意識啓発に大いに寄与されていることと確信して

づくりを進める」を基本テーマに掲げ、自然共生社会

おります。

の構築など６つの環境の将来像を設定しております。

今後も、貴会がますます発展されますことを心より

これらの実現に向け、市民・市民団体・事業者・市が

祈念申し上げ、ごあいさつの言葉とさせていただきま

一体となり環境の保全と創造に向けた取組を進めてい

す。

きます。
貴会の環境にやさしい「せっけん運動」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。より
多くの方々に、この活動の輪が広がりますことを心か
らお祈り申し上げます。

40
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め、本市では「新・相模原市総合計画」において「や

シャボン玉月間に寄せて

小田原市長

加藤 憲一

すらぎと潤いがあふれる環境共生都市」を基本目標に

小田原市では、平成 29 年 12 月に第２次小田原市

ます。この目標の実現には、市民の皆様による、暮ら

環境基本計画を改訂し、多様な主体が参加・協働して

しの中での環境保全への取組も大変重要と考えており

豊かな自然環境を守り育てるまちづくりを目指すこと

ます。

掲げ、森林や水環境を保全する施策に取り組んでおり

身近な環境改善につながる貴会の活動に、改めて敬

を掲げました。
小田原が有する森・里・川・海が「ひとつらなり」

意を表しますとともに、シャボン玉月間を通じまし

の豊かな自然を次世代に引き継いでいくために、様々

て、多くの皆様の水環境保全への意識がより一層高ま

な取組を市民・事業者・行政が連携し実践することや、

りますことを御期待申し上げます。

国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」など生活の中で
小さな取組を積み重ねていくことが大切と考えていま

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

座間市長

す。
これらの一環として、市内の公共施設や公立の保育
園・幼稚園、小中学校では積極的に石けんを取り入れ、
身近なところから取組を進めています。

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おります。

皆様の運動が一層発展し、多くの方に実践が拡がる
ことを期待しています。

座間市環境基本条例に基づいた環境基本計画に沿っ
て、自然環境の保全を推進しており、平成 28 年３月
には「座間市地下水保全基本計画」の改定を行い、健

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

全な水循環の保全に引き続き取り組んでいるところで

メッセージ

す。

開成町長

府川 裕一

開成町は酒匂川流域に位置し、自然あふれる町内に
は、水路が網目のように張り巡らされています。開成

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。

町北部地域には、水路に沿って約 5,000 株のあじさ

結びに、貴会の日頃からの環境保全活動に敬意を表

いが植栽され、今年も、酒匂川の恩恵を受けて虹色に

しますとともに、その心がけの輪がさらに広がります

咲き誇っており、毎年開催する「開成町あじさいまつ

ことを祈念申し上げます。

り」は町のメインイベントとなっています。
この恵まれた自然環境を維持するためには、町民、

シャボン玉月間に寄せて

寒川町長

事業者及び行政をはじめとした多くの皆様の日々の環
境保全に対する取組みが大切です。

木村 俊雄

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」は、毎

寒川町は、県の中央を流れる相模川やその支流の目

年継続実施され、環境を守るための活動として大変有

久尻川、小出川などが流れており、水と緑に育まれた

意義であると考えます。運動の輪が広がり、地球環境

自然豊かな町です。

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。

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

シャボン玉月間に寄せて

相模原市長

加山 俊夫

えを呼びかけております。
毎年７月をシャボン玉月間とし、長年に渡り取り組

相模原市は、丹沢の雄大な山なみ、相模川の清らか

まれている貴会の活動に敬意を表しますとともに「せ

な流れ、神奈川県の水源である湖とそれを守る森林な

っけん運動」がますます発展し、地域における環境問

ど、美しく豊かな自然環境に恵まれております。

題への取り組みの一環として広がっていくことを心か

この貴重な自然を守り、将来の世代に引き継ぐた

らご祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
「せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間」に寄せて

シャボン玉月間によせて

茅ヶ崎市長

服部 信明

秦野市長

茅ヶ崎市は、北部に緑豊かな丘陵、南部に美しい海・
相模湾と自然環境に恵まれた住みやすいまちです。

高橋 昌和

秦野市は北に丹沢山地、南は渋沢丘陵が広がり、県
下で唯一の盆地となっています。

本市では、この豊かな自然環境とふれあい、保全

丹沢山地や秦野盆地に降った雨は、市内の六つの河

し、そして将来の世代へ引き継いでいくため、「茅ヶ

川を流れるとともに盆地山側で地下に浸透し地下水と

崎市環境基本計画」を定めました。特に、水環境の保

して貯えられて、盆地南部では各所に湧き出し、「秦

全等に関しては、市内中学校への河川水質に関する出

野盆地湧水群」として環境省の名水百選に選ばれてい

前講座の開催や環境保全団体への水質簡易測定器の提

ます。

供など、河川等の水質汚濁防止に係る啓発活動を行い
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、
「秦野市環境基本計画（第 2 次計画）後期基本計画」

最後に、長年にわたる貴会のせっけん運動により、

を基に、市民、事業者との連携を図り、環境負荷の低

一人でも多くの方が水環境、自然環境に関心を持って

減に向けた持続可能な取組みを推進すると共に、河川

いただくとともに、活動の輪がより一層広がりますこ

浄化等により、快適な生活環境を確保してまいりま

とを心より祈念申し上げます。

す。
水環境を保全する貴組合の活動を通し、より多くの

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

中井町長

杉山 祐一

方が環境問題に関心を持ち、活動を見直すきっかけと
なりますよう貴会の益々のご発展をご期待申し上げま
す。

中井町は神奈川県の南西部に位置し、四季ごとに景
観を変える里山が広がり、庁舎南側には田園風景を有

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

葉山町長

する里地里山の情景を持ち、豊富な地下水は町民の飲
料水として利用しております。豊かな自然、都市産
業、伝統文化が調和した町（里都まち♡なかい）とし
て発展してまいりました。

山梨 崇仁

葉山町では平成 23 年３月に「葉山町環境基本計画」
を策定し、「地球上の人々と協調・共生をはかり、豊

近年、社会経済活動が多様化し生活様式の変化と相

かな自然に囲まれた中で、安全で快適な生活を実現す

まって、生活排水による水質汚濁などが地球規模での

るまち」を目指しています。その中で公共下水道事業

環境問題として課題となっております。町では町民、

を推進すると共に、事業区域外では合併処理浄化槽の

事業者、行政が連携し、協働による環境保全に取り組

普及に努めており、単独浄化槽からの転換補助や、適

んでおります。

切な使用のための清掃・点検にも補助を出し、きれい

貴会の活動は、未来への水環境の保全と環境意識の

な川の水を守る取組みに力を入れています。

向上に寄与しており、これからも皆様の活動の輪が広
がることをご期待申し上げます。

「せっけん運動」は、町民一人ひとりが環境活動に
ついて考える素晴らしいきっかけになると考えており
ます。これからも貴会の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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まざまな取り組みを推進しています。豊かな自然環境

「シャボン玉月間」に寄せて

平塚市長

落合 克宏

を守るためには、町民・事業者・行政などのパートナ

平塚市では、平塚市環境基本計画に基づき、「地球

「せっけん運動」は環境保全において、誰もが参加す

にやさしい、自然にやさしい、人にやさしいまち

ひ

ーシップの充実強化が大切であり、貴会が行っている
ることのできる大変意義のある活動です。貴会の活動
の輪がますます広がりますことを心よりご期待申し上

らつか」を目指しています。
そこで大切になるのが、市民一人一人による、環境

げます。

に配慮した生活の心がけです。日常のちょっとした行
動でも、環境保全の意識をすることで、将来を担う子

「せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間」によせて

真鶴町長

どもたちに残すべき地球環境や生活環境を守る一歩と
なります。小さな一歩を大きな原動力として、今ある
平塚の豊かな自然や恵まれた環境を、大切にしていき
たいと考えています。

宇賀 一章

真鶴町は、箱根外輪山麓から南東に相模湾に突き出
した半島を持つ、面積が 7.05 km の小さな町です。

貴会の「シャボン玉月間」は、日常生活を見直して、

温暖な気候のなかで、斜面を活かした柑橘類の栽培

環境に配慮した行動を取り入れる、良いきっかけとな

のほか、古くから漁業が 盛んで、真鶴半島の先端に

ります。今後も、活動の輪がますます広がっていくよ

ある松、クスなどの巨木が茂る森林は海水温度の変

う、お祈り申し上げます。

化を抑えるなど、魚の成育環境に良いとされ、「魚付
き保安林」として大切に育てられてきました。

「せっけん使おう！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、美しい湘南海岸に面し、気候温暖な住み

自然の恵みは人の手を借りずには保たれません。町
では地下水保護のため、 地下水のモニタリング調査
を継続して実施しており、水環境保全に努めている
ところです。

やすいまちです。浮世絵にも多く描かれた江の島は、

貴会の取り組みも水環境の保全に有意義な活動であ

風光明媚な景勝地として栄え、毎年多くの観光客の皆

ります。日ごろの活動に対し深く敬意を表するととも

様に親しまれております。

に、今後ますますその輪が広がりますようご祈念申し

本市の目指す都市像として、市政運営の総合指針

上げます。

２０２０にて「郷土愛あふれる藤沢～松風に人の和う
るわし 湘南の元気都市～」を掲げております。水環

シャボン玉月間によせて

南足柄市長

境面では、海、河川の保全に向けた取り組みを市民と
協働して進めることで、未来世代が持続的で豊かな自
然・生活環境と共生できる社会の実現を目指していま
す。

加藤 修平

南足柄市は、箱根外輪山がもたらす清らかな水と、
広大な森林や澄んだ空気、歴史と緑が彩るまちなみな

貴会の長年にわたる水環境への取り組みに敬意を表

ど、魅力的な環境資源があふれている住みよいまちです。

するとともに、活動の輪がますます広がりますことを

当市では、「金太郎のようにやさしく元気な子ども

心よりご祈念申し上げます。

が育つまち」を望ましい環境像として掲げ「南足柄市
環境基本計画」を策定しました。

「せっけん使おう！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、県西部に位置している、丹沢山系や箱根

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、事業者の皆様など
とも連携・協働しながら、さまざまな施策に取り組ん
でまいります。

外輪山をはじめとする緑豊かな山々や、酒匂川や川音

貴会の長年にわたる水環境を保全する活動に対して

川、中津川などの河川といった緑と水に恵まれた自然

敬意を表するとともに、豊かな環境資源を守り次世代

豊かなまちです。

に引き継ぐことを目指す当市にとって、皆様の活動は

当町では、恵まれた自然環境を後世につなぐため、
「クールチョイス宣言」をはじめ、環境に配慮したさ

大変意義深い取り組みであると認識しております。
今後も皆様の活動の輪が、ますます広がりますこと
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

山梨県

を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

湯河原町長

「シャボン玉月間」によせて

山北町長

湯川 裕司

冨田 幸宏

湯河原町は、相模湾を臨み、そこに向かって流れる
川の一つの上流では、上質な温泉が湧き出る、緑豊か

山北町は神奈川県の西部に位置し、町の中央には県

な山々に囲まれた温泉地です。水が清らかであること

民の水がめである三保ダム・丹沢湖があり、富士山の

から、町内を流れる川沿いでは、幻想的なほたるの光

絶景も各所で望める豊かな森林と清流に恵まれた町で

を楽しむ事ができます。

す。

このような素晴らしい自然環境を守りながら、安心

本町では、「人と自然が共に生きるまちづくり」を

して生活を営むために、本町では、汚水の迅速な排除・

テーマに環境基本計画を策定し、町民・事業者・行政

処理、それに関わる施設の建設や維持管理などに努め

等すべての者が協働し、恵み豊かな環境の保全と創造

ており、美しい川や海を守るためのまちづくりに取り

に取り組み、環境への負担の少ない町を目指し取り組

組んでおります。

んでおります。

貴会におかれましては、長年にわたり水源環境の保

長年にわたり、環境への負担の少ない石けんの使用

全と改善にご尽力されており、心から敬意を表しま

運動に取り組まれてこられた貴会の活動に敬意を表し

す。今後もこの活動が広がり、より一層、環境に対す

ますとともに、より多くの方々に、この活動の輪が広

る意識が高まることを祈念しております。

がりますことを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」に寄せて

大和市長

大木

山梨県

哲

東西に境川と引地川が流れ、その川沿いに自然豊か
な森や緑地の広がる大和市は、一方で鉄道３路線の８
駅があるなど利便性も高く、自然と都市が調和する神
奈川県の中核都市です。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

北杜市長

当市は、市民の健康を第一に考えて施策を推進し
「健康都市」の実現を目指していますが、このために
は環境を守り育てるまちづくりが欠かせません。

渡辺 英子

貴会の皆様には長年にわたる水環境の保全活動に対

市庁舎や市立小中学校をはじめ、公共施設において
河川等への環境負荷の少ない石けんの使用を推進する

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。

とともに、広報やまと等を通じて石けんの使用を広く

北杜市は、山梨県の北西部に位置し豊かな自然に恵

呼びかけ、多くの市民に環境意識を高めていただける

まれ多種多様な生き物たちが暮らす美しい風景が市内

よう努めております。

各所に数多く点在しております。

結びに、水環境を守る皆様の活動がますます発展さ
れますことを、心よりご期待申し上げます。

本市では「人と自然と文化が躍動する環境創造都
市」を基本理念とし、水環境保全対策として河川の水
質調査や公共下水道の整備、合併浄化槽の普及啓発等
様々な施策を進め水質の保全に努めております。
貴会が取組んでいる「せっけん運動」は水環境の保
全において大変意義のある運動です。今後も皆様の活
動の輪が一層広がり、多くの方が水質の保全関心が高
まることを祈念するとともに、末永い運動の継続をご
期待申し上げます。
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みよし市長

愛知県

小野田 賢治

愛知県

「シャボン玉月間」によせて

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
な水環境の保全に向けた取組が重要であると考えてお
ります。そのため本市では、水切りネットの配布や家
庭から出た廃食用油の回収を積極的に推進し、生活排

「シャボン玉月間」によせて

豊田市長

太田 稔彦

水を始めとする水質の改善に向けた取組を行っていま

本市は、多様性、可能性を秘めた地域資源を将来に

また、毎年自然観察会や水生生物調査を実施し、市

わたって引き継いでいくために、自動車をはじめ、自

民一人ひとりが環境への関心を高めていくための取組

然、農産物、歴史、文化、芸術、スポーツなどの資源

も推進しています。

す。

を、市民が愛し、楽しむこと、すなわち「地域資源の

貴会の活動は、多くの皆様に水環境への関心を深め

地産地消」が、持続可能な都市形成のための投資と考

ていただく大変有意義なものであり、さらなるご発展

え、「WE LOVE とよた」の取組を進めています。

を心からお祈り申し上げます。

本市と事業者との共働による、「環境の保全を推進
する協定協議会」では、今年８月に市内の河川環境を
学ぶエコツアーを企画し、市民の皆さんに、水辺を愛

滋賀県

し、楽しむ機会の提供を通じ環境保全の啓発を行いま
す。
貴会の活動は、「WE LOVE とよた」の精神につな
がるとともに、水環境保全及び市民の環境意識向上に
大きく貢献していただいており、今後ますますのご活
躍を心から祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

滋賀県知事

「シャボン玉月間」によせて

豊橋市長

佐原 光一

豊橋市の遠州灘沿岸は全国有数のアカウミガメの産

三日月 大造

滋賀県は、周囲を山に囲まれ、「国民的資産」とさ
れる琵琶湖に至るまで「森・川・里・湖」がつながる
小宇宙ともいえる豊かな自然に恵まれています。

卵地となっており、毎年５月頃から上陸や産卵が確認

かつて、高度経済成長期には琵琶湖の汚濁が進み、

されています。また、一級河川の豊川河口にはアサリ

淡水赤潮などの問題が生じましたが、県民一丸となっ

の稚貝の宝庫となっている六条潟があり、近年ではハ

て展開された「せっけん運動」が富栄養化防止条例と

マグリが発生するなど、多様で豊富な自然に恵まれた

して実を結び、琵琶湖の水質改善につながりました。

地域となっています。本市では、この豊かな自然を未

本県では、「健康しが」をキーワードに、琵琶湖を

来へ引き継ぐため、自然観察会の開催や環境啓発など

はじめとする自然も人も社会も健康で、誰もが自分ら

の取組を進めています。

しく健やかに暮らせる共生社会づくりに取り組んでい

貴重な水環境を将来にわたり引き継ぐことは今を生

ます。持続可能な社会の実現に向けて、貴団体の取組

きる私たちの務めであり、貴会の「せっけん運動」の

に敬意を表しますとともに、益々のご発展を祈念いた

取組が多くの人に理解され、更に広がることを心から

します。

期待しております。
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滋賀県

環境を維持し、次世代に継承していくためには、良質

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

京都府

「せっけん使おう ! ７月はシャボン玉月間」によせて

京田辺市長

京都府

石井 明三

京田辺市は、京都、大阪、奈良の中央に位置し、高
い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てきたことで、今なお人
口が増加しています。
昨年市制 20 周年を経た本市では、第２次京田辺市
環境基本計画のもと、自然と共生する社会の実現を目

「シャボン玉月間」に寄せて

京都府知事

西脇 隆俊

指し、現在、水辺の散策路事業に力を注いでいます。

本年は、明治維新から 150 年、京都府が解説され

を感じ、そしてふるさとを実感していただくこの事業

てから 150 年という節目の年にあたります。

清らかな小川のせせらぎを聴きながら、季節の移ろい
も、良好な自然環境と美しい水の流れがあってこそ可

明治維新後、先人たちは、琵琶湖疏水の建設をはじ

能となるものです。

め、京都衰退の危機を乗り越えるため、様々な事業に
果敢に取り組まれました。明治 27 年に完成した琵琶

貴会の運動もまた、良好な環境を次の世代に引き継
ぐ貴重な取組みであります。

湖疏水は、その後の京都にとってなくてはならないも
のとなっており、水環境を守る大切さを今日に伝える

この取組みの輪がさらに広がることを期待していま
す。

重要な役割を果たしていいます。
大切な水環境を守るために長年取り組まれている貴

「シャボン玉」月間に寄せて

久御山町長

会の活動が今後さらに広がりますようご期待申し上げ
ます。

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
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

