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 せっけん運動 

 
発行：せっけん運動ネットワーク 代表幹事：高橋 千佳  

〒812－0011 福岡市博多区博多駅前 1丁目 5番 1号 

博多大博通ビルディング 3階 

（グリーンコープ共同体内） 

TEL 092-481-5876  FAX 092-481-2769 

  せっけん運動ネットワーク（旧協石連）は、

せっけん使用を入り口に、水環境を守る視点か

ら幅広く暮らしを見直そうと活動する漁協、農

協、生協など、全国 51団体の協同組合によって

構成されている組織です。 

No.189 

◆キャッチコピーは、グリーンコープ生協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のホームページ<http://sekkennet.org>では、各組合員の生協における 

せっけん学習会、講演などの様子を掲載しています。 

 

2019.9 

せっけんライフはハッピーライフ ～地球が喜ぶ毎日に･･･････････････ 

せっけん運動ネットワーク機関紙 
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今年のポスターは、全国の応募作品 39 点の中から選ばれた 

パルシステム東京の組合員の原画から作成いたしました。 
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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 高橋千佳 

今年もシャボン玉月間に寄せて、23 都道府県、

369（昨年は 353）自治体の首長の皆さまよりメ

ッセージをいただきました。私たちの呼びかけに

答えて、温かい励ましと共感のメッセージをお寄

せくださった皆さまに、心よりお礼を申し上げま

す。 

 私たちは、２０１９年のシャボン玉月間のテー

マを、「せっけんライフはハッピーライフ 地球

が喜ぶ毎日に」と掲げて活動をすすめてきまし

た。家庭と水環境への繋がりを自覚し、せっけん

を使った日々の暮らし方をとおして、水環境を含

めた環境保全の運動をすすめることにより、人に

も自然にも、地球にもやさしい生活をしていきた

いという思いから決めたテーマです。 

 全国から寄せていただいた各自治体のメッセ

ージからは、ふるさとの水環境への誇りや大切に

している思いが伝わってきました。また、この大

切な宝を守っていくために、地域ごとに様々な施

策がすすめられていることに、大きな励ましをい

ただきました。これを機に各行政における地域の

水環境について再確認し、事業者や生活者との 

共同による取り組みを行なっていただけること

を期待いたします。 

 せっけん運動は、家庭からつながる生命の循環

に思いを馳せ、せっけんを使用する暮らし方から

始めることを目的とした市民運動です。また、近

年では、地球温暖化が進み気象変動による自然災

害が増え、また海を汚染するプラスチックの問題

も注目され始めました。柔軟剤や消臭除菌スプレ

ーなどによる「香害」についての問題も深刻にな

ってきています。未来の子ども達に責任を持てる

環境を残せるよう学習会などを積極的に開催す

るなど取り組みをすすめていきたいと考えてい

ます。 

 これからも、私たち一人ひとりの地道な運動と

各地域における皆さまの知恵と実践によって社

会を豊かに変えていくことができると信じ、運動

の輪を広げていきましょう。そのためにも、私た

ちのせっけん運動を今後も絶やすことなく、皆さ

まとともに力を合わせていきたいと思っていま

す。今後も多くの皆さまのご参加、ご協力をよろ

しくお願いいたします。 
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     ※ 首長名は 2019 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。 

http://sekkennet.org/
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「石けんを使おう！7月はシャボン玉月間」へのメッセージ                        

厚岸町長  若狭 靖 

厚岸町は、ラムサール条約登録湿地「厚岸湖・別

寒辺牛湿地」に代表される恵まれた自然と豊かな海

産資源を有し、一次産業を中心に発展してきたまち

です。 

当町の基幹産業は漁業と酪農業であり、特に厚岸

ブランドで知られるカキや牛乳を守るためには、何

よりも水質の保全が大切です。 

そのため当町は「合成洗剤」から「せっけん」へ

の切り替えを推奨する購入助成制度を行うなど、水

環境の保全に取り組んでいます。また、「厚岸町豊か

な環境を守り育てる基本計画」を策定し、更なる環

境保全への取り組みを進めています。 

結びに、今後も貴会の「せっけん運動」が多くの

方々に理解され、より一層発展されることを心より

ご期待申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

      石狩市長  加藤 龍幸 

石狩市は、日本海に面し、北部の断崖海岸から石

狩湾に臨む砂丘海岸へと続く海岸線は、約 74ｋｍに

及びます。そして母なる川「石狩川」に代表される

まちで、その歴史において、海と川から多くの恩恵

を受け、深いつながりを持って発展してきました。 

市は、この豊かな自然環境を次世代に継承してい

くため「石狩市環境基本計画」を策定し、水環境ほ

か自然環境の保全に向けた各種取組みを、市民や事

業者と協働で実施していくこととしています。 

こうした中、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

めて敬意を表しますとともに、運動の輪がさらに広

がることで、多くの人々の環境保全への意識が高ま

りますことを心よりご期待申し上げます。 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

岩見沢市長   松野 哲 

岩見沢市は、市内に幾春別川や利根別川などが流

れ、水と緑に囲まれた四季を通して豊かな自然環境

に恵まれたまちです。 

毎年、市民団体が中心となって、川の環境保全活

動を行い、幾春別川では平成 3 年にサケの遡上を契

機に、魚道の整備や河畔林の植栽などとともに、市

民や保育園児の育て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、1,200 人を超える市民が川沿いの

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、次世

代へ継承していかなければなりません。 

貴会の、環境にやさしい石けんを使うことによる

環境保全の取り組みに、敬意を表し、今後も活動の

輪がより一層広がることをご祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて                           

恵庭市長   原田 裕 

恵庭市は、札幌市と千歳空港のほぼ中間に位置し、

緑豊かな森林地域に市域の西半分が覆われ、ここを

源とした清流漁川では秋には鮭の遡上も見られる自

然環境に恵まれた住み良いまちです。 

 本市では、第２次恵庭市環境基本計画に基づき、

「美しいまち恵庭」を次世代の子供たちに健全な形

で引き継ぎ、安全で安心してくらすことができるよ

う、環境負荷の低減に努めるとともに、限りある資

源を大切にし、みんなで協力しながら、市民ひとり

一人が快適で幸せを実感することができる社会の実

現を目指しています。 

 こうした中での皆様方の環境にやさしい石けん使

用を広める運動は、「水環境」を保全していく 

うえで大変意義深いものであり、この運動の更なる

発展を心から期待いたします。 
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シャボン玉月間によせて 

江別市長  三好 昇 

 江別市は石狩平野のほぼ中央に位置しており、市

内に広がる「野幌森林公園」は大都市近郊に残され

ている平地林としては世界的に珍しく、市民の憩い

の場にもなっています。また、北海道遺産に選定さ

れている「石狩川」に囲まれた、緑と水に恵まれた

豊かな街です。 

 この豊かな環境という財産を将来の世代に引き継

ぐため、私たちは自分自身の生活様式や事業活動に

配慮し、環境負荷の少ない社会をつくりあげていき

たいと考えています。 

 長年にわたり、水環境の保全に尽力されている貴

会の活動に敬意を表しますとともに、ますますの発

展をお祈り申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

北広島市長  上野 正三 

北広島市は、石狩平野の南側に位置し、札幌市や

新千歳空港へも近距離という高い利便性を有する一

方で、特別天然記念物「野幌原始林」をはじめ多く

の森林が存在する、豊かな自然環境に恵まれたまち

です。 

本市では、「自然と創造の調和した豊かな都市」の

実現と、「環境と暮らしとの関わりを理解し、環境に

配慮した行動が実践できるひと」をめざした「北広

島市環境基本計画」により、さまざまな環境保全へ

の取り組みを進めているところです。 

長年にわたり、水環境を守る視点から様々な活動

に取り組まれていることに敬意を表しますとともに、

貴会の活動の輪が一層広がりますよう心より祈念申

し上げます。 

 

 

 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

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

原」と、マリモで有名な阿寒湖を有する「阿寒摩周」

の二つの国立公園に抱かれた豊かな自然と水環境に

恵まれた街です。 また、大規模な食品・製薬工場や

製紙工場のほか、全国で唯一、坑内堀りにて採炭し

続けている炭鉱があります。 

この自然と産業が融合した環境を保全し、未来へ

と引き継いでいくため、釧路市では石炭や紙パルプ

製造業の主要３企業と公害防止に関する協定を締結

し、河川や海域の水質保全を図っております。 

 同じく環境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。 

 

 

「石けん使おう！ ７月はシャボン玉月間」に寄せて 

札幌市長  秋元 克広 

  札幌市は、南西部に豊かな山地が広がり、そこを

水源とする豊平川をはじめ とした大小約 600 の

河川が流れる自然環境に恵まれた都市です。 この豊

かな自然環境を守り、市民の共有財産として次世代

に引き継ぐために 平成 30 年３月に「第２次札幌

市環境基本計画」を策定し、環境問題の解決や将 来

に向けた環境政策のさらなる推進を図るため、市民

や事業者、活動団体等の 全ての主体と一体となって

環境対策に取り組んでおります。 

「石けん運動」を通じた、貴会の長年にわたる水

環境保全に対する取り組み に深く敬意を表します

とともに、今後ますます皆様方の活動の輪が広がる

こと をご期待申し上げます。 
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「石鹸使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

当別町長  宮司 正毅  

 当別町は、石狩平野の北部にあり豊かな田園風景、

悠然とした自然、美味しい農産物が身近にあり、札

幌市に隣接したまちです。 

 また、豊かな自然環境の源とも言える「石狩川」

そして「当別川」からたくさんの恵みを受けており、

特にその恩恵を受けている農作物は２００種類以上

が生産されています。 

この良好な環境を守り続け、次の世代へと引き継い

でいくためにも、環境への負担軽減や省エネルギー

化に向けた取り組みを推進していくとともに、限り

ある資源を大切にし、「水環境」について理解を深め

ることが必要です。 

貴会のせっけん運動を通じた環境保全の取り組み

に敬意を表するとともに、今後も活動の輪がより一

層広がっていくことをご期待申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

南幌町長  三好 富士夫 

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Ｃ

Ｏ２の抑制に向けてエネルギー使用量の抑制目標を

定め、ゴミの減量化やリサイクルの推進など環境保

全活動に取り組んでいます。また、水環境保全につ

いては、公共下水道や農業集落排水の充実を図り、

未整備地域では合併浄化槽の設置を促進し、水質汚

染防止に努めています。 

その中で貴会が取り組まれている「せっけん運動」

は身近な環境保全活動として大変意義深い活動であ

り、長きに亘る取り組みに対し、心より敬意を表し

ますとともに、今後ますます活動の輪が広がること

をご期待申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

   宮城県知事  村井 嘉浩 

全国の皆様には，東日本大震災以降，温かい御支

援・御協力を賜り，心から感謝申し上げます。 

県では，水環境の状態を確認するために公共用水

域の常時監視を行っています。近年，水生生物保全

の観点から国の環境基準項目が追加されましたが，

家庭用洗濯洗剤由来とされる「LAS」を含めたこの水

生生物環境基準項目に関して，県は，測定開始以降，

毎年基準を達成しています。 

皆様には，身近な生活排水対策の一つである石け

ん運動を通して，より良い水環境の保全に長年取り

組んでいただいていることに敬意を表しますととも

に，この運動の輪がますます広がることを大いに期

待しております。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

石巻市長  亀山 紘 

 東日本大震災からの復興にあたりまして、全国の

皆様には多くの御支援・御協力を賜り、心より感謝

申し上げます。 

本市は、北上川や旧北上川、北上運河などの豊富

な水環境に恵まれたまちです。「水と緑の大地 新

たなふるさとに」を目指すべき環境像として、自然

と調和した新しいまちづくりを進めております。 

水は、命の源であるとともに、私たちの生活に欠

かすことのできない大切な資源です。 

貴会が取り組まれている「せっけん運動」は、私た

ちが日常生活の中で取り組むことができる身近な環

境保全として大変意義深い活動であります。長きに

わたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、この

運動の輪が全国に広がりますことを心より御祈念申

し上げます。 

 

宮城県 
宮
城
県 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

岩沼市長  菊地 啓夫  

東日本大震災から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、地域が一丸となって震災からの復旧・

復興を最優先に取り組み、復興の完成に向けた道筋

が見えてまいりました。今後は復興の総仕上げに併

せて、地方創生に取り組み、市域全体の均衡ある発

展につなげてまいりたいと考えております。 

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「岩沼市環境基本計画」に

基づき、水質保全へ向けた取り組みとして、公共下

水道・農業集落排水の整備や合併処理浄化槽の普及

促進、公共用水域での水質測定を実施してまいりま

した。 

加えて、「川をきれいにする児童図画・ポスター」

の公募を行い、子どもたちの水環境への意識の高揚

を図るなどの活動をしながら、安全で豊かな環境を

次世代へと引き継いで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水環境保全活動に心か

ら敬意を表しますとともに、「せっけん運動」の活

動の輪がより一層広がることを心からご祈念申し上

げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

大崎市長  伊藤 康志 

 本市は、ラムサール条約湿地である蕪栗沼・周辺

水田や化女沼を有しており、また、平成 29年 12月

には「持続可能な水田農業を支える『大崎耕土』の

伝統的な水管理システム」が世界農業遺産に登録さ

れ、湿地の保全・活用と共に未来に残すべき「生き

た遺産」の継承・発展に取り組んでおります。 

 また、今年度は「第２次環境基本計画」を策定し、

環境資源には限りがあることを認識し、環境への負

荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会の構築

に取り組んでまいります。 

 貴会が長年取り組まれている「石けん運動」に敬

意を表しますとともに、この運動が水環境を守るこ

とのみならず、環境保全に対する意識の向上につな

がることをご期待申し上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

加美町長  猪股 洋文 

 加美町は、宮城県の北部に位置し、美しく雄大な

奥羽山脈・船形連峰のふもと、大崎耕土の水源地帯

を有し、古くから農業用水の供給地としての役割を

担ってきました。また、広大で緑豊かな森林と、国

内でもめずらしいミズバショウが群生する湿原地、

国の天然記念物「鉄魚」が生息する魚取沼が点在す

る、誇るべき自然の宝庫と言えます。 

加美町では、「加美町環境基本条例」、「加美町

水資源保全条例」を制定し、先人から受け継いだ豊

かで美しい自然環境及び水資源の保全に努め、未来

の子どもたちに繋いでまいります。 

皆様には、身近な生活排水対策の一つであるせっ

けん運動を通じて、より良い水環境の保全に取り組

んでいただいていることに深く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。 

 

 

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。 

塩竈市は、仙台平野を背後に充実した都市機能を

備えた小さな規模の港町です。また丘陵と入り江の

織りなす変化に富んだ風景に恵まれており、海に面

しているため比較的温暖な気候で、住みやすい町で

す。 

本市では、平成 27年に策定しました第二次塩竈市
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環境基本計画に基づき、「海とともに生き、自らの手

で築く、シーサイド・エコシティ塩竈～安全・安心

を前提に震災前の環境を取り戻すとともに更なる環

境の向上をめざします～」を将来像として、安全で

暮らしやすい環境づくりを引き続き進めております。 

また、現在も復興の取組を進めるとともに、古く

から海と深いかかわりをもってきた本市においては、

水環境保全の大切さを理解し、市民一人ひとりが取

り組んできているところであります。 

今後も子どもたちへの環境教育、市民への出前講

座等を通じ、環境への関心を高めていただき、引き

続き水環境保全を次世代に継承してまいりたいと考

えております。 

長年にわたる貴会の活動に深く敬意を表しますと

ともに、今後、ますます運動の輪が広がっていきま

すよう、心からご祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

七ヶ浜町長  寺澤 薫 

 東日本大震災から８年が経過し、本町の復興にあ

たりましては、全国各地の皆様から温かいご支援を

いただき、心から感謝を申し上げます。 

七ヶ浜町は三方を海に囲まれ、漁業とともに栄え

た風光明媚な町であり、古くから水と親しんできた

歴史があります。 

 水環境保全は、海と密接な関係がある本町にとって、

重要な責務であると考えております。 

平成から新しい元号「令和」の時代が幕を開け、

本町では新しい時代を見据えたまちづくりに取り組

むとともに、美しいふるさとを次世代に引き継ぐた

め、今後も町民の皆様と協力しながら豊かな自然と

水環境の保全に努めてまいります。 

 結びに、長きにわたる貴会の活動に対し敬意を表

しますと共に、石けん運動の輪が更に広がりますこ

とをご期待申し上げます。  

 

 

「石けん使おう！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環境

は、「杜の都」とも呼ばれており、本市を貫流する広

瀬川は「杜の都」の象徴として市民に親しまれてお

ります。このまちの豊かな環境は市民の皆さまが主

体となって育んできた大切な資産であり、このよう

な環境を維持・向上させ、次世代に継承し、本市の

魅力の一つとしてさらに発信していけるよう、今後

も市民・事業者・ＮＰＯなどの多くの皆様の協力を

いただきながら、環境法令や仙台市環境基本計画な

どの施策に基づき、環境保全に取り組んでまいりま

す。 

 貴会の水環境保全活動に敬意を表しますとともに、

さらなるご発展をご祈念申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

多賀城市長  菊地 健次郎 

 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。 

さて、多賀城市は、宮城県のほぼ中央に位置し、

奈良時代初期に陸奥の国府が置かれて以来、１３０

０年の歴史を持ち、「史跡のまち」として広く親し

まれております。 

市内西部地区には多賀城政庁跡から続く加瀬沼公

園、中心部には砂押川が流れており、自然豊かな環

境を形成し、市民生活に潤いを与える憩いの場とな

っております。 

今、海洋プラスチックごみ問題が世界的な問題と

して、早急な対応が求められるなど、環境問題は、

国を越え世界的な対応が必要な状況となっておりま

す。 

そうした中で、貴会の地域社会規模での取り組み

は、連続的かつ重層性をもつ「環境」を保全する活

動として大変意義深いものであります。 
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今後とも貴会の水環境の保全に向けた様々な取り

組みが、多くの方々の生活意識の改善に結びつき、

環境保全、環境改善への大きな推進力となりますよ

う御期待申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

登米市長  熊谷 盛廣 

 登米市は、市内を南北に流れる北上川をはじめ、

ラムサール条約湿地に登録されている伊豆沼・内沼、

Ａ級国際公認ボート場である長沼ボート場のほか、

歴史と伝統の「みやぎ明治村」など、豊かな自然環

境と観光資源に恵まれた地域であります。 

 本市の豊かな自然環境を守り育て、豊かで快適な

暮らしを確保するため、市民との協働により、湖沼

等での清掃や水質改善の向上への取組を、今後も引

き続き進めてまいります。 

 結びに、貴会の長年にわたる水環境保全の活動に

敬意を表しますとともに、今後さらに運動の輪が広

まりますよう、心からご期待申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間に寄せて」 

名取市長  山田 司郎 

 東日本大震災から 8 年が経過し、5 月には復興の

節目となる「閖上地区のまちびらき」を開催したと

ころです。これまで全国から、そして世界中からお

寄せ頂いた多大なるご支援、励ましのお言葉に心か

ら感謝申し上げます。  

空への玄関口の仙台空港がある名取市は、海・山・

川の自然に人と産業が調和した都市として、今も人

口増加が続いており、「名取市環境基本計画」に基づ

き、恵み豊かな自然の保全と、次世代への継承のた

めに日々取り組んでおります。 

長年にわたる貴会のせっけん運動に敬意を表する

と共に、水環境保全運動が今後益々発展し、より一

層活動の輪が広がることを、心よりご祈念申し上げ

ます。 

「シャボン玉月間」に寄せて 

東松島市長 渥美 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。 

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

角を占める奥松島などの豊かな自然に恵まれ、下水

道の整備にも力を入れております。 

昨年６月には、「SDGs未来都市」に全国２９自治

体の一つとして選定されました。１７の目標の中に

は水質や地球環境に関することも含まれており、美

しい自然を次世代に継承していくためには、市民一

人ひとりの環境に配慮した行動が重要であると考え

ております。 

貴会の皆様には、身近な生活排水対策の一つであ

ります「せっけん運動」を通して、より良い水環境

の保全に長年取り組まれておりますことに敬意を表

しますとともに、更なる共感の輪が広がりますこと

を心よりご祈念申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

美里町長  相澤 清一 

 美里町は、宮城県北に位置し、奥羽山脈から続く

江合川と鳴瀬川が町の全域を流れ、この二本の清流

に育まれた肥沃な大地により農業が発達した自然豊

かなまちです。 

本町では水環境保全への取組として、公共下水道

や農業集落排水の充実を図り、未整備地域において

は合併浄化槽の設置促進及び導入支援を実施し、水

質汚濁防止に努めています。近年、マイクロプラス

チックによる海洋汚染が問題視されるなど、水環境

を取り巻く課題は数多く存在します。私たちの生活

に恩恵と潤いを与える豊かな水環境という財産を後

世に引き継ぐためには、町民一人ひとりの環境保全

に対する意識高揚を図る重要性は言うまでもありま

せん。 
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 これまでの貴会の活動に対して敬意を表しますと

ともに、取組の輪が尚一層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   

山元町長  齋藤 俊夫 

東日本大震災からの復興にあたりましては、全国

の皆様からの真心のこもったご支援ご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 山元町は、太平洋に面した宮城県の南端に位置し、

温暖な気候と里山、豊かな平野、青い海が調和した

豊かな自然のもと、震災から復興したイチゴ、りん

ご、ホッキ貝が特産品の町です。  

町では、丘陵地帯、川、ため池などと調和した土

地利用を進め、美しい自然環境と水資源の保全に努

め、産業の振興を進めてまいりました。 

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心を高め、一人ひと

りがその趣旨を理解し、この素晴らしい環境を次世

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。 

貴会のこれまでの活動に敬意を表しますとともに、

ますますご発展されますことをお祈り申し上げます。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

利府町長  熊谷 大 

 東日本大震災からの復興にあたっては、全国各地

から温かいご支援、ご協力を賜り心から感謝を申し

上げます。 

利府町では、来年の７月に東京２０２０オリンピ

ック競技大会のサッカー競技が開催されることから

世界中から訪れる方々を、美しい町でお迎えしたい

と考えております。 

また、地球温暖化対策や環境保全への関心を高め

るため、環境イベントの開催や、子ども会等の資源

回収活動の支援なども行っております。さらに、水

環境保護につきましても、合併処理浄化槽設置費の

一部補助など、町民の皆様と共に、環境保全事業に

取り組んでいるところです。 

今後も貴会が取り組まれている「せっけん運動」

を通じて、水環境保全への理解が深まり、活動の輪

がさらに広がりますことを心からご期待申し上げま

す。 

 

シャボン玉月間によせて 

涌谷町長  遠藤 釈雄 

涌谷町は、奈良時代に東大寺大仏建立の際に金を

献上した日本初の産金地です。 

今年５月には、宮城県気仙沼市・南三陸町、岩手

県陸前高田市・平泉町の２市２町と共に申請してい

た「みちのく GOLD浪漫―黄金の国ジパング、産金は

じまりの地をたどる―」が、文化庁から「日本遺産」

に認定されました。また、農業も盛んな町で、平成

29年 12月には、当町を含む大崎地域 1市 4町の「持

続可能な水田農業を支える『大崎耕土』の伝統的水

管理システム」 が世界農業遺産に認定されました。 

 当町では自然環境を保全し次世代へと受け継いで

いくため、公共下水道の整備や浄化槽の設置に対す

る補助事業を実施し、環境保全に関する取組を推進

しています。 

 結びに、貴会の長年にわたるご活動に敬意を表し

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。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

亘理町長  山田 周伸 

 亘理町は、北に阿武隈川が流れ、西に阿武隈高地、

東に太平洋が広がり、冬は比較的温かく、夏は心地

よい海風が暑さを和らげてくれる、豊かな自然環境

が溢れるまちであります。 

 この素晴らしい自然環境を守り、次世代を担う子

どもに引き継いでいくため、私たち一人ひとりが環

境に関心を持ち、行動をおこすことが大切でありま

す。 

栃木県 
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本町では、「山と川、里と海を人と時代でつなぐま

ち」を将来の都市像に掲げ、人と自然が共生できる

町の実現に向けて、各種事業に取り組んでおります。 

貴会の「シャボン玉月間」を通じ、水環境を守る

活動の輪が更に広がりますよう心からご期待申し上

げます。 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

栃木県知事  福田 富一 

栃木県では、毎年 1 月 15 日を「いちご王国・栃

木の日」と宣言し、昨年 4 月から 6 月までは、「本

物の出会い とちぎ」デスティネーションキャンペ

ーンに取り組むなど、本県の魅力・実力の積極的な

発信に努めて参りました。 

 美しい水環境は本県の魅力・実力の一つであり、

「清らかな水を次の世代へ」を合言葉に、奥日光清

流清湖の保全活動に取り組んでいるところです。 

 また、水辺での環境学習会の開催や、企業の自主

的活動への支援など、県民や企業の皆様と協働しな

がら身近な水環境の保護にも積極的に取り組んでお

ります。 

 今後も、貴会の続けてこられた、水環境保全活動

の輪がより一層広がりますことをご祈念申し上げま

す。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

宇都宮市長  佐藤 栄一 

 宇都宮市は，遠く日光連山に続く丘陵地や，田園

の緑に象徴される豊かな自然の恵みを受け，発展を

遂げてきた街です。 

本市では，豊かな自然を将来にわたって残してい

けるよう，「第３次宇都宮市環境基本計画」において

「みんなで築き 未来へつなげよう 環境都市うつ

のみや」を基本理念として掲げ，人と自然と経済活

動が調和・共生する持続可能な社会を実現し，国際

社会共通の目標であるＳＤＧｓの達成に貢献するた

め，水資源の確保や河川環境の保全を始めとした各

種施策を推進しているところであります。 

今後も，皆様の水環境保全運動が発展するととも

に，環境保全に資する活動の環が全国各地に広がっ

ていきますよう，祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

大田原市長  津久井 富雄 

 日本有数の鮎の漁獲量を誇る清流那珂川と箒川に

囲まれた大田原市は、「ミヤコタナゴ」や「ザゼンソ

ウ」をはじめとする希少な動植物が生息し、雄大な

八溝の山並みと緑豊かな大地に恵まれています。こ

のまちの自然豊かな美しい環境を守り育て、永く後

世に伝えていくことが私たちの責務であります。 

 本市では「人と自然が調和し、共生する社会」の

実現に向け、市民・市民団体・事業者と協働して、

引き続き水環境など自然環境の保全と環境にやさし

いまちづくりを推進してまいります。 

 貴会の「せっけん運動」による長年にわたる環境

保全活動に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。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

上三川町長  星野 光利 

上三川町は、鬼怒川、田川、江川の３本の川が流

れており、古くは三川郷と呼ばれたように、水の環

境にとても恵まれています。 

本町では、町全体の統一行動により、河川などの

清掃活動を行うほか、河川や水路の水質調査を実施

することで水環境の保全に努めております。今後も

河川や水路などの貴重な水環境を守り、後世に引き

継いでいくために、環境にやさしいまちづくりの推

進を図っていきたいと考えております。 

栃木県 
栃
木
県 
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貴会のせっけん運動の取り組みを通して、一人ひ

とりが水環境の保全に対する理解を深め、この運動

の輪がさらに大きく広がりますよう、御祈念申し上

げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

さくら市長 뤷塚 隆志 

私たちの小都市
ま ち

「さくら市」は、山岳地を水源と

した鬼怒川、荒川、内川などが貫流し、これら豊富

な水源を利用した水田の広がりと緑豊かな丘陵地が

連なり、日光連山、高原山及び那須連峰を背景に里

地里山の美しい景観の融合が見られます。 

 この水と緑に恵まれた豊かな自然を基盤として、

先人たちはたゆみない努力を積み重ね、歴史と文化

を育みながら発展してきました。 

 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く守

り育てていくことは、現在を生きる私たちの大きな

責務だと考えています。 

 そのような中で、貴会の長年にわたる環境保全に

向けた活動に心から敬意を表するとともに、石けん

運動の輪と環境運動の輪がより一層広がりますよう

お祈り申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

塩谷町長  見形 和久 

四季折々に、さまざまな表情を見せる塩谷の豊か

な自然景観。 

 なかでも、名峰・高原山の中腹に位置し、原生

林に覆われた湧水群から湧き出る全国名水百選の

「尚仁沢湧水群」は、荒川に流れを注ぎ、下流域

の人々の暮らしや動植物に豊かな潤いを与えてい

ます。 

 私たちは、このかけがえのない高原山の自然と、

尚仁沢湧水をはじめとする豊かな恵みを次の世代へ

しっかりと引き継いでいくことができるよう「塩谷

町高原山・尚仁沢湧水保全条例」を制定し、自然環

境の維持・保全活動に努めております。 

 貴会の長きにわたる水環境保全活動に敬意を表し

ますとともに、今後ますます活動の輪が広がること

を心からご期待申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

下野市長  広瀬 寿雄 

下野市は、四季折々の美しい風景が広がる、豊か

な自然に恵まれたまちであり、自然に育まれた歴史

文化をこれまで大切に受け継いできました。 

かけがえのない自然環境や地域資源を守り、次世

代へと引き継いでいくためには、私たち一人ひとり

が環境に関心を持ち、環境保全に取り組み、持続可

能な社会を目指していくことが必要です。今後も「下

野市環境基本計画」に基づき、市民や事業者と連携

し、環境保全の取組を推進してまいります。 

 貴会の長年にわたる水環境保全の取組に敬意を表

しますとともに、今後さらに活動の輪が広がります

ことを心から祈念申し上げます。 

 

 

「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に加

え、そこに生息する多様な生き物など、豊かな自然

環境に恵まれております。 

 また、町民の皆さんの「自然環境と共生するまち

づくり」に対する意識は高く、本町では「高根沢町

まち美化パートナー制度」という地域の美化を高め

るため、ボランティアで公共空間の美化清掃を行う

団体を支援する制度があります。現在 8 団体がこの

制度に登録し、ごみ拾いを中心に活動しており、自

然環境の保全に向けた意識向上につながっています。 

 貴会の長年にわたる水環境への取り組みに敬意を

表するとともに、活動の輪がますます広がりますこ

とを心よりご祈念申し上げます。 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

那須町長  平山 幸宏 

那須町は、那須連山と八溝の山並みが広がり、那

珂川水系の一級河川である余笹川、黒川が流れるな

ど自然環境に恵まれたまちです。豊かな森林や山並

みに続く里山の田園風景、水辺の環境などを求めて

多くの観光客が訪れています。 

 本町では、第 2 次那須町環境基本計画に基づき「未

来につなぐみどり輝くまち」を目指し、河川の水質

調査、公共下水道事業の推進、合併処理浄化槽の普

及のほか、「川をきれいにする基金」を設立し、水と

親しむイベントの開催や稚魚放流を実施するなど、

水環境の保全に努めております。 

 貴会の長年にわたる環境活動に敬意を表するとと

もに、せっけん運動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げます。 

 

 

「せっけんを使おう！シャボン玉月間」に寄せて 

 