木津川市長

河井 規子

本市は、母なる川「木津川」の名を冠して、いにし

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。

えより水の恵みを受けてきたまちです。奈良時代に、

質の高い地域環境や美しい景観を形成していくため

５年間ではありますが日本の首都であった「恭仁京」

に、魅力ある景色や風景を保全し活用していくことが

も、木津川に面して造られ、今も市内に遺構を留めて

求められています。きれいな水環境を次世代に引き継

います。

ぐためには、自然環境保全の意義や重要性を伝え、町

近年は、関西文化学術研究都市の中核として、全国
でも有数の人口増加のまちとなっております。

民や行政などが連携して環境保全に取り組む必要があ
ります。

この先人から受け継ぎました豊かな自然や文化を次の

こうした中、長年にわたる貴会の活動に、改めて敬

世代に伝えていくことは、今を生きる、私たちの重要

意を表しますとともに、より多くの皆様にせっけん運

な役割であり、市民・事業者・行政が協働して、河川

動の輪が広がりますよう心からご期待申しあげます。

の清掃活動を行うなど、様々な環境保全の取組みを進
めているところです。
結びに、貴会の永きにわたる活動に敬意を表します
とともに、今後ますますのご発展をお祈り申し上げま
す。
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長岡京市長

大阪府

「シャボン玉月間」によせて

中小路 健吾

大阪府

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、古より水運の便と
湧水の恩恵のもと、弟国宮や長岡京の都が置かれた悠
久の歴史を誇るまちです。
特に、市域の約 4 割を占める西山は、人間のみな
らず生き物にとって欠かせない豊かな水環境を育んで

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

池田市長

きました。
緑と水に恵まれたこの豊かな自然を未来の子ども達

倉田

薫

へ引き継ぐため、長岡京市環境都市宣言から 10 年を

池田市はインスタントラーメン発祥の地で、今年は

迎える今、改めて自然と共生する持続可能な社会を目

インスタントラーメンが生まれて 60 年になります。

指し、企業、諸団体等と協力し保全活動を進めていか

その発明者である安藤百福さんの奥様をヒロインにし

なくてはなりません。

たＮＨＫ朝の連続テレビ小説「まんぷく」の放映が

生命を育む水の大切さを訴えてこられた貴会の長年

10 月から始まります。

に渡る水環境保全活動に心から敬意を表しますととも

このように、池田市が元気いっぱいでいられるのも

に、これからも活動の輪が一層広がり、発展されます

身近に猪名川の清流があり、市民の良質な生活環境を

ことを期待申し上げます。

支えているからと言えます。今後とも、市民、事業者
そして行政の協働のもと、魅力あるまちづくりと環境

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

向日市長

安田

守

保全に、今後より一層取り組んで参りたいと考えてお
ります。
貴会の「せっけん運動」による長年にわたる環境保

向日市には、嵐山の「保津川」から水を引く灌漑用

全活動に敬意を表しますとともに、運動の輪が今後ま

水で、農林水産省の疏水百選にも選ばれた「洛西用

すます拡大されることを心よりご期待申し上げます。

水」があり、古くから水を安定的に供給できるシステ
ムが機能していましたが、生活排水等により水質が汚

「せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間」

濁していた時期もありました。

和泉市寄稿文

和泉市長

近年では公共下水道の整備や市民の水質浄化意識の
高まり等によって、「洛西用水」をはじめ全ての河川

辻

宏康

で水質は向上しておりますが、今後とも、より綺麗な

和泉市は大阪府南部に位置し、市の南部には和泉山

水環境を確保するために、廃油回収の取り組みや河川

脈が連なり、和泉山脈を源流として槇尾川、松尾川、

水質の定期的な観測などを通じて、河川環境の保全に

父鬼川及び東槇尾川といった河川が流れ、「いずみ」

努めてまいります。

の名に相応しい清冽な水源に恵まれたまちです。

最後になりましたが、「シャボン玉月間」を通じ、

これらの水環境を保全するために和泉市は生活排水

水環境を守る貴会の活動の輪がより一層広がりますこ

対策の推進をはじめ、大津川水域の 3 市 1 町で構成

とをご期待申し上げます。

する大津川水域水質保全対策協議会による河川の水質
調査、水生生物調査や水質保全に関する広報・啓発活
動を行い、かけがえのない水環境を次世代へ引き継ぐ
ため尽力しております。
38 年にわたり河川・湖沼の環境保全を行われてい
る貴会の活動に対し、深く敬意を表しますとともに、
その活動の輪がますます広がりますことを心からご祈
念申し上げます。
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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

泉大津市長

シャボン玉月間によせて

南出 賢一

茨木市長

福岡 洋一

泉大津市は、大阪府の南部に位置し、市の西北部は

茨木市は、大阪府の北部に位置し、緑豊かな山並み

大阪湾に面し、南部には大津川が流れ、古くから市民

と水系を有する美しいまちです。市内には、様々な動

の憩いの場として親しまれてきました。

植物が生息しており、生物の豊かな生息・生育環境が

本市では水環境の保全対策として下水道整備や河川

育まれています。

敷緑地整備に取り組むことはもちろんですが、市民一

本市では、こうした自然と親しみ、保全していく取

人ひとりが生活様式を見直し、水と緑を守ろうとする

り組みとして、「見つけに行こう！茨木の生きもの」

意識を持つことが大変重要となります。

を開催しています。また、茨木市環境基本計画では、

このようなことから、市として、地元小学生を対象

「心がけから行動へ

みんなで創る環境にやさしいま

とした水辺の学校等の環境啓発事業の実施やアドプト

ち」を将来像のひとつに位置づけ、地球温暖化対策に

リバー・アドプトシーサイド等のさまざまな環境ボラ

資するあらゆる賢い選択を促す国民運動である「ＣＯ

ンティア活動に対しても積極的に支援を行うなど、環

ＯＬ

ＣＨＯＩＣＥ」を推進しています。

境コミュニティの構築に力を注いでいるところです。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、

これらの市民と行政が手を取り合った取り組みによ

今後とも、貴会の活動の輪がさらに広がりますことを

り、市内の河川の水質や水辺環境は少しずつではあり

期待しております

ますが改善の傾向にあります。
貴会が取り組んでおられる「せっけん運動」は、誰

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

大阪狭山市長

もが日常生活の中で取り組むことができる大変意義深
いものであります。今後もさらに大きく活動の輪が広

古川 照人

がり、一人でも多くの方の環境への関心が高まること

大阪狭山市では、人と自然が共生する環境にやさし

を祈念するとともに運動の継続と貴会の今後のご発展

いまちづくりをめざしています。特に、市のシンボル

をご期待申し上げます。

であり、現存する日本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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

ンティアの方を中心に、狭山池クリーンアクションや

泉佐野市長

千代松 大耕

三津屋川アドプトリバーなど河川の清掃活動を実施し

泉佐野市は、大阪南部の泉州地域に位置し、南東部

また、毎年、環境・リサイクルフェアを開催し、市

は金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈を擁

民団体と協働して食用油を再利用した廃油石けんの製

し、和歌山県と接しています。本市は美しい山河、緑

作、配布など、市民の環境意識の高揚を図る活動もし

あふれる恵まれた自然環境にあり、「泉佐野市環境美

ています。

ています。

化推進条例」を施行して生活環境の保全と都市環境の
美化に努めてきました。

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、運動

また「泉佐野市生活排水処理基本計画」を策定し
て、生活排水の 100％適正処理を目指して水環境保

の輪がより一層広がりますことを心よりお祈り申し上
げます。

全に取り組んでいます。
貴会による「せっけん運動」も、環境に優しい洗剤

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

貝塚市長

の使用を促進するもので、大変有意義なものでありま
す。今後、ますます運動の輪が広がることを、ご期待
申し上げます。

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。
この豊かな環境を守るため、行政と市民が一体とな
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って毎年河川の清掃活動を行うなど、水環境に対する
市民意識が向上しています。長年の活動の結果、４年
前にアユの遡上が確認され、以降アユの数も増加して

環境教育をさらに進めてまいります。
貴会の長年にわたる活動の輪がますます広がります
ことを心から祈念いたします。

います。
水環境の保全を図る貴会の長きにわたる取組が更に

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

門真市長

多くの方の共感を呼び、より一層活動の輪が広がり発
展されますことを心からご祈念申し上げます。

宮本 一孝

本市は大阪府の北東部に位置し、かつては水路が張
り巡らされ、水との関わりが深く、門真れんこんが特

「シャボン玉月間」によせて

柏原市長

冨宅 正浩

産である河内屈指の穀倉地帯でありました。現在は、

柏原市は、今年市制 60 周年を迎えます。それを記

として重要な位置を占めるとともに、抜群に優れた交

念して、『住みたいまち、住み続けたいまち』を実感

通利便性を活かした、定住都市としての魅力を高める

していただけるようなイベントを実施してまいりま

施策に取り組んでいるところであります。

す。

高度経済成長に伴う都市化により、ものづくりのまち

このような中、本市におきましては、子どもを真ん

特に、本市は、市域の３分の２を山が占め、中央部

中においた子育て・教育への積極的な取組を進めると

には大和川が流れるなど、緑と水豊かなまちであり、

ともに、きれいな水環境を次世代の子どもたちに残せ

この環境を次世代へと継承していくために、記念イベ

るよう努めてまいりたいと考えております。

ント等を通じて啓発に取り組んでいきたいと考えてい
ます。

長年にわたる貴会の環境保全活動に深く敬意を表す
とともに、今後におきましても活動の輪がより一層広

このような中、長年にわたり環境にやさしい石けん

がりますことをご期待申し上げます。

の良さを地域に広めための活動に取り組まれている貴
会に心から敬意を表するとともに、活動の輪がますま

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

河南町長

す広がっていくことをご期待申し上げます。

河南町は、金剛生駒紀泉国定公園の山並みと水越川

「シャボン玉月間」に寄せて

交野市長

武田 勝玄

黒田

実

などの清らかな流れに育まれた田園風景が広がる豊か

交野市は市域の約半分が山地で、水道水は地下水を

本町では、平成元年から公共下水道事業を進めてお

利用しています。

な自然あふれるまちです。
り、現在の下水道普及率は 93％で河川や水路などの

市内の中央を流れる河川「天野川」や星にまつわる
地名があることから、七夕伝説発祥の地と言われてお

水質保全に取り組んでいます。
「美しい山々がそびえ

美しい川が流れ

美しい心

り、シャボン玉月間でもある７月は七夕祭りで賑わい

が集うまち」をキャッチフレーズに、今後も自然環境

ます。

の保全に努めていきたいと考えています。

生命の源である水環境の保全は、世代を超えた大切
な取組みです。

貴会の「せっけん運動ネットワーク」は、豊かな自
然に恵まれた本町にとりまして、大変意義深いもので

交野市では、一昨年から豊かな水を育む山地の保全

あり、美しい環境の維持に寄与するものです。この運

を取り入れた、体験型環境授業を小学校で実施してお

動が多くの人に理解され活動の輪がさらに広がります

り、昨年はミニろ過装置を作る実験講座を行いまし

よう心からご期待申し上げます。

た。
この春には、全国でも珍しい森林型植物園である大
阪市立大学理学部附属植物園と包括連携協定を結びま
した。
本市では市民の方々による環境活動が盛んですが、
今後は大学機関という知的資源との連携で環境保全、
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市長メッセージ

シャボン玉月間によせて

河内長野市長

島田 智明

熊取町長

藤原 敏司

河内長野市は、森林が市域の７割を占めている自然

熊取町は、和泉山脈を水源として町の中央部を流れ

豊かなまちです。森林は動植物の生命維持に欠かすこ

る雨山川、住吉川および和田川と北東部を流れる見出

とのできない水源の涵養に大きな役割を果たしていま

川があります。それぞれの水系の上流域に位置する本

す。森林に蓄えられた水は川となり、いくつもの人々

町では、下流域に悪影響を与えないためにも住民のみ

の生活を通り過ぎ海となり、また雨となって森林を育

なさんの河川愛護意識の醸成が必要です。本町では住

てます。

民、住民団体、事業者、行政が協働で河川清掃活動を

本市では、この自然の循環と同じく、私たちの生活

毎年実施し、身近な河川の環境保全活動を展開してい

で使用される資源も循環させるべく、廃食用油の回収

ます。今年も、７月にＪＲ熊取駅周辺での啓発を、ま

や森林整備による間伐材の利用促進を図り、石川の上

た 10 月には住民のみなさんにご参加いただき河川清

流に位置するまちとして川を美しく保つことを心がけ

掃活動を実施する予定です。

ています。

貴会の進める「せっけん運動」を機に、一人でも多

回収した廃食用油は、大人や子どもを対象とした環

くの方が、環境問題について関心を持ち、自分たちの

境教育「石けん・キャンドル作り教室」の教材として

環境は、自分たちで守るという意識づけのきっかけに

活用しています。また、今年からは回収した廃食用油

つながることを、ご期待申し上げます。

を原料としてハンドソープを製造している事業者と連
携して、資源循環の必要性や廃食用油回収への協力の

シャボン玉月間によせて

四條畷市長

呼びかけを行っていこうと取り組んでいるところです。
環境問題の改善には、大人・子どもを問わず、生活

東 修平

を営むもの全員が環境について学び、課題を認識し、

大阪府の北東部に位置する四條畷市は、北生駒山系

その解決策を考えることが必要であると感じていま

の自然が織りなす豊かな水と緑に恵まれ、歴史と文化

す。

が薫るまちとして古くから発展してきました。

結びに、貴会の長年に亘る水環境の保全活動に敬意

この豊かな自然を後世に引き継ぐべく、第 2 次四

を表しますとともに、更なるご活躍を祈念申し上げま

條畷市環境基本計画を策定し，「人と自然が共生する

す。

緑豊かな『やすらぎの環境都市』四條畷」をめざして、
市民、事業者、行政の協働による環境保全の取り組み

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

岸和田市長

永野 耕平

岸和田市は大阪府の南部に位置し、古くから城下町
として栄え、海あり、山あり、川ありと豊かな自然に

を進めています。
とりわけ、水環境の取り組みとして、市民と協働で
取り組む廃油回収や地域の水路清掃の支援、親子でみ
る自然散策と水辺の生物観察会の開催等を通じ、水環
境への意識向上に努めています。

恵まれた伝統ある美しいまちです。

貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後益々の

本市では、環境の大切さについて知っていただくた

ご発展とご活躍を心より祈念いたします。

めの「きしわだ環境フェア」を開催するなど、啓発活
動に取り組んでいます。また、市民の皆さまと協働

「シャボン玉月間」によせて

島本町長

で、川をきれいにするための清掃美化活動、川や海を
豊かにするための里山再生にも積極的に取り組んでお
ります。

島本町は、山崎の戦いで有名な天王山の西に位置

今後も、水環境の改善のため、市民活動の支援や啓
発活動を充実させてまいりたいと考えています。

し、後鳥羽院が和歌に詠んだ清流水無瀬川や、大阪府
内で唯一、環境庁（現環境省）認定「名水百選」に選

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、運動の輪がさらに広がり、発展されま

ばれた地下水「離宮の水」があるなど、水がおいしい
自然豊かなまちです。

すことを心よりご期待申し上げます。
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くために、島本町環境基本計画を策定し、住民・事業

シャボン玉月間によせて

泉南市長

者・行政の協働による環境保全活動を進めておりま
す。

竹中 勇人

住民ひとりひとりに、普段の生活の中でできる水環

泉南市は、世界の玄関となる関西国際空港の対岸に

境の保全を啓発する「せっけん運動」に敬意を表しま

位置し、臨海部には「恋人の聖地」に認定されている

すとともに、活動の輪がますます広がり、さらに発展

マーブルビーチがあります。今年４月には、更に魅力

していくことを心よりお祈りいたします。

あるスポットとするためハート型のモニュメントが完
成しました。
また、和泉山脈の美しい山なみに、蛍が乱舞する清

せっけん使おう！シャボン玉月間によせて

吹田市長

後藤 圭二

大阪府の北部に位置する吹田市は、都心に隣接する
ベッドタウンでありながら、初夏には本市の天然記念
物であるヒメボタルが飛び交うなど、水とみどりに恵
まれたまちです。

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
ていく事は私達の果たすべき責務であり、環境保全
は、一人ひとりの心掛けで守られるものです。
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、皆様のご活動が益々伸展し、大きな

その住環境の良さから本市はここ数年人口の増加が
続き、発展を続ける「勢いのあるまち」であると同時

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。

に、経済発展と環境保全を両立させた「サスティナブ
ル都市」としても高い評価をいただいております。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への

今後も環境の先進都市として、自然との共生と快適

メッセージ文

大東市長

な都市環境の創造をめざし、市民や事業者とともに持
続可能なまちづくりを進めてまいります。
貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも
に、なお一層活動の輪が広がりますことをご期待申し
上げます。

東坂 浩一

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。
この貴重な自然資源を将来の世代に継承するため
に、本市では、産・官・学・民が連携した水質浄化社
会実験の取り組みを進めています。

平成 30 年度 ｢ シャボン玉月間 ｣ に寄せて

摂津市長

森山 一正

従来から行っている竹炭に付着させた納豆菌や水耕
栽培による植物によって水中の有機物を吸収させると

摂津市には、淀川をはじめ大小の河川が流れてお

いった手法を進化させることで、アオコの発生を防止

り、古くから水上の交通網として人々の暮らしに役立

するなどの成果が得られました。今後も引き続き市民

ってきただけでなく、水辺がつくり出す豊かで上質な

の皆様とともに生活環境改善に取り組んでまいりま

景観が市民にとっての憩いの空間となるなど、今も昔

す。

も河川からの恩恵を受け、歴史を重ねてまいりまし
た。

結びに、貴会の長年にわたる「せっけん運動」を通
じた、環境保全推進活動に敬意を表するとともに、今

この豊かで美しい水景を大切に守り次の世代へと引
き継ぐため、本市においても従前より、一般家庭から

後とも貴会の活動の輪がより一層広がりますことを心
より祈念いたします。

出された廃食油を回収し、石けんを作るという資源リ
サイクルに取り組み、また毎年１月に開催される「野
鳥観察会」など啓発活動を行うことで、環境や水質保
全に対する市民の皆様の意識は年々高まっておりま
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。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

高石市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

阪口 伸六

田尻町長

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あり、大阪湾

栗山 美政

本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。

に面し、２つの河川を有しています。

町内には田尻川が流れ、毎年、町内のボランティア

本市では公共下水道の整備率が約 90％となり、河

グループと協力し「田尻川クリーン作戦」と題した清

川の水質改善が進んできました。本年 7 月に本市の

掃活動を実施しており、多くの住民が参加していま

主要河川である芦田川の整備事業が完成し、そこでは

す。

大雨対策の強化とともに、せせらぎを配した親水空間

本町は、市街化区域内の汚水下水道整備がすべて完

として整備され、子どもたちがせせらぎで遊ぶ姿や水

了しており、今年３月には生活排水処理基本計画を策

生生物、水鳥の姿も見られます。このような水環境保

定し、水洗化の促進を図っております。

全のためには市民お一人お一人の意識の向上が大切で

今後も計画的・効率的な下水道施設の維持管理や更

す。そのためにも、貴会のような積極的な環境への取

新を行い水質保全に努め、美しく快適な住環境の確保

組みが重要となってまいります。貴会の益々のご発展

に務めて参ります。

とご活躍を心より祈念申し上げます。

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、豊かな水環境を守
り美しい自然を継承していくために、この運動の輪が

シャボン玉月間によせて

高槻市長

濱田 剛史

高槻市は、北摂山系の美しい山並みや市域を流れる

広がっていくことを心から祈念申し上げます。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

忠岡町長

芥川・淀川などにより、水とみどり豊かな自然環境に
恵まれたまちです。
本市には、芥川の中流に摂津峡という景勝地があ
り、近年、バーベキュー客が増加し、多くのごみが捨

和田 吉衛

近年、地球温暖化問題をはじめ、環境保全に対する
住民の関心が高まっております。

てられるなど、周辺環境への影響が懸念されていたこ

合成化学物質による環境汚染もそのひとつであり、

とから、摂津峡の豊かな自然環境を保全し、安全で快

企業だけでなく各家庭が、美しい自然環境を維持でき

適なレクリエーション環境を確保するため、バーベキ

るよう取り組んでいく必要性があります。

ュー等を禁止する「高槻市摂津峡における自然環境の

本町は、大阪府下の二級河川の水系としては最大の

保全等に関する条例」を制定し、平成 31 年４月の施

流域面積をもつ大津川があり、近隣の市とともに大津

行に向けて清掃活動や周知を行っているところです。

川水域水質保全対策協議会を設置し、住民との協働で

このような中、貴会の水環境を保全する活動に敬意

水質保全に努めております。また、地域で昔ながらの

を表しますとともに、活動の輪がより一層広がり、発

「打ち水」を行い、最近では「みどりのカーテン」等

展されますことを心よりご祈念申し上げます。

の緑化・エコを推進しております。

また、この度の大阪府北部を震源とする地震によ

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

り、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げま

に、未来へつながる環境運動の輪がより一層発展され

す。本市といたしましては、一日も早い復旧を目指し

ますことをご祈念申し上げます。

ますとともに、これを教訓に安全・安心のまちづくり
に全力を注いでまいる所存です。
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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

千早赤阪村長

松本 昌親

千早赤阪村は、大阪府の南東部、南河内地域に位置

里山などの自然環境保全や自然に親しむための催しを
行っているほか、毎年３月には「石川大清掃」を行い、
多くの方々にご参加いただき河川の美化を推進してお
ります。

し、金剛生駒紀泉国定公園に指定された金剛・葛城山

長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますととも

脈を隔てて奈良県と接しています。本村は美しい山河

に、「せっけん運動」により、環境保全活動が今後さ

と緑あふれる恵まれた自然環境にあり、多種多様な動

らに広がり、発展されますことを心からご祈念申し上

植物が生息しています。この豊かな環境は、住民とと

げます。

もに守り、未来に引き継がなくてはならない大切なも
のです。このため、本村では、河川の水質改善や水質

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ

寝屋川市長

保全のため、公共用水域の水質調査や公共下水道の整
備、合併処理浄化槽の普及促進などの生活排水対策に
取り組んでいるところです。

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

せっけん運動は環境保全につながる大変有意義なも

川」が流れています。「寝屋川」を守り、次の世代に

のだと感じております。貴会の長年にわたる取り組み

引き継いでいくため、毎年「クリーンリバー寝屋川作

に深く敬意を表しますとともに、なお一層の活動の輪

戦」を実施し、市民の皆様と行政が協力して水環境の

が広がりますことを心からご期待申し上げます。

整備・保全に努めています。
また、親水公園の整備も進めており、寝屋川市駅前
のせせらぎ公園は、身近な水辺空間として市民の皆様

「シャボン玉月間」によせて

豊能町長

池田 勇夫

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

に親しまれています。
今後とも、「水とみどり豊かなまちづくり」に全力
で取り組んでまいります。
結びになりましたが、貴会が長年にわたり、水環境
を守る様々な取組を展開していただいておりますこと

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

に深く敬意と感謝の意を表しますとともに、皆様方の

豊能町総合計画」を策定し、『人とみどりが輝くまち

活動の輪が更に広がりますことを心からご祈念申し上

とよの』を将来像として、『町民と行政との信頼・

げます。

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。

「シャボン玉月間」によせて

能勢町長

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

上森 一成

がると考えます。貴会の水環境保全に向けた粘り強い

本町は、大阪府内有数の自然に囲まれた地域であ

活動が着実に広がり、社会に浸透していくことをご期

り、古くから「里山」と言われる特有の自然美と共存

待申し上げますとともに、貴会のますますのご発展を

してきました。しかし、近年は山林の維持も困難にな

心よりご祈念申し上げます。

り、里山の風景が崩れつつあり、河川環境にも影響を
及ぼしかねない状況です。人と水は深く係わり合い、

「せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間」によせて

富田林市長

現在まで歴史を重ねてきました。この大切な資源を私

多田 利喜

たち自身の手で、守らなければなりません。便利で迅

富田林市は、大阪府の東南部に位置し、寺内町を中

すが、今一度、自然と上手く共存できた頃へ原点回帰

心とした貴重な歴史遺産や古き良き町並みを残してい

速なものばかりに目が向けられている昨今ではありま
する必要性を強く感じます。

ます。また、市を南北に石川が流れ、金剛・葛城連峰

貴会の、せっけん運動を通じた日頃からの地道な活

を背景に緑豊かな丘陵や、美しい田園風景が広がる自

動が、大きな環境保全につながることを期待申し上げ

然豊かなまちです。

るとともに、今後ますますのご発展と、ご活躍を心よ

本市では、多くの市民や関係団体のご協力のもと、

りご祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
市内には天野川、穂谷川、船橋川の３つの大きな川

「シャボン玉月間」によせて

阪南市長

水野 謙二

が流れ、私たちに多くの憩いと潤いをもたらしてきま

阪南市は、海水浴や潮干狩り、ビーチバレーなど

この環境を未来に引き継いでいくため、本市では、

様々なイベントが行われる美しい砂浜、ホタルが飛び

これからも河川のボランティア清掃活動「ひらかたク

交う山沿いの河川など豊かな自然に恵まれており、大

リーンリバー」などを通じて、市民、事業者、行政が

阪で唯一生産を行っている海苔のほか、カキの養殖・

連携協力して環境保全の取り組みを推進してまいりま

水ナスなど、海や大地の恵みを受けた産品も数多くあ

す。

した。

ります。また、本市には大阪湾で数少なくなったアマ

結びに、「せっけん運動」を通した、貴会の長年に

モの自生地があり、保全・再生に向けた活動により府

わたる精力的な取り組みに対し深く敬意を表しますと

内最大規模のアマモ場となっています。

ともに、今後ますますのご発展をお祈り申し上げま

この豊かな自然環境を守るため、今後も水環境保全

す。

と公衆衛生確保に努めていくほか、市民活動団体によ
る美化活動の支援や河川の環境保全を学習する市民協

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

藤井寺市長

働事業など、市民との協働による美しい環境づくりに
も取り組んで参ります。
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。

國下 和男

藤井寺市は、市内に大和川、石川が流れ、また、国
内推薦を受けて平成 31 年度に世界文化遺産登録を目
指す百舌鳥・古市古墳群が広がるなど、水と緑に恵ま

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

東大阪市長

野田 義和

れたまちです。
本市では、大切な自然環境を次世代に引き継ぐた
め、下水道の整備や市民参加による河川清掃活動「大

中小企業のまち東大阪は、北部に淀川水系のひとつ

和川・石川クリーン作戦」、「ヤゴ救出大作成」と題

である寝屋川が流れ、南部には恩智川、第二寝屋川、

した小学生への環境体験学習の実施など、水環境の保

長瀬川などの緩流河川が流れており工場排水規制や下

全や市民の意識高揚に取り組んでおります。

水道整備を進め、水質向上に取り組んでまいりまし
た。

結びに、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、「せっけん運動」の輪がさら

市域にある河川、ため池などの多様な水辺や農地、

に広がりますよう心からお祈りいたします。

公園緑地などの緑を保全・創出するとともに、より魅
力的なものにするためにネットワーク化を図っていき

～「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて～

松原市長

たいと考えております。
貴会の「せっけん運動」に敬意を表しますととも

澤井 宏文

に、さらに広がり、一人でも多くの方に環境問題に関

松原市は、安心・安全なまちを目指し、市民の方々

心を持ち行動していただき、美しい河川や豊かな自然

との協働により、大阪で初となる WHO セーフコミュ

を次世代に引き継いでいけることを期待するととも

ニティ国際認証都市となり、その取り組みが認めら

に、貴会のますますのご発展を心よりお祈り申し上げ

れ、昨年、総務大臣賞を受賞いたしました。安心・安

ます。

全なまちづくりを実現するためには、命の源である水
環境の保全は欠かせないことと考えております。
そのためには、行政の取り組みだけでなく、各家庭

「シャボン玉月間」によせて

枚方市長 伏見

隆

で環境にやさしいせっけんを使用するなど、市民の

枚方市は大阪、京都、奈良の中間に位置し、西には

そのような中、「せっけん運動」の発行により、水

悠久の水を湛える淀川が流れ、東には生駒山系に繋が

環境への意識が向上することを期待しております。貴

る緑に溢れた里山が広がるなど、豊かな自然に恵まれ

会の長年の取組みに敬意を表しますとともに、今後ま

たまちです。

すますの発展を心よりご祈念申し上げます。
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として維持しやすくするための条例改正も行い、緑豊

シャボン玉月間によせて

岬町長

田代

堯

かな自然環境と都心に程近い利便性の両立に努めてい

このたびの大阪北部地震並びに西日本豪雨において

貴会におかれましても、環境保全活動の取り組みが

お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げ

今後も一層発展されることを心からご祈念申し上げま

ますとともに、被災された皆様方に心よりお見舞い申

す。

るところです。

し上げます。
岬町では、本年７月１日から８カ月間、深日港・洲

シャボン玉月間によせて

守口市長

本港航路の再生と、大阪湾南まわりの広域観光ルート
の構築をめざし、新たにサイクリストをターゲットに

西端 勝樹

加えた「大阪湾をつなぐ、広域型サイクル・ツーリズ

守口市は、大阪平野のほぼ中央部、淀川の左岸に位

ム事業」として、旅客船による運航を実施していま

置しており、市内には大規模な緑地である淀川河川公

す。

園・鶴見緑地や緑と水に親しむ空間として西三荘ゆと

また、昨年には第二阪和国道が和歌山市まで全線開

り道があります。

通し、道の駅「みさき（愛称「夢灯台」）が開駅し、

本市では、これらの緑地や親水空間などの有効活用

本町への交流人口の拡大と地域振興の活性化を図り

を通じて、快適で潤いのある、自然環境と調和し共生

「豊かな自然

する安全・安心なまちづくりを目指しており、市民・

心かよう温もりのまち“みさき”」づく

りを推進しています。

事業者・行政等が一体となって、環境に配慮した市民

本町の、美しい海をはじめとする豊かな自然環境を
未来につなぎ、これからも「輝くまち」の創造に努め

生活の推進に取り組んでおります。
貴会の長年にわたる「せっけん運動」に深く敬意を
表しますとともに、環境保全活動の輪が、より大きな

てまいります。
貴会におかれましては、石けんの良さを地域に広
め、美しい自然を未来に引き継ぐ活動に取り組まれ、

ものとなり、環境に優しい社会の実現に向けて大きな
成果となりますことを心よりご祈念申し上げます。

今年で 38 年目を迎えられました。これまでの皆様方
のご活躍に敬意を表しますとともに、「せっけん運

シャボン玉月間に寄せて

八尾市長

動」の輪が広がり、豊かな水環境ときれいな地球を未
来に継承できる活動への理解が一層深まりますことを

田中 誠太

八尾市は、平成 30 年４月に市制施行 70 周年を迎

ご期待申し上げます。

え、あわせて中核市として大きな一歩を踏み出しまし
た。今後とも住民本位の自治をより一層高め、全ての

シャボン玉月間によせて

箕面市長

倉田 哲郎

人が生きがいや生きる喜びを実感できるまちづくりを

箕面市は、東西に横たわる山なみや田園風景など、

環境の分野におきましては、「環境を意識した暮ら

豊かなみどりに囲まれた住宅地として発展してきまし

しやすい八尾」をまちづくりの目標に掲げ、良好な水

た。この環境を守るため、これまでまちづくり推進条

質を未来につなぐため、下水道整備やイベントでの意

例や都市景観条例を制定するなど、地域環境や山なみ

識啓発などの生活排水対策事業を展開するとともに、

景観の保全に努めてまいり、多くの市民に本市の自然

市民の皆様との協働のもと、快適な生活環境の確保に

環境に魅力を感じていただいています。

向けて取り組んでまいります。

進めます。

この環境は将来に亘り維持保全すべき本市の貴重な

「せっけん運動」をはじめとした、貴会の長年にわ

財産でありますが、社会情勢や周辺環境の変化によ

たる環境保全活動の取組に敬意を表しますとともに、

り、ともすると損なわれやすいものでもあります。そ

今後益々のご発展をご祈念申し上げます。

こで本市では、美しい山なみや農地の景観と周辺住民
の生活環境を保全する目的で、太陽光発電設備の設置
を規制する条例を制定しました。また、生産緑地法の
改正を受け、都市部における小規模な農地を生産緑地
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兵庫県

シャボン玉月間に寄せて

芦屋市長

兵庫県

山中

健

芦屋市は兵庫県南東部、阪神地域のほぼ中央に位置
し、市内には六甲山、芦屋川や宮川、大阪湾といった
豊かな自然環境や、これらがもたらす「緑の水の道」
がありますが、地球規模で問題となっている温暖化の
影響を受けていることは否定できません。本市では安

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

全に芦屋の自然と親しむことができる環境を保全する

兵庫県知事メッセージ

ため、関係機関に対し河川の保全に係る要望を行って

兵庫県知事

井戸 敏三

います。また生き物に関心を持ち、身近な自然に親し

今年、兵庫県政は 150 周年を迎えました。この大

ように、芦屋の山・川・海辺などの自然と触れ合い、

きな節目を機に、これまでの歴史をふり返るととも

学ぶ機会を提供することが必要であると考えていま

に、今後 50 年、100 年先のあるべき兵庫の姿を思い

す。

むことで、自然環境を守り共生する意識が醸成される

描き、豊かな自然とそれを慈しむ文化を次の世代へと
受け継いでいかなければなりません。

貴会の長きにわたる水環境の保全活動に敬意を表
し、一層のご発展を祈念いたします。

世界にも比類なき美しさを誇る瀬戸内海。高度経済
成長期に環境が悪化し、「瀕死の海」と呼ばれた時代

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

尼崎市長

もありましたが、その後、法規制や地域が一体となっ
た取り組みにより「きれいな海」となりました。現在

稲村 和美

尼崎市は、昭和初期から工業都市として発展してき

は、さらに豊かで美しい「里海」に再生しようと、藻

ましたが、一方で大気汚染などの公害問題に直面しま

場や干潟の保全・創出などに取り組んでいます。
豊かな海は、みんなの財産です。一人ひとりができ

した。しかしながら、市民・事業者・行政の連携と粘

ることを実践し、ともに人と自然が豊かに共生する環

り強い取組により、市内の環境は大きく改善され、平

境先導社会の実現をめざしていきましょう。

成 25 年３月には「先駆的な取組にチャレンジする都
市」として、国から「環境モデル都市」に選定されま

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

明石市長

泉

房穂

した。
また平成 30 年度からスタートした後期まちづくり
基本計画においても、引き続き、市民・事業者・行政

明石市は、瀬戸内の温暖な気候のもと、風光明媚な

が一体となって、良好な環境や限りある資源を享受で

明石海峡を望む美しい海岸線をはじめ、ため池群や田

きるまち、環境と共生する持続可能なまちを目指して

畑地帯など豊かな自然に恵まれており、ウミガメが産

取組を進めています。

卵に訪れるなど多くの生命のいぶきを感じることので

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

きるまちです。そして、この明石の財産である豊かな

に、今後益々活動の輪が広がることを祈念いたします。

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。

シャボン玉月間によせて

伊丹市長

瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生する取り組
みなどを通じて、本市の目指す「恵まれた環境と文化
をともに守り育て、将来につなぐまち」を実現してい
きたいと考えております。