那須塩原市長  渡辺 美知太郎 

那須塩原市は那須連山の一角を占める山々、那須

野が原に育まれた平地林、那珂川や箒川、沼ッ原湿

原といった優れた水辺環境など、豊かな自然環境に

恵まれています。 

この自然環境を次の世代に継承していくためには、

行政はもちろん、市民、事業者それぞれが環境に対

する意識の向上を図り、互いに連携・協働して持続

可能な社会の実現に向けた取り組みを継続していく

ことが大切であると考えます。 

貴会の「せっけん運動」による水環境を守る活動

は大変意義深いものです。長年にわたる活動に敬意

を表しますとともに、今後、皆様の活動がより一層

広がりますことを心からお祈り申し上げます。 

 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

日光市長  大嶋 一生 

日光市は、栃木県の約4分の1を占め、全国で3番

目に広い市域面積を有します。この広大な市域は、

豊かな自然や、世界に誇る文化遺産・産業遺産など、

多彩な環境資源に恵まれています。これらを背景に、

2018年は1,230万人を超える観光客の皆様に訪れて

いただきました。 

当市では、この豊かな自然環境を守り育んでいく

ために、日光市環境基本計画を定め、日光市の目指

す環境像を「未来につなぐ環境交流都市・日光」と

して掲げています。この環境像を実現するため、恵

まれた環境資源を通して市民や観光客の皆様が交流

を育みながら、環境への負荷を低減する取組みを進

め、持続可能な社会の形成に取り組んでまいります。 

長年にわたり水環境保全のため取り組まれてきた

貴会の活動に深く敬意を表するとともに、今後もよ

りいっそう活動の輪が広がりますよう心から祈念申

し上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

真岡市長  石坂 真一 

真岡市は、清らかに流れる鬼怒川、五行川、小貝

川と緑に満ちた美しい里山がある豊かな自然に恵ま

れ、農業・商業・工業の調和がとれたまちとして発

展しています。 

 本市の温暖な気候と肥沃な大地が、日本一を誇る

「いちご」の産地を生み出しており、今を生きる者

としてこの豊かな自然を守り育て、快適な生活環境

を次の世代へ引き継ぐ責務があります。 

 本市では「第２次真岡市環境基本計画」の基本目

標の１つに「健全な生活環境の中で暮らせるまち」

を掲げ、水環境の保全に努めております。今後も引

き続き、地球にやさしく自然環境への負荷を軽減す

る取り組みを推進してまいります。 

 貴会の活動の輪が、今後益々広がることをご祈念

申し上げます。 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

矢板市長  齋藤 淳一郎 

矢板市は、北部に八方ヶ原などを有する高原山麓

が広がっております。市内には内川など、この高原

山麓から生まれ出た豊かな水が大地を潤し、良好な

水辺環境からなる自然豊かな都市です。 

 本市では、この豊かな自然環境を維持・保全し、

将来世代にわたって守り育んでいくために、平成 27

年には「矢板市環境基本計画」を策定し、市民・事

業者・行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、協力

して環境の保全と創造を進めていくことを掲げてい

ます。 

 貴会が、水環境保全のため長年にわたり取り組ん

でこられた「せっけん運動」に深く敬意を表すとと

もに、今後さらに活動の輪が広がりますことを心か

らご祈念申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

埼玉県知事  上田 清司 

 埼玉県は、県土に占める河川の面積が３．９％で

日本一、また、鴻巣市と吉見町の境を流れる荒川の

川幅も２．５ｋｍで日本一であり、正に「川の国」

です。 

 県では、県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを

実感できる「川の国埼玉」を目指し、魅力ある水辺

空間の創出など「川の再生」に取り組んでまいりま

した。 

 近年、世界中で、海洋プラスチックごみが問題と

なっています。埼玉県は海なし県ですが、街中で発

生したごみが川を通じて海へ流れ込むことを防止す

る取組が重要です。そこで、今年から「埼玉県プラ

ごみゼロウィーク」を実施し、多くの方に川の清掃

活動に御参加いただきました。 

 今後も、県民、市民団体、企業、行政などが互い

に連携し協働することが大切です。水環境の保全の

ため共に頑張りましょう。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

朝霞市長  富岡 勝則 

 朝霞市は、荒川をはじめ、新河岸川、黒目川、越

戸川の４河川が流れ、武蔵野の面影が残る緑が多い

自然豊かなまちです。 

第 2 次朝霞市環境基本計画では、本市のめざす環境

像として「水と緑を育む環境にやさしいまち朝霞」

の実現に向け、様々な取り組みを展開しているとこ

ろでございます。 

また、本市の貴重な財産であります豊かな自然との

共生を図り、そして自然環境を大切に守りながら、

より良い環境を次世代に引き継ぐため、環境保全と

循環型社会の構築への施策をさらに進めてまいりま

す。 

 貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意を

表しますとともに、水環境の保全につながる「せっ

けん運動」は大変意義深く、活動の輪がさらに広が

ることを心から祈念いたします。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

入間市長  田中 龍夫    

 入間市には、霞川、不老川、入間川などの河川が

流れています。これらの河川は入間市の豊かな緑を

守るネットワークの軸となっています。河川敷は生

物の生息の場となっているほか、運動施設や遊歩道

はスポーツやレクリエーションの場としても活用さ

れています。このような、豊かな自然環境が守られ

ていることは、水環境保全に取り組まれておられる

貴会の活動も大きく寄与したものと認識しておりま

す。豊かな自然環境を次世代へ残していくため、当

市でも水環境の保全に努めてまいります。 

 長年にわたり、水環境保全に取り組まれてきた貴

会の活動に敬意を表しますとともに、今後も活動の

輪が一層広がりますことをご祈念申し上げます。 

埼玉県 
埼
玉
県 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

小鹿野町長  森 真太郎 

 小鹿野町は、埼玉県の西北部に位置し、日本百名

山の「両神山」、日本の滝百選の「丸神の滝」、平成

の名水百選「毘沙門水」と３つの百選のある自然豊

かな山間の町です。 

 初夏には、両神山より流れ出る小森川にゲンジボ

タルとヘイケボタルが飛び交い、幽玄な光を放って

くれます。この素晴らしい自然環境を保ち、そして

次世代に伝えていくことは、私たちの重要な責務で

あります。そのため町では、廃油石けんづくりや合

併処理浄化槽の普及促進などに取り組んでおります。

また、平成２５年度より開始した廃食油の回収事業

は、１年間で４５００Ｌ以上を回収するなど、環境

保全に努めております。 

 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

の活動の輪がさらに広がりますことを心からご期待

申し上げます。  

 

シャボン玉月間によせて 

小川町長  松本 恒夫 

小川町は山地から流れる清らかで豊富な水の河

川・水路に恵まれ、古くから紙漉きや酒造りなどの

地場産業が栄えてきたまちです。 

本町の主要水系をなす槻川とその支流の兜川が市

街地を流れ、町の東端を流れる市野川は八和田地区

の水田を潤しています。また、町内には農業用水と

して利用されているため池も多く残っています。こ

れら水辺環境の保全と水量や清流の確保のために、

森林の保全、環境美化、不法投棄の防止など、今後

とも総合的な取組を推進してまいります。 

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。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

桶川市長  小野 克典 

桶川市は、古くは、江戸に通ずる中山道の宿場町

として栄え、近代は首都近郊の住宅都市として発展

してきました。 

駅を中心とした市の中央部に住宅地が広がり、そ

れを取り巻く東西には荒川、石川川、江川、芝川、

綾瀬川、元荒川といった大小多くの河川と緑豊かな

自然が広がっております。 

本市では、こうした恵まれた自然環境を次世代に

引き継いでいくため、公共下水の整備や合併浄化槽

の普及促進等、市民･事業者･行政が一体となって、

水環境の保全に力を入れて取り組んでおります。 

「せっけん運動」をはじめとする、貴会の活動の

輪が、今後ますます広がりますことを、心からお祈

り申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

越生町長  新井 雄啓 

 越生町は、越辺川の源流を育み、四季折々の花と

緑に囲まれた「ハイキングのまち」です。 

 この度、県内初となる樹木葬の埋葬形態に特化し

た「越生町営樹木葬墓苑」を開苑いたしました。こ

の墓苑は、“関東平野が一望できる自然豊かな花木墓

苑”です。 

当町の豊かな自然環境を守り育てるために、水環境

の保全が重要であり、合併処理浄化槽への転換促進

及び維持管理の啓発を行っております。 

また、毎年実施しているボランティアによる河川

の美化活動も定着しており、今後も豊かな自然環境

に配慮したまちづくりを推進してまいります。 

最後に、貴会の活動に敬意を表するとともに、「せ

っけん運動」の輪が一層広がっていくことをご祈念

申し上げます。 
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「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

春日部市長  石川 良三 

春日部市は、美しい水面を有する大落古利根川や江

戸川など豊かな水辺環境に恵まれたまちです。 

本市では、「自然と人とが共生し 未来につなぐ環境

を みんなで育てまもるまち・春日部」を環境像とし

て掲げ、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

進や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

に対する啓発、小学生へ生活排水対策グッズの配布

を行うなど、水質汚濁防止に努めているところです。 

今後も皆様の積極的なせっけん運動から環境問題に

対する取り組みの輪がさらに広がり、美しい環境が

次世代に引き継がれていくことを心よりご期待申し

上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

加須市長  大橋 良一 

加須市は、利根川をはじめ、ラムサール条約湿地

に登録されている渡良瀬遊水地、国土交通省水の郷

百選の浮野の里など豊かな水辺環境に恵まれていま

す。 

本市ではこの水辺環境を次世代に引き継いでいく

ため、豊かな自然と共生するまちをつくることを基

本目標に、オオモノサシトンボやオニバス等の生息

地での生物観察会の開催や、河川・池沼での住民と

の環境美化活動を行っています。 

家庭の生活雑排水は水質汚濁の主要な原因です。

貴会が取り組まれている「石けん運動」は、環境へ

の負荷を軽減するとともに、住民の環境への意識を

高める、大変有意義な活動であり、今後とも貴会の

活動の輪が更に広がることを心からご祈念申し上げ

ます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」寄稿 

川口市長   奥ノ木 信夫 

 川口市は、首都東京に隣接し、経済活動や市民生

活の面で利便性の高い立地環境にあります。その一

方で、安行台地、見沼田んぼなどの緑地や、荒川、

芝川などの水辺を有していることから、「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、都

市的営みの充実とかけがえのない自然環境の保全に

向けて取り組んでおります。 

 こうした取り組みの中、水質の改善については、

生活排水対策が重要であり、石けん・洗剤の適量使

用をはじめ、市民一人ひとりができる環境配慮行動

の積極的な促進に努めてまいります。 

 皆様の永年の活動に深く敬意を表しますとともに、

これからも環境にやさしい「せっけん運動」の発展

をご祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

川越市長  川合 善明 

川越市は、武蔵野台地の東北端に位置し、都心か

ら３０ｋｍ圏の立地でありながら、武蔵野の面影を

残す雑木林、入間川や新河岸川などの水辺空間を有

しており、城下町として栄え、江戸と舟運で結ばれ

た歴史があるなど、水と緑の豊かな歴史都市です。 

水は、人の生活になくてはならない大切な資源で

あり、動植物たちにとってもかけがえのないもので

す。この貴重な資源を次世代に残していくためにも

水環境の保全はとても重要な活動であると認識して

おります。 

貴会が取り組まれている「せっけん運動」が、一

人ひとりに広がり、より大きな輪となって、豊かな

水環境を守り、緑の保全につながりますことを心よ

りご祈念申し上げます。 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

川島町長  飯島 和夫 

 川島町は、関越道練馬 IC から圏央道川島 IC まで

車で 24 分のアクセスで都心とつながる町です。川

に囲まれ、自然の原風景が多く残り、鮮やかな緑色

の水田が拡がり、きれいな水を湛えた水路が縦横に

流れ、豊かな親水空間が特徴です。 

 町は、「輪中の郷 環境総合計画」に基づき、美し

い景観を守って自然と共生しつつ、快適で活力ある

町づくりを目指しています。適正な排水処理対策に

よる水質汚濁防止を推進するため、小型合併処理浄

化槽の新設・転換や維持管理への補助制度など、豊

かな環境を守る取組みを継続して実施しております。 

 結びに、貴会の長年に渡る活動に敬意を表します

とともに、せっけん運動ネットワークがさらに拡が

りますようご祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」への 

メッセージに寄せて 

北本市長  三宮 幸雄 

北本市は、埼玉県の中央部に位置し、大宮台地の平

坦な地形に武蔵野の面影を残す雑木林や屋敷林など

が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

う第二次北本市環境基本計画を策定すると共に、今

年は埼玉県生活排水処理施設整備構想見直しに伴う

北本市生活排水処理基本計画の策定を行い、環境衛

生・保全の推進を図ります。 

貴会において長年にわたるせっけんを通した取組は、

環境保全を進める上でも大変意義深く、今後も貴会

の活動がますます発展することを心より御祈念申し

上げます。 

 

 

 

シャボン玉月間によせて 

行田市長  石井 直彦 

行田市には、豊かな水辺環境や緑地環境、多様な動

植物の生態系など、水と緑に恵まれた豊かな自然が

残っています。 

人々の生活と豊かな自然が共生していくことのでき

る、環境にやさしいうるおいのあるまちを目指し、

本市では河川の水質改善に向けた取組みをはじめ、

廃棄物の減量やリサイクルなどを推進しており、環

境負荷を低減した持続可能なまちづくりを積極的に

進めております。 

 「せっけん運動」は、自然環境保全に向けた意義

深い取組みであり、長年にわたる貴会の活動に心か

ら敬意を表するとともに、今後もこの運動を通じて、

より多くの方が環境保全への意識を高めていくこと

を期待しております。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

久喜市長  梅田 修一 

 久喜市は、平成３０年９月に「久喜市環境基本計

画」を改訂し、「水と緑と街が調和した豊かな環境を

守り・育て、未来につなぐまち『久喜』」を望ましい

環境像として掲げ、自然環境と都市環境との調和し

た住みよいまちづくりを市民の皆様や事業者の皆様

とともに進めています。 

このような中、本市では、生活排水処理対策に係

る啓発の一環として、市民の皆様の参加のもと、家

庭から出る廃食油から粉石けんを作る「リサイクル

促進事業」に取り組み、水環境の保全を積極的に推

進しているところです。 

 結びに、長年にわたる貴会の活動に敬意を表しま

すとともに、今後ますますのご発展を心からご祈念

申し上げます。 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

熊谷市長  富岡 清 

 熊谷市は、荒川、利根川という二大河川をはじめ、

多くの一級河川を有し、豊かな水環境や自然環境に

恵まれています。 

清流・元荒川には、希少魚の「ムサシトミヨ」が

生息し、市の魚として積極的な保護と啓発活動を行

っています。また南部地域には、清らかな小川と地

元の保護活動により、毎年多くのホタルが舞ってい

ます。 

本市では、これらの貴重な生育環境が失われない

よう積極的な保全活動に努めています。 

貴会の「せっけんを使おう」という活動は、水環

境の保全に大変意義が深く、本市の取組にも寄与す

るものと考えています。長年にわたるその活動に心

から敬意を表しますとともに、今後も皆様の活動の

輪が大きく広がりますことを祈念いたします。 

 

シャボン玉月間によせて 

鴻巣市長  原口 和久  

鴻巣市は、埼玉県のほぼ中央部に位置し、西部に

「川幅日本一」の荒川、中央部に元荒川、東部に見

沼代用水（星川）が流れ、豊かな田園地帯が広がる

緑に恵まれたまちです。 

本市では市名の由来でもあり、多様で豊かな生態

系のシンボルともいえる「コウノトリ」をはじめ、

多くの生き物が成育できる自然環境を守るとともに、

水環境への親しみや環境保全への意識の向上を図る

ことを目的として、毎年元荒川での清掃活動やカヌ

ー教室等を実施しています。 

長年にわたり「せっけん運動」により水環境の保

全に尽力されている貴会の取組に敬意を表しますと

ともに、今後益々この活動が広まりますことを祈念

申し上げます。 

 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

越谷市長  高橋 努 

越谷市は、中川や元荒川など、多くの河川や水路

があり、古くから「水郷こしがや」と呼ばれ、豊か

な自然に恵まれております。 

本市では、この豊かな環境を次世代へ引き継ぐた

め、越谷市環境管理計画を策定しており、その中で

「未来へつなげよう 地球と人にやさしいまち こ

しがや」を望ましい環境像と定め、市民・事業者の

皆様との協働により、環境にやさしい持続可能な社

会づくりに取り組んでいるところです。 

こうした中、「せっけん運動」として、貴会の皆様

が水環境の保全活動に長年取り組まれていることに

深く敬意を表しますとともに、今後いっそう環境問

題への取り組みの輪が広がりますよう心からご祈念

申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間によせて」 

さいたま市長  清水 勇人 

さいたま市は、平成３０年９月に人口１３０万人

を超え、東日本の中枢都市として持続的発展を目指

す一方、近郊には見沼田圃や荒川といった貴重な自

然環境も有しており、人と自然が共生するまちづく

りを推進しております。 

本市には多数の河川が流れていますが、大部分は

水源の乏しい都市河川であり、その水質汚濁の大き

な原因は生活排水とされています。本市では「さい

たま市水環境プラン」に定めた水環境の保全・再生

の施策を一層推進しているところですが、行政のみ

ではなく、石けんの適量使用など市民一人ひとりの

取組が大変重要です。 

貴会の「せっけん運動」を通した水環境保全の活

動に敬意を表すとともに、今後益々の御発展をお祈

りします。 
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「シャボン玉月間に寄せて」 

坂戸市長  石川 清 

坂戸市は、武蔵野の緑と清流高麗川が織りなす恵

み豊かな自然の恩恵を受け、今日まで発展してまい

りました。 

本市におきましては、この豊かな自然を未来に引

き継ぐため、「みんなでつくる水と緑の住みよい環境

のまち さかど」を目指すべき環境像に据えて、市

民の皆様とともに、環境への負荷を軽減する取り組

みを積極的に進めています。その一つとして、環境

にやさしい石けんの普及を図るため、環境学館いず

みにおいて学校給食の廃食油を利用したリサイクル

石けん作りの講座を開催し、多くの市民の方に参加

いただいております。 

貴会の長年にわたる『せっけん運動』への取組み

に心から敬意を表しますとともに、今後ますます運

動の輪が広がりますことをご祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

幸手市長  渡辺 邦夫 

幸手市は、江戸川・中川・倉松川の水運と豊かな

自然に恵まれ、古くは、日光街道の宿場町として栄

え、今日まで発展してまいりました。  

また、本年３月には、幸手駅橋上駅舎と東西自由

通路が完成し、新しい幸手市の景色が誕生しました。

こうした将来に向けた取り組みを行うとともに、豊

かな自然と田園風景を守り、文化と自然が融合した

都市を目指しております。 

そして、安全・安心で環境にやさしいまちづくり

をすすめ、幸手市の素晴らしい自然を次代に継承す

るため、環境保全や河川の美化活動に積極的に取組

んでおります。 

貴会の長年にわたる「せっけん運動」への取り組

みに敬意を表しますとともに、一人でも多くの方が

ご参加され、皆様の活動の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 

狭山市長  小谷野 剛 

狭山市は、県内有数の工業都市として、また、首

都圏のベッドタウンとして発展してまいりましたが、

一方で、一級河川である入間川と不老川が流れる水

辺環境にも恵まれたまちです。 

特に、不老川は、かつて「日本一汚い川」と呼ば

れたこともありましたが、市民と行政が協力し浄化

活動などに長年取り組んだ結果、今では大幅に水質

が改善し、多くの水生生物が見られるようになりま

した。今後も、次の世代へ豊かな環境を引き継いで

いけるよう、市民・事業者・行政の協働のもと、継

続して環境保全活動に取り組んでまいります。 

貴会の長年にわたる水環境保全の活動に深く敬意

を表しますとともに、この活動がますます広がって

いくことをご祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

志木市長  香川 武文 

志木市は、都心から２５ｋｍ圏内にあり、交通の

利便性に恵まれ、市内の中心に「新河岸川」と「柳

瀬川」が、東には「荒川」が流れ、古くは舟運で栄

えるなど、水の恵みを享受しながら発展してきまし

た。 

この大切な水辺環境を次世代に引き継ぐとともに、

本市を取り巻く環境の変化に的確に対応するため

「第三期志木市環境基本計画」を策定したところで

す。計画では、将来の環境像に「ずっと住み続けた

い、人と川で彩る快適なまち」を新たに掲げ、目標

を達成した１０年後の志木市を展望し、地球規模で

広がる温暖化の対策から地球の環境対策まで、幅広

く環境課題解消に向けた施策を展開していきます。 

結びに、貴会の地道な環境活動による成果に心か

ら敬意を表するとともに、今後もますます「せっけ

ん運動」や環境問題への取組の輪が広がりますこと

をご祈念申し上げます。 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

白岡市長  小島 卓 

白岡市は、埼玉県の北東部に位置し、武蔵野の静

かな面影を今に残す、緑と自然に恵まれた美しいま

ちです。都心から４０キロメートル圏内という立地

条件により、住宅都市として発展しています。 

 本市では、季節を肌で感じる水辺と緑のあるま

ちを次世代に引き継ぐべく、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 しらお

か」を望ましい環境像と掲げ、市・市民・事業者の

連携・協働により、水環境を含め自然環境の保全な

どに関する施策を推進しております。 

 貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬意を

表しますとともに、今後も活動の輪がさらに広がり

ますようご祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

杉戸町長  古谷 松雄 

杉戸町は、大落古利根川や中川など多くの河川や

水路が町内を流下し、豊かな水を利用した広々とし

た田園風景が広がり、雑木林や屋敷林など緑豊かな

自然に抱かれております。 

当町では杉戸町環境基本計画において、「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

普及啓発などの施策を進め、水質の改善に取り組ん

でいるところです。 

こうした中、水環境を保全する貴会の皆様の取り

組みは大変有意義であり、長年にわたる「石けん使

おう！７月はシャボン玉月間」の活動に敬意を表し

ますとともに、今後も、貴会の活動が一人でも多く

の方の「水環境」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。 

 

 

「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  浅井 昌志 

草加市は平成 11 年 6 月に環境共生都市宣言を行

い、「人と自然が共に生きるまち そうか」の実現に

向け、平成 12 年 3 月に草加市環境基本計画を策定

し、環境問題の解決に取り組んでまいりました。 

平成 31 年 3 月には「生物多様性そうか戦略」を

策定し、「草加の自然の恵みを 次世代に引き継ぐ」

を基本理念に、将来像の実現に向けた保全実行計画

（重点プラン）に取り組むことになりました。 

市内を流れる綾瀬川は、かつて水質汚濁が著しか

ったものの、下水道の普及などにより近年ＢＯＤ値

が 3mg/l を下回るようになり、多くの魚類や鳥類が

戻ってまいりました。これも貴会が推進する水環境

を保全し、安全で健康なくらしが営める良好な環境

づくりと軌を一つとするものです。 

貴会の皆様が長年取り組まれている水環境の保全

活動に敬意を表しますとともに、今後も皆様方の活

動がさらに広がりますよう心からご祈念申し上げま

す。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

秩父市長  久喜 邦康 

秩父市は地域のほとんどが秩父多摩甲斐国立公園

や武甲、西秩父などの県立自然公園の区域に指定さ

れた自然環境に恵まれた地域であり、令和元年６月

１９日には４都県１２市町村に広がる「甲武信」エ

リアが国内１０番目のユネスコエコパークとして登

録されました。「豊かな自然」があることはもちろん

ですが、市民の皆様が先祖より脈々と受け継いでこ

られた「豊かな自然に囲まれながら自然とともに生

きる」という生活スタイルを守ってきたことが大い

に評価されたものです。今後も身近な水環境を守り、

次の世代に引き継げるよう取り組んでまいります。 

石けんの使用を通して環境保全に取り組まれてい

る貴会の活動が広がり、実り多いものとなりますよ

う、心からお祈り申し上げます。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

鶴ヶ島市長  齊藤 芳久 

鶴ヶ島市は、緑豊かな自然に恵まれた武蔵野の地

に先人の努力と英知によって築かれ発展してきたま

ちです。 

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

ち」を市の目指すべき環境像とし、その実現に向け

て、庁内外の関係機関が連携・協力し、環境の保全

に取り組んでいます。 

豊かな自然環境を次世代に引き継いでいくために、

水質の保全は計画の重要な柱の一つです。貴会の取

り組まれている「せっけん運動」は、水環境の保全

活動としても大変意義深いものです。 

長年にわたる貴会の活動に深く敬意を表しますと

ともに、今後も、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。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

ときがわ町長  渡邉 一美 

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。 

町では、より良い水質の確保のために、川の汚れ

の原因とされる生活排水を高度処理する市町村設置

型の合併浄化槽整備事業を、町が主体となって実施

しております。 

水は生命の源です。河川の水質を保全し、生態系

を守ることは、私たちや未来のこども達の命を守る

ことであると認識して、今後も水質保全への取組み

を行なっていきます。 

石けん使用を通じて水環境を守るという貴会の長

年にわたる活動に敬意を表しますとともに、この活

動の輪がさらに広がりますよう心からお祈り申し上

げます。 

 

－石けん使おう！ 運動に寄せて－ 

所沢市長  藤本 正人 

合成洗剤の危うさも、指摘されてからもうどのく

らいたつのだろう。香料に対する指摘も最近はある

ほどだ。それでも、人は便利なほうがよい。匂いも

やっぱりつけてしまう。 

そんな中、石鹸を使う運動は地道に地道に頑張っ

てきた。市長になって、皆さんにお会いしてから、

私も家では石鹸で用を足している。洗髪も石鹸だ。 

所沢市は、東日本大震災をきっかけに、それまで

の人間の生き方を振り返り、人と人の絆がある、自

然と調和した生き方を模索して「マチごとエコタウ

ン所沢構想」を作り、諸施策を進めてきた。 

そして、昨年、ＳＤＧｓの観点から、環境面で全

国 815市区中一番頑張っている自治体に日本経済新

聞社から選んでいただくことになった。望外の喜び

で、報われた気持ちだった。というのも、ここまで

の道のりは多難。施策によっては、人々から否定さ

れ拒否されるものもあったからである。 

今思うことは、謙虚に地道に活動することの大切

さだ。せっけん運動のみなさん、ともに頑張ってい

きましょう。貴会のたゆまぬ歴史に心から敬意を表

します。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

長瀞町長  大澤 タキ江 

長瀞町は町の中央に第１級河川である荒川が流れ

全域が埼玉県立長瀞玉淀自然公園に指定されていま

す。この荒川の清流により悠久のときをかけて育ま

れた「岩畳」は国指定名勝・天然記念物として周囲

の自然と調和して四季折々の風情が癒しの空間とし

て人々に親しまれています。 

当町ではこの豊かな環境を後世に引き継ぐために

水環境対策として公共下水道事業や合併処理浄化槽
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の普及に取り組んでおります。 

全世界の共通の課題となっております環境問題に

一石を投じる貴会の「せっけん運動」は水環境の保

全において意義のある活動であり今後も活動の輪が

一層広がり、水質の保全に関心が高まることを心よ

りお祈り申し上げます。 

 

シャボン玉月間へのメッセージ 

滑川町長  吉田 昇 

滑川町は埼玉県の中央部に位置し、首都圏 60km

圏内でありながら北部には国営武蔵丘陵森林公園の

豊かな自然をはじめとし、3 つの一級河川と関東 1

を誇る大小約 200 を超えるため池を有しており、多

彩な自然環境に包まれた町です。 

本町では、国の天然記念物ミヤコタナゴが棲める

自然環境の復元を目指しながら、町の将来像「住ん

でよかった 生まれてよかった まちへ 住まいる

タウン滑川」の実現に取り組んでいるところです。

その一つとして農業集落排水事業や公共下水道等の

生活基盤整備の充実を図り、水の浄化活動を積極的

に取り組んでいます。 

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、さらなる発展をご祈念申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

新座市長  並木 傑 

新座市は、柳瀬川、黒目川及び野火止用水が流れ

るとともに、武蔵野の面影を色濃く残す平林寺境内

林などの雑木林が広がる、自然環境に恵まれた水と

緑の豊かなまちです。 

本市では、これらの貴重な自然環境を将来にわた

って引き継いでいくため、「みんなで築く雑木林とせ

せらぎのある住みよい環境のまちにいざ」を望まし

い環境像に掲げ、市民、事業者及び市の三者の協働

によって環境の保全等に向けた取組を推進していま

す。 

貴会の推進する「せっけん運動」は、身近な水環

境の保全活動として大変意義深い取組であり、長年

の活動に心から敬意を表するとともに、今後の更な

る御発展を心から祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

蓮田市長  中野 和信 

蓮田市は、埼玉県南東部に位置し、南北中央に元

荒川、西側に綾瀬川が流れており、県自然環境保全

地域に指定された黒浜沼、その周辺は緑のトラスト

１１号保全地域があります。さらに、見沼代用水、

城沼、山ノ神沼、広大な田園といった水と緑に恵ま

れています。 

また、国指定史跡黒浜貝塚を整備中で、縄文時代

の自然環境を復元しています。 

こうした豊かな自然を環境保全活動の意欲ととも

に次世代へ引き継ぐことは私たちの責務であり、今

後も市民の皆様や事業者・団体の方々と協働して豊

かな自然環境の保全に努めて参ります。 

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、今後ますます活動の輪が広がりますことを心よ

りご祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間へのメッセージ 

鳩山町長  小峰 孝雄 

鳩山町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東部に比

企丘陵、南端には越辺川、町内には鳩川など支流が

流れる自然環境であり、のどかな田園と鳩山ニュー

タウンをはじめとした新興住宅地の街並みが調和し

た緑豊かな町です。 

この恵まれた豊かな自然環境を次世代に引き継い

でいくため、公共下水道処理、農業集落排水処理、

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。 

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、今後におきましても活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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「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。 

この豊かな自然環境を守り、将来に引き継いでい

くためには、私たち一人ひとりが水環境に対する意

識を高め、市民、事業者及び行政の協働により環境

保全に積極的に取り組むことが大切であると考えて

おります。本市では、単独処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により、河

川の水質保全に取り組んでいるところです。 

「せっけん運動」により水環境の保全に取り組ん

でこられた貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表

するとともに、引き続き活動の輪がより一層広がっ

ていくことを心よりお祈り申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

飯能市長  大久保 勝 

飯能市は、森林や清流など豊かな自然と景観に恵

まれ、古くから自然と共生し、暮らしや歴史・文化

を育んできました。 

本市の山間部には入間川と高麗川の源流があり、

いずれ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、日々

の暮らしを支えています。 

今後も、上流域に位置する自治体としての責務を

担い、一人ひとりが環境保全に対する意識を高め、

環境負荷の少ない持続可能な社会の形成に取り組む

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。 

結びに、貴会の皆さまの長年にわたる活動に敬意

を表しますとともに、貴会のより一層のご発展を心

よりご祈念申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

東松山市長  森田 光一 

本年で市制施行６５周年を迎えた東松山市は、東

京都心から約５０ｋｍという恵まれた立地条件を有

し、比企丘陵の緑と清流の織りなす豊かな自然に囲

まれたまちです。 

本市では、まちづくりの柱の１つに「自然と調和

する 環境未来・エコのまち」を掲げ、創エネ・省

エネ・蓄エネによるエネルギーの地産地消を推進す

るエコタウンプロジェクトや、近隣自治体と合同で

実施している河川の水質調査などを通じて、環境に

配慮した持続可能なまちづくりを進めております。 

皆様には、美しい自然を次世代に引き継ぐため、

「せっけんライフはハッピーライフ～地球がよろこ

ぶ毎日に～」を合言葉に、ますます活動の輪を広げ

られることをご期待申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

日高市長  谷ケ﨑 照雄 

日高市は、首都近郊に位置しながら手軽に山登り

が楽しめる｢日和田山」､カワセミが飛び交う清流「高

麗川」、500 万本の曼珠沙華が咲き誇る「巾着田」な

ど、豊かな自然に恵まれたまちです。 

この自然環境を維持し、次世代に引き継いでいく

ためには、一人ひとりの環境に対する関心や意識が

大切です。市では、小学生を対象に自然体験を目的

とした川ガキ・山ガキ自然塾の開催や、河川などの

公共用水域の水質保全のため、合併処理浄化槽への

転換について推進しています。 

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

心からご祈念申し上げます。 
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シャボン玉月間によせて 

深谷市長  小島 進 

深谷市は埼玉県北西部に位置し、利根川や荒川の

2 つの大きな河川を中心とした水辺環境を有してい

ます。 

本市では、深谷市環境基本計画において「市民が

住みやすく地球環境がまもられるまち」を目指すべ

き環境像とし、市民や事業者及び行政が相互に連携

し、協働で環境の保全・創造を推進しています。 

取組の一つとして、市民団体等による河川の清掃

活動がございまして、市民の憩いの場の保全や水辺

の生き物の生息地を守ることにも寄与しております。 

結びに、貴組合員の皆様が、長年にわたり環境保

全活動にご尽力されておりますことに敬意を表しま

すとともに、今後の活躍と活動の輪がより一層広が

っていくことを心からお祈り申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

富士見市長  星野 光弘 

荒川、新河岸川、柳瀬川をはじめとし、多くの河

川を有する富士見市は、昔から水田地帯として豊富

な水を利用してきました。また、多くの湧き水も存

在し、都市近郊では貴重な自然環境に恵まれたまち

です。 

その豊かな水資源を将来に引き継いでいくため、

市民向けに「富士見市湧き水マップ」を作成し、市

内の小学５年生を対象に配布して環境学習で活用す

るなど、一人ひとりが環境について考える機会を持

てるよう、様々な取り組みを行っています。 

今後も、「環境にやさしい都市宣言」を基に、心和

ませる水と緑豊かな自然環境の保全に努めてまいり

ます。 

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

すとともに、活動の輪が大きく広がっていきますこ

とを心よりご期待申し上げます。 

 

シャボン玉月間に寄せて  

松伏町長  鈴木 勝 

昨今、胸に丸い１７色のバッチを見かけることが

あるかと思われます。あれは、ＳＤＧｓのバッチで

す。２０１５年に国連で採択された「持続可能な地

球を作る」ための運動です。これからの開発は、先

進国のみが発展するのではなく、途上国と共に発展

していくことを目標としたものです。 

その取り組みの一つにきれいな海を取り戻し、守

ろう。との運動があります。海をきれいにするため、

まず川をきれいにしなければなりません。 

松伏町においては、「松伏町都市計画マスタープラ

ン」を作成し、水と緑のネットワーク形成を目標と

し、町内を流れる３本の川の清掃を町民と共に行っ

ています。 

貴会の環境保全活動に心から敬意を表しますと共

に、今後のご活躍を心よりお祈りいたします。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

三郷市長  木津 雅晟  

埼玉県の東南端に位置する三郷市は、人口増加と

企業進出が続くなど発展を遂げる一方で、東に江戸

川、西に中川が流れる、水と緑に囲まれた自然豊か

なまちです。 

本市では「ふるさとの川 水辺の再生事業」として、

市民と協働で第二大場川の浮遊ゴミ回収活動を実施

するとともに、ヘイケボタル 1,300 匹を放虫する「夏

の夜のホタル観賞会」を開催するなど、環境保全の

大切さを広めています。今後も市民・事業者・市が

連携し、環境と共生する地域づくりを推進してまい

ります。 

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

すとともに「せっけん運動」の輪がさらに広がりま

すことをご祈念申し上げます。 
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「シャボン玉月間」によせて 

皆野町長  石木戸 道也 

 皆野町は、埼玉県の西北部に位置し、５００～１，

０００ｍの山々に抱かれ、町の中心地には荒川が流

れる自然豊かな町です。 

この豊かな自然を次世代に引き継ぎ、町の将来像

である「住んでみたいまち、住み続けたいまち、と

きめきの皆野」を実現するためには、行政、町民、

民間事業者、関係団体が連携して環境保全に取り組

むことが求められます。町では、単独処理浄化槽か

ら合併浄化槽設置への転換促進や公共下水道の整備

を推進し、河川の水質保全に取り組んでいるところ

です。 

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、今後とも、「石けん運動」の活

動の輪がますます広がっていきますことを心よりご

祈念申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

宮代町長  新井 康之 

宮代町は、埼玉県北東部にあり、大落古利根川を

はじめ多くの河川や水路などの水辺環境と、さいた

ま緑のトラスト保全第５号地である山崎山の雑木林

など、豊かな緑に恵まれたまちです。 

当町では、この豊かな自然環境を次世代に守り継

いでいくため、自然に親しみながら楽しく遊ぶ「五

楽体験事業」を実施しています。その代表的な事業

の一つとして、ホタルの自生を目指す「ホタルの夕

べ観賞会」を開催しています。このホタル自生のキ

ーポイントは水質です。貴会の「せっけん運動」は、

誰にでも手軽に取り組める、水を守る有意義な環境

活動であると思います。今後も「せっけん運動」の

輪が大きく広がっていくことを心からご祈念申し上

げます 

 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

三芳町長  林 伊佐雄 

三芳町は、首都圏 30ｋｍ圏という好条件に位置し、

みどり豊かな武蔵野の雑木林や三富新田に代表され

る田園風景が広がる自然と都市機能が調和したまち

です。 

本町におきましても、河川・湖沼汚染の原因であ

る生活排水の適正処理のために、公共下水道供用開

始区域内での接続率の向上及びその他地域での合併

浄化槽の普及促進により生活排水処理率の向上に努

めています。 

このような中、「せっけんライフはハッピーライフ

～地球が喜ぶ毎日に～」を合言葉に、未来世代へ引

き継ぐ美しい自然と豊かな循環型社会のための 

貴会の活動が広がり、さらに成果を収められるこ

とを期待いたしますとともに、更なる発展を心より

ご期待申し上げます。 

 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

毛呂山町長  井上 健次 

生命維持に欠かせない水は、水質により私たちの

健康に影響します。「安全で安心な水を保つため、分

解が早く安全性にも優れる石けんを使いましょう」

という貴会の長年にわたる取組みのように、毎日の

暮らしの中での積重ねが、一番効果を発揮し持続可

能な社会形成につながるものと考えております。 

毛呂山町には埼玉県が実施した「川のまるごと再

生プロジェクト」により越辺川の整備が行われ、川

沿いを連続して歩ける散歩コースがあります。清流

と水辺の自然があるからこその安らぎの空間です。

次世代に毛呂山町の安全な水と、清流がある景色を

引継ぐため、これからも環境保全施策を充実させて

まいります。 

貴会の活動が今後さらに発展されることを心から

祈念いたします。 
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シャボン玉月間によせて 

八潮市長  大山 忍 

八潮市は、埼玉県の東南部に位置し、中川、綾瀬

川、大場川などの河川や葛西用水、八條用水などの

用水路に囲まれており、水辺の環境に恵まれていま

す。 

このような中、本市では、小中学生を主体とした

河川の水質調査や、各種イベント等での生活排水対

策の普及・啓発などにより河川浄化策を推進してい

ます。 

また、市民が身近に自然に親しめる水辺空間の創

出を図るため、葛西用水の親水化整備にも取り組む

など、「水と緑にふれあえる、環境にやさしいまち八

潮」の実現を目指しています。 

貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬意を表

し、今後もその活動の輪がますます広がることをご

祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

 横瀬町長  富田 能成 

横瀬町は、埼玉県の西部、秩父地方の南東部に位

置し、首都圏からのアクセスがとてもよい、緑と水

の自然に恵まれた、すみよいまちです。 

本町では、豊かで美しい自然環境を保全し、自然

に恵まれ、こころに残る魅力あふれる美しいまちづ

くりに取り組むことで、ここで育った子ども達がま

た帰ってきたくなる、訪れた方々の心に残る町を目

指しております。 

貴会の長年にわたる石けん運動を通じて、より多

くの人々が水環境へ関心を持ち、活動の輪がますま

す発展されますよう、心からご期待申し上げます。 

 

 

 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

吉川市長  中原 恵人 

吉川市は、東に江戸川、西に中川が流れ、古くか

ら水の恵みを享受してまいりました。「吉川に来て、

なまず、うなぎ食わずなかれ」といわれ市内の割烹

や料亭で川魚料理が味わえます。また「川の郷」を

取り戻そうと「川まつり」も開催されております。 

この豊かな水環境を受け継いでいく一環として浄

化槽の維持管理の啓発、合併浄化槽への転換促進を

行っております。また、市内の小学校等でマイ石け

ん作りを環境出前講座で実施し、石けん利用の促進

や啓発に務めています。今後もより一層、水環境の

保全に取り組んでまいります。 

最後に、貴会の「せっけん運動」に敬意を表する

とともに、活動の輪がますます広がりますことを心

より御期待申し上げます。 

 

シャボン玉月間へのメッセージ 

 吉見町長  宮﨑 善雄 

荒川と市野川の豊かな流れに囲まれた、私たちの

住む吉見町は、四季折々の豊かな自然に満ちた町で

す。 

そして、この豊富な水資源は、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。 

町では、この豊かな緑と水を未来の子どもたちへ

引き継いでいくため、「緑と調和した安全・安心な生

活空間のあるまち」をめざし、公共下水道、農業集

落排水及び浄化槽による生活排水対策を進めるとと

もに、町民との協働により、河川や湖沼などの水辺

空間の清掃活動に取り組んでいます。 

貴会がせっけん運動を通じて、環境保全に取り組

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、今後さらに活動の輪が広がること

を御期待申し上げます。 
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「シャボン玉月間によせて」 

嵐山町長  岩澤 勝 

本町は、埼玉県のほぼ中央部に位置し、美しい緑

と清流に囲まれ、国蝶オオムラサキが生息する自然

豊かな町です。関越自動車道嵐山小川インターチェ

ンジにより交通の利便性も良く、「蝶の里らんざん」

として多くの方に親しまれています。町南部を流れ

る槻川周辺は、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。 

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。 

令和の時代がスタートしました。自然豊かな嵐山

町の原風景をしっかりと守り、次世代へ引き継ぐこ

との大切さを一層強く感じている次第であります。 

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

ッセージと致します。 

 

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」 

令和元年度市長メッセージ 

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、鉄道 3 路線が

乗り入れる和光市駅や東京外環道の 2 つのインター

チェンジを擁する、利便性の高い住宅都市として発

展してきました。 

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。 

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。 

貴会の長年にわたる取り組みが、豊かな自然を次

世代に引き継ぎ、環境保全を推進していることにつ

いて敬意を表するとともに、今後ますます「せっけ

ん運動」の輪が広がりますことを心からお祈りいた

します。 

 

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

千葉県知事  森田 健作 

千葉県は、三方を海に囲まれ、温暖な気候の下、

豊かで多様な自然に恵まれています。 

ふるさと千葉の豊かな環境の恵みを、将来の世代に

引き継いでいくことは、現在を生きる私たちの重要

な責務です。 

千葉県では、昨年度新たに第３次となる環境基本

計画を策定し、「みんなでつくる『恵み豊かで持続可

能な千葉』」を目指し、環境の保全に関する様々な施

策を推進しています。 

幅広い環境問題に対処していくためには、県のみな

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

皆様の活動が充実し、大きな成果につながりますこ

とを心から期待しています。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

旭市長  明智 忠直 

本市は、九十九里浜に面し、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おり、

農業産出額、漁獲量においても全国有数の自然環境

に大変恵まれた、「食」のまちです。 

お米や野菜をはじめとするこれらの生産物は、豊

富な水によって支えられています。 

千葉県 
千
葉
県 
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旭市は、私たちのくらしや農水産業になくてはな

らないきれいな水環境を守り、次世代に継承してい

くため、市民の皆様や近隣市町と協力して水質保全

や浄化運動の啓発活動を積極的に進めてまいりまし

た。 

引き続き市内全域の河川の環境保全として、合併

処理浄化槽設置の促進をはじめ、下水道・農業集落

排水の整備など、河川の水質保全に取り組んでまい

ります。 

貴会のせっけん運動は「継続は力なり」をまさに

体現されているすばらしい活動であり、心から敬意

を表したいと思います。 

貴会におかれましては、今後とも益々のご発展・

ご活躍を期待いたします。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

我孫子市長  星野 順一郎 

我孫子市は、手賀沼と利根川の水系に抱かれた水

と緑の自然豊かな住宅都市として発展してきました。 

 市では、市民の健康や水環境の安全などへの取り

組みとして、家庭や学校・保育園・事業所などから

排出される廃食油を回収し、ＮＰＯ団体が石けんづ

くりを先駆的に行い、小中学校や保育園の食器、調

理器具等の洗浄に活用しているところです。 

また、市民の皆様からのご協力をいただき、様々

なイベントで石けんの使い方講座や環境への関わり

についての啓発活動にも努めています。 

今後も、かけがえのない財産である豊かな自然を

未来へ引き継いでいくためにも、市と市民・事業者

の皆様と力を合わせ環境に負荷を与えない暮らしを

推進して参りたいと考えております。 

結びに、貴会の益々のご発展をお祈り申し上げ、メ

ッセージとさせていただきます。 

 

 

 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

市川市長 村越 祐民 

 市川市は、千葉県の北西部に位置し、江戸川を挟

んで東京都に隣接しながらも、緑地と水辺の自然環

境に恵まれた環境・文教都市として発展してまいり

ました。また、市の南部は東京湾に面しており、こ

の貴重な水辺環境をいつまでも大切に守っていかな

ければならないと考えております。 

 近年、世界的に海中のマイクロプラスチック問題

が取り上げられておりますが洗剤もまた、環境を保

全するために生分解性であるせっけんの使用を推進

する必要性が高まっています。 

 せっけん運動ネットワークの長きにわたる活動に

対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 

市原市長 小出 譲治 

市原市は千葉県の中央部に位置し、北部の臨海部

には石油化学コンビナート群が立地する一方、南部

には水と緑豊かな里山や、国の天然記念物に指定さ

れた地磁気逆転地層など、後世に責任を持って引き

継ぐべき貴重な自然に恵まれています。 

本市では、「誇りの持てる 環境を 未来へ」を基本

理念とする市原市環境基本計画の下、環境課題の解

決に向けて市民・事業者・市が一体となって行動し、

水資源の保全をはじめとする持続可能な社会を未来

へ繋ぐ取組を推進しているところであります。 

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表し

ますとともに、この活動の輪が一層広がることを、

心から御祈念申し上げます。 
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『シャボン玉月間』によせて 

印西市長 板倉正直    

印西市は、千葉県の北西部に位置し、東京首都圏

まで４０km、成田国際空港にも近接した、大変立地

優位性に優れたところです。また、里山に代表され

る豊かな自然と豊富な水に恵まれた田園風景が広が

るとともに、強固な地盤と質の高い都市機能が集積

された千葉ニュータウンを有しており、この自然環

境と都市環境が見事に調和したすばらしい「まち」

です。お蔭をもち、全国住みよさ№１の評価も頂い

ております。 

印西市の水環境の保全に関する取り組みとしては、

生活雑排水による河川の水質汚濁防止対策として、

公共下水道の整備や合併処理浄化槽の設置を推進し

ていますが、合併処理浄化槽の設置に関して、高度

処理浄化槽の普及促進を積極的に図ることで、生活

雑排水による水質の悪化を抑制し、印旛沼や手賀沼

など湖沼、河川の水質改善に努めているところでご

ざいます。 

今後も市の発展、都市化の進展により、豊かな自

然が損なわれないよう、様々な環境課題に鋭意取り

組んでまいる所存でございます。 

結びに、貴会の長年にわたる水環境の保全活動に

心から敬意を表しますとともに、今後益々の御発展

をご祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて  

       浦安市長  内田 悦嗣 

浦安市では、環境への負荷を低減し持続的発展が

可能な社会を築くために、環境への負荷をできるだ

け少なくした循環型社会を実現することを基本方針

のひとつとして、現在、ごみの減量・再資源化を推

進する施策を展開しています。 

このような中、貴会の協力により実施している廃

食油の拠点回収やリサイクル石けんの普及活動は、

本市に根付いた環境活動であるとともに環境負荷を

低減させる実例として継続していかなければならな

いものであり、今後も市民・事業者及び市が協働し

て再資源化事業を推進していこうと考えています。 

 長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますととも

に、これからも活動の輪が広がり発展されますよう

心よりお祈り申し上げます。 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

 鎌ケ谷市長  清水 聖士 

 鎌ケ谷市は、千葉県北西部の下総台地に位置し、

比較的ゆれにくい街とされ、人口も徐々に増加して

おります。昨年８月には１１万人を突破し、より住

みやすい街となるよう取り組んでいるところでござ

います。 

また、本市は手賀沼水系、印旛沼水系、東京湾に

流れていく真間川水系の３つの流域の最上流部とな

っているため、水質浄化対策を進めることの大切さ

を認識しております。日頃から家庭雑排水処理施設

による水質浄化に努め、市民との協働による河川・

湧水調査を実施するなど、公共用水域等での水質監

視を行うとともに、家庭での生活排水対策を推進し

ております。今後も、１人ひとりができる小さな取

り組みにより、水環境の保全に努めてまいります。 

 最後になりましたが、長年にわたり水環境の保全

活動に取り組んでいる貴会に対し敬意を表するとと

もに、ますますのご発展をお祈り申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

栄町長  岡田 正市  

栄町は、周囲を利根川・印旛沼・長門川・将監川

に囲まれた水源豊かな環境のまちです。 

この豊かな環境を保全し、河川、湖沼の水質浄化の

推進を図るため、町では公共下水道の整備や合併浄

化槽の設置費補助制度を活用した普及、促進に努め

るとともに、水質保全に対する啓発活動の一環とし

て、町民と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。 

豊かな自然環境を守るためには、私たち一人ひと
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りが自らの暮らしを見直すことはもちろんのこと、

行政のみならず、住民、事業者相互の協力が大変重

要なものと考えております。 

貴会の「せっけん運動」は日々の生活から水環境

を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心よりご期待

申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

  佐倉市長 西田 三十五 

 佐倉市は、千葉県北部、印旛沼の南側に位置し、

人口１７万５千人余りの都市でありがながら、谷津

田を含む里山の風景と城下町としての歴史と文化に

恵まれた街です。市民憩いの場でもある印旛沼を初

めとした豊かな自然環境を次世代に引き継ぐことは、

私たちの責務であり、行政の重要な施策のひとつで

もあります。 

 当市では、公共下水道の整備や高度合併浄化槽の

普及など生活排水対策とともに、沼周辺の清掃や体

験学習会の開催、流域自治体等と連携強化に取り組

み、水環境の改善を目的とした運動を展開している

ところです。 

 貴会の活動が、多くの方々の環境意識を高め、貴

重な水環境の改善に繋がることをご期待申し上げま

す。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

山武市長 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、九十九里浜のほぼ中央に位置しています。東

に九十九里海岸地帯、中央に沖積平野、その後背地

として西に丘陵地帯のある、豊かな地域資源や恵ま

れた環境を有しています。 

夏季にはマリンレジャーを楽しむたくさんの方々

が、山武市においでになります。また市の中心部か

ら北西部には田園風景が広がる平野部と、森林の

木々が生い茂る自然豊かなまちです。 

２０１９年４月には、本須賀海水浴場において、

ビーチやマリーナの「国際環境認証ブルーフラッグ」

を取得しました。美しい海水浴場を次世代に継承し

ていくために、地域の方々や観光・海水浴場関係者

の皆さまと一緒に、地元の海を愛し、誇りを持って

環境保全に取り組んでいきます。 

とりわけ、きれいな海水や地下水を守るための汚

染防止活動として、海水浴場の施設や、幼稚園・小

中学校で環境にやさしい無添加石けんの使用を呼び

掛けていきます。 

 結びに貴会の取り組みが様々な形で普及されるよ

う、ご発展をご祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

酒々井町長  小坂 泰久 

酒々井町は、遥か昔から水運と漁労など、印旛沼

の恩恵を受け、水辺と里山による豊かな自然環境に

恵まれた中で繁栄をしてきました。 

都市機能の整備が進む今日において、なお飲料水

のほとんどを地下水に依存する当町においては、未

来の子供たちに豊かな自然と健全な水循環を後世に

継承することが大切であると考えています。 

印旛沼の水質改善に関しては、町内の河川全てが沼

に流入していることから浄化対策の重要性は高く公

共下水道の整備促進、高度処理型合併浄化槽の設置

の促進など点源対策に努めております。 

また、ファーストフラッシュへの面源対策として

雨水浸透施設や雨水貯留施設の設置及び調節池等の

整備も推進しております。 

都市と自然の融合を目指す当町にあって、貴会が

取り組まれる「せっけん運動」は、町民一人ひとり

の環境保全に対する意識向上に大変寄与されており、

これまでの取り組みに深く敬意を表すとともに今後

なお一層、活動の輪が広がりますことを心よりご期

待申し上げます。 
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｢石けんを使おう! ７月はシャボン玉月間｣によせて 

白井市長 笠井 喜久雄 

 白井市は、都心から約 30km 圏内で首都近郊の千

葉県北西部に位置し、森林をはじめとする里山、神

崎川、下手賀沼などの水辺に囲まれたみどり豊かな

まちです。 

これまでの社会経済の発展により、私たちの生活

は物質的に豊かになりましたが、その一方では、生

活排水などによる水質汚濁、廃棄物の増加などの環

境問題が生じています。 

このような中、私たち一人ひとりが環境に関心を

持ち自分にできることから取り組むことで、白井を

もっと豊かにし、子どもたちの世代に引き継ぐこと

ができるものと考えております。 

この白井の豊かな自然や緑を守り次世代に残すた

めには、市民・事業者・行政などが協力、連携する

ことが必要不可欠であると考えており、貴会の皆様

が水環境の保全に取り組まれていることは、大変有

意義なことであります。 

今後も活動の輪が広がり、ますますの発展を心よ

りご祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

匝瑳市長  太田 安規  

匝瑳市は緑あふれる里山や九十九里海岸など、豊

かな自然環境を有し、トウキョウサンショウウオや

ハマヒルガオをはじめ、貴重な動植物が生息してい

ます。 

本市では、「海・里山・田園と共生し豊かな生活を

はぐくむまち 匝瑳市」を望ましい環境像として掲

げ、公共用水域の水質調査や市民参加による河川水

路の清掃活動等、水質環境の保全に取り組んでおり

ます。 

貴会の「せっけん運動」は、消費者が自らの暮ら

しを見直す、良い機会となる大変有意義な活動であ

ると認識しております。 

今後も貴会の活動を通して、多くの方々の環境に

対する意識が高まり、活動の輪がより一層広がりま

すことをご期待申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

袖ケ浦市長  出口 清 

袖ケ浦市は、自然環境との調和や資源・エネルギ

ー問題等に総合的かつ計画的な取組みを進めるため、

平成２５年度に「環境基本計画」を改訂し、安全で

快適なうるおいのある環境都市の実現に努めていま

す。 

人間の営みが環境に対して、何らかの負荷をかけ

ることは避けられませんが、一人ひとりが環境保全

の意識をもち、環境負荷の低減のための活動に取り

組んでゆくことが、自然と調和した豊かな生活を実

現していくことに繋がるものであると考えておりま

す。 

こうした中、貴会が行っているせっけん運動によ

る水環境を保全する取組みは、非常に意義深いもの

であり、活動の輪が今後ますます広がることを心か

らご期待申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

千葉市長  熊谷 俊人 

千葉市は、日本列島のほぼ中央に位置し、東京湾

に接する海と、地下水や谷津の湧水による恵みが豊

富な都市です。この地ではその豊富な恵みに支えら

れ、昔から多くの人が暮らしてきました。 

この恵まれた水環境を守り・育むため、本市では市

民参加による「谷津田の保全」、「水辺環境の保全推

進」などに取り組んでいます。 

貴会の石けんを通じた水環境の保全活動は、豊か

な自然はもとより、未来の子どもたちの為にも有意

義なものであり、長年の活動に心から感謝を申し上

げますとともに、この取組みが多くの人々に広がり、

今後一層発展されますことを祈念いたします。 
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「シャボン玉月間」によせて 

東金市長  鹿間 陸郎 

東金市では、「人・自然 ときめき 交感都市 東

金」を基本理念に、市民共有の財産である森林、農

地、水辺など本市の豊かな自然環境を守り、次世代

を担う子どもたちに引き継げるよう、さまざまな環

境施策に取り組んでいます。 

なかでも地球上の生命を育む水を守ることは特に

重要であり、公害や不法投棄、公共用水域の汚濁を

防止し、きれいな水が豊富に安定して流れるまちを

目指し、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。 

貴会による「石けん運動」は、水環境の保全にお

いても大変有意義なものであり、今後、活動の輪が

より広がり、更に発展されることを祈念いたします 

 

シャボン玉月間によせて 

富里市長  相川 堅治 

富里市は，千葉県の北総台地のほぼ中央に位置し，

高崎川や根木名川などの源をなし，肥沃な農地や自

然環境に恵まれています。また，水系に沿ってきれ

いな谷津地形が見られ，いくつもの谷津田が広がっ

ています。 

本市では，こうした恵まれた自然環境を保全する

ため，「富里市環境基本計画」の中で「源流や緑を大

切にした自然豊かなまち」を環境目標の一つに設定

し，「源流域の保全」や「谷津や農村環境の保全」な

どの個別目標ごとに各施策に取り組んでいます。 

 貴会の長年にわたる水環境保全に対する取り組み

については，行政といたしましても大変心強いとこ

ろであります。 

 貴会の日頃の活動に感謝申し上げますとともに

益々の発展を心から御期待申し上げます。 

 

 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

流山市長  井崎 義治 

せっけん運動ネットワークの皆様の地域に根付い

た継続的な活動に敬意を表します。水は地球上を循

環し全ての生き物に恵みを与えてくれる生命の源で

あり、また私たち人間の生活にも多大な恩恵を与え

てくれている重要な物質です。 

流山市は河川や湖沼などの水環境の保全を地域住

民や事業者等の協力のもと着実に推進してきました。

近年つくばエクプレス沿線整備に伴う街づくりが進

み人口も増加していますが、さらなる水質改善に向

け公共下水道の整備や合併処理浄化槽への転換を引

き続き鋭意推進してまいります。 

水質改善はもとより、水環境の保全に積極的に取

り組む皆様方の今後ますますの御活躍と御発展を心

から祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

         成田市長   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。平成３０年度より、

雨水貯留施設設置費に対して補助金交付を開始し、

健全な水循環作りを推進しております。 

貴会の身近な排水対策である石けん運動を通した

水環境の保全活動に敬意を表すると共に、この活動

の輪が益々広がり、大きく発展されますことを期待

しております。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

野田市長  鈴木 有 

野田市は、千葉県の北西部に位置し、東を利根川、

西を江戸川、南を利根運河が流れ、豊かな水と緑に

恵まれた多彩な自然環境に包まれたまちです。 

また当市では、玄米黒酢を散布することで、減農

薬や減化学肥料による米づくりを推進するとともに、

未来を担う子供たちに多くの生き物がいる自然環境

を残すため、冬みず田んぼの設置や生物多様性のシ

ンボルとしてコウノトリを飼育、放鳥を進めており

ます。 

また、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

すとともに、今後ますますのご発展をご祈念申し上

げます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

船橋市長 松戸 徹 

船橋市には、東京湾三番瀬や海老川など恵み豊か

な自然がありますが、この素晴らしい環境を良好に

守り、次代に引き継ぐためには市民・事業者・行政

との連携が重要です。 

こうした中、貴会が、さまざまな活動を通じて環境

保全意識の高揚に努めておられますことを心強く感

じています。 

市では、これまで公共下水道の普及や水循環の向

上に資する雨水浸透桝の設置促進、洗剤をできるだ

け使わないようにする生活排水対策の啓発などに取

り組み、その結果、海老川の水質は大幅に改善し、

三番瀬では豊かな生態系が育まれています。 

市といたしましては、将来にわたり持続可能な環

境づくりに取り組んでまいりますので、皆様のご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

松戸市長  本郷谷 健次 

松戸市は千葉県の北西部に位置し、一級河川の江

戸川をはじめ、坂川、富士川や六間川など多くの川

が流れており、東京都と隣接する本市の人口は４９

万人を数えます。都市型河川の水質は、生活排水に

よる影響が大きく、本市では「第２次生活排水対策

推進計画」などにおいて、河川の水質保全や衛生的

な生活環境向上に向けた取り組みを推進していると

ころでございます。 

このような中、貴会の活動は、より良い環境を未

来へ引き継ぐための水環境の保全に大きく寄与する

ものであり、皆様の長年の活動に敬意を表しますと

ともに、今後ともこの活動の輪が広がり、より多く

の方の環境意識が高まることを期待しております。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

八千代市長  服部 友則 

都心から３１キロに位置した利便性からベッドタ

ウンとして発展 してきた八千代市は，市域の中央を

南北に貫くように新川（印旛放水路）が流れ，ホタ

ルをはじめ多様な生き物が生息する水辺や里山など

緑豊かな自然を有しています。 

そのため本市では，公共下水道の整備や高度処理

型合併処理浄化槽の普及促進，市民向けの環境学習

の実施などにより生活排水対策に取り組んでいます。 

また 環境省が策定したエコアクション２１の認

証・登録を受けており，リサイクル石鹸など環境負

荷の少 ない製品の利用につながるグリーン購入の

推進を図っています。 

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

申し上げます。 
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シャボン玉月間によせて 

四街道市長 佐渡 斉 

首都 40 ㎞圏内に位置する四街道市は緑ゆたかな

自然環境に恵まれた住宅都市として発展してきまし

た。市域には４本の河川が流れており、うち３本が

印旛沼に流入しています。 

 「みどりと都市が調和したうるおいのあるまち」

の実現を目指す本市では、印旛沼の水質改善を目的

とした河川調査の実施や公共下水道の整備・接続の

推進など各種事業を実施しています。 

 本市の魅力の一つである豊かな自然環境を守り、

育て、次世代へ引き継いでいくためには、市民一人

一人の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。 

 貴会の長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」を通じて、多くの皆様が環境保

全に関心を持ち、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。 

 

 

 

 

 