藤原 保幸

兵庫県南東部に位置する本市は、大阪国際（伊丹）
空港があるまちとして知られ、交通アクセスに恵まれ

貴会の長年にわたる水資源保全への取り組みに心か

るとともに、東西には猪名川、武庫川、中心部には瑞

ら敬意を表しますとともに、今後ますますのご発展を

ヶ池や関西屈指の渡り鳥の飛来地として賑わう昆陽池

お祈り申し上げます。

といった豊かな自然環境に恵まれています。
本市では、この独自の自然環境を積極的に保全し、

56

sekken undou network せっけん運動 № 187

2018.9.28

行政からのメッセージ 2018
都市として保有する資産を有効活用することで「環境

シャボン玉月間によせて

川西市長

が大切にされ暮らしやすさと調和したまち」を実現す
るため、総合的かつ計画的に施策を推進しています。

大塩 民生

この様な中、市民団体によって毎年開催されるホタル

川西市は、南北を縦断する猪名川渓谷と周囲を彩る

の鑑賞会には年々参加者が増加しており、身近な自然

桜のエドヒガン、笹部や赤松にある農村風景を残す棚

に対する関心の裾野が確実に広がっていることを、嬉

田、そして特産品であるイチジク、クリ、モモなど、

しく思っております。

豊かな自然環境に恵まれたまちです。

最後になりましたが、長年にわたる貴会の活動に深

私たちに恩恵を与えてくれるこの豊かな自然を守り

く敬意を表しますとともに、全国で豊かな水環境が育

育て、緑豊かな美しいまちを次世代に引き継いでいか

まれることを心より祈念いたします。

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「きれいな地球は、きれ

「せっけん使おう！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、兵庫県と大阪府の県境、近畿地方のほ

いな水から

せっけんでつくる未来」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。

ぼ中央に位置しており、阪神地域最高峰の大野山や猪

貴会の長年にわたる活動に心から敬意を表しますと

名川の源流など豊かな自然に囲まれた環境をいかし、

ともに、より一層運動の輪が広がることをご祈念申し

自然と調和のとれた魅力ある町づくりを進めていま

あげます。

す。
本町では、「第 4 次猪名川町環境基本計画」に基

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

神戸市長

づき子どもたちへの環境学習の実施、森林資源の活用
による薪やペレット燃料など再生可能な自然エネルギ

久元 喜造

神戸市は、六甲山をはじめとする緑の山々、恵み豊

ーの活用に向け、積極的に取り組んでおります。
貴会の取組は、水環境の保全に寄与する大変有意義

かで穏やかな瀬戸内海、西北神に広がる田園・里山な

な活動と考えております。長年の活動に敬意を表すと

どからなる豊かな自然に囲まれた都市です。本市で

ともに、今後の皆様方の活動の輪がさらに大きく広が

は、多様ないのちを育む豊かな自然とその恵みを次

りますことを心より御期待申し上げます。

世代につなぐ自然共生都市“こうべ”を目指して、平成
30 年 6 月に希少野生動植物種の保全や外来種による

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

加古川市長

被害の防止対策等について定める「神戸市生物多様性

岡田 康裕

の保全に関する条例」を全面施行したところであり、

加古川市は、県下最大の一級河川「加古川」をはじ

豊かな自然を守り、将来に引き継いでいくための長

め、南部に面する播磨灘、数多くのため池など、豊か

年にわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、今

な水辺に囲まれたまちです。

後ますますのご発展を心からお祈り申し上げます。

今後一層環境保全の取組を推進してまいります。

今日の環境問題は、地球温暖化をはじめ、大気の越
境汚染、生物多様性の危機などの地球規模の問題か

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

三田市長

ら、ごみ排出量の増加、近隣の騒音や悪臭等の身近な
課題まで、多様化・深刻化しています。これら様々な

森

哲男

問題の改善と適応を同時に進め、持続可能な社会を築

三田市は、豊かな自然環境を後世に伝えるため、森

き、本市の恵まれた環境を未来の世代に継承していく

林環境や水環境や多様な生物の保全に努め、人と自然

ことが私たちの使命であると考えております。

が共生できるまちの実現を目指しています。

こうした中、長年にわたり水環境保全にかかる活動

この豊かな自然環境を守るために、三田市では「人

に取り込んでこられた貴会に心から敬意を表しますと

の環 ( わ ) で自然と暮らしを紡ぐまち 三田」を環境将

ともに、今後ますます活動の輪が広がることを祈念い

来像として掲げ、水環境の保全を含めた様々な環境施

たします。

策を実施しています。
sekken undou network せっけん運動 № 187

2018.9.28

57

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
今後も引き続き、自然を守ろうとする市民活動を支

「シャボン玉月間に寄せて」

西宮市長

援するとともに、市民・事業者・行政の協働により日
常生活や事業活動において環境に配慮した取組みを継
続してまいります。

石井 登志郎

西宮市は兵庫県の南東部に位置し、夙川の桜並木や

最後になりましたが、永年の貴会の活動に敬意を表
しますとともに、一層の環境への取り組みの環（わ）

緑豊かな六甲の山並み、また砂浜の残る甲子園浜や香
櫨園浜など多くの自然を有しております。

が広がりますことを祈念いたします。

これらの美しい自然環境や良好な都市環境を持続し
ていくために、平成 15 年、全国に先駆けて環境学習
都市宣言を行いました。本市では、市民が身近な生活

シャボン玉月間によせて

高砂市長

幸人

の中で環境活動に取り組む仕組みを構築するなど、環

高砂市は、兵庫県内最大の河川である加古川の下流

豊かな自然を継承するため、今後も学びあいを通じた

に位置し、その水利はすぐれた景観、肥沃な土地とな

持続可能なまちづくりに向け、市民・事業者とともに

り、大きな恩恵を受けてきました。

取り組んでいきます。

本市では「生活文化都市

登

境学習の施策を進めてきました。先代から引き継いだ

高砂」を将来像として

長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますととも

「第４次高砂市総合計画」で「自然と調和した環境共

に、活動の輪が広がり、大きな成果を得られますこと

生都市」を基本目標に掲げ、公共用水域の水質保全、

をお祈り申し上げます。

快適に安心して暮らせる生活環境形成、より快適でき
れいな水環境を次世代に引き継ぐまちをめざしていま

シャボン玉月間によせて

三木市長

す。
貴会の水環境の保全に対する活動には、大きな期待

仲田 一彦

と関心が寄せられているところであり、今後ともうる

三木市は、豊かな自然環境に恵まれ、長い歴史文化

おいと安心な暮らしがあるまちづくりの構築に向け、

に培われた美しいまちです。市内には一級河川の美嚢

活動の輪がますます広がりますことを心からご祈念い

川が東西に流れ、美しい水辺空間を形成するととも

たします。

に、川の周辺の田畑に潤いを与えています。
この豊かな自然環境を守り、次世代に継承すること
は、私たちに課せられた重大な責務です。

シャボン玉月間によせて

宝塚市長

中川 智子

そこで、三木市では、環境を守るためにごみの分別
を徹底し、可燃ごみに含まれるプラッスチック類を資

宝塚市は、兵庫県の南東部に位置し、南部地域は北

源化する一方、可燃ごみの一層の減量化を図るため、

摂連山及び六甲山系の緑に囲まれ、その中央部には武

「指定ごみ袋制」を導入し、資源を無駄にしない循環

庫川が流れ、北部地域は里地里山の豊かな自然の中、

型社会をめざした取組を進めています。

今なお田園風景を残しています。

貴会の水環境を保全する取組に深く敬意を表します

本市では、このすばらしい環境を将来の世代に引き
継いでいくために、市民一人ひとりが環境問題につい

とともに、より一層活動の輪が広がることを心からご
祈念申し上げます。

て理解を深め環境保全を進めていく必要があると考え
ています。特に水辺の環境保全への理解を深めるた
め、環境学習・啓発事業として、「ホタル観賞の夕
べ」、「生物多様性セミナー」、「水辺の生き物探
検」等を毎年実施し、環境保全活動の促進を図るとと
もに、次世代の環境保全を担う人材の育成にも取り組
んでいます。
自然環境を守るために継続した取り組みを進められ
ている貴会の活動に敬意を表し、今後のさらなる発展
を心より祈念いたします。
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米子市長

鳥取県

伊木 隆司

鳥取県

シャボン玉月間によせて

米子市は、ラムサール条約登録湿地「中海」の水質
浄化のため、湖沼水質保全計画を策定し、下水道の整
の清掃にご協力いただき、市民と行政が一体となって
水質浄化を進めています。
貴団体の取り組まれている「せっけん運動」は、豊

シャボン玉月間によせて

鳥取県知事

平井 伸治

かな水環境の保全活動として大変意義深いものです。

鳥取県は、日本海と開山 1300 年を迎える霊峰大山

様の活動の輪がさらに広がっていくことを期待してお

に連なる山々に囲まれ、全ての市町村から天の川を観

自然環境を守り、次世代に引き継いでいくために、皆
ります。

察できるなど美しい星空を有し、彩り豊かな自然環境
を感じられる地域です。
私たちは、豊かな自然環境を県民の財産として継承

岡山県

していくことを使命として、河川、湖沼や地下水等の
水環境及び星空環境の保全、さらに環境負荷の低減を
目指し、美しい星空や地下水を保全する県条例を制定
する等、環境立県の実現に向け県民一丸となって挑戦
してきました。
これまでの貴団体の環境への深い理解と日頃の活動

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

岡山市長

に感謝申し上げるとともに、これからもふるさと鳥取
県の豊かな美しい環境を次世代に引き継ぐ活動の牽引
役として益々御発展されますよう、心よりお祈りいた

大森 雅夫

岡山市は、市民自らが地域に根差した環境保全活動
に取り組み、未来に水と緑に恵まれた豊かな自然環境

します。

を受け継いでいくべく、持続可能なまちづくりを推進
しています。

シャボン玉月間によせて

境港市長

中村 勝治

境港市は、三方が海に開かれ、また島根半島が天然
の防波堤となる自然条件にも恵まれ古くから港を中心
に発展してきました。

また、市南部を中心に総延長約 4,000km の用水路
が張り巡らされていることから、下水道や合併処理浄
化槽などの汚水処理施設整備に加えて、市民協働での
生活排水対策に取り組んでいるところです。
こうした取組の推進には、「シャボン玉月間」のよ

本市では、私たちに多くの恵みをもたらしてきた、

うに、長年にわたって地道な環境保全活動を実践する

かけがえのない海を守り、次代へ引き継いでいくため

取組が何より重要であると考えており、この活動を通

に、公共下水道整備を基本とした水質改善やリサイク

じて、多くの方々が環境保全活動の意義を理解し、取

ル・リユースなどの循環型社会構築等、環境負荷の軽

組の輪が一層大きく広がることを祈念いたしておりま

減施策を進めており、また中海の水質改善を目的に行

す。

う藻狩りで回収した海藻を肥料とする海藻米を学校給
食に提供し、食を通した環境教育にも取り組んでいる
ところです。
貴会の長年にわたる環境保全活動「せっけん運動」
に深く敬意を表しますとともに、この意義深い活動の
輪が一層広がりますよう心よりご祈念申し上げます。
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岡山県

備等を継続的に続けており、市民の皆様にも中海護岸

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

広島県

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

呉市長

広島県

新原 芳明

呉市は、市域に島々が多く点在し、広島県内の瀬戸
内海国立公園の陸地部面積の４割強を占める等、優れ
た景観や歴史的風土に所在しています。
漁業が盛んで、むき身のかきの生産量は日本一とな
るなど、美しく恵み豊かな海の環境をしております

「せっけん使おう！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、山地、丘
陵、海と島が織りなす美しい自然環境に恵まれたまち

が、海ごみ等による海域の汚染など、水環境に関する
課題がございます。
このため、本年３月に改定した第２次呉市環境基本
計画においても、引き続き水環境の保全に積極的に取
り組むこととしております。

です。

貴組合が長年にわたり継続されておられる水環境の

本市では、この美しい自然と多彩な景観を保全・創
造していくために昨年度「第２次尾道市環境基本計

保全活動は非常に心強いものであり、深く敬意を表す
るものでございます。

画」を策定しました。本計画に掲げる望ましい環境像
「海、緑、文化につつまれた
ち

地球と人にやさしいま

今後とも、貴会の活動が更に発展するよう御祈念申
し上げます。

尾道」の実現のためには、市民一人ひとりが高い

環境意識を持ち、環境にやさしい行動を心がけること

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

が不可欠であると考えております。

応援メッセージ

廿日市市長

こうした中、貴会が、安全・安心な水環境を保全す
る活動の一環として、人と環境にやさしい「せっけん

今年、廿日市市は、市制施行 30 周年という記念す

運動」に取り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

眞野 勝弘

べき年を迎えました。
その間には、平成の大合併によって、北は西中国山

が一層広がりますようご祈念申し上げます。

地、南は穏やかな瀬戸内海に囲まれた自然豊かなまち
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

熊野町長

となり、「海と緑と人が育む環境創造都市はつかい

三村 裕史

ち」を目指した、環境保全活動の充実に取り組んでお

広島市・呉市・東広島市のほぼ中央部に位置する熊

貴会の「せっけん運動」は、環境に優しい「せっけ

野町は、周囲を山々に囲まれ豊かな自然環境に恵まれ

ん」を使用するという、身近で、実践しやすい活動を

た高原盆地のまちです。

通じて、水環境の保全を考える大変意義深い活動でご

ります。

この豊かな自然環境を次世代に引き継ぐために、本

ざいます。長年にわたるご尽力に敬意を表しますとと

町では公共下水道の整備や合併浄化槽の設置を推進し

もに、「せっけん運動」の輪が広がり、美しい自然環

ています。また、町民一人一人の環境への意識向上を

境が次世代へ引き継がれることを願っております。

目的に、小学生を対象にした環境学習「水辺教室」や、
町全体での一斉清掃（河川清掃）などを行い、水環境
の保全に向けた活動に取り組んでいます。
貴会の美しい自然を次世代へ引き継ぐ活動に敬意を
表しますとともに、「せっけん運動」の輪が今後益々
広がりますようご祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

東広島市長

髙垣 廣德

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

行なう「水辺クリーンウォーキング」等を実施してい
ます。
また、平成 30 年３月に『第２次府中市環境基本計
画』を策定し、環境に関する取り組みを総合的、計画
的に推進しているところでございます。

す。中でも西条は、灘、伏見に並び称される銘醸地の

貴会の水環境の保全活動に対するご尽力に心より敬

一つとして知られており、複数の川の源でもある「水

意を表しますとともに、美しい自然環境が次世代へ引

の生まれるまち」です。

き継がれる事を祈念申し上げます。

この豊かな水環境を次世代に引き継いでいくため、
本市では東広島市環境基本計画のもと「市民一人ひと

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

りがふるさとの環境をまもり・はぐくみ・つたえるま

応援メッセージ

府中町長

ち」の実現を目指し、市・市民・事業者が連携し環境
保全活動に取り組んでいます。

佐藤 信治

せっけんを通じ、環境問題に広く目を向ける貴会の

府中町は、周りを広島市に囲まれ、人口５万２千人

活動に敬意を表するとともに「せっけん運動」が多く

が住み、たくさんの住宅が建ち並ぶまちですが、北東

の地域に広がり、今後益々、貴会が発展されますこと

部には水分峡森林公園というホタルの舞う自然豊かな

をご期待申し上げます。

公園があります。また、市街地には３本の川が流れて
おり、身近にある水辺の自然環境を感じることができ

「せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間」に寄せて

福山市長

枝廣 直幹

ます。
当町では、これらの自然環境を未来に残していくた
めに、今年度から住民と協働で行う生き物調査を始め

福山市は、広島県東部に位置し、北は緑豊な山々と

ました。住民に町内の動植物を調査・報告していただ

南は今年、日本遺産に認定された「鞆の浦」がある瀬

き、調査結果を環境学習に役立てるとともに、調査の

戸内海に囲まれ、我々の水源や憩いの場、様々な生物

過程で自然と触れ合い、自然に対する興味や問題意識

のすみかでもある「芦田川」が流れる自然に恵まれた

を持つきっかけになればと考えております。

まちです。

貴会の水環境を守る「せっけん運動」も、家庭でで

芦田川の水環境改善のため、公共下水道整備や浄化

きる環境保全活動として、今後ますます広がりをみ

槽の普及促進、小学校への出前授業をはじめ、市民団

せ、きれいな川を育むとともに、美しい自然環境が守

体等で組織している「芦田川環境マネジメントセンタ

られることをご期待申し上げます。

ー」と連携し、「きれい☆きれいプロジェクト」とし
て市民の皆さんと協働で「川の健康診断」、「水辺の
学び舎」、「河川浄化チャレンジ月間」など様々な啓
発活動を展開しています。
一人ひとりができることを実践し、良好な水環境の
保全に向けて取り組んでまいりましょう。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」への
メッセージ

府中市長

小野 申人

府中市は、広島県の東南部内陸地帯に位置してお
り、複数の河川水系を有し、市域の約７割が山林に囲
まれているという自然環境に恵まれた都市です。
本市では、身近な水環境問題に関心を持ってもらう
ため「水辺教室」や、水辺を歩きながら清掃・学習を
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

山口県

シャボン玉月間によせて

下松市長

山口県

国井 益雄

下松市は、山口県南東に位置し、瀬戸内海に面して
います。山や島の豊かな自然に恵まれ、末武川ダム
（愛称米泉湖）、温見ダムという２つの水資源を持つ
住みよいまちです。
本市では、環境保全支援活動の一環として、毎年ダ
ム周辺の清掃を行い、また、公共下水道の整備や合併

「シャボン玉月間」によせて

岩国市長

福田 良彦

浄化槽設置に対する助成を実施し、河川の水質改善に

岩国市は、1,000 ｍを超える山々や錦帯橋の下を流

くためには、私たち一人ひとりが環境保全の意識を常

れる錦川をはじめとした豊かな自然を有しており、伏

取り組んでいます。環境を守り次世代に引き継いでい
に持ち行動に移していく必要があります。

流水を用いた地酒造りなど、古くからその恵みを生か
して多くの産業が発展してきました。

貴会が「せっけん運動」を通して長年続けられてい
る水環境の保全活動に敬意を表すとともに、さらなる

毎年６月には市内企業や各種団体の参加のもと「岩

ご発展を心からお祈り申し上げます。

国環境フェスタ」を開催しており、今年も多くの来場
者を迎え、環境保全の意識高揚に繋がる様々な催しを

「シャボン玉月間」によせて

山陽小野田市長

実施したところです。豊かな自然を次世代に伝えるた
めにも、このような市民、事業者、市の協働による取

藤田 剛二

山口県の南西部に位置する本市は、北に中国山系、

組みを今後も推進してまいります。
長年に渡り「せっけん運動」を通じて水環境の保全

南に瀬戸内海を臨む、山と海に囲まれた自然豊かなま

に取り組まれておられる皆様方の活動に深く敬意を表

ちです。市街地は南部の干拓地を中心に発展してお

し、今後ますますその活動の輪が広がっていくことを

り、人と自然と工場が密に調和した社会を形成してい

祈念いたします。

ます。
本市では今年度、第二次山陽小野田市総合計画を策
定し、その中で「人と自然が調和する安心のまち」を

シャボン玉月間によせて

宇部市長

久保田 后子

テーマにふるさとの森林・農地や海・河川などが育む

宇部市は瀬戸内海に面し、山口県の南西部に位置し

協力しながら海・河川等の清掃をするなど、環境保全

ています。市の北部の丘陵地には、小野湖をはじめと

意識の高揚に努め、市民との協働により自然環境の保

する豊かな自然があふれ、厚東川や市街地を流れる真

全を推進することとしています。

生態系を守るため、水辺の教室の開催や地域住民等と

締川など、貴重な水辺環境も保たれています。

最後に、貴会の活動に敬意を表するとともに、ます

本市は、産・官・学・民が一体となって公害を克服し、

ますのご発展を心より祈念申し上げます。

世界的にも「宇部方式」として評価されています。さ
らに、本年６月には内閣府において、本市はＳＤＧｓ未

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

下関市長

来都市として選定され、豊かな自然環境等、環境面で
も次世代に残すための持続可能な取組を進めています。

前田 晋太郎

水環境の保全については、水源かん養基金を活用し

下関市は本州最西端に位置し、関門海峡を挟んで、

た水源地の森林保全や、「親と子の水辺の教室」など

東に周防灘、西に響灘と３方が海に開かれ、木屋川を

森里川海のつながりを取り戻し維持していくための取

はじめ大小の河川が市内各所を流れるなど、豊かな自

組を行っています。

然と水環境に恵まれた風光明媚な土地です。

貴会の長年にわたるせっけん運動に対しては、深く

本市では、美しく潤いのある自然やまちなみと人が

敬意を表するとともに、この活動の輪がさらに広がり

共生するまちを目指し、市民の皆さんを対象に「環境

ますことをご祈念申し上げます。

教室」や「サマー・キッズエコフェスタ」を開催する
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など、自然環境の保全と環境負荷の少ない循環型社会