「石けんを使おう！ 7月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

昭島市長  臼井 伸介 

昭島市は、「水と緑の基本計画」において、基本

理念に「水と緑と人々のふれあいを大切にするまち」

を掲げています。 

市の北には玉川上水、南には多摩川が流れ、豊か

な湧水と緑に恵まれたまちであり、東京都内で唯一、

深層地下水 100％のおいしい水道水を飲むことがで

きます。 

この美しい水と緑を将来の世代へと引き継ぐ取

組みの一つとして、市施設内や学校等では合成洗剤

を使用せず石けんを使用することに積極的に努めて

おり、今後も日常生活の中で「水環境」に関する意

識の向上と環境施策の充実を図っていきます。 

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表

しますとともに、それぞれの地域で今後も活動の輪

が広がりますことをご期待申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

  あきる野市長  澤井 敏和 

あきる野市は、季節に合わせて景色を変える山々

を有し、秋川渓谷が美しい自然を楽しませてくれる、

豊かな自然環境に恵まれた「東京のふるさと」です。

この豊かな自然環境とヒトが共存した地域を次世代

へ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、「あきる野市生物多様性保全条例」に

基づき、希少野生動植物の保護や外来種対策に取り

組むとともに、豊かな自然環境の保全のため、昔道・

尾根道補修等事業など、地域と協働した森づくりを

推進しております。 

結びに、今後とも貴会の活動を通じて、環境保全

運動の輪がますます広がることを祈念いたしまして、

メッセージとさせていただきます。  

 

シャボン玉月間に寄せて      

足立区長  近藤 やよい 

足立区は荒川や隅田川など４つの一級河川に囲ま

れ、水と緑の豊かな自然環境が区民の生活に潤いを

与えています。綾瀬川をはじめとする区内河川の水

質は、下水道の普及等により大きく改善されました。

一方で、世界的に問題となっている海洋プラスチッ

クごみ削減のため、区内飲食店へストロー不使用の

協力要請や、町会・自治会の行事向けにリユース食

器利用支援モデル事業を実施しました。今後はさら

に、区民や事業者の方々とこうした新たな環境保全

の課題に取り組んでまいります。 

最後に、「せっけんライフはハッピーライフ」に取

り組む貴会の更なる発展が河川環境保全につながる

ことをご祈念いたします。 

 

 

東京都 
東
京
都 
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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 
荒川区では、区の北東部を区境に沿って流れる隅

田川の水質浄化に向け様々な啓発活動を行ってまい

りました。水環境の保全は自治体だけでなく、そこ

で暮らす人々と一体となって取り組んでいかなけれ

ばなりません。 

昨年度から当区では、子ども達が年間を通じて環

境について学ぶ「エコジュニアクラブ」を開催して

おり、多くの子ども達が環境保全の大切さを学んで

います。こうした取組をはじめ、区民一人一人が環

境に高い意識を持ってもらえるよう、今後も様々な

事業を展開してまいりたいと考えています。 

近年の国際社会のキーワードにもなっているＳＤ

Ｇｓにも示されている「安全な水」の提供に資する、

貴会の活動の更なる発展を御期待申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

板橋区長  坂本 健 

板橋区は、荒川をはじめとする４つの河川、武蔵

野台地の崖線沿いの湧水など、水環境に恵まれてい

ます。さらに本区は、このような豊かな環境を次世

代に継承するため、緑のカーテン事業や環境教育プ

ログラムなどの取り組みにより、日本経済新聞社が

実施した SDGs（持続可能な開発のための目標）先

進度調査において全国で 8 位、都内で１位という高

い評価を得ました。また、昨年 12 月にポーランド

で開催された国連気候変動枠組条約第 24 回締約国

会議(ＣＯＰ２４)にも参加し、区が積極的に取り組

んでいる環境教育や板橋区と日光市とが森林資源を

補完し合う循環共生型社会等について紹介しました。

今後も国内外の自治体と連携を深め、環境対策を進

めてまいりたいと思います。 

貴会の長年にわたる環境問題への取り組みに対し、

敬意を表しますとともに、活動の輪が一層広がって

いきますことを念願いたします。 

 

シャボン玉月間によせて 

稲城市長  髙橋 勝浩  

稲城市は、多摩川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。春は三沢川の

桜、夏は上谷戸親水公園のホタルに大丸用水のあじ

さい、秋には特産品である梨・ぶどうの実りの季節

を迎え、市内では一年を通して自然に親しみ、そし

て、恩恵を受けています。今後も私たちの心に潤い

をもたらす美しい豊かな自然の中での良好な住環境

を守るため、「地域循環共生圏」を形成し、「ＳＤＧ

ｓ」に基づき持続可能なまちづくりを進めてまいり

ます。 

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

すとともに、活動の輪が今後も大きく広がり、環境

保全について考えるきっかけになりますことを心よ

りご祈念申し上げます。 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

 江戸川区長  斉藤 猛 

江戸川区は、東に江戸川、西に荒川の大河川を有

し、そして南には都内唯一のラムサール条約湿地と

なる葛西海浜公園が広がる水辺豊かな街です。また、

区内には５つの親水公園と 18路線の親水緑道が整

備されており区民の暮らしに潤いと安らぎを与えて

くれます。この恵まれた水環境は、次世代にしっか

りと引き継いでいかねばなりません。 

区役所では一事業所として「環境行動計画」を定

め、すべての施設において「石けん使用指針」に従

い、できるだけ水への環境負荷の少ない石けんの使

用を行っています。 

貴会の長年にわたり取り組まれている「石けん運

動」に心から敬意を表するとともに、今後、より一

層の拡がりとなっていくことをご祈念申し上げます。 
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「石けんを使おう！７月はしゃぼん玉月間」に寄せて               

  青梅市長  浜中 啓一 

青梅市は、多摩川をはじめとする数多くの多摩川

水系と霞川や成木川など荒川水系の２水系の河川が

市内を流れていることが特徴です。また、市域の約

６割が豊富な森林に囲まれた「自然豊かな水と緑の

まち」です。本市が平成３０年度に策定した生物多

様性地域戦略で、「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、自然環境保全のため、様々な施策の取組

を進めております。 

最後に、水環境を保全する活動を続けられ、今年

で３９年目を迎える貴会の取組に敬意を表し、この

活動の輪がますます広がり、大きく発展されますこ

とを御期待申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

大田区長  松原 忠義 

田区にある多摩川河口干潟にはアシ原が広がり、

ベンケイガニやトビハゼなどが生息するほか、コア

ジサシなどの渡り鳥が飛来しております。内陸部に

あった大小の工場の跡地には現在、住宅やマンショ

ンが立ち並び、緑あふれる河川敷は区民の憩いの場

として親しまれております。区は、これまでも多様

な主体との連携を通じ、様々な環境課題の解決に取

り組み、持続可能で快適な都市（まち）の実現に努

めてまいりました。今後もこの豊かな水環境を守り、

美しい自然を次代に継承するため、自然共生社会の

構築に引き続き取り組んでまいります。 

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表し

ますとともに、より一層広がっていくことをご期待

申し上げます。 

 

 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

葛飾区長  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

系や景観を育む水辺は貴重な自然環境となっていま

す。そして、河川沿いに整備された西水元水辺の公

園、葛飾あらかわ水辺公園、中川親水テラスなどは、

豊かな自然を育み、遊びや憩いの場として、多くの

区民に親しまれています。こうした水辺は、都市に

おける貴重なオープンスペースとして極めて重要な

役割を担っています。 

区では、子どもたちが遊べ、各世代の人が親しみ、

やすらぎを得ることができる河川を活かした快適な

空間を創出するため、清掃・管理とともに、河川の

水質調査や川に親しむイベント等を区民の皆さんと

協働で実施しています。そして、皆さんが長年にわ

たって、環境にやさしい石けんの使用を広める運動

も、「水環境」を保全していくうえで、とても大切な

ことだと思います。 

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

緒に頑張りましょう！ 

 

シャボン玉月間によせて 

北区長  花川與惣太 

北区は、荒川をはじめ４つの河川が流れ、飛鳥山

公園に代表される公園緑地も数多くある水とみどり

に恵まれたまちです。また、区では毎年４つの河川

の水質調査と河川生物生息調査を実施していますが、

その結果から年々その水質が改善され、河川生物の

生息状況が豊かになってきています。今後も引き続

き北区環境基本計画のもと「自然環境共生都市」を

目標として掲げ、必要な施策に取り組んでまいりま

す。 

貴会の長年にわたる活動に対しましては、深く敬

意を表しますとともに、一人でも多くの方が参加し、

水環境保全の輪が広がっていくことを期待していま

す。 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

清瀬市長 渋谷 金太郎 

清瀬市は、都心へのアクセスが約２０分という高

い交通利便性を持ちつつも、武蔵野の原風景たる雑

木林、市内を流れる柳瀬川、空堀川、そして農地が

織りなす豊かな自然が広がる住環境に恵まれた都市

です。 

現在、SDGｓの目標達成に向けた地球規模での取り

組みが進む中、清瀬市では市民の皆さんによる環境

川まつりや市内一斉清掃、川の清掃などをはじめと

する環境保護活動が継続的に行われており、清瀬の

自然環境が保たれております。 

「せっけん運動」は、自然環境を大切にする当市

にとっても大変意義深いことであります。今後も、

貴会がますます発展し、活動の輪が広がりますこと

をご期待申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

国立市長  永見 理夫 

国立市の南部には、東京の名湧水５７選に選定さ

れ、美しい透明度を誇るママ下湧水や常磐の清水等

の豊潤な自然が多く残されています。一方で、今年

の一月頃、雨が降らない日が続き、市内を流れる矢

川の水が一時的に枯れてしまう出来事がありました。

市では、こういった状況に対応できるよう雨水のか

ん養や水質の向上等の総合的な水環境保全施策を行

っております。本年度は、昨年度の地下水のかん養

施策基礎調査をふまえて雨水浸透ますの設置費助成、

河川等の水質分析等に取り組んでおります。 

結びに、貴会のせっけん運動をきっかけに水環境

を守る活動が益々発展し、人々の環境保全への意識

がさらに広がっていくことを心からご期待申し上げ

ます。 

 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

江東区長  山﨑 孝明 

本区は、みどり豊かで、水辺環境に恵まれたまち

です。全世界の方々をお迎えする東京２０２０オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を契機に、環境

における取り組みをさらに推進させ、世界に誇れる

「環境先進都市・江東」の実現を目指しています。 

本年６月には「水と親しむ」をテーマに環境フェ

アを開催いたしました。区民一人ひとりが環境保全

についての理解と関心を深め、自発的な行動へとつ

ながる啓発活動を引き続き行ってまいります。 

貴会が、長年にわたって進めている「せっけん運

動」も、水環境の保全を消費者に訴える大切な取り

組みであります。今後も活動の輪が広がることを期

待しております。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

小金井市長  西岡 真一郎 

小金井市の地名の由来は、黄金に値する豊富な水

が出ることを意味する「黄金の井戸」にあるとも言

われており、野川や国分寺崖線沿いの湧水は、今な

お市民の宝です。この湧水は、市内に多く残る農地

や屋敷林、広大な小金井公園や公共緑地などの豊か

な自然環境とともに、世界でも有数の設置率を誇る

雨水浸透施設により保全されており、これらのすば

らしい住環境 を将来世代に適切に引き継ぐことが、

私どもの使命と考えております 。 

小金井市民にとって特に身近な「水」は、私たち

の生活を支える最も重要な資源の一 つです。貴会の

「せっけん運動」を通じた水環境の保全活動に敬意

を表 しますとともに、この運動の輪が、ますます広

がっていくことを期待しております。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

国分寺市長  井澤 邦夫 

国分寺市は，国分寺崖線にある崖線樹林地等によ

って蓄えられた豊富な地下水が湧水となり，名水百

選に選定されているお鷹の道・真姿の池湧水群など

豊かな水辺環境を形成し，市民の暮らしに潤いと安

らぎを与えていいます。この環境は，市民共有の財

産として，次世代に引き継いでいく必要性を深く認

識しています。市民共有の財産を守るために，市で

は，市施設内の合成洗剤の使用を控え，極力無添加

せっけんを使用する取組を継続しています。また，

市民や事業者等と市が協力して管理，保全に努めて

いきます。 

結びに，石けん運動を通じた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，今後も更なる

活動の輪が広がりますよう祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

小平市長  小林 正則 

小平市には、「美しい日本の歩きたくなるみち５０

０選」や「新日本歩く道紀行１００選 水辺の道」

にも選ばれた「小平グリーンロード」があり、玉川

上水、野火止用水、狭山・境緑道を軸とし、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。 

このような豊かな自然環境を将来にわたって残し

ていくために、日常生活の中で一人ひとりが環境と

の関わりを意識し、環境に配慮した行動をとること

が大変重要であり、市民・事業者・市が協力・連携

しながら環境の保全に向け、取り組んでまいります。 

最後に、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

すとともに、今後も更なるご活躍とご発展を祈念申

し上げます。 

 

 

 

「シャボン玉月間寄稿文」                        

狛江市長  松原 俊雄 

狛江市は、「私たちがつくる水と緑のまち」を将来

都市像として、多摩川と野川に囲まれた良好な自然

環境を未来の子どもたちに残すため、市民や団体、

企業などが一体となって、まちづくりを進めていま

す。 

 本市では、次世代へ残すべき水環境を考える事業

として、毎年エコサマーイベントと題し、侵略的外

来種のアレチウリ駆除や多摩川・野川生きもの調査

会などの催しを多数開催しております。今後も、公

共施設での石けんの利用促進なども含め、水環境の

保全と豊かな循環型社会の実現のために、活動して

まいります。 

結びに、長年にわたる貴会の活動に深く敬意を表

しますとともに、今後の更なるご活躍とご発展を祈

念申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

品川区長  濱野 健 

品川区は、沿岸部に長い運河があり、また目黒川

や立会川が流れるなど、水辺に恵まれたまちです。 

このような立地のなか、区の環境施策の基本方針

を示した「品川区環境基本計画」では、基本目標の

1 つとして「水とみどりをつなぐまち」の実現を掲

げています。具体的には水質の向上や、親水空間の

整備、橋梁や護岸等の施設を活用したライトアップ

等から、水辺の賑わいを創出し、併せて心地よく過

ごしていただくための取り組みを進めているところ

です。 

また毎年 5月には、区民・事業者・区が協働して、

「しながわＥＣＯフェスティバル」を開催しており

ます。このイベントでは、1 人ひとりの環境に配慮

したちょっとした行動の気づきにつながる情報発信

などを行っており、今年度は 3万 6千人の来場と、

多くの方がお越しになりました。 
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今後も、多くの区民のみなさんが環境に関心を持

っていただく取り組みを実施してまいります。 

最後に、貴会の活動が、地域と連動し広がってい

くとともに、ますますのご活躍をご期待申し上げま

す。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

渋谷区長  長谷部 健 

渋谷区では、昨年、渋谷区環境基本計画２０１８

を策定し、持続可能な社会の実現に向けて良好な地

域環境を形成していくため、様々な施策を推進して

います。特に「みどり・生きもの」の分野では、現

在開発が進む渋谷駅周辺の再開発において、水や緑

と親しめる空間の創出として渋谷川の再整備を進め

ています。昨今、日常生活で利用したプラスチック

ごみが、雨や風によって河川から海に流れ出て、海

洋プラスチックごみとして海の生き物に悪影響を及

ぼすなど、深刻な環境問題となっていますが、あら

ゆる人にとって身近な「水」は、私たちの生活を支

える大切な資源です。 

水環境を保全する皆様の取り組みがますます発

展し、活動の輪が広がることを心より期待していま

す。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

新宿区長  吉住 健一 

新宿区では、区の外周を囲む河川や緑地を、「水と

みどりの環」と位置づけ、親水空間づくりを進めて

います。 

特に神田川は、区民により結成された「神田川フ

ァンクラブ」が、水質調査や水生生物調査を実施す

るなど、水環境とふれあい、区民の水環境保全意識

を育む場となっています。 

都市に潤いや安らぎの場を与えてくれるこの「環」

を次の世代に引き継ぎ、「持続可能な環境都市・新宿」

を実現するため、様々な環境施策を推進してまいり

ます。 

貴会の「石けん運動」を通じて、より多くの方が

水環境保全への意識を高め、次の世代につながって

いくことをご期待申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

杉並区長  田中 良 

杉並区では、「区民一人ひとりが創る持続可能な環

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

行っております。また、市街化が進む中、区内には

まとまったみどりや、河川を中心とした良好な水辺

環境も存在していることから、こうした自然の保全

についても重要な課題となっております。 

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

しなければなりません。今を生きる我々は、健康で

安全に暮らすことができる環境を次の世代に引き継

いでいく必要があると考えております。 

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、

今後の活動がますます発展されるよう期待します。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

世田谷区長  保坂 展人 

  世田谷区は９１万都市でありながら、多摩川や

野川など大小の河川が流れ、多様で良好な緑や水が

多く存在しており、地域の水循環の保全を目的とし

た様々な取組みによる地下水・湧水などの涵養を進

めております。 

また、私たちが身近に取り組めることのひとつに、

再生可能エネルギーの利用があります。この４月か

ら区役所本庁舎において、再生可能エネルギー１０

０％の電力を導入しました。今後も、区役所が率先
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して区民や事業者へも導入拡大を図り、「環境共生都

市せたがや」の実現をめざしてまいります。 

身近な活動を意欲的に続けてこられた貴会の取組

みに敬意を表すとともに、今後もますます発展され

ることを心からご期待申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

台東区長  服部 征夫 

  台東区は、江戸文化の中心地として、江戸から

続く伝統行事や寺社仏閣、名所旧跡が数多く残り、

まちや暮らしの中に江戸の文化が息づいています。

隣接する隅田川は、江戸時代、人や物資を運ぶ水運

の大動脈であり、川辺では、舟遊びやお花見をする

人々で賑わうなど、江戸名所図会にもあるように、

江戸の名所として知られていました。現在の隅田川

は、「隅田川テラス」として、遊歩道や植栽を備えた

親水空間、さらにはオープンカフェやアート作品が

設置されるなど、区内外の多くの方の憩い場と親し

まれています。 

 台東区としては、貴重な水辺環境を守り、未来に

継承していくため、水質調査や水生生物調査をはじ

め、ハゼ釣りや水辺観察などの水辺に親しめるイベ

ントの開催等を通じて、水質浄化と水辺環境の向上

に対する意識啓発に取り組んでまいります。 

 結びに、貴会の長年の取り組みに敬意を表します

とともに、「せっけん運動」のますますのご発展を心

より祈念いたします。 

 

シャボン玉月間によせて 

立川市長  清水 庄平 

立川市には、多摩川や玉川上水、残堀川などの水

辺と国営昭和記念公園に代表されるような多くの緑

地が広がっています。この豊かな自然を次代に引き

継ぐためには、市民の皆さん一人ひとりの取組はも

ちろん地域、事業者等と連携・協働した取組の推進

が欠かせません。 

市の長期総合計画の中でも、自然の豊かさや大切

さを理解するための情報を発信し、意識啓発を図っ

ていくことや、市民意識や生活の多様化に応じた協

働のあり方について検討を進めていくことを基本指

針としております。 

環境や人にやさしい石けんの使用をはじめ、身近

な活動を意欲的に続けてこられた貴会の活動に敬意

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。 

 

 

「2019シャボン玉月間」によせて 

多摩市長  阿部 裕行 

多摩市は、清らかな水や緑に囲まれたやすらぎの

あるまちです。 

１９６０年代、多摩川は流域の人口の急増と合成洗

剤の普及に伴い水質が悪化し、泡で覆われるという

事態に見舞われました。その後の、洗剤メーカーに

よる環境に負荷をかけない製品の開発と下水道の整

備により、水質も大幅に改善し、現在は清流の魚と

いわれる鮎が遡上するまでになりました。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。 

今年も多摩市は６月に川の生き物調査・観察会を

行い、子どもも大人も、多摩市の多くの自然に直接

触れることができました。オイカワ・アブラハヤ・

ドジョウなど、様々な生き物が見られ、その一部は

水槽に入れて市内商業施設で展示し、訪れる多くの

人の目を楽しませています。 

環境に優しい暮らし方を実践するためには、環境に

やさしいライフスタイルへの転換が必要です。せっ

けん運動の普及促進は大事なアプローチと理解して

います。 

貴会の長年にわたる取り組みに深く敬意を表し、

今後、なお一層の成果が得られますよう、心からご

期待申し上げます。 
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「シャボン玉月間」によせて 

中央区長  山本 泰人 

中央区では「水とみどりにかこまれ 地球にやさし

く 未来につなぐまち 中央区」を望ましい環境像と

して掲げ、平成 30年 3月に「中央区環境行動計画２

０１８」を策定いたしました。 

本区は、隅田川、日本橋川、朝潮運河など、都内

随一の豊かな水辺環境を誇っており、こうした地域

特性を活用した親水空間を創出することに取り組ん

でおります。美しい自然環境を未来世代へ引き継ぐ

ためには、すべての人々が連携・協働し環境活動に

取り組んでいくことが重要であると考えております。 

長年にわたる貴会の環境への取り組みに深く敬意

を表しますとともに、今後ますます発展されますよ

う心からお祈り申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

 調布市長  長友 貴樹 

調布市は、関東屈指の古刹深大寺周辺及び崖線の

湧水や多摩川、野川など誇るべき水と緑に恵まれた

まちであり、これらの豊かな自然を守り、活用しな

がら、まちづくりを進めています。また、本市はラ

グビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリ

ンピックの会場地でもあることから、素晴らしい環

境のもとで世界中から訪れる人々をお迎えするため、

環境保全に向けた施策に取り組んでいるところです。 

そのような中、貴会が実施されている「せっけん

運動」は、水環境の保全につながる取組で大変有意

義な活動であると感じております。長年にわたる活

動に敬意を表するとともに、今後もその輪がより一

層広がりますことを心からご期待申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

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、

みどり豊かな環境都市を目指し、「グリーンとしま」

再生プロジェクトを立ち上げ、地域のみなさんと共

に、「小さなところでも森はできる」という信念を持

って、植樹を進めてまいりました。今年はプロジェ

クト発足から１０年を迎え、１０万本を達成する予

定です。 

また、水環境保全の一環として、廃食油の回収を

実施して、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す。 

貴会の「石けん運動」を通じた水環境の保全活動

に敬意を表すると共に、この活動の輪が益々広

がり、大きく発展されますことを期待しています。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

中野区長  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、現地自治体等の協力を得て、

森林により二酸化炭素を吸収することで環境への負

荷を減らす「中野の森プロジェクト」に取り組んで

います。 

今後も、貴会の活動を通して、多くの方が環境に

関心を持ち、お互いに知恵を出し合いながら、地球

環境にやさしい生活を実践されるよう心から願いま

して、シャボン玉月間に寄せる言葉とさせて頂きま

す。 
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シャボン玉月間に寄せて 

西東京市長  丸山 浩一 

西東京市は、武蔵野の景観の中に、農地や屋敷林、

雑木林があり、日常生活の中で自然と触れ合えるす

ごしやすいまちです。 

このような良好な環境を将来の世代に引き継いで

いくため、本年 3月には、「自然とのふれあいを皆で

大切に育む、すごしやすい安心なまち 西東京」を

将来像とする「第 2次環境基本計画後期計画」を策

定いたしました。 

引き続き、地域住民の健康や環境保全をはじめと

する「まち全体の健康」を達成するためにも、市民・

事業者の皆様とともに、環境施策の推進に努めてま

いります。 

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

りますよう心からご祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

練馬区長  前川 燿男 

練馬区は、都心近くに立地し、大都市東京の魅力

を享受しながら、公園や農地、屋敷林など、豊かな

みどりを楽しめる住宅都市です。区の財産であるみ

どりを未来に繋ぐためには、区民の皆さんの協力が

不可欠です。 

本年 4月、区民とともにみどりを守り育てる「練

馬区みどりの総合計画」を策定しました。樹林地の

保全、都市農地の保全、公園づくり、都市計画道路

の整備におけるみどりの創出など、みどりのネット

ワーク形成を進めるとともに、区民の皆さんと一体

となって、みどりを育むムーブメントの輪を広げて

行きます。 

石けん運動を通じた皆さんの活動が、水環境を守

り、練馬区のみどりの保全に繋がっていくことを期

待しています。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

    八王子市長  石森 孝志 

八王子市は、多摩川に合流する 16 本の 1 級河川

を有する源流のまちです。この豊かでかけがえのな

い水環境を次世代に継承していくことは私たちの大

きな役割です。 

かつては、都内で水質ワーストワンになるなど不

名誉な時代もありました。その原因の大半を占める

のが、生活排水といわれています。環境への負荷を

軽減させるには、市民、事業者、行政がともに身近

なことから考え、実践することが重要です。その意

味でも、毎日の暮らしで使用する石けんを通して、

水環境を守っていくという意識を持つことは、大切

なことと思います。 

結びに、貴会が長年にわたり取り組まれた活動に

敬意を表するとともに、増々ご発展されることをお

祈り申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

       羽村市長  並木 心             

羽村市は、多摩川や草花丘陵、玉川上水など、四

季を通じて、水と緑の美しい自然環境に恵まれ職住

近接のまちとして発展してきました。 

現在、市では、自然環境を保全する意識の高揚を

図るため、水・土・緑や生物多様性などの自然の重

要性に関する理解を深めるための事業として、環境

フェスティバルや水辺観察会等を実施し、あらゆる

世代に向けた自然環境学習の機会の場を設けていま

す。 

これからも羽村市は、水と緑を守り、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、

自然環境を次代へと引き継いでいきます。 

石けん運動を通して、水環境を保全する活動をさ

れている皆様のますますのご活躍を心からご期待申

し上げます。 
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「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

東久留米市長  並木 克巳 

東久留米市には、多くの湧水地や黒目川・落合

川・立野川を代表とする清らかな川があり、その中

で多様な生き物が育まれてきました。また、縄文の

時代より人々はこの清き水に集い、現在にわたって

豊かな自然に恵まれた、水と緑にふれあうことがで

きるまちとなっております。 

かつては市内の河川でも異臭を放つほど汚れて

いた時期もありましたが、現在の清流を取り戻す過

程の中で、生活排水に関する知識の普及啓発が大変

重要な役割を果たしてきました。こうした知識の普

及啓発に取り組んでこられた貴会の活動に敬意を表

しますとともに、今後ますますのご発展をお祈り申

し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

 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、

花菖蒲や曼珠沙華といった季節の花を楽しめる北山

公園、人権の森構想の実現に向けた活動が進められ

ている国立療養所多磨全生園など、豊かな緑に恵ま

れたまちです。 

市内を流れる北川や空堀川では市民団体と行政

との協働で清掃活動や川まつりが行われ、北山公園

では園内の池のかいぼりによる外来種の防除など、

自然環境の保全や啓発活動を進めております。豊か

な自然を残していくためにも、石けんの使用を進め

ていくことは大切な取り組みであり、市では今後と

も水環境の保全に努め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

ご期待申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

東大和市長  尾崎 保夫 

東大和市では、人々に安らぎと潤いをもたらす豊

かな水と緑を、次の世代に確実に引き継いでいける

よう、自然環境の保全に取り組んでおります。 

豊かな自然環境を守るためには、一人ひとりがで

きることを自ら考え、市民の皆様、事業者、行政が

互いに協力し取り組んでいくことが大変重要である

と考えております。そのような中、貴会の「石けん

運動」は、日々の生活を通じた環境保全に資する活

動として大変意義深く、会員の皆様の長年に わた

る取組みに対し、改めて心から敬意を表するもので

ございます。 

今後もこれらの活動を通じて、一人ひとりの環境

保全に対する 意識が高まり、環境保全に対する共

感の輪が一層広がることを期待しております。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

 日野市長  大坪 冬彦 

日野市は、北部に多摩川、中央に浅川、南部には

多摩丘陵が広がる水と緑の豊かな地形に恵まれてい

ます。市内には、農業用水路が約 116 ㎞にわたって

流れており、崖線から湧き出る湧水地は約 180 か所

におよびます。日野市の面積の約 14％が水域という、

「水の郷日野」の名にふさわしい景観と生物多様性

に富んだまちです。 

日野市が素晴らしい水環境を維持してこられた

のは、長年にわたる「せっけん運動ネットワーク」

による水環境を保全する活動をはじめ、自然環境の

保全に努めてきた様々な市民活動の賜物であるとい

えます。今後とも、貴会と連携しながら、次世代に

引き継いでいきたいと考えます。 

貴会のますますのご発展とご活躍を祈念申し上

げます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 
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日の出町長  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、

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

います。 

 また、日の出町内には、三多摩約４００万人の生

活ごみ等の最終処分場である東京たま広域資源循環

組合があり、処分場跡地の有効活用として太陽光発

電施設を設置しております。更に、町の福祉施設等

においても太陽光発電や太陽熱利用システムを順次

導入し、再生エネルギーの活用をするなど「環境先

進都市ふるさと日の出」を基調としたまちづくりの

推進を図っております。 

先人が智恵と努力で守り続けてきた清らかな水を、

次世代に引き継ぐため、身近なところから水質改善

していく「石けん運動」の輪が一層広がりますよう

心からご期待するとともに、貴会がますますご活躍

されることを祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

府中市長  高野 律雄 

府中市は、瀬や波の音に心が和む多摩川、ムサシ

ノキスゲが可憐に咲く浅間山など、自然環境が豊か

なまちです。この自然環境を保全し次世代に引き継

ぐため、自然観察会や「水辺の楽校」をはじめとす

る、自然とふれあい、自然の恵みを実感する事業を

行なっております。 

昨年は多摩川の改修が始まってから１００年、そ

して今年は東京都流域下水道事業が５０周年を迎え

ました。本市では、今後も豊かな自然環境や生物多

様性の保全を進めてまいります。 

長年にわたり取り組まれてきた貴会の活動に敬

意を表しますとともに、活動の輪がより一層広がり

ますよう心からお祈り申しあげます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

福生市長  加藤 育男                        

 

福生市では環境月間に合わせて、毎年６月の第１

日曜日に多摩川沿いにある多摩川中央公園にて、市

民の皆様に環境にやさしいライフスタイルや自然と

の共生について関心を持ってもらえるよう「ふっさ

環境フェスティバル」を開催しております。今年も

多くの方々に御参加いただき、環境問題に対する市

民の認識を深め意識の醸成を図るきっかけとなって

います。 

また、福生の自然を学び楽しむ「市民環境大学」

などの各種イベントを通じてこれからも市民の皆様、

各種団体、企業等に対して環境保全の大切さをお伝

えしていきます。 

石けん運動を通し、水環境を守る活動をされてい

る貴会に敬意を表しますとともに、ますますの御活

躍を御祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

文京区長 成澤 廣修 

文京区は、多くの大学や神社仏閣、庭園、史跡等

がある歴史と文化と緑に育まれたまちです。 

区を流れる神田川は、高度成長期には悪臭、洗剤に

よる泡の飛散等、汚濁がひどい状態でしたが、現在

は下水道整備等により水質改善が進み、魚の住める

川へと豹変を遂げております。 

文京区では、基本構想における将来像「環境にや

さしい取組を推進するまち」の実現を目指して、「環

境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に取

り組み、将来世代に良好な環境を引き継いでいく」

施策を今後とも進めてまいります。 

長年にわたる貴会の取り組みに敬意を表すると

ともに、今後の活動が、より良好な環境の創出につ

ながることを期待しております。 
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「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて         