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

光市長

の構築に向けた取組を推進しております。
このような中、貴会が取り組まれるせっけん運動

市川

熙

は、身近な環境保全活動として大変意義深いものであ

光市は、日本の白砂青松 100 選に選定されている

り、活動に対して深く敬意を表します。そして、活動

室積・虹ケ浜海岸や、市民や水鳥の憩いの場である母

の輪がさらに大きく広がることを心から祈念いたしま

なる川島田川をはじめとした、先人たちが守り育てて

す。

きた水や緑の豊かな自然環境に恵まれたまちです。
市では、ふるさとの豊かな自然に感謝するととも

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

周南市長

に、この恵まれた自然環境を次世代に引き継いでいく

木村 健一郎

ため、全国で初めて「自然敬愛都市」を宣言し、人と

周南市は、穏やかな瀬戸内海と緑豊かな山々に囲ま

水環境では、島田川の伏流水など恵まれた貴重な財

れ、自然豊かな面を持ちながら、石油化学コンビナー

産を守るため、1973 年から光市民総ぐるみの環境美

トと共に発展をしてきた、自然と産業が調和した美し

化活動「クリーン光大作戦」などの活動を通じて環境

いまちです。

保全に取組むとともに、「水道まつり」や「親と子の

今年５月には「地球環境にやさしい環境配慮型庁
舎」として、市役所新庁舎の一部が完成しました。

自然が共生するまちづくりを進めています。

水辺の教室」の実施など、良好な自然環境を次世代へ
引き継ぐため、環境学習に取り組んでいます。

新庁舎では、市内のコンビナート企業で発電される

貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意を表

電力を活用するほか、重力換気システム、太陽光発電

しますとともに、活動の輪がさらに広がることを心か

設備の採用、屋根等の高断熱化、地熱を利用する空調

ら祈念いたします。

システム、雨水のトイレの洗浄水への利用など環境負
荷の軽減を図っています。

「シャボン玉月間」によせて

防府市長

貴会の長年の水環境保全に対する活動に敬意を表し
ますとともに、「せっけん運動」を通じて、この活動
の輪がさらに広がることを心からお祈りいたします。

池田

豊

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」の曲の一部です。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

周防大島町長

椎木

♪「月冴ゆる

巧

朝霧の

佐波の川瀬に
立ちこめるころ

国稚 ( わか ) く

周防大島町は、山口県東南部に位置し、瀬戸内海に

ただよいて
そが中に

豊かな自然に恵まれ、元気なお年寄りの多い「長寿の

萌え出でて

島」、「生涯現役の島」としても知られています。

白雲の

ありにしものを

浮かぶ気候温暖な「みかんの島」として有名であり、

ひとと地球にやさしいまちづくりをめざし、祖先か

ああ

海月 ( くらげ ) のごとく

葦 ( あし ) 牙 ( かび ) の萌え
大地は生りぬ

八重棚曳きて
うまし

国原 ( くにはら ) は成りぬ」

ら受け継いだこの豊かな自然環境を後世に引き継ぐた

これからも、森里川海の自然の恵みの大切さを忘れ

めには、地球的視野に立った環境保全対策や環境共生

ず、未来の世代につなげていくよう、自然環境の保全

型の生活環境の整備など、一人ひとりが身近な生活か

に取り組んで参ります。

ら見直しを図ることが大切であると考え、町も環境活
動への支援を積極的に行っております。

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

長年にわたる貴会の水環境の保全に向けた地道な取

す。

り組みは、非常に意義深いものであり心から敬意を表
しますとともに、今後ますますのご活躍、ご発展をご
祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

福岡県

「せっけん使おう！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７日（日）に、今年で５回目を迎えるサ
イクリングのイベント「2018 サザンセト・ロングラ

排水処理率は 99.5％です。
町内の取り組みでは、和木町生活学校の皆様が、食
廃油を石鹸にリサイクルする活動を長年続けておら
れ、その石鹸は「しらうお石鹸」として多くの方々に
愛用されております。

イド in やまぐち」が開催されます。全国からお越し

貴会の石けんの良さを地域に広め水環境を保全する

になる約 1,500 人のサイクリストには、多島美を誇

活動に対しまして、心から敬意を表し、応援メッセー

る瀬戸内海や河川、市街地周辺の山々など、本地の豊

ジといたします。

かな自然を満喫して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受け継いでい
くため、毎年開催している「親と子の水辺の教室」に

福岡県

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。
皆様の長年にわたる水環境保全に対する活動に心か
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心からお祈りいたします。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」
シャボン玉月間によせて

応援メッセージ

山口市長

渡辺 純忠

朝倉市長

林

裕二

山口市は、椹野川をはじめとした多くの清流を有し

昨年の九州北部豪雨以降、多くの皆様からのお寄せ

ており、河川流域一帯は、国の天然記念物「山口ゲン

いただいた多大なるご支援・ご協力に対し、改めて心

ジボタル発生地」をはじめ、豊かな生態系や貴重な植

から感謝申し上げます。

物群落が数多く残されています。

福岡県のほぼ中央に位置する朝倉市は、北部には古

本市では、この多様な自然環境を守り、次世代に継

処山をはじめとする山々と、江川ダム・寺内ダムがあ

承していくため、市民の皆様や事業者方々との連携に

り、南部には筑後川が境界に沿うように流れている、

よる「椹野川水系クリーンキャンペーン」の開催や環

水と緑の豊かな市です。

境教育を通じた水質保全や河川の美化に向けた意識啓
発を推進しております。

また、国指定天然記念物のスイゼンジノリが全国で
唯一自生し、スイゼンジノリを教材に地元の子どもた

貴会の長年にわたる活動「せっけん運動」は、自然

ちが環境教育に取り組んでいます。この素晴らしい環

環境と共生する重要な活動であると感じており、これ

境が次世代に渡って受け継がれていくものと期待して

までの貴会の活動に対し、深く敬意を表しますととも

おります。

に、活動の輪がより一層広がることを心からお祈りい
たします。

貴会の長年にわたる水環境を守る活動に敬意を表す
るとともに、次世代へ美しい自然を受け継いでいくた
めにも、今後ますます「せっけん運動」の輪が広がっ
ていくことを心より祈念いたします。

「シャボン玉月間」メッセージ

和木町長

米本 正明

和木町は、山口県の最東端に位置し、一級河川小瀬
川を挟んで広島県と隣接し、東は瀬戸内海に面した小
さな町です。
沿岸部は日本で初めての石油コンビナートが形成さ
れ、かつては公害が懸念されていましたが、現在は各
企業の努力により大幅に環境が改善されています。ま
た、町では早くから公共下水道事業に取り組み、生活
64
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行政からのメッセージ 2018
シャボン玉月間に寄せて

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

糸島市長

応援メッセージ

芦屋町長

波多野 茂丸

月形 祐二

糸島市は福岡県の西部に位置し、北部には美しい海

芦屋町は、福岡県の北端に位置し、町の中央を流れ

岸線が続き、南部には脊振山系の緑豊かな山々が連な

る一級河川の遠賀川をはさんだ東側には千畳敷や奇岩

り、また、それらの中間部には糸島平野と言われるな

の連なる海岸線、西側には白い砂浜の広がる海岸線と

だらかな田園地帯が広がる、豊かな地域資源を有する

変化に富んだ美しく自然豊かなまちです。

まちです。

これらの自然を後世に引き継いでいくために、本町

このような特色ある自然環境を守るために、本市で

では「町内一斉清掃」や「ラブ・アースクリーンアッ

は、平成 27 年度に策定した「糸島市環境基本計画（後

プ」と称された海岸の清掃活動を行い、町民の皆様と

期計画）」に基づき、水環境をはじめとした自然環境

一体となって活動をすることで芦屋町がより美しく住

を保全する取り組みを進めています。

みよいまちになると考えております。

貴会の「せっけん使用運動」は、恵まれた自然環境

「せっけん使用運動」は、一人ひとりが身近なとこ

を後世に繋ぐ活動として、大変意義深いものと考えて

ろから取り組める活動であります。この水環境保全活

おります。長年にわたる皆様の活動に敬意を表します

動に長年取り組まれていることに敬意を表すととも

とともに、今後ますます活動の輪が広がりますよう心

に、皆様の環境意識がさらに高まり、活動の輪がます

よりご祈念申し上げます。

ます広がっていくことを祈念いたします。
「水環境保全に対するせっけん使用運動」
「せっけん使用運動」への応援メッセージ

飯塚市長

片峯

応援メッセージについて

誠

うきは市長

髙木 典雄

飯塚市は福岡県の中央部に位置しており、南北に流

うきは市は、福岡県の南東部に位置し、南に耳納連

れる一級河川である遠賀川に沿って平野が広がり、東

山、北に筑後川が流れる自然に恵まれた水と緑とフル

西は山地に囲まれた良好な自然が残された地域です。

ーツのまちです。

本市では、環境基本計画において、「人＋自然＋や

なかでも、環境省の名水百選に選ばれた「清水湧

さしいまち＝いいづか」という将来像を掲げ、豊かな

水」、林野庁の水源の森百選に選ばれた「調音の滝周

自然を本市の大きな魅力と位置づけ、自然と調和した

辺」、農林水産省の疎水百選に選ばれた「大石用水」

住みよいまちの実現を目指しています。このようなこ

を有し、その恩恵によって今日の本市の産業や観光が

とから、水環境保全につきましては、水辺環境の保全

成り立っていると言っても過言ではありません。

や河川水質の保全に取り組むとともに、公共下水道事

本市では、豊かな水環境を次世代に引き継いでいく

業・合併浄化槽設置補助事業などを推進しています。

ため、地下資源の調査、把握、解析を行い、地下水保

貴会の「せっけん使用運動」による水環境保全の活

全に必要な施策を検討しています。

動が、環境問題全体に対する人々の意識の向上に大き

貴会の長年に渡る水環境を守る活動に敬意を表しま

く貢献されておりますことに深く敬意を表しますとと

すとともに、活動の輪が大きく広がりますことを祈念

もに、今後、さらに活動の輪が拡がりますことを心よ

申し上げます。

りご祈念申し上げます。
シャボン玉月間に寄せて

大川市長

倉重 良一

大川市は、福岡県の南西部、筑後川が有明海に注ぐ
河口左岸の一角に位置しており、水と緑の豊かなまち
です。筑後川下流域は、エツの生息場あるいは産卵場
であるとともに、ウナギやアユ等の遡上経路、シジミ
の好漁場となっています。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
また、筑後川周辺海域では、アサリ、モガイ、クル

貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、

マエビ、ガザミなどを対象とした漁業やノリなどの養

本市の水環境保全に対する理念に通じるものであり、

殖業が盛んに行われており、特にノリ、アサリは全国

市民の健康と子どもたちの未来のために活動の輪がさ

有数の生産量を誇っています。

らに広がりますことをご祈念申し上げます。

本市では、この豊かな環境を本市の宝である子供た
ちに繋いでいくために「大川市第５次長期総合計画」

水環境保全に対するメッセージ

大牟田市長

の基本理念の一つに「総合的な環境対策の推進」を掲
げ、クリークをはじめとする河川の水質や水辺環境の

中尾 昌弘

保全に取り組み、活力、誇り、人を育む水と緑のまち

大牟田市は、福岡県の最南端に位置し、海と山に囲

を目指しています。その中で、貴会が取り組んでおら

まれ豊かな自然に恵まれた、自然災害の少ない温暖な

れる「せっけん使用運動」は大変有意義なものである

気候のまちです。
本市では、将来を担う子ども達に対する「教育の向

と認識しており、今後この活動がますます発展してい

上」をまちづくりの柱の一つに掲げ、特色ある教育の

くことを心よりご祈念申し上げます。

一環として市内の全小・中学校がユネスコスクールに
「水環境保全に対するせっけん使用運動」への

加盟し、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）を学

応援メッセージ

校と地域や関係団体が協力して推進しています。

大木町長

石川 潤一

大木町では、生ごみなどの循環事業・ごみゼロを目
指す「大木町もったいない宣言」の公表など、町民と

この中で子供たちは、様々な学習に取り組んでお
り、よりきれいな水環境を取り戻す大切さなどの環境
学習についても、地域や関係団体と連携しながら学ん
でいるところです。

一緒に環境対策に取り組んできました。特に、堀割が

そのような中、貴会のより良い環境を次の世代へ引

町の面積の 14％を占めており、水環境の保全のため、

き継いでいく活動に対し、深く敬意を表し、皆様方の

水路の清掃活動や浄化槽の普及に取り組むとともに、

今後ますますのご活躍を心より祈念申し上げます。

家庭から食用廃油が流れ出さないよう定期的に収集
し、液体石けんを作製してその普及に努めています。

シャボン玉月間に寄せて

岡垣町長

より良い水環境を次世代に引き継ぐために、これか
らもせっけんの良さを多くの人に知ってもらえるよう
普及活動に取り組んでいきます。

宮内 實生

岡垣町は南西部に孔大寺山や城山などが連なり、そ

最後に、貴会の長年に渡る活動に対し心から敬意を

こから北部の響灘に面する三里松原にかけて降りそそ

表しますとともに、今後の更なるご活躍を心より祈念

いだ雨が地下水となり、町の水道水源として利用され

申し上げます。

ています。
平成 29 年度に九州大学と連携して、地下 150 ｍ
から汲み上げた地下水の成分分析を行い、豊富なミネ

シャボン玉月間に寄せて

大野城市長

井本 宗司

ラル分を多く含んでいることや 50 年から 100 年か

大野城市は、福岡市の南に隣接し、市内を流れる御

おいしい地下水をＰＲするため、「岡垣百年水」とし

笠川、牛頸川が中心部で合流し、東北部には四王寺山

けて地下に浸透した水であることが確認されました。
てボトル化（500ml）しました。

や乙金山、南西部には脊振山地の牛頸山を中心とする
小連山が連なる自然豊かなまちです。

また、例年５月中旬から６月初旬にかけて、乳垂川
や戸切川の上流域ではホタルが乱舞する光景が見られ

この貴重な自然環境を将来世代に引き継いでいくた

ます。

めに、本市では河川のクリーンウォークを行う「御笠

特にＪＲ鹿児島本線海老津駅下の矢矧川は、町の中

川・牛頸川・平野川フェスタ」を 30 年以上にわたっ

心市街地でホタルが見られる貴重な場所となっており

て実施しているほか、牛頸地区においては、牛頸川の

ます。

清掃活動やゲンジボタルの保護活動などを通じて水環
境保全の取り組みを展開しています。
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行政からのメッセージ 2018
行政、事業者、住民が共に連携して取り組んでいま

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

す。

応援メッセージ

嘉麻市長

貴会の自然環境を守る「せっけん運動」の輪が広が
り、次の世代に豊かな自然環境を引き継ぐことができ
ることを期待しております。

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。

「水環境保全に対するせっけん使用運動

本市では、環境基本計画において「豊かな自然と共

応援メッセージ」

小郡市長

加地 良光

生する遠賀川源流の心やすらぐまち」を目指す環境像

小郡市は、宝満川や花立山、広大な田園といった緑

回収を行うなどして生活雑排水の処理の推進をおこな

を掲げ、合併浄化槽の一部補助や家庭廃食用油の無料

豊かな自然に恵まれるとともに、小郡官衙遺跡群をは

っています。他にも、Ｉ

ＬＯＶＥ

遠賀川や山田川

じめとした多くの遺跡や古墳が残るまちです。

クリーン作戦での河川の清掃など様々な活動を行い、

また、市内に、七夕の織姫・その恋人牽牛、それぞれ

次世代につなぐ取組を進めています。

を祀る２つの神社が川を挟んであることから、七夕の

貴会が取り組まれている「せっけん運動」を通じ

物語やお祭りが古くから地域で親しまれてきました。

て、水環境保全の理解が深まり、活動の輪がますます

受け継がれてきた美しい自然環境を次世代に残し、

広がっていきますよう心からご祈念申し上げます。

環境に負担をかけない資源循環型の都市を実現するた
め、小郡市では行政・市民・事業者が一体となった３

せっけん使用運動への応援メッセージ

川崎町長

Ｒの取組を推進しています。また、河川環境について
は、下水道の整備により良好な水質を保持していくよ

手嶋 秀昭

うつとめています。あわせて、河川美化運動等の取組

今年、町制 80 周年を迎える川崎町は、毎年多くの

を実施し、多くの市民や団体の皆様に積極的に参加し

ボランティア団体の皆さんと共に河川敷の清掃作業を

ていただいております。

行うなど、自然の豊かさを次の世代に引き継ぐ為の環

貴会が長年にわたり、取り組まれております水環境
保全活動に対し、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申し上げます。

境保全活動に努め、緑豊かな町づくりに取り組んでお
ります。
しかし、近年の地球環境は、気候変動・大気汚染・
海洋汚染など、憂慮すべき事態となっており、早急な
対策を講じなければならない状況です。

シャボン玉月間に寄せて

遠賀町長

原田 正武

水質汚濁に関しては、その原因の約７割が生活排水
と言われています。

遠賀町は、大小さまざまな河川や水路によりもたら

環境への負荷を軽減させる為には、循環型社会への

される、豊かな水のおかげで古くから農業が盛んな町

転換を加速させると共に、一人ひとりがライフスタイ

であるとともに、河川等にまつわるイベントも多く行

ルを見直す努力が必要です。

われてきました。今でも、遠賀町の大事な水源のひと

貴会の永年にわたる水環境保全に向けた地道な活動

つである遠賀川では、毎年「おんがレガッタ」が行わ

に深く敬意を表しますと共に、この運動を通じて環境

れており、住民が水と親しむイベントの一つとなって

問題に対する関心がより一層高まります事を祈念いた

います。本町では住民と協働で、清掃活動などを通じ

します。

て河川や湖沼の水質浄化活動に取り組んでおり、サケ
の遡上や町指定の文化財として貴重な植物であるオニ
バスの発芽・開花も多く確認されるようになりした。
このような中、貴会の「せっけん使用運動」は水質
の改善、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。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
した。今後も、皆様とともにゴール達成に向けて取り

シャボン玉月間に寄せて

苅田町長

遠田 孝一

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

組んで行きたいと考えています。
長年にわたり環境問題の啓発及び普及に尽力されて
いる貴会の取組に敬意を表するとともに、皆様の活動
がより一層浸透していくことを祈念申し上げます。

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

シャボン玉月間に寄せて

鞍手町長職務代理者 鞍手町総務課長
三戸 公則

た。
本町では、平成 26 年３月に策定した「第２次かん
だ環境未来図」に掲げた目標の達成状況や施策、事業
の実施状況についてとりまとめた「環境レポート」を
毎年作成し、ＨＰ上で公開しています。

美しく豊かな自然環境を願い、求めている人たちは
多くいるでしょうが、「自分にもできることがあれば

また、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

…」と考えてみても、具体的な活動として実践し継続
していくことは簡単ではありません。

活動等に取り組んでおり、町内の河川でホタルが見ら

また、行政や事業者によって様々な環境保全整備活

れるようになりました。今後も、良好な水環境を次世

動が行われていることは知っていても、何となく自分

代へ引き継ぐよう努めてまいりたいと考えています。

たちとは縁遠いもののように感じている人たちもいる

貴会の活動により、一人でも多くの皆様が水環境に

と思います。

関心を持ち、活動の輪がさらに大きく広がりますこと

「せっけん」を使う暮らしを入り口として、私たち
が環境問題を身近な問題として意識し、その輪を広

を心よりご期待申し上げます。

げ、さらに日々の生活の中に定着させていくことは、
分かりやすく、すばらしい取り組みだと思います。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

社会の隅々まで広がり、人々の心の中に浸透するよ

応援メッセージ

北九州市長

北橋 健治

本市は多様な産業が集積するとともに、自然溢れる
都市でもあり、「住みたい田舎ベストランキング」や

う期待しています。
「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

「次世代育成環境ランキング」で全国一位になるな
ど、とても住みやすい街として高い評価を受けていま
す。

大久保

勉

久留米市は、九州一の大河・筑後川の清らかな水と

一方で、かつて本市は、公害に苛まれ、市民、企業、

東西に連なる耳納連山の豊かな緑の恵を受け、数多く

行政が一体となってこれを克服した歴史があります。

の貴重な植生や希少種など、豊かな生態系が残されて

現在では、その時の経験や技術を活かし、世界の環境

います。

首都及び 17 のゴールを定めたＳＤＧｓ（国連持続可

この豊かな自然を守り、次世代に引き継いでいくた

能な開発目標）の達成を目指して様々な施策を進めて

め、本市では「自然とふれあい、自然と生きるまち

います。

くるめ」の実現に向けて、市民、事業者、市民団体、

ＳＤＧｓは、「誰一人取り残さない」をキーワード

行政など、全ての主体が、それぞれの責任と役割を認

に、全世界が経済・社会・環境上の問題を包括的・総

識し、協働しながら、生物多様性保全の取り組みを推

合的に解決しようとするものであり、貴会のせっけん

進しているところです。

使用を通じた水環境保全は、17 のゴールのうち、ゴ

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

ール６（水・衛生）のみならず、ゴール４（教育）や

に、今後ますます水環境保全への理解が深まり、さら

ゴール 14（海洋）にも貢献するものです。

には生物多様性の保全に対する社会的な関心の高まり

本市は、今年４月にＯＥＣＤより「ＳＤＧｓ推進に

へとつながっていくことをご期待申し上げます。

向けた世界のモデル都市」として選定され、６月に
は、日本政府より「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されま
68
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行政からのメッセージ 2018
「水環境保全に対するせっけん使用運動」への

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

メッセージ

応援メッセージ

桂川町長

井上 利一

古賀市長

中村 隆象

桂川町は、福岡県の中央部、筑豊地域の南端部に位

古賀市は、玄界灘と白砂青松の美しい海岸線を誇る

置しており、６世紀に造られた国の特別史跡「王塚古

『うみ』、住宅や工場、商業などの市街地が形成され

墳」を擁し「文化の薫り髙い心豊かなまちづくり」を

る『まち』、のどかな田園風景が広がる『さと』、緑

基本理念としてまちづくりを推進しています。

豊かな犬鳴山系が連なる『やま』で成り立っており、

町内には、穂波川や泉河内川など幾筋もの支流が流
れており、古より人々の営みを支えてくれています。
本町では、様々な環境施策に取り組んでおります。

蛍が飛び交うきれいな清流も流れる自然豊かなまちで
す。
本市では、「未来に引き継ごう

中でも、水環境保全につきましては、一般家庭の合併

共生する

処理浄化槽設置費の助成を行い、貴重な環境資源を守

皆さま、事業者の皆さま、環境保全を主な目的とする

り、それを次世代へと引き継いでいく取り組みを進め

市民活動団体「ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会

ています。

議）」との「共働の環」を広げ、水環境の保全を含め

結びに、貴会の水環境保全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っていきま
すよう、心から祈念申し上げます。

環（わ）のまち

人と自然と愉しく

こが」をめざし、市民の

た様々な環境施策を推進しております。
貴会が取り組まれております「せっけん使用運動」
は、環境保全に大変意義深い活動であり深い敬意を表
しますと共に、この活動を通して多くの方が環境保全

「環境保全に対するせっけん使用運動」

に対する理解を深め、今後ますます活動の環が大きく

応援メッセージ

広がりますよう心より祈念いたします。

上毛町長

坪根 秀介

シャボン玉月間に寄せて

新宮町長

上毛町は河川、山林、里山等豊かな自然に恵まれて
おり、それらは生活環境の向上に重要な役割を果たし

長﨑 武利

ています。こうした自然の恩恵を将来の世代も同じよ

福岡市から国道３号線を北へ走ると、まもなく新宮

うに享受できるよう、保全活動を行っていく必要があ

町。豊かな自然と都市が調和する新宮町には、様々な

ります。

観光資源が揃い、生活環境の整った町として、多くの

私たちは、身近な環境を大切にするとともに一人一

皆様に「新宮ライフ」を楽しんでいただいておりま

人が地球規模で考え、環境への負荷の少ないライフス

す。めまぐるしく発展し続ける福岡都市圏の中にあり

タイルへの転換を図ることにより、循環型社会の形

ながら、どこか素朴なあたたかみを残しつつ、賑わい

成、エネルギーの節約を促進するよう行動しなければ

と快適さがある町です。

なりません。

町では、恵まれた自然環境をかけがえのない貴重な

このことから、環境にやさしいエコ商品の優先的購

財産として、次代を担う子どもたちに引き継ぐため、

入や節電・節水、生ごみや草木の堆肥化による再利用

自然と環境を守り、育て、快適に暮らせるまちづくり

など、環境に配慮した生活様式への転換を進めるため

を進めています。今後も町民・事業者・行政が一体と

の取組みを推進しています。

なって自然環境の保全に努めてまいります。

結びに、貴会の取り組まれている「せっけん運動 ｣

貴会の水環境保全に対する取組みについては、行政

を通じた水環境の保全活動がますます充実し、大きな

といたしましても大変心強いところであります。「せ

成果につながりますことを祈念いたします。

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。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
「水環境保全に対するせっけん使用運動」

「シャボン玉月間」によせて

大刀洗町長

応援メッセージ

添田町長

寺西 明男

安丸 国勝

大刀洗町は福岡県の南部に位置し、耳納連山や雄大

添田町は、福岡県の東南部に位置し、雄大な景観を

な筑後川の恩恵を受けた、良好な田園環境と良質で豊

持つ英彦山を中心とした自然条件豊かな森林資源を有

富な水資源を活かし、レタス、ほうれん草、小松菜な

し、山間地より流下する清流の恵は、稲作や農耕を育

どの農業を基幹産業として発展してきました。

み、町の歴史と文化に深く関わっています。

このため、本町では、５月に「環境美化活動」、

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

10 月に「河川浄化運動」を実施し、町民一丸となっ
て町の環境美化、河川浄化に努めています。

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。

貴会の、「せっけん運動」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、美しい水環境を

本町では、平成二十五年度に今川流域市町村連絡協

次世代へと引き継ぐ大変有意義な活動です。

議会を発足し、近隣市町村と密な連携を取り、水環境
の保全に努めています。

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、今後益々のご活躍を祈念申し上げます。

結びに、貴会がせっけん運動を通じ、永年にわたり
水環境保全活動に取り組まれてきたことに対して敬意

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

を表すとともに、今後ますますのご活躍を心から御祈

応援メッセージ

太宰府市長

念申し上げます。

楠田 大蔵

太宰府市は、日本遺産に認定された「大宰府跡周

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

辺」などの歴史的文化遺産に恵まれ、市を縦貫する御

応援メッセージ

田川市長

二場 公人

笠川をはじめ鷺田川、大佐野川を有する自然豊かなま

田川市は、福岡県の北東部に位置する田川盆地の中

したが、下水道の整備や貴会の環境問題への啓発活動

心都市であり、緑豊かな山々から湧き出る彦山川や中

ちです。以前は洗剤の泡が大量にあったこともありま
のおかげで状況は大きく改善されています。

元寺川がまちの中心を流れる自然に恵まれたまちで
す。

に継承するため、本市では第三次環境基本計画に基づ

本市では、目指す環境像「みんなで創ろうや
れる

このように歴史と自然があふれる豊かな環境を未来

胸張

き、市民、自治会、ＮＰＯ、ボランティア、学校、事

田川（たが環 ( わ )）」の実現に向けて「第２

業者等との協働による河川の清掃活動など水環境保全

次田川市環境基本計画」を平成 30 年３月に策定いた

の取り組みを進めています。

しました。「安全で健康的な生活環境をつくる」「快

長年にわたる貴会の水環境保全活動に敬意を表しま

適でうるおいのある環境をつくる」「地球温暖化対策

すとともに、皆様方の活動が今後ますます発展し、よ

を推進する」「田川らしい自然環境を保全、活用する」

り一層活動の輪が広がりますことを心よりお祈り申し

「環境を守り生かす地域づくりを推進する」の５つを

上げます。

基本目標として、環境課題の解決を推進することとし
ています。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

貴会の「せっけん使用運動」は、水環境を守ること

応援メッセージ

筑紫野市長

において大変有意義なものであり、その長年に渡る活
動に深甚なる敬意を表します。今後、この運動の裾野

藤田 陽三

筑紫野市は、山紫水明の地と語られる豊かな自然に

が益々広がりますことを心からお祈り申し上げます。

育まれ、先人が築きあげた輝かしい伝統と文化を継承
しつつ発展してまいりました。私たちは、この貴重で
かけがえのない財産である自然環境を将来の世代へ引
き継がなければなりません。
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行政からのメッセージ 2018
本市では、「第５次筑紫野市総合計画」で掲げた
「自然と街との共生都市

ひかり輝くふるさと

いただき心から感謝を申し上げます。

ちく

本村では、復興計画に基づき新しいむらづくりに取

しの」の実現に向けて、下水道整備による公共下水道

り組んでおりますが、このような美しい自然環境を次

の普及促進や、次世代を担う子どもたちの水環境に対

世代に引き継ぎ、更なる水環境の改善や啓発活動に力

する意識を高めることを目標に市内河川で生きもの観

を入れていきたいと考えています。

察会を開催するなどの取り組みを行っています。

貴会の今年のシャボン玉月間を通じて、せっけん運

貴会の取り組まれている「せっけん運動」は大変有
意義な活動であり、皆様の努力に心から敬意を表しま

動の関心が益々高まっていくことを心より期待してお
ります。

すとともに、更なるご活躍をご期待申し上げます。
「せっけん運動」応援メッセージ

那珂川町長

「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

西田 正治

武末 茂喜

那珂川町は、福岡県の西部に位置し、町の南部を源
流とする那珂川及び九千部・脊振山系なる自然に恵ま

筑後市は、福岡県南部に位置しており、清流矢部川

れた豊かな町です。今年度本町は、第２期の自然環境

をはじめ山ノ井川、花宗川など複数の河川から恩恵を

観察員制度を開始しました。自然環境観察員制度と

受け、緑豊かな自然環境が形成されています。

は、自然環境観察員が、本町の自然環境の変化や、そ

当市では、いちごのあまおうや梨、ぶどう、八女茶

れに伴う動植物の生息・生育状況、自然景観について

といった名産品を作るのに欠かせない水の保全や自然

調査を行い、多くの方に環境保全意識を高めてもらう

本来の河川・水路の水質改善のため、環境に配慮した

ために活動するものです。

河川・水路整備に努めております。

平成 30 年 10 月１日に那珂川市が誕生することが

また、５月には市民・事業所・市が一丸となり取り

正式に決定いたしました。今後も「自然と人がとけあ

組む「川と水を守る運動」を展開しています。この運

う

動は、「地域に住む人が協力し合って、身近な水環境

で以上に魅力ある自治体として飛躍できるように、全

を守ろう」という思いから始まり、今年で３９回目を

力で取り組んでまいります。

迎えました。次の世代のためにもこれからも筑後の豊
かな自然やきれいな水環境を守っていきます。

活力あふれるまち

なかがわ」を目指し、これま

貴会が取り組まれておりますこの「水環境保全に対
するせっけん運動」に敬意を表しますとともに、今後

貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、
筑後市の水環境保全に対する理念に通じるものであ

も、活動の輪が大きく広がりますことを祈念申し上げ
ます。

り、敬意を表しますとともに、活動の輪が筑後市はも
ちろんのこと、さらなる広がりとなることを心よりご

シャボン玉月間に寄せて

中間市長

期待申し上げます。

中間市は、福岡県の北部に属し、福岡市と北九州市

「シャボン玉月間」によせて

東峰村長

福田 健次

澁谷 博昭

の中間（ちゅうかん）に位置し、市の中央を南北に遠

東峰村は福岡県中央部の東端に位置し、東は英彦山

丘陵を背景に閑静な住宅地と商業地などを形成し、人

山系と西は宝満山系に囲まれた地域で、水と緑に囲ま

口の９割が集中しています。川西の広々とした平野部

れた自然豊かな村です。本村の約 86％が山林原野を

には、美しくのどかな田園風景が広がるとともに、市

占めており筑豊盆地や筑後平野の源流域として豊かな

の産業振興策としての工業団地なども立地していま

水源を有しています。

す。

しかしながら昨年の平成 29 年７月九州北部豪雨に

賀川が流れ、北九州市側となる川東には、なだらかな

当市は「きれいな水、いきいきとした緑、昔を感じ

より、地域の水資源や流域のホタル等の自然環境に未

る歴史、愛にあふれ、住みよいまち

曾有の被害をもたらされました。このような中、復興

に掲げ各環境分野の施策に取り組んでおります。

にあたりましては全国各地の皆様から温かいご支援を

なかま」を目標

貴会が「せっけん使用運動」をはじめ環境保全運動
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に長年取り組んでおられますことに深く敬意を表しま

シャボン玉月間に寄せて

福岡市長

すとともに、皆様の今後ますますのご発展をご祈念申
し上げます。

髙島 宗一郎

福岡市は「人と環境と都市活力の調和がとれたアジ
「水環境保全に対するせっけん使用運動」

アのリーダー都市」をめざし、人と地球にやさしい、

応援メッセージ

持続可能な都市づくりにチャレンジしています。

直方市長

壬生 隆明

直方市は福岡県北部に位置し、緑豊かな福智山と南
北に流れる遠賀川、彦山川に代表される美しい自然に

また、今年から「一人一花運動」に取り組んでいま
す。これは 157 万人の市民が一人一本ずつ花を育て、
一企業が一花壇ずつお世話をすることで、まちじゅう
を花と緑でいっぱいにすることを目指しています。

恵まれた水と緑があふれるまちです。

「せっけん運動」は、私たち一人ひとりが身近なと

本市では、毎年市民の皆様とともに遠賀川河川敷の

ころから取り組める環境保全活動です。水環境の保全

清掃活動を行ったり、こども達を対象にした環境学習

に向け、長年取り組まれているこの活動に敬意を表す

や地域コミュニティにおける清掃活動を支援していま

るとともに、活動の輪が一層広がることを祈念いたし

す。

ます。

今後も、川とともに育つ子供たちのため、また故郷
の自然を愛して暮らす人々のために、水環境の保全や

「シャボン玉月間」に寄せて

福智町長

市民意識の向上に努めて参ります。
良好な水環境の保全に長年取り組まれています貴会

嶋野

勝

福智町は福岡県の中部から北東よりに位置してお

に敬意を表しますとともに、今後の益々のご発展を心

り、町の中央部を流れる彦山川と中元寺川、標高 901

より祈念いたします。

メートルの秀麗な福智山など、豊かな自然に彩られな
「水環境保全に対するせっけん使用運動」

がら、これらの魅力を生かしたまちづくりを展開して

応援メッセージ

います。

広川町長

渡邉 元喜

広川町は緑深い山々、温暖な気候に恵まれ、いちご
やぶどうなどの豊富な農作物、久留米絣などの伝統文

本町では「下田川地域循環型社会形成推進地域計
画」に基づき、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。

化等を育む、豊かな自然に囲まれています。

貴会の長年にわたる水環境保全活動に心から敬意を

豊かな自然を次世代へと受け継いでいくため、環境

表しますとともに、美しい自然を次世代へ引き継ぐ環

施策のひとつに「自然と共生する快適なまち」を掲

境活動の輪がますます広がっていくことをご祈念申し

げ、公共下水道の整備、家庭用小型浄化槽の設置に対

上げます。

する補助事業や、河川の定期的な水質検査などの取り
組みを行っております。

シャボン玉月間に寄せて

福津市長

貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、
一人ひとりが水環境について考え、豊かな自然を守

原﨑 智仁

り、次世代に継承していく大変意義深い活動だと思い

福津市は今、豊かな自然環境と利便性のバランスの

ます。この活動の輪がさらなる広がりとなることを心

よさで、子育て世代を中心に多くのかたが移り住み、

よりご期待申し上げます。

この数年は、前年比で千人を超える勢いで人口が増え
続けています。世界文化遺産の「新原・奴山古墳群」、
テレビＣＭで一躍有名になった宮地嶽神社の「光の
道」、ウミガメも産卵に来る海岸などの豊かな自然環
境は、先人たちが守り続けてきた市の財産です。私た
ちはこの財産を受け継ぎ、守り育て、後世へと引き継
いでいく責務があります。各種団体や個人ボランティ
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アの皆さまに積極的に行っていただいている環境美化

敬意を表するとともに、今後のさらなるご活躍をご祈

や自然環境保護の活動に対し感謝申し上げますととも

念申し上げます。

に、貴会の「せっけん運動」に対し敬意を表し、今後
ますます活動の輪が広がりますことを心から祈念いた

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

します。

応援メッセージ

みやま市長

応援メッセージ

豊前市長

後藤 元秀

昨年の九州北部豪雨での総降水量は過去の記録をは
るかに超え、集中豪雨の恐ろしさをまざまざと見せつ

西原

親

みやま市は、福岡県の南部に位置した自然豊かなま
ちです。当市では、この豊かな自然環境を次世代を担
う子どもたちに引き継いでいくため、資源循環型のま
ちづくりを目指しています。