 町田市長  石阪 丈一 

町田市は鉄道などの交通の利便性を背景にした

商業の集積や大学等がある学園都市の一面を持つ一

方、ほぼ全域が多摩丘陵に含まれ、自然豊かな地域

と都市部が共存しているまちです。 

本市は市内を流れる境川、鶴見川、恩田川の源

流・上流域に位置し、様々な生きものが生息してお

ります。その良好な自然環境を次世代に引き継げる

よう、「第二次町田市環境マスタープラン」を策定し、

市民の皆様とともに環境への負荷の少ない持続可能

な循環型社会の実現を目指しております。 

貴会の永年にわたる活動に敬意を表するととも

に、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運動が、より一

層深まることを心よりご期待申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

  三鷹市長  河村 孝           

三鷹市は、武蔵野の面影が残り、都立井の頭恩賜

公園や玉川上水、国分寺崖線など豊かな緑と水に恵

まれ、市の大きな魅力のひとつとなっています。 

井の頭池のかいぼり、市民主体のワークショップ

による丸池の復活など、市民の皆さま、関係機関・

団体の方々が環境保全への高い意識をもってこれま

で取り組みをされてきたからこそ、数多くの豊かな

緑と水の空間が保全され、今に引き継がれています。 

市では今後も、市民の皆さま、関係機関・団体の

方々との協働により、「緑と水の公園都市」の一層の

実現をめざしてまいります。 

石けんの普及運動を通し、水環境の保全に取り組

まれている貴会に敬意を表しますとともに、益々の

ご活躍をご祈念申し上げます。 

 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

    港区長  武井 雅昭 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大

会では、お台場海浜公園がトライアスロン競技等の

会場となります。 

港区は、「泳げる海、お台場」を合言葉に、水質

改善に取り組んでいます。地域住民や企業等との協

働による海浜清掃やお台場海苔づくり体験など、お

台場の水環境に対する区民の関心を高める取組を積

極的に進めています。 

また、2024年の同大会に向けて「泳げるセーヌ」

を目指すパリ市と連携協定を締結し、パリ・プラー

ジュの雰囲気を再現した海水浴イベント「お台場プ

ラージュ」を開催するとともに、水質改善の知見共

有など課題解決に向けて取り組んでいるところです。 

皆様の水環境を保全する活動がますます発展され

ることを期待しています。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

武蔵野市長  松下 玲子 

CO2 の多量排出による地球温暖化やマイクロプ

ラスチックによる海洋汚染など、人々の活動は地球

環境に甚大な負荷をもたらしています。 

当市でも環境に対する取組は喫緊の課題として、

市民や事業者といった様々な主体と協力して、公共

施設での省エネや二酸炭素の排出削減、「むさしの環

境フェスタ」や「水の学校」などの環境啓発事業に

より、環境負荷の低減や環境に対する知識の普及、

行動する人材の育成に取り組んでおり、今後もその

取組を進めてまいります。 

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。 
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「シャボン玉月間」に寄せて 

目黒区長  青木 英二 

今年の「目黒川の桜」の開花期間中には、東急電

鉄中目黒駅の乗降客数は過去最高の約３１１万人に

のぼりました。訪れた多くの方々は、まさに目黒川

の流れが支える見事な桜のトンネルを描く景観を、

次々と足をとめて見入っておられました。 

この川の水環境を守るには、各家庭の生活排水を

汚さない工夫が重要です。洗い物のせっけんの使い

方などで、環境への負荷が大きく変わります。その

ため、皆さんが取り組むせっけんの普及は、目黒川

の水環境を守ることにもつながっていく大切な活動

と考えております。 

私も、区政の重要課題のひとつとして環境問題に

取り組む中で、皆様の取組みが、今後もますます発

展し、目黒区の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。 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

  神奈川県知事  黒岩 祐治 

神奈川県では、900万人を超える県民の生活を支

える豊かな水が、丹沢山系にある４つの湖から相模

川や酒匂川などを通じて相模湾へ注いでいます。 

その相模湾では昨年夏、鎌倉の海岸にクジラの赤

ちゃんが打ち上げられ、胃の中からプラスチックご

みが発見されました。ＳＤＧｓ未来都市である神奈

川県では、これを「クジラからのメッセージ」とし

て受け止め、持続可能な社会を目指すＳＤＧｓの具

体的な取組として、深刻化する海洋汚染、特にマイ

クロプラスチック問題に取り組むことにしました。 

こうした取り組みや貴会の活動により、一人ひと

りがＳＤＧｓを自分ごととしてとらえ、環境保全活

動の輪が広がることを期待しています。 

「シャボン玉月間」によせて 

厚木市長  小林 常良 

 厚木市は、丹沢・大山の麓に位置し、相模川を

はじめとする多くの河川を有した美しい水と緑に囲

まれた自然豊かなまちです。こうした豊かな自然環

境を次世代に引き継ぐことは、私たちの責務であり

ます。 

本市では、人と自然が共生した環境に優しいまちづ

くりを進めるため、持続可能な循環型社会を目指し

ています。 

貴会の石けん運動は、人にも環境にもやさしい石け

んを使用することで、自然を思いやり、私たちの未

来を守ることに繋がる大変意義のある取り組みです。

この運動を契機に、多くの方々が自然環境について

考え、環境に優しい暮らしを実践されることを期待

しております。 

貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意を

表しますとともに、石けん運動の輪がますます広が

ることをお祈り申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

綾瀬市長  古塩 政由 

綾瀬市は神奈川県のほぼ中央に位置し、いくつか

の中小河川が丘陵をぬうように流れ、カワセミやア

ユ、ホタルが見られる緑豊かな自然環境に包まれて

います。 

 当市の環境基本計画では「あやせの緑と水をみん

なで育み、環境にやさしい暮らしを実践し、安全な

まちづくりを進める」を基本テーマに掲げ、自然共

生社会の構築など６つの環境の将来像を設定してお

ります。これらの実現に向け、市民・市民団体・事

業者・市が一体となり環境の保全と創造に向けた取

組を進めていきます。 

 貴会の環境にやさしい「石けん運動」は、水環境

の保全活動として大変意義深いものであります。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。 

神奈川県 神
奈
川
県 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

伊勢原市長  髙山 松太郎   

伊勢原市は、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。 

当市が定める環境基本計画には、使用済み油の適

正な処理や合成洗剤の使用抑制、合併処理浄化槽へ

の転換など水質汚濁の防止を目的とした取り組みを

掲げています。 

きれいな水環境を次世代に引き継ぐためには、市

民や事業者、行政が連携して環境保全に取り組む必

要があります。 

こうした中、水環境の保全に取り組まれておりま

す貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後もま

すます活動の輪が広まることを心よりお祈り申し上

げます。 

 

「石けんを使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

       海老名市長  内野 優 

海老名市は、神奈川県の中央に位置し、海老名駅

周辺には高層マンションや大型小売店をはじめ人口

の増加とともに多くのにぎわいが生まれています。 

一方で、古くから海老名耕地と呼ばれる田園や相

模川水系の河川が流れ、水環境にも恵まれたまちで

す。 

本市でも３市１町の企業が運営する河川会へ参加し、

河川清掃や洗剤不要たわしの配布など、水質保全に

関する啓発活動を進めています。 

こうした中、貴会が長年にわたり活動されている

石けん運動は、自然環境に対する意識啓発に大いに

貢献されていることと思います。 

貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後ます

ます発展されますことを心より祈念申し上げ、あい

さつのことばとさせていただきます。 

 

 

「石けんを使おう！7月はシャボン玉月間」メッセージ 

開成町長  府川 裕一                            

開成町は、酒匂川流域に位置し、水と緑に囲まれた町

内には、水路が網目のように張り巡らされています。町の

北部市域には、水路に沿って約 5,000株のあじさいが植

栽されており、酒匂川の恩恵を受けて今年も虹色に咲き

誇っています。 

今後も、より良い環境を維持し、次世代に引き継ぐた

めに、町民、事業者及び行政の協働のもと、多くの皆様

の日々の環境保全に対する取組が大変重要と考えてお

ります。 

貴会は、毎年 7月をシャボン玉月間とし、身近な環境

改善につながる石けんを使用する活動は大変有意義で

あり、改めて敬意を表しますとともに、シャボン玉月間を

通じまして、運動の輪が広がり、多くの方の水環境保全

への意識がより一層高まりますことを御期待申し上げま

す。 
 

シャボン玉月間によせて  

川崎市長  福田 紀彦  

川崎市は、多摩川や多摩丘陵等の自然環境に恵ま

れています。かつて、生活排水等の流入により市内

河川の水質が悪化していた時期もありましたが、環

境対策や下水処理場の整備等の取組の結果、現在は

水質が改善し、アユをはじめ、様々な生物を確認す

ることができるようになりました。 

 そこで、毎年、川で生物にふれあうイベントを開

催するなど、市民に身近な水辺に親しんでもらうこ

とで、水環境の大切さを知ってもらえるよう取り組

んでおります。 

 貴会が毎年実施している｢シャボン玉月間｣の取組

は、良好な水環境を残すために市民一人ひとりが生

活の中でできることを考える機会となります。 

 今後とも貴会の活動がますます発展し、水環境保

全のために御活躍されることを御期待申し上げます。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

座間市長  遠藤 三紀夫  

 わたしたち座間市は、上水道に供される豊富で良

質な地下水など恵まれた自然環境を脈々と享受して

います。 

本市では、平成１４年度に「座間市地下水保全基

本計画」の策定、平成２７年度に改定を行い、地下

水の水量と水質に関する計画的な管理と総合的な地

下水保全施策を進め、健全な水循環の保全に取り組

んでいます。 

今後も、より良い環境を次世代に引き継ぐため、

市民、事業者と連携しながら各施策を進めてまいり

ますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

結びに、皆様のシャボン玉月間の取組を通じて、

地域で活躍する皆様の活動の輪がさらに広がります

ことを祈念申し上げます。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

寒川町長  木村 俊雄  

寒川町は、県の中央を流れる相模川やその支流の

目久尻川、小出川などが流れており、水と緑に育ま

れた自然豊かな町です。 

 町では「みんなでつくる みどり豊かで 空気と

水がきれいなまち」をテーマに環境基本計画を策定

し、水環境の保全に向けた町民の皆様の取り組みと

して、合成洗剤から環境への負荷が少ない石けんへ

の切り替えを呼びかけております。 

毎年７月をシャボン玉月間とし、長年に渡り取り

組まれている貴会の活動に敬意を表しますとともに

「石けん運動」がますます発展し、地域における環

境問題への取り組みの一環として広がっていくこと

を心からご祈念申し上げます。 

 

 

 

シャボン玉月間によせて 

    茅ヶ崎市長  佐藤 光  

 茅ヶ崎市は、北に緑豊かな風景が広がり、南には

潮風薫る美しい海に面した豊かな自然に恵まれたま

ちです。 

また、市内には相模川、小出川、駒寄川、千の川

などの河川が流れ、私たちはこのような自然の恩恵

を享受して暮らしてきました。 

その豊かな自然環境のどれもが貴重な財産であり、

次世代に引き継いでいくため、本市では「茅ヶ崎市

環境基本計画」を定めました。 

水環境においては、水質汚濁防止を図った啓発活

動及び下水道整備や排水規制を行っていますが、引

き続き市民と協働し、環境に優しいまちづくりに取

り組んでまいります。 

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、活動の輪がますます広がりますことを心より祈

念申し上げます。 

 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

中井町長  杉山 祐一  

 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、庁舎前には田園風景を

有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。 

 町では、この豊かな自然環境を未来へ繋いでいく

ことを目指した環境基本計画を策定し、各種施策を

町民、団体、事業者と一体となって推進しておりま

す。こうした中での貴会の活動は未来への水環境の

保全と環境意識の向上に寄与しており、これからも

皆様の活動の輪がますます広がることをご期待申し

上げます。 
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「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

二宮町長 村田 邦子  

 私たち二宮町の中央を流れている葛川は、二宮町

の環境のシンボルであります。葛川を始め、二宮町

には多くの生物が生息しており、その生物多様性を

保全していくためには、私たち一人ひとりが行動し、

環境への負荷を軽減することが大切なことと思いま

す。 

 当町においても、毎年河川の水質調査やボランテ

ィア団体による葛川清掃の活動支援を行う等、河川

の水質保全に取り組んでおります。 

 このような中で貴組合が、水環境の改善の重要性

を深く認識され、毎年「シャボン玉月間」を実施し、

水環境の保全に取り組まれているご努力に対して、

心より敬意を表すとともに、更に活動の輪が広がり

発展していくことを祈念いたします。 

 

「石けんを使おう！ ７月はシャボン玉月間」に寄せて 

秦野市長  高橋 昌和  

 秦野市は、北は丹沢連峰が連なり、南は渋沢丘陵

が東西に走る、神奈川県唯一の盆地で、丹沢山地や

盆地に降った雨が地下水としてかん養され、盆地の

南側では、豊富な湧き水となっており、「秦野盆地湧

水群」として全国名水百選にも選ばれ、市民の水道

水としても利用され、市民に潤いと恵みを与えてい

ます。 

 秦野市では「みどり豊かな暮らしよいまち」を総

合計画に定め、こうした恵まれた環境を保全するた

め、環境負荷の少ない持続可能な活力ある地域社会

の構築に向けた取り組みを進めています。おもに市

内 4河川を対象とした清掃、生物調査など自然環境

と、地域景観守る様々な活動を行っています。 

 水環境を保全する貴組合の活動を通じ、多くの方

が環境問題に関心を持ち、行動を見直すきっかけと

なりますよう貴組合の益々の発展を御期待申し上げ

ます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

平塚市長  落合 克宏  

 平塚市では「地球にやさしい、自然にやさしい、

人にやさしいまち ひらつか」を目指すべき環境像

に掲げ、市環境基本計画を策定しました。この実現

には、市民一人一人が環境に配慮した生活を心掛け、

行動することが大切です。 

本市は、温暖化対策に資する国民運動「クールチ

ョイス」やリサイクルされずに廃棄されるプラごみ

のゼロを目指す「かながわプラごみゼロ宣言」に賛

同し、より多くの市民が環境に関心を持ち、環境に

配慮した行動を多方面に展開していくよう働きかけ

ています。 

「せっけん運動」も、日常生活の中で環境に優し

い暮らしを促す意義深い取り組みです。今後も活動

の輪が広がり、豊かな環境が次世代に引き継がれる

ことを願っています。 

 

 

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

藤沢市長  鈴木 恒夫  

 藤沢市は相模湾に面し、南には青い海とみどりの

江の島、北には田園が広がり、首都圏にありながら、

歴史と湘南の風を感じる都市であります。そして風

光明媚な湘南海岸は浮世絵にも描かれ、古くからた

くさんの方々や、毎年多くの観光客の皆様に親しま

れております。 

 この美しい海と豊かな自然環境を、次世代の子ど

もたちに、受け継ぐため様々な主体とのマルチパー

トナーシップを大切にし、安心して暮らせる「郷土

愛あふれる藤沢」を目指してまいります。 

 貴会の長年に渡る水環境への取り組みについて敬

意を表すとともに、活動の輪がますます広がること

を心よりご祈念申し上げます。 
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「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

松田町長  本山 博幸 

松田町は神奈川県西部に位置しており、丹沢山系

や箱根外輪山などの山々や、酒匂川、中津川などの

川が流れるによる緑と水に恵まれた自然環境に恵ま

れたまちです。 

この豊かな自然環境を後世に残してゆくため、当

町では、酒匂川統一美化キャンペーン、松田町の水

で地元産のお茶を淹れるイベントを行い、また２０

１６年に地球温暖化対策として「ＣＯＯＬ ＣＨＯ

ＩＣＥ（クールチョイス）」宣言をいたしました。貴

組合の活動のように、住民に密着し、小さなことか

ら確実に一歩ずつ取り組んで参ります。 

結びに、貴組合のますますのご発展と、水環境を

はじめとする地球環境保全活動の浸透を祈念申し上

げ、ごあいさつの言葉とさせていただきます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

南足柄市長  加藤 修平 

 「金太郎のふる里」南足柄市は、箱根外輪山が育

んだ湧水を代表とする豊かな自然と産業が調和した

まちです。 

 当市では「環境と自然に配慮した魅力あるまち」

を基本目標とした「南足柄市生活排水処理基本計画」

を策定しました。市民、事業者の皆様と連携・協働

しながら、生活環境と公共用水域の水質保全を図り、

豊かな水環境と自然に配慮した魅力あるまちづくり

を進めております。 

 貴会が長年にわたり取り組んでこられた水環境の

保全活動に対して改めて敬意を表します。シャボン

玉月間を通じて、環境問題に対する意識、関心がよ

り一層高まることを祈念するとともに、今後も皆様

の活動の輪が、ますます発展されますことを、心か

らご期待申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

大和市長  大木 哲 

 神奈川県のほぼ中央に位置する大和市は、鉄道な

どの利便性が高く、人口増加が続く一方、市の東西

を流れる境川と引地川の川沿いには森や緑地が広が

っており、都市と自然が調和している自治体です。 

 当市は、人・まち・社会のすべてを健康にする「健

康都市」を目指しており、この実現には地球温暖化

対策の推進や循環型社会の構築などを進め、環境を

守り育てていく必要があります。 

 その一環として、環境負荷の少ない「石けん」の

使用を推奨し、公共施設での使用を進めるとともに、

市民にも広報や環境配慮指針等を通じて使用を呼び

かけ、市全体の環境意識の向上に努めています。 

 結びに、皆様のご活動が今後ますます発展されま

すことを期待いたします。 

 

せっけんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

上野原市長  江口 英雄 

 上野原市では、「人と自然にやさしい“環境共生都

市”うえのはら」の実現を目指し、地域の発展と自

然との調和を図りつつ、市民がいきいきと暮らせる

環境の整備に取り組んでいます。 

 市内には、桂川（相模川）をはじめとした多くの

河川が流れ、その水質を保全することは、上野原市

民のみならず下流域の住民のためにも大切なことと

強く認識し、各種の水質検査でその状況を把握する

とともに、水源林の保全などを積極的に行っていま

す。 

 貴会が長年にわたり取り組まれている「せっけん

運動」が、更に大きなうねりとなり、水環境の向上、

ひいては「人にやさしい環境」の実現に繋がります

よう、心よりお祈り申し上げます。 

山梨県 
山
梨
県 
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「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

甲府市長 樋口 雄一  

甲府市は山梨県の中央に位置し、世界文化遺産の

富士山をはじめ、八ヶ岳、南アルプス連峰の山々に

囲まれ、四季折々の豊かな自然に恵まれることから、

「山の都」とも形容されており、先般、第４回「山

の日」記念全国大会を本市で開催したところであり

ます。 

加えて、６月に国際諮問機関より登録が決定され

た「甲武信ユネスコエコパーク」には、本市北部地

域が含まれており、本市では自然環境や歴史文化へ

の意識を一層高め、水のつながりを意識した森づく

りを推進しているところであります。 

貴会の長年にわたる取組に深く敬意を表します

とともに、豊かな水環境が次世代に継承されるよう、

本活動の輪が益々広がります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」に寄せて 

     韮崎市長  内藤 久生 

 韮崎市は、山梨県の北西部に位置する山岳盆地で、

東部には茅ヶ岳、西武には南アルプスが屹立し、市

域を流れる釜無川、塩川などにより、美しい山河と

緑豊かな自然環境に恵まれたまちです。 

２０１４年６月に南アルプスがユネスコエコパーク

に登録され、市民、事業者、行政をはじめ、関係す

る自治体が連携協力し、森林と水資源の保全に積極

的に取り組んでいます。 

この恵まれた水環境を、市民とともに守り、未来

に引き継ぐことは、私たちの大切な役目です。この

ため本市では、様々な排水対策を進め良好な河川環

境の維持や安全な水の供給に勤めております。 

貴会の長年にわたる「せっけん運動」に深く敬意

を示しますとともに、環境保全活動の輪が、より大

きなものとなり、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。 

「せっけんを使おう！7月はシャボン玉月間」によせて  

 北杜市長  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。 

 北杜市は、山梨県の北西部に位置し、国内初とな

る２つのユネスコエコパーク(「南アルプス」「甲武

信」)を有しており、清らかな名水と美しい山岳景観、

豊かな自然環境に恵まれております。 

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、誰もが快適に安心して暮らせる、

きれいな水環境を次世代に引き継ぐことに努めてお

ります。 

 貴会の長年にわたる環境保全活動「石けん運動」

は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に関心が高ま

ることを祈念するとともに、大きな成果を得られま

すことをご期待申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

豊明市長  小浮 正典 

 豊明市は、愛知県のほぼ中央部、名古屋市南東部

に位置する住宅都市です。名古屋市近郊といえども、

緑豊かな自然環境が残り、特に市域北部にある大狭

間湿地では、８月はサギソウやハッチョウトンボ、

９月はシラタマホシクサが見ごろを迎えます。この

自然を末永く次世代へと引き継いでいくためには、

水環境はもちろん、市民一人ひとりの環境保全に対

する意識を高めていくことが重要です。 

貴会の「せっけん運動」が、皆様の環境への取組

みの身近な第一歩となりますよう期待しております。

愛知県 

愛
知
県 
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長年にわたる水質保全の活動に敬意を表しますとと

もに、この先もますます活動の輪が広まりますこと

を祈念申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

豊田市長  太田 稔彦 

豊田市では、「WE LOVE とよた」を合言葉に、豊か

な自然の恵みと先進的な技術を活かして、人と自然

が共生する環境にやさしいまちの実現に向け様々な

取組を進めています。 

その取組の一つに、企業と市が協力した工場排水

と生活排水がテーマの「エコ企業見学・環境学習会」

を開催しています。市民が企業の取組や河川環境を

学ぶことで、持続可能な社会に向けた、市民一人ひ

とりの環境配慮行動が積極的かつ日常的に行われる

ことが期待されます。 

貴会の活動は、水環境保全及び市民の環境意識向

上に大きく寄与するものであり、長年の活動に敬意

を表しますとともに、新しい令和の時代においても

活動の輪がさらに広がることをご祈念申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

豊橋市長  佐原 光一 

豊橋市の遠州灘沿岸は、全国有数のアカウミガメ

の産卵地となっており、毎年５月頃から上陸や産卵

が確認される、大変自然に恵まれた地域となってい

ます。しかし近年では、「プラスチックごみ」による

海洋汚染が世界的な問題となっており、本市におい

ても、環境省が推進する「プラスチック・スマート

キャンペーン」に賛同し、環境啓発などの取組を進

めています。 

貴重な水環境を将来にわたり引き継ぐことは今を

生きる私たちの務めであり、貴会の「せっけん運動」

の取組が多くの人に理解され、更に広がることを心

から期待しております。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

         日進市長  近藤 裕貴     

日進市は、名古屋市と豊田市の間に位置し、まち

の中央を流れる天白川の流域には緑が広がる自然と

良好な住環境が調和した住宅都市です。 

本市では、日進市環境基本計画のもと様々な取組

みを行い、合併処理浄化槽整備に係る補助金制度や、

市民団体と協働で廃食用油を原料にしたせっけんづ

くり教室などを実施しています。７月には約 100の

市民団体、学生団体、企業などが集結する「わいわ

いフェスティバル」を開催。今年はＳＤＧｓを切り

口に「市民一人ひとりが主体的にまちづくりに参加

するキッカケづくり」を目的に実施しました。 

長年にわたる貴会の水環境への取組みに敬意を表

するとともに、今後ますますのご活躍を心より祈念

申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

みよし市長  小野田 賢治 

本市は境川、三好池、保田ヶ池などに代表される

水辺環境や緑豊かな自然環境を生かした公園が数多

くあります。こうした良好な環境を維持し、次世代

に継承していくためには、良質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、毎年水生生物調査や自然観察会を実施し、

市民一人一人が環境への関心を高めていくための取

組を推進しています。 

また、今年も親子エコクッキング教室を開催し、

生活排水をはじめとする水質の改善に向けた PR に

も力を入れ取り組んでまいります。 

 貴会の活動は多くの皆様に水環境への関心を深め

ていただく大変有意義なものであり、さらなるご発

展を心からお祈り申し上げます。 

                                  

 

 

愛知県 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

滋賀県知事  三日月 大造 

滋賀県では、高度成長期に琵琶湖で淡水赤潮が発

生したことを契機として、県民が一丸となり「せっ

けん運動」が展開されました。これを受け、「滋賀県

琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」を制定し、

「りん」を含む合成洗剤の使用を禁止するなどして、

琵琶湖の水質改善に取り組んでまいりました。 

環境に関する課題が複雑化・多様化する中で、滋

賀県では「いかに環境負荷を抑制するか」だけでな

く、「いかに適切に環境に関わるか」という視点も取

り入れ、社会・経済が環境の上に成り立つ「循環共

生型社会」の実現に向けた取組を進めています。 

貴会の活動は、こうした琵琶湖における水環境保

全への取組とも深くつながるものであり、益々のご

発展を祈念いたします。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

近江八幡市長  小西 理 

 近江八幡市は、琵琶湖最大の島である沖島を北端

に、北東部には西の湖やその周辺の水郷地帯を有し

ており、水と緑にあふれた豊かな自然環境の恩恵を

受けるとともに、琵琶湖沿岸から広大な農地が広が

り、実り豊かな田園都市を形成しています。 

当市では環境基本計画を定め、『～自然との共生、

歴史と文化を次世代につなぐ～ 近江八幡市 持続可

能な「水・緑・くらし」』という望ましい環境像が実

現できるよう、市、市民・市民団体、事業者が協働

で環境保全に取り組んでいます。 

長年にわたる貴団体のせっけん運動を中心とした

取組に敬意を表しますとともに、益々のご発展を祈

念いたします。 

 

 

 

 

 

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

東近江市長  小椋 正清 

東近江市は、鈴鹿山脈の源流から琵琶湖への水系、

肥沃な平野や点在する里山に多様性のある豊かな自

然を有しており、この自然資源を持続的に活用する

ことにより、豊かな生活と多様な文化などの地域資

源を育んできました。 

当市では、「市民が豊かさを感じる循環共生型社会」

を将来像として掲げており、地域資源を活用し、そ

の価値についての気づきを与え、更には資源に対す

る保全意識を高める当市ならではのエコツーリズム

を推進するなど、市民、事業者、市が協働して様々

な環境施策に取り組んでいます。 

長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますととも

に、貴会の活動を通じて多くの方々の環境保全への

関心が高まり、保全活動の輪が広がりますことを御

期待申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

守山市長  宮本 和宏 

守山市は、古くから琵琶湖と野洲川の恵みに支え

られるとともに、美しい田園風景の広がる、水と緑

のあふれる自然豊かなまちです。その恵まれた環境

のもと、平成 29年 10月に「守山市環境都市宣言」

を制定し、市民一人ひとりが主体となって、様々な

環境保全活動に取り組み、住みやすいまちづくりを

目指してきました。 

とりわけ本市では、かねてから積極的な市民活動

によりホタル復活に向けた取組みや、水質悪化が著

しい赤野井湾の再生に向けた取組みなどが行われて

おり、そうした熱い市民の思いや活動が次の世代に

引き継いでいかれる様、市としても市民と一体とな

り取り組んでいるところです。 

貴会が取り組まれている「せっけん運動」を通じ、

水環境への関心が、今後ますます高まりますことを

心より祈念いたします。 

 

 

 

 

 

 

滋賀県 

滋賀県 
滋
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「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

野洲市長  山仲 善彰 

 野洲市内では、ビワマスの遡上プロジェクトが、

市民主体で、専門家、市・県、企業も参加して進め

られています。ビワマスは、サケ科に属する淡水魚

で琵琶湖の固有種です。本来海と行き来する生態で

すが、現在は琵琶湖を海に見たたて、琵琶湖への流

入河川を遡上し、産卵します。 

かつて産卵期には、多くの川で遡上が見られまし

たが、河川環境が悪化してからは、絶えていました。

しかし、下水道、農薬・肥料の対策で水環境が改善

され、これに加えて川の清掃、稚魚調査、産卵床と

魚道づくりが進められ、遡上が見られるようになっ

ています。 

ビワマスは、琵琶湖の上位捕食者であり、その再

生と遡上は、水生生物を含めた水環境の健全さの証

です。 

この様な健全なる水環境の保全のために、永きにわ

たり取り組まれてこられました貴団体に敬意を表し

ますとともに、３９年目を迎えられるこの活動がま

すます発展し、広がっていくことと期待しておりま

す。 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて            

京都府知事 西脇 隆俊 

 京都府は、面積の４分の３を占める森林をはじめ

海や川、里地・里山などの豊かな自然に恵まれてい

ます。そして、そこには、それぞれの地域の特性を

活かした農産物や特産品、多彩な行催事などが見ら

れます。 

 京都の文化と美しい風土を支える豊かな自然環境

を未来に受け継いでいくために、持続可能な社会の

実現を目指した取組を進めていく必要があると考え

ております。 

 大切な水環境が次の世代に引き継がれるよう、貴

会の活動が今後ますます発展することを期待してお

ります。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

亀岡市長 桂川 孝裕  

 亀岡市は、市内を貫流する雄大な保津川の流れを

はじめとする清らかな水と、緑豊かな山々や里山の

美しい風景を幾多の先人から受け継いでおります。 

この豊かな環境を守り次代に引き継ぎ、世界に誇れ

る環境先進都市を目指す第一歩として、昨年１２月

１３日に、「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」を

市議会とともに行い、今後、様々な施策を推進して

いく決意を表明したところです。 

本市が展開する施策と、せっけん運動ネットワーク

が取り組まれている水環境保全活動が目指す目標は

共通するものであります。３９年間という長きにわ

たり活動を展開されていることに深い敬意を表しま

す。今後とも活動の輪がより一層広がりますことを

ご祈念申し上げます。 

 

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

木津川市長  河井 規子 

 貴会の、「せっけん運動」を通じた長年にわたる環

境保全活動に心からの敬意を表します。 

 本市は、名が表しますとおり、古来より「木津川」

から水の恵みを受けてきたまちです。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、豊かな自然と先進科学

研究を行う都市部が調和するまちでございます。 

先人から受け継ぎました自然や文化を次の世代に

伝えるため、市民・事業者・行政が協働して、河川

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。 

 結びとしまして、水環境への関心を高める貴会の

せっけん運動の継続と、さらなる発展を祈念いたし

まして、私のご挨拶とさせていただきます。 

 

京都府 
京
都
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「石けん使おう!７月はシャボン玉月間」によせて 

京田辺市長  上村 崇 

京田辺市は、甘南備山や木津川に囲まれた自然豊

かな地であるとともに、京都、大阪、奈良の三大都

市へのアクセスも容易なことから、今なお人口が増

加しています。 

現在、本市では、清らかな小川のせせらぎを聴きな

がら、歩いて季節の移ろいを感じていただけるよう、

「水辺の散策路」を整備しています。 

ふるさとを感じ、その誇りを持っていただくため

のこの事業も、美しい水の流れがあってこそ可能と

なるものです。 

そのためには、行政と団体、そして市民一人ひと

りが環境問題を自分事としてとらえ、取組みを進め

ることが大切です。 

貴会が進める「石けん運動」はまさに三者を結ぶ

取組みであり、この取組みがさらに広がることを大

いに期待しています。 

 