けられました。被災されたみな様をそばで見続け、間

さまざまな取り組みの中で、平成 24 年度より開始

もなく 1 年を迎える今、改めてお見舞いと復旧、復

した「菜の花プロジェクト」は、菜の花を栽培し、搾

興支援に気持ちを傾けるものです。

油し、食用油として利用した後、廃食油を回収して、

大災害をもたらす危険性のある同じ水は、われわれ
の生命維持と暮らしに欠かせないものでもあります。

バイオディーゼルを精製したり、せっけんを作った
り、食廃油を再利用する資源循環の取り組みです。

溢れて困るが、なければもっと困る。そんな存在の水

河川や海などの自然環境を守る貴会の「水環境保全

のうち、生活に欠かせない水を、私たちはどのように

に対するせっけん使用運動」の長年の取り組みは大変

扱っているか。もう一度見直してみませんか。

意義深いものであり、心から敬意を表します。

あってあたり前、の生活用水を、無駄にしていない

豊かな水環境を次世代を担う子どもたちに引き継い

か。汚していないか、などなど。とくに、合成洗剤な

でいくため、貴会の素晴らしい活動の輪が今後ますま

ど化学物質を使い捨てることで、汚染していないか。

す広がっていきますよう、心よりお祈り申し上げま

やはり、せっけん使用で環境負荷の少ない暮らし方を

す。

選ぶべきです。ネットワーク活動の広がりが決め手と
なります。行政としてもみなさんとタッグを組み、子

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

どもたちの時代に自信をもって伝えられる環境を残し

応援メッセージ

宮若市長

たいものです。

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

応援メッセージ

水巻町長

美浦 喜明

に位置し、市の中央を犬鳴川と八木山川が流れ、水と

水巻町は、遠賀川流域に広がる遠賀平野に位置し、

域・産業が賑わう住みよいまちを目指し、第２次宮若

町内には遠賀川をはじめ、堀川や曲川などが流れ、

市総合計画をスタートさせ、都市基盤を整備してきた

人々にうるおいややすらぎを与えてくれるだけでな

第１次総合計画の成果を礎に、「ネクスト」ステージ

く、これまで地域の重要な役割を担ってきており、住

へと進むため、将来像の実現に向けた取組を進めてい

民の生活、文化と深い結びつきを持つ貴重な地域資源

ます。自然環境では、まちの強みである豊かな自然環

です。

境を守り、自然と共生するまちづくりを進めるため、

本町では、これまでも総合計画や環境基本計画の中
でも、水環境の保全を重要なテーマとして位置づけ、

緑に恵まれた地域です。平成 30 年度から、市民・地

環境教育を推進し、不法投棄の防止や環境クリーン作
戦などの取組を行っています。

各種施策を展開するとともに、住民・行政・事業者が

貴会の長年にわたる水環境を守る活動に敬意を表し

一体となって取り組める体制づくりを推進し、広域的

ますとともに、活動の輪がますます広がりますことを

な連携にも取り組んでまいりました。今後も、環境意

祈念申し上げます。

識の啓発など次世代へと繋がっていく取り組みを進め
てまいります。
貴生協の長年にわたる「せっけん使用運動」に深い
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」

「水環境保全に対するせっけん使用運動」

応援メッセージ

応援メッセージ

宗像市長

伊豆 美沙子

八女市長

三田村 統之

宗像市は昨年世界文化遺産に登録された「神宿る

本市は、市の東部及び南東部の大半を森林が占めて

島」宗像・沖ノ島と関連遺産群をはじめ、有数の歴史

おり、釈迦岳や周辺の山林に源を発した矢部川は、星

文化が薫り、また玄界灘に面し、市内全域を山々に囲

野川など数多くの支流と合流し、有明海へと注いでい

まれるなど、豊かな自然に溢れたまちです。貴重な遺

ます。

産群と合わせ、先人たちが守り繋いできた豊かな自然

古くからこの豊富な水資源により、米や麦、茶など

を後世に引き継いでいくことが、私たちの重要な責務

様々な農作物や伝統工芸品、日本酒が造られるなど、

だと考えております。

人々は水の恵みに感謝し、水と共に八女の地は豊かに

こうした中、本市では「宗像国際環境１００人会

育まれてきました。

議」を開催し、地球環境問題を身近な問題として捉

先人たちの知恵と努力により、守り育まれてきた水

え、少しでも解決に向けて前進できるよう取り組み、

環境を、汚すことなく脈々と次世代に引き継いでいく

また「ラブ・アースクリーンアップ」と称して海岸の

ことは、私たちの責務です。今後も市民、市民団体、

清掃活動を行う等、市民の皆様と一体となって、環境

事業者の皆さんと行政が協働し、水環境保全の取り組

保全に向けた取り組みを行っております。

みを進めていく所存です。

皆様が取り組まれている「せっけん使用運動」につ

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表すると

きましても、水環境を守る大切な取り組みであり、今

ともに、この活動がより多くの方々の環境意識の向上

後も多くの方の関心が高まり、活動の輪がさらに広が

に繋がることをご祈念申し上げます。

りますことを心より祈念いたします。
「水環境保全に対するせっけん使用運動」
「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

応援メッセージについて

柳川市長

金子 健次

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

柳川市は、福岡県南部、筑後平野の西南部に位置

車道行橋インターチェンジの開通に伴い、京築地域の

し、北西は筑後川、南東は矢部川という一級河川が流

中核都市として発展を続けております。また、温暖な

れ、南部は有明海に面しています。

気候と海や山や川の自然に恵まれており、ビーチバレ

また、市内にはおよそ 930km に及ぶ掘割がめぐり、

ーやシーサイドマラソン、アクアスロンなど様々な海

独特な景観を醸し出し、特に水郷柳川の川下りは、四

岸線を活用したビーチスポーツの普及に取り組んでお

季折々の風情があり観光客に楽しんでいただいていま

ります。

す。このように柳川市は、良好な水資源が欠かせない

この豊かな風土を守り、次世代を担う子どもたちに

まちであり、水環境の保全は生活、農漁業、観光など

美しい自然を繋ぐために、行橋市では環境基本条例及

すべてにおいての重要な政策となっております。

び環境基本計画において、市・事業所・市民のそれぞ

貴会が市民生活者として水環境を守る活動に精力的
に取り組まれておられますことは本市にとっても非常

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。

にありがたいことであります。

貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、

今後とも貴会の取組がさらに発展し、活動の輪がひ
ろがりますよう祈念申し上げます。

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。
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時津町長

長崎県

吉田 義徳

時津町が面している大村湾は全国的にも珍しい二重
性の閉鎖性海域として知られております。
当湾は波が非常に穏やかで、スナメリなどの多くの
生物が生息する一方、海水の循環が悪いため水質改善
が課題となっております。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

大村市長

そこで、本町は長崎県による水質浄化や多様な生物

園田 裕史

の生息の場の保全に着目した「再生砂による浅場造成

大村市は、長崎県のほぼ中央に位置し、東に多良岳

る「海の学習システム」を崎野自然公園内に設置いた

山系、西は「琴の海（ことのうみ）」と称されるほど
波静かな大村湾を望む自然豊かなまちです。

が住みたくなるまち

しました。
豊かな自然環境を次世代へ継承するため、今後も自

本市では、「第二次大村市環境基本計画」において、
目指す環境像を「豊かな歴史と自然に包まれ

実証試験事業」に参加し、併せて大村湾について学べ

みんな

然の保護や保全に関する意識を高め、町民との協働に
よる保全活動を促進してまいります。

おおむら」と定めています。そ

最後に、貴会の活動に対して敬意を表しますととも

の実現に向けた取り組みの一環として、小学生を対象

に、活動の輪がなお一層広がりますよう心から祈念申

とした体験学習「大村湾ウオッチング、リバーウオッ

し上げます。

チング」の開催、企業やボランティア団体との協働に
よる大村湾沿岸一斉清掃や市民清掃の実施、公共下水

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

長崎市長

道の整備や合併処理浄化槽の設置に対する補助など、
水環境保全に対する取り組みを推進しています。

田上 富久

結びに、今後ますます「せっけん運動」の輪が広が

長崎市は、山と海に囲まれた恵み豊かな自然環境

り、より多くの人の環境保全への意識が高まりますよ

と、異国情緒あふれる文化遺産がおりなす魅力ある街

うご祈念いたします。

です ｡
本市では、「人と自然と文化が輝き続けるまち長
崎」の実現を目標に掲げ、美しい自然環境の保全を図

シャボン玉月間によせて

佐世保市長

朝長 則男

るために、様々な取組を進めております。
そのような中で、苛性ソーダの提供による廃食用油

佐世保市は、長崎県の北部に位置し、リアス海岸と

を使った石けんづくりの支援や、子どもたちを対象と

大小の島々からなる西海国立公園九十九島をはじめ、

した水生生物の観察会を開催し、広く市民の皆様に自

弓張岳・烏帽子山系など豊かな自然に囲まれた街で

然環境保全への意識を高めてもらっております。今後

す。今年４月には、観光振興や環境保全の取り組みが

も、水質改善に向けた取組みを積極的に進めてまいり

認められ、九十九島湾が国内で５例目となる「世界で

たいと考えております。

最も美しい湾クラブ」に加盟認定を受けました。

最後に、長年に渡る貴会の活動に深く敬意を表すと

本市では、これらの豊かな自然環境を守るため、
2018 年度からの 10 年間における「佐世保市環境基

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。

本計画」の改定を行い、「自然と共に生きるまちさせ
ぼ」の実現に向けより一層の環境保全に取り組んでい
ます。
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、活動の輪が一層広まりますことを
ご祈念申し上げます。
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長崎県

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

熊本県

「せっけん使おう！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

熊本県

長与町は、町としては長崎県下最大の人口を有し、
町の中心を走る長与川沿いと丘陵に立ち並ぶ団地、さ
らにその周りを山々と大村湾に囲まれた自然美に彩ら
れた、豊かな自然が自慢の風光明媚な町です。
本町では、第９次総合計画に沿って、町民・事業者・

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

天草市長

町が一体となり、空き缶等のごみの散乱防止や地域の
環境保全を推進してきました。町民総ぐるみで実施す

中村 五木

る町民一斉清掃や大村湾沿岸一斉清掃及び町民の水資

天草市は、周囲を美しい海に囲まれ、古より自然の

源である長与川清掃等は、本町の特徴的な水環境美化

恩恵を受けて発展してきました。「イルカが泳ぐ藍い

への取組として定着しています。

海」と「ホタルが乱舞する美しい川」をはじめとした

最後に、せっけん運動を通して水環境の保全に尽力
される貴会の皆様に敬意を表しますとともに、益々の

豊かな自然環境の中に、多種多様な生物が生息・生育
しています。

ご発展をご祈念いたします。

本市は「環境に配慮した暮らし」を推進し、市民と
共に環境を守り育てることを目指していますが、地域

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

南島原市長

ぐるみでこのような豊かな自然を「天草の宝」として

松本 政博

守り、次世代へ引き継ぐ活動が、市内各地で自主的に

南島原市は、長崎県・島原半島の南東部に位置し、

貴会の取り組みである生命を育む水の保全は、世代

雲仙山麓から有明海と橘湾に広がる水と緑の自然豊か

を超えて生物多様性を守る大切な取り組みでありま

なまちで、地元のきれいな水を使った「島原手延べそ

す。

取り組まれています。

うめん」の製造でも全国に知られています。

貴会の長きに渡る活動に敬意を表しますとともに、

本市では、これらの美しい自然環境を将来に引き継

今後益々のご活躍ご発展をご祈念申し上げます。

ぐため、廃食用油を利用した石けんづくり、ＥＭ活性
液を使った河川の水質浄化、児童・生徒への海・川・

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

荒尾市長

地下水の水質保全教育など、地域と一体となった活動
を展開しています。

浅田 敏彦

これらは小さな取組ではありますが、市民と共に活

荒尾市は東に小岱山、西にラムサール条約湿地に登

動を継続・拡大させることが大切だと考えています。

録された、単一の干潟としては国内有数の広さを誇る

今後とも、貴会の活動の輪がさらに拡大され、国民の

荒尾干潟がある自然豊かなまちです。

環境保全に対する意識が高まっていくことを祈念いた
します。

様々な底生生物が生息し、多くの渡り鳥が飛来する
荒尾干潟の環境を次世代へ繋ぐため、第２次荒尾市環
境基本計画に基づき、市民、事業者及び行政が協働し
て環境保全の取組を進めています。自然環境の保全と
して、水生生物調査を実施し、川の環境や生活排水が
河川に及ぼす影響の学習、干潟での清掃活動を行って
おります。
生活排水が干潟に及ぼす影響は大きく、水環境に負
荷をかけない石けん使用の取り組みは、日々の生活の
中で一人ひとりが実践できる、素晴らしい取り組みで
あり、貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表
しますと共に、更なるご活躍を祈念いたします。
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金制度に加え、転換に係る上乗せ助成金制度等の活用

「シャボン玉月間」によせて

小国町長

北里 耕亮

により、川の水質汚濁の最大原因である生活排水対策

阿蘇郡小国町は筑後川の源流に位置しており、都市

貴会の長年にわたる「せっけん運動」を通じた、水

部へと安全で豊かな水を送り出す上流地域としての責

環境の保全活動に敬意を表するとともに、今後とも貴

任を感じております。

会の活動がますます広がりますことをご祈念申し上げ

恵まれた森や水源を持つ小国町では、町を挙げて保

を引き続き実施していきます。

ます。

全活動に尽力してまいりました。また、「環境モデル
都市」として、町独自の地域資源を活かしながら、環

「シャボン玉月間によせて」

熊本市長

境面に貢献する施策を進めてきました。今後もそれら
が続けられるまちづくりを目指していきます。

大西 一史

貴会の水環境保全への活動に敬意を表するととも

熊本市は、九州の中央に位置し、東に阿蘇、西に有

に、保全された水環境が後世に引き継いでいけること

明海を望む水と緑の豊かなまちです。特に、74 万市

を期待し、ますますのご発展を祈念いたします。

民の水道水源の 100％を地下水で賄っており、この
清れつで豊かな地下水の恩恵を受け発展してまいりま
した。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

本市では、この恵まれた地下水を後世へ確実に引き

のメッセージ

菊陽町長

後藤 三雄

継いでいくため、転作田を活用した湛水事業や水源か

石けんの利用を勧めることで、水環境を保全されて

政が一体となって水環境の保全に取り組んでいます。

おります貴団体の活動に対し心より敬意を表します。

貴会の水環境保全への取組を通して、より多くの皆

菊陽町は安全で良質な水を供給するために、大津菊陽

様が環境保全に関心を持ち、活動の輪がさらに広がり

水道企業団による施設や設備の計画的な維持、整備、

ますよう心から祈念いたします。

ん養林の整備、節水市民運動など、市民・事業者・行

運用に協力をして、節水意識の高揚に努めています。
また、雨水浸透桝や雨水タンクの購入をされる町民に

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

合志市長

は補助金の交付をしています。これらの推進をするこ
とで、熊本の宝である「地下水」の保全に取り組み、
水に対するありがたさを理解して、施策に取り組んで
いきます。

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。

人にも環境にも優しい石けんを使用することは、私

さて、本市北部には菊池川の支流である上生川・塩浸

たちの未来を守ることに繋がる素晴らしい活動です。

川が流れ、南部には坪井川支流の堀川が流れており、

最後になりますが、貴会の活動の輪がこれからも広

各河川の水質検査や河川清掃活動などによる水環境の

がり、ますますご発展されますよう心よりご祈念申し

保全に取り組んでいるところです。また、塩浸川では

上げます。

ホタルの飛翔が見られ、本年もホタル祭りが行われま
した。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

玉東町長

前田 移津行

玉東町は、菊池川の支流「木葉川」を始め、熊本名

この豊かな水資源を後世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、今後もますます皆様方の活動
の輪が広がっていくことをご祈念申し上げます。

水百選の一つ「年ノ神水源」や、木葉山・三ノ岳に囲
まれた、自然にめぐまれた町です。
美しい景観を守りつつ、町民の皆様の生活環境を保
全するために、本町では合併浄化槽の更なる普及促進
を図っています。
今後も従来からの合併処理浄化槽設置に対する補助
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
この豊かな自然環境を次世代に受け継いでいくため

せっけん使おう！シャボン玉月間メッセージ

玉名市長

藏原 隆浩

石けんの利用促進運動を通じ、美しい環境づくりに

に、石けんの利用という身近な取組みを通して水環境
を守っていくことは大切なことであると感じておりま
す。
貴会における長年の水環境の活動に対して敬意を表

努めておられます貴団体の活動に心から敬意を表しま

しますとともに、今後益々貴会の活動の輪が広がりま

す。
玉名市では、天水地区に石けん加工施設を設置して

すことを祈念致します。

います。この石けん加工施設は、一般の方も利用可能
であり、廃油石けん作りなどが行われています。施設

「せっけん使おう！シャボン玉月間」市長メッセージ

八代市長

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。

中村 博生

八代市は九州のほぼ中央に位置し、日本３急流の一

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」を通し

つである球磨川をはじめとした河川の、豊富で良質な

て一人ひとりが環境を意識し、暮らしを見なおすきっ

水資源の恩恵を享受しながら、発展してまいりまし

かけとなることを願っています。今後も貴団体のより

た。

一層のご活躍に心からご期待申し上げます。

国内初の事例である荒瀬ダムの撤去工事も完了し、
球磨川や八代海の再生に対する期待が高まる中、これ

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ

長洲町長

まで本市におきましては、豊かな水資源や自然環境を

中逸 博光

健全な状態で将来に引き継ぐための施策を推進して参

長洲町は熊本県北西部に位置し、有明海に面した自

て、市民の環境意識を高めながら、水環境の保全に努

然豊かで、造船業やサッシ業等、多くの企業を有する

りました。今後も引き続き、イベント開催などを通し
めてまいりたいと思います。

工業の町であり、全国有数の金魚の町でもあります。

この「せっけん運動」が多くの方々に支持され、水

この自然と農水産業、工業が融和した環境を保全し、

環境保全活動の輪が広がりますことを心からご記念申

未来へと引き継いでいくため、長洲町では企業等と公

し上げます。

害防止に関する協定を締結し、有明海や河川の水質保
全を図っております。また下水道普及率は約 96％を

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」

誇り、生活排水の適正な処理により、町民の皆様の保

市長メッセージ

山鹿市長

健・衛生面の向上に努めております。
貴会が推進されておりますせっけん運動は、大変有

中嶋 憲正

意義な活動であると認識しております。貴会の活動が

私たちの山鹿市は、豊かな水資源や緑深い山々に恵

今後益々発展致しますことを心よりご祈念申しあげま

まれた自然環境、装飾古墳や豊前街道に代表される歴

す。

史環境、各地に湧出する温泉や識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。
その豊かな環境資源をよりよい形で次世代に残して

「シャボン玉月間」によせて

南小国町長

髙橋 周二

南小国町は九州の中央部、熊本県の東北部に位置し

いくため、本市では河川監視活動や生活排水対策を推
進すると共に、定期的な河川水質調査や水資源水質検
査を実施し、河川環境の把握に努めております。

ます。筑後川の源流域で瀬の本高原・押し戸石・マゼ

そのような中石けんの利用促進に取り組まれている

ノ渓谷といった豊かな自然に囲まれ、この恵まれた環

貴会の運動は、誠に力強く、本運動の輪が一層広まる

境を活用しながら、農業・林業・観光業を営んできま

ことを期待し、貴会の益々のご発展を心より祈念申し

した。

上げます。

また、黒川温泉をはじめとした６つの情緒ある温泉
地もあり、大自然の中で穏やかな時間を過ごすことが
できます。
78

sekken undou network せっけん運動 № 187

2018.9.28

行政からのメッセージ 2018

大分市長

大分県

佐藤 樹一郎

大分市は、緑深き山々や海に囲まれ、南北には大分
川・大野川の二大河川が貫流し、豊かな自然環境から
数多くの恩恵を受けています。
このかけがえのない自然を守り次の世代へ継承して
いくため、本市は、大分市環境基本計画（第三次）に
おいて、望ましい環境像に「いつまでも人と自然が共

「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、周防灘に沿った

生し

安心して暮らせるまち

おおいた」を掲げ、市

民・事業者・行政が協働して、良好な環境の保全と創
造に向けた取り組みを進めているところです。

海岸線と広大な宇佐平野を有し、九重山系に通じる

貴会が取り組まれております「せっけん運動」は、

山々に抱かれた美しい自然に囲まれ、山間部の渓流に

水環境保全の取り組みとして大変意義深いものであ

は生きた化石といわれる国指定特別天然記念物である

り、深く敬意を表しますとともに、今後ますますのご

オオサンショウウオの九州唯一の生息地として指定さ

発展を心からご祈念申し上げます。

れるなど、清らかな水にも恵まれています。
平成 25 年には、宇佐平野や森林地域を含む国東半

「シャボン玉月間」によせて

杵築市長

島宇佐地域が、「世界農業遺産」に登録され、その後、
シンボル的な場所として院内の両合棚田を選定しまし
た。水は、多様な生態系を育み、森林と平野を結ぶ農

永松

悟

杵築市は、国東半島の山々や八坂川をはじめとした
河川、カブトガニの生息する守江湾など、海、山、川

林水産循環の要として重要な役割を占めています。
水環境の向上には、一人ひとりの地道な取り組みが

の豊かな自然環境に恵まれたまちです。

不可欠です。せっけん運動を通じ、多年にわたり水環

こうしたかけがえのない環境を将来に継承していく

境の保全に尽力されている貴会の活動が、今後ますま

ための取り組みの一つとして、本市では廃食用油を使

すご発展されますことを心からご祈念申し上げます。

用した石鹸づくりの啓発に努めています。
水は、生命を育み、安全で快適な生活を守る上でな
くてはならないものです。こうした中、貴会の進める

「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。

「せっけん運動」は本市の取り組みに通じるもので、
日常生活の中で取り組める水環境保全運動として意義
のある活動と認識しております。
貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表しますとと
もに、今後も会の活動の輪がさらに広がることをご祈

本市では、第２次臼杵市総合計画を策定しており、

念申し上げます。

基本目標の一つに『豊かな自然環境で市民が潤い、活
力あふれるまち』にすることを掲げています。市民や

「シャボン玉月間」によせて

国東市長

事業者、地域、行政が一体となって、かけがえのない
自然環境と資源を次世代へつないでいきます。

三河 明史

最後に、貴会の長年にわたる活動に敬意を表すると

国東市は、国東半島の東側に位置し、秀麗な山々や

ともに、これからも「せっけん運動」が、地域におけ

美しい海岸線が瀬戸内海国立公園や国東半島県立自然

る環境問題への取組の一環として広がっていくことを

公園に指定されるなど豊かな自然環境に恵まれていま

心からご祈念申し上げます。

す。
そして本年秋には、文殊仙寺周辺に広がる岩山や自
然林などがおりなす風景「文殊耶馬」が、国指定名勝
となる予定です。これは江戸時代に描かれた「紙本著
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大分県

「シャボン玉月間」によせて

せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間
色文殊仙寺境内図」そのままの景観が、300 年の時

「シャボン玉月間」によせて

竹田市長

を経た今日まで伝えられていることが評価されたもの
です。本市では、これらの貴重な自然環境を末永く後

首藤 勝次

世に継承するため、環境保全活動を推進しています。

竹田市は、大分県内を流れる大野川の源流に位置し

結びに、貴会の長年の取り組みに敬意を表しますと

ており、南は祖母・傾山系、北は久住山系に囲まれた

ともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

自然豊かな地域です。
山々から湧き出る湧水は名水百選にも選ばれ、大自
然の恵みを活かした農業や観光が基幹産業となってい

「シャボン玉月間」によせて

九重町長

日野 康志

ます。この豊かな自然環境を守り、次の世代に引き継

筑後川の水源地域である九重町は、町の中央を東西

ばならないと考えます。貴会のこれまでの活動に心か

に玖珠川が走り、くじゅう連山の麓、雄大な自然と豊

ら感謝を申し上げますとともに、活動の輪がさらに広

富な温泉をはじめとする大自然の恩恵に抱かれた町で

がることをご祈念申し上げます。

ぐために、環境を守る活動を一層推進していかなけれ

す。2005 年には飯田高原の「くじゅう坊ガツル・タ
デ原湿原」がラムサール条約湿地に登録され、自然環

「シャボン玉月間」によせて

津久見市長

境の保全に取り組んでいます。また、2017 年には「生
物多様性

ここのえ戦略」を策定し〝自然と生きもの

との共生″を目指しているとこでもあります。

川野 幸男

津久見市は、豊後水道に面した海沿いの都市であ

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表しま

り、美しいリアス式海岸線や色とりどりの風光明媚な

すとともに、今後も「せっけん運動」による活動の輪

景観を構成しています。また、山地部には広大な石灰

がますます広がりますことを心よりご祈念申し上げま

岩地帯の鉱山が展開しており、独特な景観を有してい

す。

ます。
この恵まれた自然を維持し、次世代へ引き継ぐため
には、私たち一人ひとりが水環境に関心を持ち、環境

「シャボン玉月間」によせて

佐伯市長

田中 利明

に配慮した行動を心掛けることが重要です。そのため

佐伯市は、九州一広い面積を持つまちであり、海・

品への転換など、日常生活の中で実践できる取り組み

山・川の豊かな自然環境のもと、美しい景観が広がっ

には、家庭での生活排水対策や環境に負荷の少ない製
を啓発していくことが大切です。

ています。昨年６月には、「祖母・傾・大崩山系」が

貴会の長年にわたる水質保全活動に敬意を表すると

ユネスコエコパークに登録され、今後も貴重な自然を

ともに、今後ますます運動の輪が発展していくことを

大切に保護していきたいと考えています。そのために

期待しております。

は、山の恵みを清流が海まで運ぶという循環を適正に
保たねばならず、市民への啓発活動も大事になると思

「シャボン玉月間」によせて

中津市長

っております。
貴会のせっけん運動は、市民が環境活動について考

奥塚 正典

える素晴らしいきっかけになると考えております。こ

中津市は大分県の北西部に位置し、市の中央を清

の運動がますます広がり、環境保全活動の取り組みが

流・山国川が流れ、北は海の幸豊かな周防灘に面し、

一層発展されますことを心から御祈念申し上げます。

南は緑鮮やかな耶馬溪の山々が広がる、自然の魅力あ
ふれるまちです。
初夏の夜にはホタルが舞い飛ぶ山国川支流の水辺、
希少生物のベッコウトンボの生息する野依新池、生き
た化石と呼ばれるカブトガニの棲む中津干潟などの貴
重な自然環境を末永く後世に継承すべく、特に本年度
は今年度中の制定に向け「中津市環境基本計画」の策
定作業を進めており、行政・事業者・市民が一体とな
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って環境保全に努めているところです。
貴会の長年に亘る活動に敬意を表するとともに、貴
会の今後益々のご発展を祈念いたします。

豊後高田市長

佐々木 敏夫

豊後高田市では、本年５月に『鬼が仏になった里
「くにさき」』が日本遺産に認定され、昨年は国の名

「シャボン玉月間」によせて

日出町長

本田 博文

日出町は、「世界農業遺産」として認定された国東

勝に「天念寺耶馬及び無動寺耶馬」が指定を受け、さ
らに本年６月には「中山仙境（夷谷）」も国の名勝指
定にふさわしいとの答申がなされたところです。

半島宇佐地域「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・

また、本市には、世界農業遺産でもあり国の重要文

宇佐の農林水産循環」の地域に含まれています。これ

化的景観である「田染荘小崎の農村景観」などの素晴

までの生活の中で築いた棚田やため池といった田園・

らしい自然環境・地域資源が、住民の手により、守り

里山風景もあり、海と山に囲まれた自然豊かな暮らし

育まれています。

やすい町です。特に水環境には大変恵まれており、水
道水のほとんどが湧水でまかなわれているだけでな
く、町内に設置された水汲み場には、良質な湧水を求

この豊かな環境を守るため、環境基本条例も本年７
月１日に施行したところです。
貴会の永年にわたる活動に敬意を表しますととも
に、「せっけん運動」を通じた水環境保全活動が今後

めて町外からも多くの方が訪れています。
貴会の目的と同様に、きれいな水と豊かな自然を次

ますます発展することをご祈念申し上げます。

世代に引きついでいくため、公共下水道や合併浄化槽
の普及促進などにより、今後も水環境の保全に努めて

「シャボン玉月間」によせて

別府市長

まいります。
最後に、長年にわたる貴会の活動に敬意を表すると
ともに、今後も活動の輪がひろがりますようご祈念申

長野 恭紘

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

し上げます。

山々と波静かな別府湾に囲まれた風光明媚な日本有数
の温泉地です。別府市の温泉は、源泉数 2,292 孔、

「シャボン玉月間」によせて

豊後大野市長

川野 文敏

沸出量は毎分 87,636 Ｌにも及びます。
本市は、別府市環境基本計画（第２次）を策定して

豊後大野市は、原尻の滝に代表される豊富な自然遺

おり、基本目標の１つとして多様で健全な自然・生き

産や、先人達の知恵や祈りが創造した文化遺産が数多

ものと共生し、潤いと安らぎのある快適なまちにする

く伝え残っており、現在も受け継がれている地域文化

ことを掲げ、多様な自然環境の保全を行うために多様

への畏敬の念や、市民を中心とした様々な環境活動が

な主体と連携して、本市のかけがえのない財産である

評価され、平成 25 年の日本ジオネットワークの認定

自然環境を保全することを推進しています。

に続き、昨年６月に「祖母・傾・大崩ユネスコエコパ

貴会の長年の取り組みに敬意を表するとともに、今

ーク」が誕生しました。その登録を契機とし、市民・

後も自然環境を保全する活動主体として、貴会が取り

事業者の皆様と共に、環境保全活動により一層取り組

組む「せっけん運動」の輪が一層広がりますようご祈

んでいきたいと考えております。

念申し上げます。

大切な資源や想いを次世代へ。貴会の取組みが一人
でも多くの方に共感され、運動の輪がさらに広まりま
すよう、これまでのご尽力に改めて敬意を表しますと
ともに、今後ますますの発展をご祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間

宮崎県

シャボン玉月間によせて

「シャボン玉月間」によせて

由布市長

相馬 尊重

国富町長

中別府 尚文

由布市を源流とし、湯布院・庄内・挾間へと貫流す

国富町は、多くの緑に囲まれ、中心部の南北に一級

る大分川は、由布岳をはじめたくさんの緑豊かな山々

河川である本庄川と深年川が流れる、自然環境に恵ま

の清流を集めながら、途中の棚田や人々を潤して別府

れたまちです。

湾へと注いでいます。

この豊かな自然環境を守り、育み、そして後世に引

今後も、由布市の財産である森や川を守り、後世に
伝えながら、この地域が末永く続いていくための取り

き継ぐためには、私たち一人一人の日頃からの取り組
みが大切です。

組みを進めていくことは、私どもの責務です。

町では、「河川をきれいにする条例」を制定し、公

貴会が提唱されます自然と人にやさしい「せっけん

共下水道への接続推進や合併浄化槽設置推進などの生

運動」は、一人ひとりの心がけによる自然環境保護活

活排水対策を進めているほか、地域による河川・道路

動として誠に意義深く、深い共鳴を覚えるものであり

の清掃活動等を実施し、環境保全に努めています。

ます。

貴会による活動の輪が広がるとともに人々の水環境

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも
に、本運動の輪が益々広がっていくことを心より祈念

への関心がさらに高まり、目的が達成されますことを
心より祈念いたします。

申し上げます。
「シャボン玉月間によせて」

延岡市長

宮崎県

読谷山 洋司

延岡市の中心部を流れる五ヶ瀬川は、国土交通省に
よる全国の一級河川の現況調査において、４年連続通
算５度目の「水質がもっとも良好な河川」に選ばれて
います。この清流を守るべく、本市は昭和 48 年より
水質の調査分析を継続し、汚濁防止のため各関係機関
とも連携を図っております。

シャボン玉月間によせて

綾町長

前田

穰

綾町は、宮崎市から北西 24km に位置しており、
町の面積 9,519ha のうち、約 80％が森林で日本最大
級の照葉樹林が広がっています。

また、その水源とされる「祖母・傾・大崩」山系を
中心とした区域が昨年「ユネスコエコパーク」に登録
され、本市を含む２県６市町により、生態系の保全等
の取り組みが行われているところです。
「せっけん運動」を通して水環境保全活動に積極的

この素晴らしい森を守るため、半世紀に亘り官民総

に取り組んでいらっしゃる貴会のご活動に敬意を表し

力で『自然と共生するまちづくり』を進め、その取り

ますとともに、貴会のますますのご発展をご祈念申し

組みが評価され 2012 年７月『ユネスコエコパーク』

上げます。

に正式登録されました。
自治公民館主体で年３回、河川と用排水路の一斉清

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

日向市長

掃を実施し、地域婦人会では廃油を利用した石けんづ
くり等も行っております。

十屋 幸平

今後も公共下水道への接続や公設浄化槽への設置を

日向市には、耳川を始め多くの河川や日豊海岸国定

促進し、様々な角度から積極的に取組んでまいりたい

公園に指定された海岸線など、多様な自然環境と美し

と考えています。

い景観があります。

最後に貴団体の素晴らしい活動の輪が更に広がりま

当市では、公共下水道の計画的な整備と合併処理浄

すと共に、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げま

化槽の普及を推進しており、河川の水質や水辺環境の

す。

保全に努めています。
また、小学生を対象にした水辺の環境調査や市民総
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参加型のクリーンアップ日向の実施など環境問題への

シャボン玉月間によせて

宮崎市長

理解と関心を高める活動を市民、事業所及び行政が一
体となって取り組んでいます。

戸敷

正

貴会の活動に敬意を表しますとともに、この運動の

宮崎市は、太陽と水と緑に囲まれ、豊かな自然と温

輪が広がり、自然環境保全の意識が更に高まりますこ

暖な気候に恵まれた都市です。特に、市の中心を流れ

とを御祈念申し上げます。

る大淀川は「母なる川」として広く市民に親しまれる
とともに、水道水や農業用水などさまざまな形で利用

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

三股町長

木佐貫 辰生

されており、市民にとって貴重な水資源となっていま
す。
この恵まれた環境を次世代に引き継ぐため、本市で

三股町は宮崎県の南西部に位置し、鰐塚山系や高千

は、河川浄化等推進員による河川パトロールや河川浄

穂峰など周囲を山々に囲まれています。町内を沖水川

化推進協議会との合同水質検査、さらに、啓発イベン

が流れ、地下水資源にも恵まれており、町の花である

トの実施やホタルの里づくり支援など、快適な自然環

サツキを始め、様々な花があふれる「花と緑と水の

境作りに行政と市民が一体となって取り組んでおりま

町」です。

す。

本町では毎年７月の第１日曜日に「クリーンアップ

これまでの貴会の活動に敬意を表しますとともに、

みまた」と銘打って、町民と共に河川周辺などの清掃

活動の輪がますます広がりますことを、心からご期待

活動を行っています。また河川浄化等推進員による河

申し上げます。

川パトロールや河川の水質調査、公共下水道の整備、
合併処理浄化槽への転換促進など次世代へ豊かな水環
境を引き継ぐ取り組みを行っています。
貴会が取り組まれている環境保全に向けた活動に敬
意を表すとともに、今後ますます活動の輪が広がりま
すようにご祈念申し上げます。
シャボン玉月間によせて

都城市長

池田 宜永

都城市は、霧島連山をはじめとした雄大な自然と、
豊かで良質な水資源に恵まれた市です。本市にとって
この豊富な水資源は、人々の豊かな生活に不可欠な存
在となっています。
本市では、水環境保全のため、合併浄化槽設置促進
と環境学習の啓発に努めています。身近な河川の現状
を知り、一人ひとりが今できることを考える、それが
大切な水資源を未来へ繋ぐ第一歩となります。
これまでの貴会の長年にわたる水環境保全の取組
は、本市の水環境保全のビジョンと通じるものがある
と思います。この取組に心から敬意を表しますととも
に、「せっけん運動」の輪が一層広がり、発展されま
すことを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

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。

51

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。

◆「せっけん使おう！ 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】厚岸町、石狩市、岩見沢市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、札幌市、当別町、
南幌町、古平町、北海道

【宮城県】石巻市、大崎市、加美町、塩竈市、七ヶ浜町、仙台市、

多賀城市、名取市、東松島市、美里町、宮城県、涌谷町、亘理町

【埼玉県】入間市、小鹿野町、

小川町、越生町、加須市、川越市、川島町、白岡市、ときがわ町、長瀞町、滑川町、蓮田市、深谷市、
ふじみ野市、三芳町、寄居町、嵐山町
協賛：
【埼玉県】皆野町

【千葉県】市原市
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