「シャボン玉」月間に寄せて 

久御山町長  信貴 康孝 

久御山町は、宇治川と木津川が流れる自然豊かな

まちで、のどかな田園風景が広がっており、その一

方で、第二京阪道路や京滋バイパス等の広域幹線道

路網が整備され、立地条件を活かした活発な産業活

動とともに町は発展してきました。 

今年、本町は町制施行 65 周年を迎えます。先人

が守り、残してくれた豊かな環境を継承し、次代に

誇れる魅力あるまちづくりに、これからも取り組ん

でいかなければなりません。きれいな水環境を次世

代に引き継ぐためには、町民・事業者・行政が連携

して環境保全に取り組む必要があります。 

貴会が取り組んでおられる長年にわたる運動は、

水環境の保全に向けた大変意義深いものであり、こ

のシャボン玉月間を通じ、より多くの皆様にせっけ

ん運動の輪が広がりますよう心からご期待申しあげ

ます。 

「シャボン玉月間」によせて 

長岡京市長  中小路 健吾 

長岡京市は京都と大阪の間に位置し、都市近郊の利

便性と西山の豊かな自然が共存し、かつて弟国宮や

長岡京の都が置かれた悠久の歴史を誇るまちです。

この利便性の高さや、うるおいある暮らし易いまち

の魅力を“かしこ暮らしっく”と銘打って発信して

います。 

また環境の取組みにも力を入れ、2008 年に「“環境

の都”長岡京市環境都市宣言」、2018 年は地球温暖

化対策を推進し、快適な暮らしにつながる「COOL 

CHOICE（＝賢い選択）」宣言を行いました。持続

可能な社会の実現に向け、多様な主体と共に取組ん

でまいります。 

生命を育む水の大切さを訴えてこられた貴会の長年

に渡る水環境保全活動に心から敬意を表しますとと

もに、これからも活動の輪が一層広がり、発展され

ますことを期待申し上げます。 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

 向日市長  安田 守 

 向日市は、西暦７８４年からの１０年間、平城京

から遷都された「長岡京」の政治・経済・文化の中

心地として栄えました。 

 その遺構からは、排水機能を有する側溝も発見さ

れており、当時から下水道の整備がされるなど、都

市基盤が整っていたことが伺えます。 

 現在、本市では公共下水道が１００％整備されて

おりますので、河川などの水質も良好ですが、今後

におきましても、河川水質の定期的な観測や廃食油

回収などに取り組み、このきれいな水環境を次世代

に引き継いでまいりたいと考えております。 

 最後になりましたが、「シャボン玉月間」を通じ、

水環境を守る貴会の活動の輪がより一層広がります

ことをご期待申し上げ挨拶と致します。 

 

 

大阪府 
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「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

池田市長 冨田 裕樹 

池田市は、古くから植木の名産地として知られてき

たほか、猪名川の清流をはじめとした美しい自然に

支えられた良質な生活環境により、豊かな心を育む

ことのできるまちとして今日まで発展を続け、今年

で市制 80 周年を迎えました。 

こうした自然とその恵みを後世に引き継ぐために、

本市では事業所への規制や指導による公害の防止や

ゴミの排出量を削減するための政策の実施、小学校

における環境学習の推進など、様々な観点から環境

保全に取り組んでおります。 

 貴会の｢せっけん運動｣は、大切な財産である水環

境の保全に大きく貢献するものであり、その長年に

わたる活動に深く敬意を表しますとともに、今後

益々のご発展を心よりご祈念いたします。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

茨木市長 福岡 洋一 

 茨木市は、大阪府の北部に位置し、緑豊かな山並

みと水系を有する美しいまちです。市内には、様々

な動植物が生息しており、生物の豊かな生息・生育

環境が育まれています。 

 本市では、自然と親しみ保全していく取り組みと

して、水生昆虫などの観察を行う「探してみよう！

川の生きもの」や生きもの調査員養成連続講座を開

催しています。また、茨木市環境基本計画では、環

境像「心がけから行動へ みんなで創る環境にやさ

しいまち」をめざし、地球温暖化対策に資するあら

ゆる賢い選択を促す国民運動である「ＣＯＯＬ Ｃ

ＨＯＩＣＥ」を推進しています。 

 貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、今後とも、貴会の活動の輪がさらに広がります

ことを期待しております。 

せっけん運動 行政からのメッセージ 

交野市長 黒田 実 

交野市は、大阪の北東部に位置し、市域の半分は山

地で自然に恵まれたまちです。市の中心部を流れる

河川「天野川」や星にまつわる地名があることから、

七夕伝説の発祥地と言われており、シャボン玉月間

の７月は七夕祭りで賑わいます。 

生命の源である水環境の保全は、世代を超えた大切

な取り組みで、市内では豊かな水を育む山地保全活

動がボランティアの手により活発に行われておりま

す。 

また、本市の水道水は、深井戸からくみ上げた水を

もともと含まれる鉄バクテリアにより、薬品に極力

頼らず処理することで、体と環境にやさしい水作り

を実現しています。この地下水 100％を使用したボ

トルドウォーター「星のしずく、きらり★」がモン

ドセレクション 2019 において、味覚や香りに高い

評価を頂き、最高金賞を獲得しました。 

 結びに、貴会の長年にわたる「せっけん運動」に

敬意を表しますとともに、今後ますますのご発展を

祈念いたします。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

門真市長 宮本 一孝 

 門真市は、大阪府の北東部に位置し、かつてより

蓮根の栽培が盛んで、蓮畑の中を細い水路がはりめ

ぐらされ、水との関わりが深い生活を営み、歴史と

文化を育んできました。 

しかし、急激な都市化により蓮畑等の農地が減少し、

水路利用の変化も相まって、身近で自然と触れ合う

ことができた水環境は今や様変わりしました。 

21 世紀は「水の世紀」といわれ、安全な水の確保や

水質汚染等の水問題が世界的にも重要な課題となっ

ており、本市においても、市民並びに事業者の皆様

と協働しながら、水を大切にすることの重要さを次

世代に継承していきたいと考えております。 

最後に、長年にわたり水環境を保全する活動をされ

大阪府 
大
阪
府 
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ています貴会の活動に敬意を表しますとともに、そ

の活動の輪がより一層広がりますことを心より期待

しております。 

 

シャボン玉月間によせて 

四條畷市長 東 修平 

大阪府の北東部に位置する四條畷市は、北生駒山系

の豊かな緑と室池を水源とする豊かな水に恵まれ、

歴史と文化が薫る自然豊かなまちとして発展してき

ました。 

来年で市制施行５０周年の節目を迎える本市といた

しまして、この豊かな自然を後世に引き継ぐべく、

「人と自然が共生する緑豊かな『やすらぎの環境都

市』四條畷」をめざし、市民、事業者及び行政の協

働で取組みを進めています。 

とりわけ、水環境の取組みとして、食用油の廃油回

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。 

貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後益々の

ご発展とご活躍を心より祈念いたします。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

島本町長 山田 紘平 

 島本町は、2020 年大河ドラマの主役・明智光秀が

豊臣秀吉と戦った「山崎の戦い」で有名な天王山の

西、豊臣方の本陣跡に位置しています。京都と大阪

の境目に位置し、大阪府内で唯一、環境庁（現環境

省）認定「名水百選」に選ばれた地下水「離宮の水」

があるなど、水がおいしい自然豊かなまちです。 

 本町では、この豊かな環境を次世代に繋いでいく

ために、島本町環境基本計画を策定し、住民・事業

者・行政の協働による環境保全活動を進めておりま

す。 

 長年にわたる貴会の環境保全活動に深く敬意を表

するとともに、より一層活動の輪が広がり発展され

ますことを、心からお祈りいたします。 

石けん使おう！シャボン玉月間によせて 

吹田市長 後藤 圭二 

大阪府の北部に位置する吹田市は、河川や公園など

水とみどりに囲まれた豊かな自然環境に恵まれた美

しいまちです。 

本年、吹田市では、大学生を対象に、使い捨てプラ

スチックを削減するアイデアを競い合うコンテスト

を開催しました。 

プラスチックごみは、海洋汚染の原因となるなど、

水環境をはじめとした環境への影響が課題となって

います。このコンテストなどの取組を通して、環境

に対する意識を高めるための啓発を行うことにより、

貴重な自然を守り育てることに努めています。 

今後も、環境先進都市として、持続可能な社会の実

現に向け、さまざまな取組を進めてまいりたいと考

えております。 

貴会の長年にわたる水環境の保全活動に深く敬意を

表しますとともに、さらなるご発展とご活躍を祈念

申し上げます。 

 

令和元年度｢シャボン玉月間｣に寄せて 

摂津市長 森山 一正 

大阪は、古くから「水の都」と称され、人々の暮ら

しに河川が身近であります。とりわけ摂津市には、

淀川をはじめ多くの一級河川が流れており、水辺が

つくり出す豊かで上質な景観が市民にとっての憩い

の空間となるなど、今も昔も河川からの恩恵を受け、

歴史を重ねてまいりました。 

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、本市では従前より、一般家庭から出

された廃食油を回収し、石けんを作るという資源リ

サイクルに取り組んでいるほか、様々な啓発活動を

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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「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

大東市長  東坂 浩一 

 大東市は大阪府の東部に位置し、東部は奈良県を

境として豊かな自然を望み、西部は大阪市を境とし

てものづくり産業が集積し、交通の便に大変恵まれ

たまちです。 

 本市では、地域が抱える環境問題を改善していく

ための活動の一つとして、産・官・学・民連携によ

る水質浄化社会実験の取り組みを進めています。従

来行っていた、竹炭に付着させた納豆菌や水耕栽培

による植物に水中の有機物を吸収させるといった手

法を進化させることで、水質が改善し多くの生物が

観察されるなどの成果が得られました。今後も引き

続き地域とともに生活環境の改善に取り組んでまい

ります。 

 結びに、貴会の長年にわたる「石けん運動」を通

じた、水環境を保全する活動に敬意を 

表するとともに、今後とも貴会の活動がますます広

がりますことを祈念いたします。 

 

シャボン玉月間によせて 

高槻市長  濱田 剛史 

高槻市は、北摂山系の美しい山並みや市域を流れ

る芥川・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四季を通じ

て自然を楽しむことができる景勝地があります。近

年、バーベキュー客が増加し、多くのごみが捨てら

れるなど、周辺環境への影響が懸念されていたこと

から、本市では平成３１年４月からバーベキュー等

を禁止する条例を施行し、摂津峡の豊かな自然環境

の保全等に取り組んでおります。 

 水環境を保全する貴会の長年にわたっての活動に

敬意を表しますとともに、活動の輪がより一層広が

り、発展されますことを心よりご祈念申し上げます。 

  

 

「シャボン玉月間」によせて 

豊能町長  塩川 恒敏  

豊能町は、大阪府内にあって町域の 7 割が山林で

あり、余野川、初谷川などの清らかな河川に恵まれ

た自然豊かなまちです。 

 本町では水と緑の環境保全の実現に向けて「第 4

次豊能町総合計画」を策定し、『人とみどりが輝くま

ち とよの』を将来像として、『町民と行政との信

頼・協働のまちづくり』の理念のもと、更なる環境

保全に取り組んでいるところです。 

 一人ひとりのちょっとした配慮や行動の積み重ね

の継続が、次の世代、その次の世代のために自然環

境を守っていくことにつながると考えます。貴会が

続けられている「せっけん運動」を通して、全国的

に環境保全への意識が高まり、環境保全活動の輪が

広がっていくことをご期待申し上げますとともに、

貴会のますますのご発展を心よりご祈念申し上げま

す。 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ 

寝屋川市長 広瀬 慶輔  

寝屋川市には、市名の由来でもある一級河川「寝

屋川」が流れています。毎年、春と秋に「クリーン

リバー寝屋川作戦」を実施し、「寝屋川」を守り、市

のシンボルにふさわしい川にするため、市民の皆様

と行政が協力して水環境の整備・保全に努めていま

す。 

また、環境月間の６月には市民の皆様に環境問題

や環境保全に関する取組への理解を更に深めていた

だくため、「みどり、水、くらし」をテーマに環境フ

ェアを開催しています。 

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

ことに深く敬意と感謝の意を表しますとともに、皆

様方の活動の輪が更に広がりますことを心からご祈

念申し上げます。 
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「シャボン玉月間」によせて 

能勢町長 上森 一成 

大阪の最北端に位置する能勢町は、府内でも有数の

自然に囲まれた地域であり、古くから「里山」と言

われる特有の自然環境の中で、多種多様な動植物と

共存してきました。これらの動植物は里山環境とと

もに守っていかなければいけない大切なものです。 

本町では、この豊かな里山環境やほたるやアユが生

息できる清流を保全し未来に引き継ぐため、河川美

化活動を実施し、河川環境の改善や保全に取り組ん

でいるところです。 

貴会の、石けん運動を通じた日頃からの地道な活動

が、大きな環境保全につながることを期待申し上げ

るとともに、今後ますますのご発展と、ご活躍を心

よりご祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

東大阪市長 野田 義和 

中小企業のまちである東大阪市は、他の自治体に比

べ決して自然が豊かとは言えません。しかし、「持続

可能な開発目標（SDGs）」の考え方も浸透しつつあ

る今、国民一人ひとりが自然の恵みを意識しながら、

環境の保全と涵養に向けて活動することが求められ

ています。 

本市としても、社会全体が環境への関心が高まって

いるこの時期を好機と捉え、今年度に第 3 次環境基

本計画の策定のための議論を始め、さらに地球温暖

化対策実行計画区域施策編の改定に取り組んでいる

ところでございます。 

結びに、地球環境保全に関する活動の先駆けとも言

える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、今後の更なるご発展を心よ

りお祈りいたします。 

 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

枚方市長 伏見 隆 

枚方市は大阪、京都、奈良の中間に位置し、西には

悠久の水を湛える淀川が流れ、東には生駒山系に繋

がる緑に溢れた里山が広がるなど、豊かな自然に恵

まれたまちです。 

本市では、「環境を思いやるまち枚方」を実現するた

め、本年 6 月に「プラごみダイエット～ポイ捨てゼ

ロ宣言」を行いました。今後も市民・市民団体・事

業者・行政が連携・協力し、河川のボランティア清

掃活動「ひらかたクリーンリバー」の拡充など、環

境保全活動に取り組んでまいります。 

結びに、「せっけん運動」を通した、貴会の長年にわ

たる精力的な取り組みに対し深く敬意を表しますと

ともに、今後ますますのご発展をお祈り申し上げま

す。 

 

～「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて～ 

松原市長 澤井 宏文 

松原市では、大阪初のセーフコミュニティ国際認

証都市として、地域と一体となって「日本一健康で

安心・安全なまち」を目指した取り組みを進めてお

ります。安心・安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ません。 

水環境を保全するためには、公共下水道整備や河

川水質の調査といった行政の取り組みだけでなく、

市民の皆様が自宅で使う洗剤をなるべく少量にする

というような協働の取り組みが必要であると考えて

おります。 

今後も、「せっけん運動」の輪が広がり、水環境

への意識を高めるきっかけとなるものと期待申し上 げ

るとともに、皆様のお力添えをお願い致します。 

結びに、貴会の長年の水環境の保全への取り組み

に敬意を表しますとともに、今後益々のご発展を心

よりご祈念申し上げます。 
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シャボン玉月間によせて 

守口市長 西端 勝樹 

 守口市は、大阪平野のほぼ中央部、淀川の左岸に

位置し、市内には大規模な緑地である淀川河川公

園・鶴見緑地、緑と水に親しむ空間として西三荘ゆ

とり道があります。 

 近年、地球温暖化等が原因と考えられる異常気象

が深刻化していますが、本市では、市内の緑地や親

水空間などを有効活用し、自然環境と調和し共生す

る安全・安心なまちづくりを目指しています。 

市民・事業者・行政等が一体となって、今後とも環

境に配慮した市民生活の推進に取り組んでまいる所

存です。 

 貴会の長年にわたる「せっけん運動」をはじめ、

様々な活動を積極的に展開されておりますことに深

く敬意を表しますとともに、今後益々のご発展を心

からお祈り申し上げます。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

八尾市長  大松 桂右 

 八尾市は、信貴・生駒の山なみに連なる高安山と

その麓に広がる河内平野を有し、大都市の近隣都市

にあって、自然環境に恵まれたまちです。 

また、昨年には、「大和川分水築留掛かり」（長瀬川

と玉串川）が世界かんがい施設遺産として登録され

るなど、市街地の貴重な水辺空間にも恵まれていま

す。 

 本市では、この豊かな環境を維持するため、「環境

を意識した暮らしやすい八尾」をまちづくりの目標

に掲げ、地域の子どもたちを対象としたさまざまな

環境学習支援事業や啓発活動・イベントを実施する

など、環境保全に努めています。 

 貴会の長年にわたる、水環境の保全に向けた取組

みに敬意を表しますとともに、より一層のご活躍を

ご祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」 

和泉市長  辻 宏康 

和泉市は、大阪府南部に位置し、市の南部には和

泉山脈が連なり、和泉山脈を源流として槇尾川、松

尾川、父鬼川及び東槇尾川といった河川が流れてお

り、“いずみ”の名にふさわしい清らかな水源に恵ま

れたまちです。 

本市では、これらの貴重な水環境を次世代へ引き

継ぐために、生活排水対策の推進をはじめ、大津川

水域の３市１町で構成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、水質

保全に関する広報・啓発活動に尽力しております。 

長年にわたり、水環境の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。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」 

泉大津市長  南出 賢一 

泉大津市は、大阪府の南部に位置し、市の北西部

には古くから市民の憩いの場として親しまれている

大津川が流れています。 

昭和 45 年に大津川に隣接している市町で水質保

全対策協議会を設立し、河川美化啓発活動を展開し、

イベント開催時には、パネルの掲示や水生生物を展

示し、河川の環境を守る意識向上に努めているとこ

ろです。さらに小学校を対象に水辺の学校など環境

啓発事業を実施するほかアドプトリバー・アドプト

シーサイドなど、環境ボランティア活動に対しても

積極的に支援を行い、環境コミュニティの構築に力

を注いでおります。 

貴会の取り組みである「せっけん運動」をはじめ

とし、今後ますますその活動の輪が広まりますこと

をご祈念申し上げます。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

泉佐野市長  千代松 大耕 

 泉佐野市は大阪南部の泉州地域に位置し、市の南

東部は金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈

を擁し、和歌山県と接しています。本市は美しい山

河、緑あふれる恵まれた自然環境にあり、「泉佐野市

環境美化推進条例」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。昨年度は、市制施

行 70 周年記念「スポＧＯＭＩ大会」を実施し、た

くさんの方に参加頂き、大盛況でした。今後も市民

の皆さまと一体になって、環境保全に向けた取り組

みを行っていきたいと考えています。 

長年にわたり「せっけん運動」により水環境保全に

取り組んでこられた貴会の活動に敬意を表しますと

ともに、今後の発展を心よりご期待申し上げます。 

 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

大阪狭山市長 古川 照人 

大阪狭山市にある狭山池は、現存する日本最古の

人工ため池で、１４００年以上もの間、この地で水

を湛え続け、周辺地域に潤いを供給してまいりまし

た。今では、桜の名所としても知られ、世界的建築

家の安藤忠雄氏が設計した狭山池博物館が隣接し、

多くの人で賑わう本市の誇るべき水辺空間となって

おります。 

自然豊かな狭山池があるのも、水を大切にしようと

環境保全に尽力してこられた多くの先達のおかげで

あります。市としましても、環境意識の高揚を図る

活動を推進することで、狭山池のみならず市内全域

にある水辺空間の魅力向上を図ってまいります。 

貴団体におかれましては、運動の輪がより一層広

がりますことを心よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

貝塚市長 藤原 龍男  

貝塚市は、大阪府の南部に位置し、ブナ林を有す

る和泉葛城山を源流に市の中心部に近木川が流れ、

日本の白砂青松百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。 

 こうした恵まれた自然環境を守り生かしていくこ

とや、近年問題となっているプラスチックごみによ

る海洋汚染を防止していくため、本市は令和元年 6

月 6 日に「かいづかプラスチックごみゼロ宣言」を

行い、行政と市民が一体となって河川や海岸の清掃

活動を行うなど、美しい貝塚市を未来へつないでい

こうと考えております。 

 水環境の保全を図る貴会の長きにわたる取組が更

に多くの方の共感を呼び、より一層活動の輪が広が

り発展されますことを心からご祈念申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

柏原市長 冨宅 正浩 

 本市は、大阪平野の南東部にあり、大阪府と奈良

県境に位置しております。 

 近年、河川などにポイ捨てされたごみが海へ流さ

れ、紫外線などにより細かくなったマイクロプラス

チックごみが海域における生態系に悪影響を及ぼす

と懸念されています。本市では、ポイ捨てごみによ

り、水辺環境が損なわれないよう、住民と協働し、

河川清掃を定期的に実施しております。 

 このような中、長年にわたり、環境にやさしい石

けん使用運動や消費者が自らの暮らしを見直し、美

しい自然を未来世代へ引き継げるよう活動をしてお

られることに敬意を表するとともに、その活動が更

に広がりますことを心よりご期待申し上げます。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

河南町長 武田 勝玄 

 河南町は、金剛・葛城の山並みと田園風景が広が

る豊かな緑に恵まれ、水越川や梅川などの清らかな

流れに育まれた自然豊かなまちです。 

 本町に関係するすべての人々の協働により「美し

い山々がそびえ 美しい川が流れ 美しい心が集う

まち」を築くため、美しい河南町基本条例、美しい

河南町環境条例を定め、この緑豊かな美しい河南町

を次世代に継承してまいりたいと考えています。 

 貴会の「せっけん運動ネットワーク」は水環境の

保全において大変意義のある運動であります。今後

もさらに大きく活動の輪が広がり、多くの方々の環

境への関心が高まることを祈念するとともに、運動

の継続と貴会のご発展をご期待申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて」 

河内長野市長 島田 智明 

 河内長野市は、森林が市域の７割を占めている自

然豊かなまちであり、水源地としてのきれいな水と

澄んだ空気は、本市の最大の魅力であります。また、

本市は石川の最上流域に位置し、そのきれいな河川

の恵みを享受できる一方、石川の最上流域の責務を

果たさなければならないという使命もあります。こ

のことから、市民団体が主催する「河川一斉清掃」

は、毎年 1,500 人近くの市民が参加し、30 年以上続

く恒例行事として広く浸透しています。 

本市では、この豊かな自然を保全していくために、

「親と子のふれあい自然学習会」と称して、水生生

物調査を実施しています。大和川・石川流域の市町

村と大阪府で構成する大和川水環境協議会大阪府域

連絡会が主催するこのイベントも 30 年以上継続し

ており、毎年多くの参加者でにぎわっております。

また、市民団体との協働で家庭から出される廃食用

油を回収し、環境教育「石けんづくり教室」の教材

として活用しています。 

 環境問題の改善には、大人・子どもを問わず、生

活を営むもの全員が環境について学び、課題を認識

し、その解決策を考えることが必要であり、本市と

致しましても引き続き課題解決に向けた取り組みを

進めてまいります。 

結びに、貴会の長年に亘る環境保全活動に敬意を表

しますとともに、更なるご活躍を祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」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

然に恵まれた伝統ある美しいまちです。 

 本市では、環境月間である６月に市内で活動する

団体との協働で環境保全についての理解を深めると

ともに、積極的に環境保全に関する活動を行う意欲

を高めるため、「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

さまと協働で、川をきれいにするための清掃美化活

動、美しく親しまれる港湾環境をつくるための港湾

美化啓発活動、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。 

 今後も、さらなる水環境の改善のため、市民活動

を支援するとともに啓発活動を充実させてまいりた

いと考えています。 

 貴会の長年にわたる「せっけん運動」に敬意を表

しますとともに、運動の輪がさらに広がり、発展さ

れますことを心よりご期待申し上げます。 
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シャボン玉月間によせて 

熊取町長  藤原 敏司 

昨今、地球規模の問題となっているプラスチック

ごみによる深刻な海洋汚染は不用意にごみとして捨

てられたレジ袋やペットボトルなどのプラスチック

ごみが河川などを通じて海に流れ込むことにより生

じています。本町では今年２月５日に“くまとりプ

ラスチックごみゼロ宣言”を行ない、町内スーパー

や地元商工会に対するレジ袋有料化等の協力要請や、

住民・事業者の模範となるための全庁あげてのマイ

バック持参運動等を行い、河川環境の保全に通ずる

取組みを行っています。 

貴会の進める「石けん運動」を機に、一人でも多

くの方が、環境問題について関心を持ち、プラスチ

ックごみ問題とも相まって、自分たちの環境は自分

たちで守るという意識づけのきっかけとなることを

ご期待申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

泉南市長  竹中 勇人 

泉南市は、世界の玄関となる関西国際空港の対岸

に位置し、「日本夕日百選」や「恋人の聖地」にも選

ばれた美しい海岸や、また和泉山脈の美しい山なみ

に蛍が乱舞する清流が残る、水と緑に恵まれたまち

です。 

世界に近くなった本市では、都市化を進めていくと

共に、まちの資源や原風景を活かした安らぎのある

まちづくりを推進しております。 

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ます。 

皆様がせっけんの良さを広めるため活動し、環境

保全に努められていますことに敬意を表しますと共

に、皆様方の活動の輪が広まり、大きな成果をあげ

られますことを期待いたします。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

高石市長  坂口 伸六 

高石市は、大阪府南部に位置しており、大阪湾に

面し 2 つの河川を有したコンパクトな都市であり、

閑静なベッドタウンです。 

 本市では、水環境保全のために公共下水道整備を

進めており、下水道の普及に伴い市内の王子川、芦

田川の水質が大幅に改善されてきています。近年で

は市民に身近な水辺のレクリエーション空間として

「芦田川ふるさと広場」を整備し、健幸ウォーキン

グを楽しまれるご年配の方や子ども達で賑わってい

ます。 

本市では、「循環型社会をめざすまちづくり」を目

指し、雨水貯留タンクの助成にも取り組み、地域住

民との協働で河川周辺での清掃活動を行うなど、良

好な水環境の保全、水環境の構築を図っています。 

今後も貴会の活動が広がることをご祈念申し上げ

ますとともに、私どもも引き続き環境の浄化に取り

組んでまいります。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

田尻町長  栗山 美政 

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。 

町内には田尻川が流れ、毎年、町内のボランティア

グループと協力し「田尻川クリーン作戦」と題した

清掃活動を実施しており、多くの住民が参加してい

ます。 

本町は、市街化区域内の汚水下水道整備がすべて

完了しており、また生活排水処理基本計画も策定し、

水洗化の促進を図っております。 

貴重な財産である自然環境を将来に受け継いでい

くため今後も計画的・効率的な下水道施設の維持管

理や更新を行い水質保全に努めて参ります。 

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
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守り美しい自然を継承していくために、この運動の

輪が広がっていくことを心から祈念申し上げます。 

 

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

忠岡町長  和田 吉衛 

忠岡町は繊維産業の町として栄え、町北部を流れる

大津川の豊かな水資源と共に発展してきた町です。

近年は近隣の市とともに大津川水域水質保全対策協

議会を設置し、住民との協働で水質保全に努め、美

しい大津川の自然を守っていこうと尽力しています。 

また、地域では昔ながらの「打ち水」を実施し省エ

ネ意識の啓発を行っており、最近では「みどりのカ

ーテン」といった緑化・エコへの事業を推進してい

ます。 

人の営みの拡大と自然環境の保護の両立は、子供た

ちの世代に住みよい町を残していくために必要なこ

とであり、未来への大きな課題となっています。 

 このような中で貴会の長年にわたる活動に敬意を

表しますとともに、未来へつながる環境運動の輪

がより一層発展されますことをご祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！ ７月はシャボン玉月間」によせて 

千早赤阪村長  松本 昌親  

千早赤阪村は、大阪府内で最も標高の高い金剛山

を有する金剛生駒紀泉国定公園と楠木正成ゆかりの

神社や史跡が点在する、自然と歴史と文化に抱かれ

た村であり、美しい山河と緑のあふれる恵まれた自

然環境にあり、多種多様な動植物が生息しています。 

先人たちが豊かな水源を大切にし、受け継いでき

たからこそ今の私たちがあり、そしてまた、次世代

につなぐために当村では公共用水域の水質調査や公

共下水道の整備、合併浄化槽の普及促進など生活排

水対策に取り組んでいるところです。 

水環境を保全し、未来へバトンをつなごうとする

貴会の活動に心から敬意を表しますとともに、より

一層のご活躍と活動の輪が広がっていくことを祈念

いたしております。 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

富田林市長  � 村 善美 

富田林市は、大阪府の東南部に位置し、市の南北

に石川が流れ、金剛・葛城連峰を背景にみどり豊か

な丘陵や、美しい田園風景が広がる自然環境に恵ま

れたまちです。 

本市では、毎年３月に多くの市民や関係団体の皆

様のご協力を賜り、石川大清掃を実施し、水辺の美

化活動に取り組むとともに、「自然を守り、緑と太陽

にめぐまれた住みよいまちをつくりましょう」とし

た市民憲章の精神にのっとり、自然と人々の暮らし

が調和したまちづくりを進めております。 

貴会の長年にわたる「せっけん運動」を通じた環

境保全活動に敬意を表しますとともに、今後ますま

すのご発展と、ご活躍を心から祈念いたします。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて  

阪南市長  水野 謙二 

阪南市は、海水浴や潮干狩り、ビーチバレーなど

様々なイベントが行われる美しい砂浜、ホタルが飛

び交う山沿いの河川など豊かな自然に恵まれており、

大阪で唯一生産を行っている海苔のほか、カキの養

殖・水ナスなど、海や大地の恵みを受けた産品も数

多くあります。 

また、本市には大阪湾で数少なくなったアマモの自

生地があり、保全・再生に向けた活動により府内最

大規模のアマモ場となっています。 

この豊かな海と川を次世代につなぐため、海洋教育

推進協議会を立ち上げ子ども達への海洋教育に取り

組んでいるほか、「はんなんプラスチックごみゼロ宣

言」を行うなど、SDGｓの理念のもと環境保全活動

に努めております。 

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。 

 

 



せっけんを使おう！ 7 月はシャボン玉月間 〇◎●〇◎●〇◎●〇◎●〇◎●〇◎● 

 

                                                

- 66 - sekken undou network せっけん運動 No.189 2019.9.30 

 

「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  岡田 一樹 

藤井寺市は、北に大和川、東に石川が流れ、また、

今年７月には大阪府初の世界遺産に登録される見通

しの百舌鳥・古市古墳群が広がるなど、小さいなが

らも水と緑に恵まれたまちです。 

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

和川・石川クリーン作戦」、小学生に向けた環境体験

学習「ヤゴ救出大作成」の実施など、水環境の保全

や市民の意識高揚にかかる取組みを行っております。 

  貴会の活動もまた、環境保全の観点から大変意義

深いものであり、長きにわたって取り組んでおられ

ることに敬意を表しますとともに、今後ますます「せ

っけん運動」の輪が広がりますことを心よりお祈り

申し上げます。 

 

シャボン玉月間によせて 

岬町長  田代 堯 

 岬町は大阪府の最南端に位置し、かつては兵庫県

洲本市と旅客船の定期航路で結ばれ、物流を通して

広域交流が盛んに行われていました。この航路復活

に向けて、深日(ふけ)港と洲本港を旅客船「深日洲

本ライナー」で結ぶ「大阪湾をつなぐ！広域型サイ

クル・ツーリズム事業」を展開しています。 

また、「夕日百選」にも選ばれた美しい海をはじめ、

町の財産である豊かな自然環境を未来につなぐため、

地域住民と行政が協働して「輝くまち」の創造に努

めています。 

貴会におかれましては、毎年「石けんを使おう！

７月はシャボン玉月間」の活動に取り組まれ、水環

境の保全活動を続けられ、今年で３９年目を迎えら

れました。地球温暖化が昨今の異常気象の原因の一

つと言われています。かけがえのない美しい自然環

境を未来に引き継ぐため、「せっけん運動」の輪が一

層深まりますことをご期待申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！６・７月はシャボン玉月間」メッセージ 

兵庫県知事  井戸 敏三 

「令和」の時代を迎えました。新たな時代も先駆

的な取り組みを進め、夢や希望あふれる兵庫を創造

していく決意です。 

環境先進地をめざす兵庫には、世界にも比類のな

い美しさを誇る瀬戸内海があります。かつて高度経

済成長期には環境が悪化し、「瀕死の海」とまで呼ば

れたこともありましたが、近年では地域一体の取り

組みにより「きれいな海」となりました。そして現

在、私たちは瀬戸内海をさらに「豊かで美しい里海」

とするため、藻場や干潟の保全・創出に加え、海域

の栄養分の管理など、様々な取り組みを進めていま

す。 

環境づくりには一人ひとりの実践が欠かせません。

みなさん、ともに力を合わせ、豊かな自然を次代に

つないでいきましょう。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

  明石市長  泉 房穂 

明石市は、瀬戸内の温暖な気候のもと、風光明媚

な明石海峡を望む美しい海岸線をはじめ、ため池群

や田畑地帯などの豊かな自然に恵まれており、ウミ

ガメが産卵に訪れるなど、多くの生命のいぶきを感

じることのできるまちです。 

本年、明石市は市制施行 100 周年を迎えておりま

すが、これからの 100 年に向けて、この豊かな自然

の恵みをしっかりと次の世代へ引き継いでいくため、

市民、事業者の皆様とともに、環境共生の取り組み

を進めてまいりたいと考えております。 

貴会の長年にわたる水資源保全への取り組みに心

から敬意を表しますとともに、今後ますますのご発

展を心からお祈り申し上げます。 

兵庫県 
兵
庫
県 



◎● 行政からのメッセージ 2019 ●◎ 

  

 

 sekken undou network せっけん運動 No.189 2019.9.30 - 67 - 

 

シャボン玉月間に寄せて 

芦屋市長  いとう まい 

本市は，六甲山系の山々，芦屋川や海浜など豊かな

自然に恵まれた住宅地として発展してきました。そ

の特性を活かしながら，花と緑あふれる美しいまち

なみや文化的資源の保全を図るため，市民・事業者・

市の協働による環境保全に取り組み，良好な環境づ

くりを進めております。地球規模で深刻化する環境

問題には，さらなる対策が求められ，本市におきま

しても『人と環境とのすこやかな関わりを誇る都

市・あしや』を目指し，地域，地球，それぞれの視

点での環境保全に対して情報発信を含め学習する基

盤作りや活動支援等，取組を進めたいと考えていま

す。 

最後に，貴会の水環境を主とした環境保護活動に敬

意を表すとともに益々のご発展を祈念いたします。 

 

せっけん運動「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」 

メッセージ 

尼崎市長  稲村 和美 

工業都市として発展してきた尼崎市は、大気汚染

などの公害問題に直面しながらも市民・事業者・行

政が一体となり、様々な取り組みを進めてきたこと

により、環境は大きく改善し、平成 25年 3月には内

閣官房地域活性化事務局より、「環境モデル都市」に

選定されました。 

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、環境と共生する持続可能なま

ちを目指し、安全で快適な生活環境保全への取り組

みを進めています。 

貴会の長年にわたる水環境保全活動に心から敬意を

表しますとともに、より一層活動の輪が広がります

ことを心より祈念いたします。 

 

 

 

 

シャボン玉月間によせて 

伊丹市長  藤原 保幸 

伊丹市は、大都市近郊の利便性をもつ一方で、市域

を流れる猪名川、武庫川のほか、昆陽池や瑞ヶ池、

伊丹緑地などの自然緑地が残されており、貴重な生

物も多数生息しています。 

この恵まれた自然環境を守り育て、次世代へと引き

継いでいくため「環境が大切にされ暮らしやすさと

調和したまち」を目指して、地球温暖化対策やごみ

の減量化・再資源化、生物多様性の保全に向けた取

り組みを重点的に推進しています。 

また、市民協働によるオニバスやホタルなどの多様

な動植物の保全を目的とする環境づくりなど子ども

たちの自然体験学習を通じ、環境に対する意識の向

上に取り組んでおります。 

貴会のかけがえのない地球環境を守るための長年に

わたる活動に敬意を表しますとともに、活動の輪が

ますます広がることをご祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！６・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に位置し、阪

神地域最高峰の大野山をはじめ、恵みをもたらす清

流猪名川や緑豊かな里山に育まれた、自然と調和の

とれた魅力ある町です。 

 本町では、恵み豊かな自然環境を守るため、「第４

次猪名川町環境基本計画」に基づき、里山保全活動

や環境学習の充実を図り、森林資源である薪やペレ

ット燃料などの再生可能エネルギーの活用に取り組

んでおります。 

 貴会の長年にわたる取り組みは、水環境の保全に

寄与するだけでなく、豊かな自然を次世代に引き継

いでゆく大変有意義な取り組みと考えております。

今後ますます活動の輪が広がりますことを心からお

祈りいたします。 
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「石けん使おう！ ６・７月はシャボン玉月間」に寄せて 

 加古川市長  岡田 康裕 

 加古川市は、兵庫県下最大の一級河川「加古川」

の下流部に位置し、北部は緑あふれる山々に囲まれ、

南部は美しい瀬戸内海播磨灘に面し、多くのため池

が点在するなど、良好な水辺空間と豊かな自然に恵

まれたまちです。 

 今日の環境問題は、地球温暖化をはじめ、生物多

様性の危機やマイクロプラスチックによる海洋汚染

など多様化しています。このような状況の中、本市

では、市民・市民活動団体・事業者と協働し、ふる

さと加古川のうるおいのある自然を守り、次世代へ

とつなげていくまちづくりに取り組んでいます。 

 貴会の長年にわたる水環境保全活動の取組に心か

ら敬意を表しますとともに、今後この活動の輪がよ

り一層広がることをご祈念申しあげます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

川西市長  越田 謙治郎 

川西市を南北に流れる猪名川と周囲の山々から流れ

込む水は、多くの動植物や人々の暮らしを育んでき

ました。猪名川渓谷の周囲を彩る桜のエドヒガンや

初夏の小川に舞うホタルといった豊かで美しい自然

環境を未来に引き継いでいくためには、一人ひとり

の行動を積み重ねていくことが不可欠です。 

このようなことから、貴会が「せっけんライフはハ

ッピーライフ～地球がよろこぶ毎日に～」を合言葉

に、環境問題を考えた暮らし方を進めておられるこ

とは、非常に意義深いものであると認識しておりま

す。 

貴会の長年にわたる活動に心から敬意を表しますと

ともに、より一層運動の輪が広がることをご祈念申

しあげます。 

 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

神戸市長  久元 喜造 

神戸市では、多様ないのちを育む豊かな自然とそ

の恵みを次世代につなぐ自然共生都市“こうべ”を

目指し、平成 28 年 3 月に生物多様性地域戦略とし

ての「生物多様性神戸プラン」を策定し、平成 30

年 6 月には、希少な動植物の保全や外来種による被

害の防止等について定める「神戸市生物多様性の保

全に関する条例」を全面施行しました。これらに基

づく生物多様性保全のためのリーディングプロジェ

クトとして、河川における希少種ニホンイシガメの

保全や、環境保全型農業の推進等にも取り組んでい

ます。 

 自然環境を守り、将来へと継承するための長年に

わたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後

ますますのご発展を心からお祈り申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

三田市長  森 哲男 

 三田市は、活気あふれるニュータウンの街並みと、

北摂の変化に富んだ山並みや、市内を流れ里の恵み

をもたらす武庫川などの自然環境とが調和した、人

と自然が共生できるまちの実現を目指しています。 

 このかけがえのない自然環境を次世代に引き継い

でいくため、三田市では「人の環(わ)で自然と暮ら

しを紡ぐまち 三田」と将来像を掲げ、水環境の保

全を含めた様々な環境施策を実施しています。 

 今後も引き続き、市民・事業者・行政の協働の取

り組みによって環境に配慮した取り組みを継続して

まいります。 

 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、今後も「石けん運動」の環(わ)

が広がりますことを祈念いたします。 

 

 

 

https://www.google.co.jp/search?q=%E4%B9%85%E5%85%83%E5%96%9C%E9%80%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWz9U3MDQyLc8oLHnE6M4t8PLHPWEpu0lrTl5jtODiCs7IL3fNK8ksqRTS4mKDshS4-KWQ9WkwSPFyIQvwLGLlebKz9Wlr89Npc142LAAAHeyK1WgAAAA
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シャボン玉月間によせて 

高砂市長  登 幸人 

高砂市は、兵庫県内最大の河川である加古川の下

流に位置し、その水利はすぐれた景観、肥沃な土地

となり、大きな恩恵を受けてきました。 

本市では「生活文化都市 高砂」を将来像として「第

４次高砂市総合計画」で「自然と調和した環境共生

都市」を基本目標に掲げ、公共用水域の水質保全、

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

います。 

貴会の水環境の保全に対する活動には、大きな期待

と関心が寄せられているところであり、今後ともう

るおいと安心な暮らしがあるまちづくりの構築に向

け、活動の輪がますます広がりますことを心からご

祈念いたします。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

宝塚市長  中川 智子 

宝塚市は、北部地域に広がる里地里山環境と、南

部の市街地は六甲山系や長尾山系に囲まれた豊かな

自然に恵まれたまちです。 

本市では、2012 年に作成した「宝塚市生態系レッ

ドデータブック 2012」に掲載されている市内の重要

な生態系スポット約 130箇所の情報を更新するため、

昨年度から実態調査を開始しました。また、次世代

の環境保全を担う人材の育成の一環として、学校や

地域等での環境保全活動のリーダーとなる「たから

づか環境マイスター」制度を 2016 年に創設し、マ

イスター向け講習会の実施などに取り組んでいます。 

環境を守るため継続した活動を進められている貴

会に敬意を表しますとともに、今後のさらなる発展

を心より期待しています。 

 

 

 

「石けん使おう！シャボン玉月間」によせて 

西宮市長  石井 登志郎 

西宮市は、兵庫県の南東部に位置し、六甲山系や

武庫川・夙川、甲子園浜・御前浜などの山・川・海

といった豊かな自然に恵まれています。 

本市では、この恵まれた自然環境を守り、次代に伝

えていくため、平成１５年に、学びあいや参画と協

働、共生などをまちづくりの目標とした環境学習都

市宣言を行いました。 

 また、令和元年度よりスタートした「第３次西宮

市環境基本計画」においても、より良い地球環境を

目指して、多様な主体とのパートナーシップによる

環境学習を通じた持続可能なまちづくりを進めてい

ます。 

 自然環境を守る貴会の取り組みに敬意を表します

とともに、活動の輪が広がり、大きな成果を得られ

ますことをお祈り申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間によせて」 

鳥取県知事  平井 伸治 

鳥取県は、ラムサール条約湿地に登録されている

中海、霊峰大山に連なる緑の山並みやユネスコ世界

ジオパークの山陰海岸をはじめ、四季の彩り豊かな

自然環境を身近に感じることができる地域です。 

この豊かな自然環境は、かけがえのない県民の財

産です。河川、湖沼などの水環境を改善し、子ども

たち、更にはその次の世代へと引き継いでいかなけ

ればなりません。 

本県の環境イニシアチブを目指した活動は、全国

で唯一の星空保全条例による星空環境の保全、さら

にはプラスチックゴミ削減運動へと展開しておりま

す。 

せっけん運動ネットワークはそのモデルとなる活

動であり、心より感謝申し上げます。命と暮らしを

守る生協活動とともに、これからもふるさと鳥取県

鳥取県 
鳥
取
県 
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の豊かで美しい自然環境の保全、向上に貢献する活

動の輪を広げられ、なお一層の御発展をされますよ

う、心よりお祈りいたします。 

 

「石けんを使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

境港市長 中村 勝治 

 境港市は、鳥取県西部の弓ヶ浜半島の北端に位置

し、三方が海に開かれた自然条件を背景に古くから

海とともに発展してきました。また、本年７月には、

セーリングのレーザー級世界選手権大会が開催され

るなど、マリンスポーツにおきましても注目を浴び

ております。 

 本市では、このかけがえのない海を守り、次代へ

引き継いでいくために、公共下水道整備などの生活

排水対策を進めているほか、水質改善を目的に回収

された海藻を肥料として活用し育てた「海藻米」を

学校給食に提供し、食を通じた環境教育にも取り組

んでいるところです。 

貴団体の長年にわたる環境保全活動であります

「せっけん運動」に深く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ら祈念申し上

げます。 

 

「シャボン玉月間によせて」 

米子市長 伊木 隆司 

米子市は、鳥取県西部に位置し、北は日本海、西

はラムサール条約登録湿地である「中海」に面し、

中国地方最高峰「大山」の恩恵による全国有数のお

いしい水道水をはじめ、豊かな水環境に恵まれたま

ちです。 

本市では、貴重な自然環境を守り、次世代に引き

継いでいくため、米子市環境基本計画において「自

然の恵みに感謝し、ともに歩み続けるまち」を目指

すべき環境像として定めており、市民・事業者・市

が連携し、様々な環境保全活動に取り組んでいます。 

貴会の長年の活動に深く敬意を表しますとともに、

水環境保全の取組がますます広がっていきますこと

を心より祈念いたします。 

 

 

 

 

 

「石けん使おう！ 7月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

 岡山市長  大森 雅夫 

岡山市は昨年 SDGs 未来都市に選定されました。

SDGs（持続可能な開発目標）は、国連が 2030年まで

の世界共通目標として 2015年に示したもので、持続

可能な地域社会づくりに向けて、多様な主体と協働

し、経済・社会・環境の各分野の課題解決をバラン

ス良く進めることとしています。 

水と緑に恵まれた岡山市では、貴団体の「せっけ

ん運動」をはじめ、地域に根差した環境保全活動や

ESD 活動が活発に行われており、近年では、西川緑

道公園等の市中心部を流れる用水路にもホタルが見

られるようになりました。 

貴団体による長年の活動に敬意を表しますととも

に、本活動を通じて環境保全活動の輪がより一層広

がることを祈念しております。 

 

シャボン玉月間によせて 

瀬戸内市長  武久 顕也 

 瀬戸内市の南東部、牛窓地区周辺の海は「日本の

エーゲ海」呼ばれるほどの美しさを誇ることで知ら

れています。そしてその美しい海は、多様な海洋生

物の生息地でもあります。本市では、豊かな瀬戸内

海を次世代に継承するため、市民の皆様に海岸清掃

にご協力をいただくなど、市民と行政が協力しなが

ら水質の保全に努めています。また、廃油を再利用

したせっけん作りもしており、古紙と引き換えに市

民の方にお渡しをすることで循環型社会の推進もし

ております。 

 これまでの貴団体の活動に感謝申し上げるととも

に、今後の「せっけん運動」の取組がより一層広が

りますよう心よりご祈念いたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県 

岡
山
県 
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シャボン玉月間によせて 

総社市長  片岡 聡一 

総社市は，市の中心部を岡山三大河川の一つであ

る高梁川が貫流し，この河川の本流・支流からの恵

みにより，水と緑あふれる自然が豊かな岡山県南に

位置する都市です。本市は，この豊かな自然環境を

次世代に残すため，下水道や合併浄化槽等の普及促

進，水辺環境を活用した環境学習の開催，身近にで

きる生活排水対策の啓発などを図り，水環境の保全

に取り組んでいるところです。 

貴団体が「せっけん運動」を通じた長年にわたり

水環境の保全活動に取り組まれていることに心より

敬意を表しますとともに，今後一層，取組の輪が広

がることをご祈念申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

玉野市長  黒田 晋 

玉野市は、北部を児島湖、南部を瀬戸内海に囲ま

れ、水資源豊かな環境に恵まれております。こうし

た恵み豊かな環境を維持し、発展させ、将来の世代

に継承していくことが私たちの責務と考えておりま

す。 

玉野市では市民・事業者・行政が協働して、環境

負荷の少ない持続的発展が可能な都市となるべく

「玉野市環境基本条例」を制定しました。当市にお

きましても市民と協働して児島湖や瀬戸内海渋川海

岸をはじめとする海岸線の清掃活動を行い、水質浄

化や環境美化に努めているところであります。 

貴団体の「せっけん運動」は水環境に対する啓発

として当市としても大変意義深いものであり、この

取り組みによって多くの方々が環境保全の意義を理

解し、美化活動の意識が広がっていくことを祈念し

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、尾道港開港８５０年の記念すべき節目

の年を迎えました。「復旧・復興から未来に向けたま

ちづくり」をキャッチフレーズとして、昨年の豪雨

災害からの早期復旧・復興支援に全力で取り組むと

ともに、本市の魅力を最大限生かしたまちづくりを

進める新たなスタートの一年にしたいと考えており

ます。 

 古くから海と深い関わりをもってきた本市では、

水環境保全の大切さを理解し、市民一人ひとりが取

り組んでいるところであります。今後も身近な水環

境を守り、将来の世代へ引き継いでいけるよう取り

組んでまいります。 

 結びに、長年にわたり水環境の保全に取り組んで

こられた貴会の活動に敬意を表しますとともに、今

後さらに活動の輪が広がりますよう御祈念申し上げ

ます。 

 

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ 

熊野町長  三村 裕史 

 平成３０年７月豪雨災害以降、多くの皆様からお

寄せいただいた多大なるご支援・ご協力に対し、改

めて心から感謝申し上げます。 

本町は、周囲を山々に囲まれ豊かな自然環境に恵ま

れた高原盆地の町です。 

 この豊かな自然を次世代へ引継ぐため、町と町民

が連携して環境保全に取り組んでいます。その取り

組みの一環として、公共下水道の整備や合併浄化槽

設置の推進、環境への意識向上を目的とした環境学

習「水辺教室」及び町全体での河川清掃を行ってい

ます。 

 その中で、貴組合の長年にわたる自然を次世代へ

引き継ぐ活動に敬意を表しますとともに、今後益々

「せっけん運動」の輪が広がりますようご祈念申し

上げます。 

 

広島県 

広
島
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ 

呉市長  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有しており

ますが，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，平成 30 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。 

 貴組合が長年にわたり継続されておられる水環境

の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。 

 今後とも，貴組合の活動が更に発展するよう御祈

念申し上げます。 

 

 

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ 

廿日市市長  眞野 勝弘  

廿日市市は、北は中国山地、南は穏やかな瀬戸内

海に囲まれた自然豊かなまちです。こうした自然の

特性を活かし、海に浮かぶ「世界遺産・嚴島神社」

を擁する宮島をスタートし、中国山地の山々に囲ま

れた避暑地でもある「吉和」をゴールとする、標高

差９００ｍに及ぶトライアスロン大会を毎年開催し

ています。このような大会を開催することができる

のも、豊かな自然をこれまで守り伝えてきた先人達

の努力のおかげです。 

貴会の「せっけん運動」は、実践しやすい身近な

環境保全活動として、大変意義深い活動であり、貴

会の長年にわたるご尽力に敬意を表しますとともに、

「せっけん運動」の輪が今後ますます広がることを

願っております。 

 

 

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

東広島市長  髙垣 廣徳 

 広島県中央部に位置する東広島市は、美しく豊か

な自然環境に恵まれ複数の川の源でもある「水の生

まれるまち」です。この水を活かした酒造りも盛ん

で、灘、伏見に並び称される銘醸地の一つとして知

られています。 

 この豊かな水環境を次世代に引き継いでいくため、

本市では公共下水道の整備や合併処理浄化槽設置を

推進するほか、環境学習によって、市民に身近な川

の水質維持に対する意識をより強くしてもらうなど

啓発活動にも積極的に取り組んでいます。 

 せっけんを通じ、環境問題に広く目を向ける貴会

の活動に敬意を表するとともに、環境保全に取り組

む貴会の今後益々のご発展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」に寄せて 

広島市長  松井 一實 

広島市は、中国山地を背に緑豊かな山々や丘陵に

囲まれ、南には風光明媚な瀬戸内海が開けており、

太田川河口デルタには、六つの川が流れ、「水の都ひ

ろしま」といわれる特有の景観を形成する、豊かな

自然に恵まれた都市です。 

六つの川は、豊富な資源の里海である広島湾に流

れ込み、生物の命を育み、人々の生活を支えていま

す。本市にとって、この豊かな自然環境は、重要な

財産です。 

この豊かな自然環境を維持向上させ、次世代に継

承するため、本市では、第２次広島市環境基本計画

において、「豊かな自然環境の保全」を基本目標に掲

げ、環境の保全及び創造に関する施策を推進してい

ます。 

長年にわたり、水環境の保全活動に取り組まれて

きた貴会の活動に深く敬意を表しますとともに、今

後もますます環境問題への活動の輪が広がりますこ

とを祈念いたします。 
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ 

        府中市長  小野 申人 

府中市は、広島県東南部内陸地帯に位置し、瀬戸

内海に注ぐ芦田川、日本海に注ぐ江の川水系の上下

川が流れる自然環境に恵まれた内陸工業都市です。 

本市では、川の生き物を調べて川の汚れ具合を確

認する「水辺教室」や、水辺を歩いて掃除をしなが

ら自然環境を学ぶ「水辺クリーンウォーキング」な

どを実施しています。さらに昨年度からは積極的に

環境活動を進める地元企業と小学校が交流し、学

習・発信する「地元企業による環境学習出前授業」

がスタートするなど、環境を守る取り組みを推進し

ているところです。 

貴会の水環境保全活動に対するご尽力に心より敬

意を表し、美しい自然環境が次世代へと引き継がれ

ることを祈念申し上げます。 

 

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ 

府中町長 佐藤 信治 

 府中町は、周りを広島市に囲まれ、人口５万２千

人が住み、たくさんの住宅が建ち並ぶまちですが、

北東部には水分峡森林公園という自然豊かな公園が

あります。また、市街地には３本の川が流れており、

身近にある自然環境を感じることができます。 

当町では、これらの自然環境を未来に残していく

ために、平成 30 年度から住民と協働で行う生き物

調査を始めました。住民に町内の動植物を調査・報

告していただき、調査結果を環境学習に役立てると

ともに、調査の過程で自然と触れ合い、自然に対す

る興味や問題意識を持つきっかけになればと考えて

おります。 

貴会の水環境を守る「せっけん運動」も、家庭で

できる環境保全活動として、今後ますます広がりを

みせ、きれいな川を育むとともに、美しい自然環境

が守られ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」に寄せて 

三原市長 天満 祥典 

三原市は、広島県の中央東部に位置し、南部には

沼田川流域の平野に加え瀬戸内海と山地に挟まれた

帯状の平野が広がり、北部は起状の比較的小さい

山々が広がる、多様な自然環境に恵まれたまちです。 

本市では、この豊かな自然環境を次世代に引き継

ぐため、昨年６月に「第２次三原市環境基本計画」

を策定しました。水環境の保全に関しては、小学生

を対象に「水辺教室」や「海の環境教室」などを実

施し、水質保全の大切さを伝えています。 

貴会の「せっけん運動」による環境保全活動に敬

意を表しますとともに、こ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。 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

岩国市長  福田 良彦 

 岩国市は、市内を流れる錦川の中流域がカジカガ

エル生息地として国の天然記念物に指定され、名水

百選として桜井戸、寂地川が選定されるなど、美し

く豊かな水に恵まれています。 

 このように恵まれた水環境を次世代に引き継いで

いくため、本市では住民ボランティアによる「錦川

流域河川一斉清掃」や市内小学生を対象とした「岩

国市水源の森植樹祭」の開催を通じ、市民や事業者・

団体が行政と一体となって環境保全について考え、

行動に繋げることができる機会の提供に努めていま

す。 

 身近な家庭での取り組みが環境保全に繋がる貴会

の「せっけん運動」は大変意義深く、長年の活動に

敬意を表しますとともに、活動の輪が一層広がるこ

とを祈念いたします。 

 

山口県 

山
口
県 
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シャボン玉月間によせて 

宇部市長  久保田 后子   

宇部市は瀬戸内海に面しており、北部の丘陵地に

は小野湖をはじめとする豊かな自然があふれ、厚東

川や市街地を流れる真締川など、貴重な水辺環境に

も恵まれたまちです。 

本市では、「ＳＤＧｓ未来都市」として、産・官・

学・民が一体となって公害を克服した「宇部方式」

の精神に基づき、ＳＤＧｓのゴール達成に向けて、

豊かな自然環境を次世代に引き継ぐための様々な取

組を進めています。 

水環境の保全については、「親と子の水辺の教室」

や「小野湖清掃作業」など、水質浄化に向けての意

識啓発や水源地の保全活動などを市民や事業所の皆

さんと協力しながら実施しているところです。 

また、水辺の賑わいを取り戻すため「宇部版ミズベ

リング・プロジェクト」として、水辺の新しい活用

の可能性を創造する取り組みも進めています。 

貴会の長年にわたる水環境を保全する取組に深く

敬意を表するとともに、この活動の輪がさらに広が

りますことをご祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 

上関町長  柏原 重海 

「石けんで、手を洗おう♪」これは、私が小学生

だったころ、給食の前に校内放送で流れていた音楽

です。今でも耳に残っているこの歌詞とメロディー

は、当時食べ物が豊富でなかった時代に、楽しみで

あった給食の時間を知らせるものでした。今では、

食品廃棄が社会問題にもなっております。世界では、

今でも飢餓に苦しんでいる人々が大勢いることを考

えますと本当の豊かさとはなんなのだろうかと考え

させられます。 

上関町は、周りを海に囲まれた自然の美しい町で

す。昔ながらの自然環境もたくさん残っております。

なんといっても一番の自慢はきれいな海です。そし

て、このきれいな海で育った魚です。 

貴会が取り組んでおられる「せっけん運動」は、

海の環境保全にもつながる活動として、意義深いも

のであると改めて敬意を表すとともに、あの懐かし

いメロディーを思い出しながら環境保全に取り組ん

でまいりたいと改めて思うところであります。 

 

シャボン玉月間によせて 

下松市長  國井 益雄 

下松市は山口県の南東に位置し、瀬戸内海に面し

ています。山や島の豊かな自然に恵まれ、末武川ダ

ム（愛称米泉湖）、温見ダムという二つの水資源を持

つ住みよいまちです。今年、市制施行８０周年を迎

え、さらに住みよいまちづくりに取り組んでいます。 

本市では毎年ダム周辺の清掃を行っており、今年

も多くのゴミを回収しました。地道な活動ですが、

確実に環境保全に結びついていると実感しています。  

これからも環境保全の意識を常に持ち、次世代にこ

の豊かな自然を引き継いでいけるよう努力してまい

ります。 

最後に貴会が「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、

さらなるご発展を心からお祈り申し上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

山陽小野田市長   藤田 剛二 

 山陽小野田市は山口県西部に位置し、２級河川で

ある厚狭川及び有帆川が瀬戸内海に流れています。

工業都市として発展してきた本市では、公害対策の

時代から水質汚濁に取り組んで参りました。 

 今日では合成洗剤の使用抑制のため、アクリルた

わし配布等の生活排水対策に取り組んでおり、市民

の皆様が水質環境保全を身近に感じられるよう「親

と子の水辺の教室」を始め、様々な機会を活用して

います。 

 このような状況の中で貴会が推進するせっけん運

動は、合成洗剤の使用を見直し、環境や健康にやさ

しい取り組みとして非常に有意義なものであります。 
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 今後の貴会の繁栄とせっけん運動の益々の広がり

を、ご期待申し上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

         下関市長  前田 晋太郎 

下関市は、関門海峡を挟んで、東に周防灘、西に

響灘と３方が海に開かれ、木屋川をはじめ大小の河

川が市内各所を流れるなど、豊かな自然と水環境に

恵まれた土地です。 

本市では、「地域で育み 未来へつなぐ 自然と歴

史が共生する海峡都市 しものせき」を目指し、市

民の皆さんを対象に「環境教室」や「サマー・キッ

ズエコフェスタ」の開催など、自然環境の保全と環

境負荷の少ない循環型社会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石けん運動は、

身近な環境保全活動として大変意義深いものです。

これまでの献身的な活動に対して深く敬意を表しま

すとともに、活動の輪がさらに大きく広がることを

心から祈念いたします。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

周南市長   藤井 律子 

周南市は、山口県東南部にある人口約 15万人のま

ちです。北部は中国山地に面し自然豊かな田園地帯

が広がり、南部は瀬戸内海に面し石油化学コンビナ

ートと共に発展し、緑の多い街並みが保全されてい

ます。 

本市では、浄化槽設置費の助成において市費の上

乗せ 9割補助により、平成 22～26年度に集中的に

752基の整備を行いました。その後は、下水道計画

区域の見直しにより新たに浄化槽整備になった区域

において、3年限定で 9割補助を実施し、水環境の

保全を図っています。 

貴会におかれましては、生活の中で水環境保全を

目指す活動に長年取り組まれており、このことに深

く敬意を表しますとともに「せっけん運動」の輪が

益々広がっていくことを心より祈念いたします。 

 

シャボン玉月間によせて 

周防大島町長  椎木 巧  

 周防大島町は、山口県東南部の瀬戸内海に浮かぶ、

自然が豊かで元気なお年寄りの多い「長寿の島」、「

生涯現役の島」です。 

本町では、総合計画の柱である「にこにこのあるま

ちづくり」として、「自然環境の保全」、「上下水道の

整備」、「生活衛生環境の整備」を掲げ、山から海ま

でつながる豊かな自然環境を後の世代に引き継ぐた

め、地域の清掃活動支援、下水道処理区域の拡張、

合併処理浄化槽設置費用の嵩上げ補助など、環境・

水質保全に対する取組みを積極的に行っています。 

貴会の、長年にわたる水環境の保全・向上に向けた

取り組みに敬意を表しますとともに、今後ますます

「せっけん運動」の輪が広がることを心からお祈り

いたします。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

光市長  市川 熙 

光市は、「森林浴の森日本 100 選」、「日本の渚百

選」、「日本の白砂青松 100選」に選定されている室

積・虹ケ浜海岸や、市民や水鳥の憩いの場である母

なる川島田川をはじめとした、先人たちが守り育て

てきた水や緑の豊かな自然環境に恵まれたまちで

す。 

市では、ふるさとの豊かな自然に感謝するととも

に誇りとして後世に引き継ぐため、全国で初めて

「自然敬愛都市」を宣言し、人と自然が共生するま

ちづくりを進めています。 

水環境では、下水道整備や浄化槽の設置促進、「ク

リーン光大作戦」、「水道まつり」の実施など、市民

総参加で保全活動や環境学習に取り組んでいます。 

貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意

を表しますとともに、活動の輪がさらに広がること

を心から祈念いたします。 
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「シャボン玉月間」によせて 

防府市長  池田 豊 
漂泊の俳人と呼ばれる「種田山頭火」は、一級河

川・佐波川の恵み豊かな防府で生まれ育ち、各地を

旅する中で水を詠んだ句を数多く残しています。 

 

あるいて水音のどこまでも 

ここに住みたい水をのむ 

こころおちつけば水の音 

こんなにうまい水があふれている 

ふとおもいでの水音ばかり 

 

自然の恵みの大切さを忘れず、防府の豊かな水環

境を引き継いでいくために、自然環境の保全に取り

組んで参ります。 

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、今後さらに発展されることを心からご期待申し

上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

柳井市長  井原 健太郎 

本年１０月６日（日）に､今年で５回目を迎えるサ

イクリングのイベント「2019サザンセト・ロングラ

イド inやまぐち」が開催されます。全国からお越し

になる約 1,300人のサイクリストには、多島美を誇

る瀬戸内海や河川、市街地周辺の山々など、本地の

豊かな自然を満喫していただきたいと思っています。 

このような恵まれた美しい自然環境を次世代に引

き継いでいくために毎年開催している「親と子の水

辺の教室」には、多くの親子が参加しています。そ

して、身近な河川で水生生物などを楽しく遊びなが

ら観察し、生き物や川の流れについて学習すること

により、水や自然をいたわる優しい心づくりや、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。 

シャボン玉月間によせて 

         山口市長  渡辺 純忠 

山口市は椹野川をはじめとした多くの清流を有し

ており、河川流域一帯は、国の天然記念物「山口ゲ

ンジボタル」の発生地をはじめ、豊かな生態系や貴

重な植物群落が数多く残されています。 

この多様な自然環境を次世代に継承していくため

に、「椹野川水系クリーンキャンペーン」を開催し、

清掃活動や河川美化等に関する意識啓発を推進する

とともに、「水辺の教室」の開催等の環境教育を通じ

て、水質保全や河川、海の美化等に関する意識啓発

を行っております。 

貴会の「石けん運動」は大変意義深いものであり、

これまでの貴会の活動に対し、心より敬意を表しま

すとともに、今後ますます活動の輪が広がることを

心から期待いたします。 

 

「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、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。 

 結びに、貴会の水環境を保全する活動に対しまし

て、心から敬意を表するとともに、今後ますますの

ご発展を祈念いたします。 
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

            赤村長  道 廣幸 

 赤村は、福岡県の東部に位置しており、英彦山を

源流とした今川が流れ、緑豊かな大自然に恵まれた

村です。 

 本村は、県内有数の良質米の産地で、特に美味し

いお米には欠かせない「きれいな水を後世に残す」

をキャッチフレーズに、環境にやさしい村づくりに

取り組んでいます。 

 貴会の長年に亘る「せっけん使用運動」は赤村に

とっても欠かせない取り組みであると深く敬意を表

すとともに、この活動の輪がさらに広がることを心

より祈念申し上げます。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

朝倉市長  林 裕二 

朝倉市は、北部には古処山をはじめとする山々と、

江川ダム・寺内ダムがあり、南部には筑後川が流れ

ている、水と緑の豊かな市です。 

市内には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、また、江戸時代に設けられた山田

堰、堀川用水、三連水車等の灌漑施設により、筑後

川の水を農業用水として活用しています。このすば

らしい環境を次世代へ受け継いでいくために、地元

の保全活動も行われています。 

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、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。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

        芦屋町長  波多野 茂丸 

 芦屋町は、北東部から北西部にかけて響灘に面し

ており、町の中央を流れる遠賀川をはさんだ東側に

は洞山に代表される海食台や断層などの特徴的な海

岸、西側には白い砂浜が広がる海岸と美しく豊かな

自然に恵まれ、水平線に沈む美しい夕日を楽しむこ

ともできます。 

 この貴重な自然環境を将来世代に引き継いでいく

ために、本町では「ラブ・アースクリーンアップ」

や「町内一斉清掃」を行い、町民の皆様と一体とな

って環境保全活動に取り組んでおります。 

 貴会の長年にわたる、「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、今後も活動の

輪が一層広がっていくことを祈念申し上げます。 

 

 

「せっけん使用運動」への応援メッセージ 

飯塚市長  片峯 誠  

 本市では、環境基本計画において「ひと＋自然＋

やさしいまち＝いいづか」という将来像を掲げてお

り、自然と調和した住みよいまちの実現を目指して

います。このようなことから、河川等の水質改善な

ど水環境保全への取組として、廃食用油の回収運動

や公共下水道の促進、浄化槽設置に対する補助金の

交付などを行っています。 

 貴会の長年にわたる水環境保全活動に対しまして、

心から敬意を表しますとともに、今後ますますこの

運動の輪が広がりますことを心よりご祈念申し上げ

ます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて  

         糸島市長  月形 祐二  

 糸島市は、北部と西部は玄界灘、南部は脊振山系

の雄大な山々に面し、県指定天然記念物「はまぼう」

の群落や、カブトガニが生息する泉川河口干潟、九

州最大のオオキツネノカミソリの群生地である井原

山など、多彩な自然環境を有しています。 

 この豊かな自然環境を守るため、本市では、平成

２７年度に策定した「糸島市環境基本計画（後期計

画）」に基づき、環境保全の取り組みを進めています。 

 貴会の長年のご活動に深く敬意を表し、活動の輪

がさらに広がることを心よりご祈念申し上げます。 

 

 

 

福岡県 
福
岡
県 
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うきは市長  髙木 典雄 

 うきは市は、福岡県の南東部に位置し、南に耳納

連山、北に筑後川が流れる自然に恵まれた水と緑と

フルーツのまちで、環境省の名水百選に選ばれた「清

水湧水」、林野庁の水源の森百選に選ばれた「調音の

滝周辺」、農林水産省の疎水百選に選ばれた「大石用

水」を有しています。この豊かな水環境を次世代に

引き継いでいくため、地下水や河川の保全に必要な

活動を継続的に行っているところです。貴会の長年

に渡る水環境を守る活動に敬意を表しますとともに、

活動の輪が大きく広がりますことを祈念申し上げま

す。 

 

 

宇美町長  木原 忠 

 宇美町は、福岡都市圏にありながら、町域のおよ

そ６割を森林が占める豊かな自然と、多くの歴史

的・文化的資源に恵まれています。 

 ２０２０年１０月には、町制施行１００周年を迎

えます。これからの１００年のためにも、豊かな自

然や水環境の保全に努めてまいります。 

 貴会の長年にわたる水環境保全活動に心から敬意

を表しますとともに、今後ますますの活動の輪が広

がりますことを祈念申し上げます。 

 

 

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。本市では、この豊かな環境を子供たちに

繋いでいくために「大川市第５次長期総合計画」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

の保全に取り組んでいます。 

貴会の「せっけん使用運動」に敬意を表しますと

ともに、今後この活動がますます発展していくこと

を心よりご祈念申し上げます。 

 

 

 

 

大木町長  境 公雄 

大木町では、生ごみやし尿、廃プラスチックなど

を資源として活かす資源循環のまちづくりに町民と

一緒に取組んでいます。 

 「せっけん使用活動」は、本町が掲げる「魅力的

な顔をもつ水と緑の町」を実現するための欠かせな

い取組で、本町では食用廃油を収集し、液体せっけ

んとして作製して普及に努めています。 

 最後に、貴会が取組まれている「せっけん使用運

動」による水環境保全に対する理解が深まり、今後

ますます活動の輪が広がっていくことをご祈念申し

上げます。 

 

大野城市長  井本 宗司 

 大野城市は、古くから博多と大宰府を結ぶ交通の

要衝として栄え、市内を流れる御笠川、牛頸川が中

心部で合流し、東北部の四王寺山や乙金山、南部の

牛頸山に囲まれた自然豊かなまちです。 

 この貴重な自然環境を次世代に引き継ぐために、

河川のクリーンウォークを行う「御笠川・牛頸川・

平野川フェスタ」を実施しているほか、牛頸川の清

掃活動やホ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。 

 貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、

本市の水環境保全に対する理念に通じるものであり、

活動の輪がさらに広がりますことをご祈念申し上げ

ます。 

 

水環境保全に対するメッセージ                           

大牟田市長  中尾 昌弘 

 大牟田市は、福岡県の最南端に位置し、海と山に

囲まれ豊かな自然に恵まれた、自然災害の少なく温

暖な気候のまちです。本市では、「誰もが住みやすく、

あらゆる世代が成長できるまち」となるよう、様々

なまちづくりに取り組んでいます。 

 その１つとして、公共下水道の整備や浄化槽の普

及促進と併せ、各家庭での生活排水対策の啓発を行

っております。 

 良好な水環境の保全を図り、より良い環境を次の

世代へ引き継いでいく活動をされている貴会の取り

組みに対し、深く敬意を表し、皆様方の今後ますま

すのご活躍を心より祈念申し上げます。 
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

         岡垣町長  宮内 實生 

 岡垣町は南西部に孔大寺山や城山などが連なり、

そこから北部の響灘に面する三里松原にかけて降り

そそいだ雨が地下水となり、町の水道水源として利

用されています。 

 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

ミネラル分を多く含んでいることや５０年から１０

０年かけて地下に浸透した水であることが確認され

ました。 

 「水」は私たちにとって欠かすことのできないも

のであり、貴会の水環境を守る長年の「せっけん運

動」活動に敬意を表しますとともに、今後この活動

の輪が一層広がります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」応援メッセージ 

小郡市長  加地 良光 

 小郡市は、宝満川や花立山、広大な田園といった

緑豊かな自然に恵まれるとともに、小郡官衙遺跡群

をはじめとした多くの遺跡や古墳が残るまちです。 

 小郡市では、受け継がれてきた美しい自然環境を

次世代に残し、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、行政・市民・事業者が一体と

なってリデュース、リユース、リサイクルの 3R 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う

つとめています。あわせて、河川美化運動等の取組

を実施し、多くの市民や団体の皆様に積極的に参加

していただいております。 

また、市内に、七夕の織姫・その恋人牽牛、それ

ぞれを祀る 2 つの神社が川を挟んであることから、

七夕の物語やお祭りが古くから地域で親しまれてい

た「七夕の里」でもあります。 

 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。 

 

 

 

美しい水の環境を目指して 

          遠賀町長  古野 修 

 遠賀町は、さまざまな河川等を有する「水と緑」

のまちで、飲用はもちろん、豊かな農地を支える水

の役割は大変に重要です。そのため、年２回の水質

調査や清掃活動などの取り組みのほか、遠賀川漕艇

場での「おんがレガッタ」の開催や絶滅危惧種のオ

ニバスの再生など、住民の水への関心は非常に高い

ものがあります。その意味で大変意義のある「せっ

けん使用運動」が広がり、美しい水の循環につなが

ることを期待しております。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

嘉麻市長  赤間 幸弘 

嘉麻市は、緑豊かな山々と遠賀川をはじめとした

河川が流れる、自然に囲まれたまちです。  

本市では、環境基本計画において「豊かな自然と

共生する遠賀川源流の心やすらぐまち」を目指す環

境像を掲げ、合併浄化槽の一部補助等生活雑排水の

処理の推進を行っています。 

 貴社が取り組まれている「せっけん運動」を通じ

て、水環境保全の理解が深まり、活動の輪がますま

す広がっていきますよう心からご祈念申し上げます。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

                                  

川崎町長  原口 正弘 

 川崎町は福岡県のほぼ中央に位置し、南に英彦山、

北に福智山を仰ぎ、町の中央を南から北に中元寺川

が流れています。川沿いには美しい田園風景が広が

り、自然豊かな町です。 

 本町では、平成３１年４月に「川崎町水環境保全

条例」を制定し、水源保護や水質汚濁防止のための

施策を進めているところであります。 

 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、今後ますます活動の輪が広が

っていくことを祈念いたします。 
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苅田町長  遠田 孝一 

苅田町は、産業都市としての発展を機軸としなが

ら、先人から受け継いだ貴重な歴史、文化、自然な

どを継承し、誰もが安心して、心豊かに暮らせるま

ちづくりを進めております。 

 河川の水質保全においては、町民や各種団体の皆

様との協働でＥＭ活性液の活用や河川の清掃活動等

に取り組み、町内の河川でホタルが見られるほどに

なっています。今後も、苅田町環境基本計画に基づ

き、良好な水環境を次世代へ引き継ぐよう努めてま

いりたいと考えています。 

 貴会の活動により、一人でも多くの皆様が水環境

に関心を持ち、活動の輪がさらに大きく広がります

ことを心よりご期待申し上げます。 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

北九州市長  北橋 健治 

 本市は、公害克服の歴史や国際協力等の取組が評

価され、国連で採択された世界共通の目標であるＳ

ＤＧｓに関して、国から「ＳＤＧｓ未来都市」に選

定されました。ＳＤＧｓの達成には、行政のみなら

ず、市民や企業の皆様、地域が一体となって取り組

むことが必要不可欠です。 

 せっけん使用を通じた水環境保全は、ＳＤＧｓの

１７のゴールのうち、ゴール１４（海洋保全）をは

じめとする多くの目標達成に貢献するものであり、

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、

今後活動の輪がより一層広がりますよう祈念申し上

げます。 

 

鞍手町長  岡崎 邦博 

 鞍手町は、「美しく豊かな自然環境の保全整備」「快

適な住環境整備」を目指して、公共下水道整備事業

や小型浄化槽設置補助事業などの取り組みを行って

います。同時に、環境保全については、行政だけで

なく私たち一人ひとりが環境について考え取り組む

ことも大切です。 

 貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、

誰もが取り組める水環境の保全活動だと思います。

自然の恵みを次世代に継承するためにも、この活動

の輪がさらに広がるよう期待しています。 

 

久留米市長  大久保 勉 

久留米市は、九州一の大河「筑後川」や緑あふれ

る「耳納連山」をはじめ、豊かな自然に恵まれ、多

様な生態系が保たれています。 

このような環境を守っていくため、生物多様性の

周知・啓発や身近な自然に触れてもらう観察会など、

自然環境へ関心を持ってもらえるような取り組みを

進めているところです。 

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

に、多くの人々の水環境保全意識の向上へと繋がっ

ていくことをご期待申し上げます。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

桂川町長  井上 利一 

桂川町は、福岡県の中央部、筑豊地域の南端部に

位置しており、６世紀に造られた国の特別史跡「王

塚古墳」を擁し「文化の薫り高い心豊かなまちづく

り」を基本理念として、人と自然が共生するまちづ

くりを推進しています。 

 豊かな自然環境を持つ本町では、生活雑排水の適

正処理に向けて合併処理浄化槽の設置を推進するな

ど、様々な取り組みを行っています。 

今後、貴会の運動の輪が更に広がっていきますこ

とを心からご祈念申し上げます。 

 

 

上毛町長  坪根 秀介 

 上毛町は河川、山林、里山等豊かな自然に恵まれ

ており、私たちの生活環境の向上に重要な役割を果

たしています。こうした自然の恩恵が次世代も同様

に享受できるよう、生ごみの減量化による資源循環

や、自然と身近に触れ合える公園の整備など、環境

に配慮した生活様式への転換を促進しています。 

 貴会が長年取り組まれている「せっけん運動」は

本町の環境保全に対する理念と通じるものであり、

今後さらに充実しますことを祈念致します。 
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

         古賀市長  田辺 一城 

 古賀市では、「未来に引き継ごう 人と自然と愉し

く共生する 環（わ）のまち こが」をめざし、市

民や事業者、環境保全を主な目的とする市民活動団

体「ぐりんぐりん古賀」との「共働の環」を広げ、

水環境の保全を含めたさまざま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

保全に対する理解を深め、今後ますます活動の環が

大きく広がりますよう心より祈念いたします。 

 

 

篠栗町長  三浦 正 

篠栗町は福岡都市圏の東部に位置し、町の中央を

多々良川が横たわる水と緑の町であります。この川

は、南北朝時代の足利氏と菊池氏の多々良川の戦い

をはじめ、数々の歴史を見つめてきました。いつま

でも綺麗な川で後世に伝えるために、地域や小中学

生が清掃活動を行い水環境の保全に努めています。

このような状況の中で、「せっけん使用運動」は本町

にとって大変有意義なものであります。これからも、

この運動がより充実したものになることを心から祈

念します。  

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

    新宮町長  長﨑 武利 

紺碧の玄海灘と緑豊かな立花山の自然美に囲まれ

た新宮町。都市機能と豊かな自然の調和がまちの魅

力です。未来の子どもたちにもこの恵まれた環境を

引き継ぐため、自然と環境を守り、育て、快適に暮

らせるまちづくりを進めています。今後も町民・事

業者・行政が一体となって自然環境の保全に努めて

まいります。 

貴会の水環境保全に対する取組みは、行政といた

しましても大変心強いところであります。「せっけん

運動」の輪がより一層広がりますよう心から御期待

申し上げます。 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

         添田町長  寺西 明男 

 添田町は、日本三大修験山である英彦山を有する

自然環境の豊かなまちです。彦山川・今川・中元寺

川の主要三水系は、住民の生活用水や農業用水の水

源として活用されており、水環境の保全は健康で快

適な生活環境の確保や地域づくりの観点からも極め

て重要な課題です。 

 貴会の「せっけん使用運動」の取り組みが、多く

の方々の環境意識の向上や水環境の保全に貢献され

ておりますことに敬意を表しますとともに、より一

層の活動の広まりを祈念いたします。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

田川市長  二場 公人 

 田川市では、神輿と山笠が川を勇壮に渡る姿が特

徴的な行事「川渡り神幸祭」があり、川と市民の関

わりは、このまちに深く根付いております。 

 そうしたなか、本市では、「第 2 次田川市環境基

本計画」を策定し、環境課題の解決を推進している

ところです。 

 貴会の「せっけん使用運動」は、水環境を守るこ

とにおいて大変有意義なものであります。この取り

組みが今後さらに地域に広がり、環境保全に対する

関心が高まり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 

大刀洗町長  安丸 国勝 

大刀洗町は、福岡県の南部に位置し、レタス、ほ

うれん草、小松菜などの農業を基幹産業として発展

してきました。 

本町では、5 月に「環境美化運動」、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、河川浄化に努めております。 

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。 
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

太宰府市長  楠田 大蔵 

太宰府市は、令和ゆかりの大宰府政庁跡など歴史

的文化遺産に恵まれ、市を縦貫する御笠川をはじめ

鷺田川、大佐野川を有する自然豊かなまちです。 

このように歴史と自然があふれる豊かな環境を未

来に継承するため、本市では第三次環境基本計画に

基づき、市民、事業者、団体等との協働による河川

の清掃活動など水環境保全に努めています。 

長年にわたる貴会の水環境保全活動に敬意を表し

ますとともに、皆様方の活動が今後ますます発展し、

より一層活動の輪が広がりますことを心よりお祈り

申し上げます。 

 

「水環境保全に関するせっけん使用運動」応援メッセージ 

      筑紫野市長  藤田 陽三 

筑紫野市は、山紫水明の地と語られる豊かな自然

に育まれ、先人が築き上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、かけがえのない自然環境を将来の世代へ引

き継がなければなりません。 

 本市では、「第五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 ちくしの」

の実現に向けて、下水道整備による公共下水道の普

及促進や、河川の水質調査を行うとともに、次世代

を担う子どもたちの水環境に対する意識を高めるこ

とを目標に市内河川での生き物観察会を開催するな

どの取り組みを行っております。 

 貴会が永年にわたり取り組まれている「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

から敬意を表しますとともに、更なるご活躍をご期

待申しあげます。 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ                       

筑後市長  西田 正治 

 筑後市は、福岡県南部に位置し、清流矢部川をは

じめ複数の河川から流れるきれいな水に育まれ、た

くさんの穀物や野菜、果物などを生産しています。 

 きれいな水を維持するためには、汚れた生活排水

を流さない、河川や水路の細やかな清掃を行うなど

適正な水の管理が必要です。 

 このため当市では毎年５月に、市民と行政が一丸

となり「川と水を守る運動」を展開しています。こ

の運動は、今年で４０回目を迎え、筑後の豊かな自

然やきれいな水環境を次の世代へと引き継ぐべく取

り組んでいる大きなイベントであり、今後も継続し

ていきたいと考えています。 

 貴会の取り組みは、本市の水環境保全の政策と相

通じるものがあり、心から敬意を表しますとともに、

皆様の今後益々のご活躍を祈念申し上げます。 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

東峰村長  澁谷 博昭 

東峰村は、福岡県中央部の東端に位置し、総面積

約 52 ㎢のうち山林原野が約 86％を占めています。 

急峻な渓谷から生み出される清流大肥川は、本村

の中央部を南流し、東側から流れ込む宝珠山川と合

流し、母なる筑後川へとそそぐ豊かな水源となって

います。 

「せっけん使用運動」は、豊かな水資源環境を後

世に繋ぐ活動として、大変意義深いものと考えてお

ります。 

今後もますます運動の輪が広がって行きますよう

に心より祈念申し上げます。 

 

 

「せっけん運動」応援メッセージ 

那珂川市長  武末 茂喜 

 那珂川市は、市の南部を源流とする那珂川及び九

千部・背振山系からなる自然に恵まれた豊かな市で

す。 

 本市では、昨年度、これまでの環境施策の取り組

み実績や検証を踏まえ、那珂川市第 2 次環境基本計

画の中間見直しを行い、本計画のめざす環境像の実

現に向けて、市民や関係団体・業者の皆様と協働し

ながら環境保全の取り組みを進めているところです。 

 貴会が取り組まれておりますこの「水環境保全に

対するせっけん使用運動」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。 
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中間市長  福田 健次 

 中間市は、福岡県の北部に属し、福岡市と北九州

市の中間（ちゅうかん）に位置しています。 

 当市は皆様のおかげで、昨年度無事に市制施行６

０周年を迎えることができました。これからも心新

たに「きれいな水、いきいきとした緑、昔を感じる

歴史、愛にあふれ、住みよいまち なかま」を目標

に掲げ各環境分野の施策に取り組んでまいります。 

 貴会が環境保全運動に長年取り組んでおられます

ことに深く敬意を表しますとともに、皆様の今後ま

すますのご発展をご祈念申し上げます。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

直方市長  大塚 進弘 

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、彦山川と美しい自然に恵まれ

た水と緑があふれるまちで、チューリップフェアや

夏の花火大会開催と水辺の恩恵を受けております。 

 こうした環境を少しでも次世代へ残せるよう河川

敷の清掃活動やこども達を対象にした環境学習、地

域コミュニティにおける清掃活動支援を行っており

ます。 

貴会が長年取り組まれている水環境啓蒙運動に賛

同するとともに今後の益々のご発展を心より祈念い

たします。 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

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

統文化等を育む、豊かな自然に囲まれています。 

豊かな自然を次世代へと受け継いでいくため、環

境施策のひとつに「自然と共生する快適なまち」を

掲げ様々な水質改善の取り組みを行っております。 

貴会の長年にわたる水環境を守る活動に深い敬意

を表しますとともに、今後のさらなるご活躍をご祈

念申し上げます。 

 

 

シャボン玉月間に寄せて 

       福岡市長  髙島 宗一郎 

 福岡市は「人と環境と都市活力の調和がとれたア

ジアのリーダー都市」をめざし、人と地球にやさし

い、持続可能な都市づくりにチャレンジしています。 

 特に今年は市民・企業・行政が協力して行う地球

環境美化活動である「ラブアース・クリーンアップ」

を環境省が実施するプラスチックスマートキャンペ

ーンの一環として実施するなど、海洋プラスチック

問題の解決に向けて積極的な取組みを進めていると

ころです。 

貴会の長年に渡る環境保全活動に敬意を表します

とともに、今後の更なるご活躍を心より祈念いたし

ます。 

 

福智町長  黒土 孝司 

福智町は福岡県の中部から北東よりに位置してお

り、町の中央部を流れる彦山川と中元寺川、標高 901

メートルの秀麗な福智山など、豊かな自然に彩られ

ながら、これらの魅力を生かしたまちづくりを展開

しています。 

本町では「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。 

貴会の長年にわたる水環境保全活動に心から敬意

を表しますとともに、美しい自然を次世代へ引き継

ぐ環境活動の輪がますます広がっていくことをご祈

念申し上げます。 
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福津市長  原﨑 智仁  

福津市は今、豊かな自然環境と利便性のバランス

のよさで、子育て世代を中心に多くの人が移り住み、

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、環境負荷の少ない持続可能なまちづ

くりを目指していきます。 

 各種団体や個人ボランティアの皆さまが積極的に

行っていただいている環境美化や自然環境保護の活

動に対し感謝申し上げますとともに、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します。 

 

 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

豊前市長  後藤 元秀 

 プラスチックによる海洋汚染が、世界規模の問題

として浮かび上がっています。以前から、海に囲ま

れた日本では、各種のプラスチック、破砕されて微

小化したマイクロプラスチックが海洋環境、とりわ

け水生動物や魚介類に甚大な危害を与え、ひいては

人類にも多大に長期に悪影響をもたらす危険性が指

摘されてきました。ようやく、みんなが気付いてく

れたか、との想いです。 

 こうした世界規模の環境汚染は、気づいたからと

すぐに解決できることではありません。石油など化

石燃料由来のプラスチックをバイオマス系に切り替

えるなど身近なところから取り組むしかありません。

毎日使われている風呂や台所などの化学洗剤でも同

じことが言えるのではないでしょうか。環境と、未

来に負荷、負担をかけないせっけん使用の大切さを、

改めて感じています。 

 

 

 

 

 

応援メッセージ 

         水巻町長  美浦 喜明 

 水巻町は、遠賀川流域に広がる平地の北部に位置

し、町内には遠賀川をはじめ、堀川や曲川などが流

れ、住民の生活、文化と深い結びつきを持つ貴重な

地域資源であると同時に重要な役割を担っています。 

 本町では、これまでも、環境基本計画等の中でも、

水環境の保全を重要なテーマとして位置づけ、各種

施策を展開し取り組んで参りました。今後も環境意

識の啓発を行い、住民・行政・事業所が一体となっ

て取り組める体制づくりを推進し、広域的な連携に

も取り組んでまいります。 

 貴生協の長年にわたる「せっけん使用運動」に深

い敬意を表するとともに、今後のさらなるご活躍を

ご祈念申し上げます。 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

宮若市長  有吉 哲信 

宮若市は、福岡市と北九州市の両政令市のほぼ中

間に位置し、犬鳴川と八木山川が流れる、水と緑に

恵まれた地域です。水環境については、宮若市環境

基本計画でも重要項目となっており、市民の関心も

高く、小学生の水辺教育、遠賀川ゴミゼロ作戦、環

境クリーン作戦など水環境保全につながる取組みを

行っています。 

貴会の長年にわたる水環境を守る活動に敬意を表

しますとともに、活動の輪がますます広がりますこ

とを祈念申し上げます。 

 

「環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ   

        宗像市長 伊豆 美沙子 

 宗像市では２０１７年に「神宿る島」宗像・沖ノ

島と関連遺産群が世界文化遺産に登録されました。

これは先人たちが貴重な遺産群、そしてこれらを取

り巻く豊かな自然を現在に至るまで大切に守り繋い

できた賜物です。 

 「宗像国際環境１００人会議」の開催など、先人

たちの想いを受け継ぎ地球環境の改善に積極的に取

り組む本市といたしましても、「せっけん使用運動」

の想いに共感し、本活動の輪がさらに広がりますこ

とを心から祈念いたします。 
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

         柳川市長  金子 健次 

 柳川市は、福岡県南部、筑後平野の西南部に位置

し、北西は筑後川、南東は矢部川という一級河川が

流れ、南部は有明海に面しています。 

 また、市内にはおよそ９３０ｋｍに及ぶ掘割がめ

ぐり、独特な景観を醸し出し、特に水郷柳川の川下

りは、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。このように柳川市は、良好な水資源

が欠かせないまちであり、水環境の保全は生活、農

漁業、観光などすべてにおいての重要な政策となっ

ております。 

 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

非常にありがたいことであります。 

 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。 

 

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ  

      八女市長   三田村 統之   

 本市は福岡県の南部に位置しており、矢部川の清

らかな水と自然環境に恵まれた地域です。 

 私たちは、先人たちの努力によって守り育まれた

水環境を次世代へ引き継ぐ責務があります。今後も

市民、市民団体、事業所の皆さんと行政が協働し水

環境保全の取組みを進める所存です。 

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表する

とともに、この活動がより多くの方々の環境意識の

向上に繋がることをご祈念申し上げます。 

 

行橋市長   田中 純 

 行橋市は、温暖な気候と海･山･川の自然に恵まれ、

京築の中心都市として発展しています。 

 この豊かな風土を守り、次世代を担う子ども達に

美しい自然環境を引き継ぐため、環境基本条例等に

おいて行政・事業者・市民それぞれの責務を定め、

一体となった環境保全を推進しています。貴会の活

動は、私たち一人ひとりの環境意識の向上に繋がる

取り組みであり、こうした貴会の活動に深く敬意と

感謝の意を表しますとともに、このすばらしい活動

の輪が更に広がることをご期待申し上げます。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」によせて 宮崎県 

 

          大村市長  園田 裕史 

 大村市は、長崎県のほぼ中央に位置し、緑豊かな

多良山系と、「琴の海（ことのうみ）」と称されるほ

ど波静かな大村湾に囲まれた都市です。 

 その大村湾は、閉鎖性海域のため海水の循環が悪

く、水質が改善しにくいという特徴も有しています。 

そのため、環境保全活動に対する意識の向上を目的

として、「リバーウォッチング」「大村湾ウォッチン

グ」などの子ども向けの体験イベントや、ボランテ

ィアによる「エコ石けんづくり」「大村湾沿岸一斉清

掃」等を行っています。また、公共下水道の整備や

合併処理浄化槽の設置促進にも積極的に取り組み、

現在では、汚水処理人口普及率は９８．８％と県内

でも高い普及率となっています。 

今後も、市民との協働による大村湾の水質改善に向

けた継続的な取組を進めていきます。 

 最後に、貴会の長年に渡る水環境保全の取組みに

敬意を表しますとともに、今後ますます活動の輪が

広がりますことを祈念いたします。 

 

シャボン玉月間に寄せて                            

佐世保市長  朝長 則男 

佐世保市は、「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟認

定を受けた九十九島湾や、リアス海岸と大小の島々

からなる西海国立公園九十九島など豊かな自然に囲

まれた街です。 

昨年７月には、その豊かな自然の中で育まれた文化

的伝統を持つ「黒島の集落」が、「長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産の一つとして、

世界文化遺産に登録されました。 

本市では、これらのかけがえのない豊かな自然環境

長崎県 
長
崎
県 
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を守るため、「佐世保市環境基本計画」を策定し、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。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

               時津町長  吉田 義徳                                         

 時津町は長崎市に隣接し、国道沿いには商業施設

や飲食店等が立ち並び賑わいを見せる一方、波静か

な大村湾や県立自然公園に指定された鳴鼓岳等を有

する自然豊かなでコンパクトな町です。 

 本町では、長崎県の再生砂による浅場造成実証試

験事業に参加し、大村湾の水質浄化に取り組むとと

もに、町民やボランティア団体との協働による町内

清掃など、環境美化活動を推進しています。        

また、美しい町を後世に残すためにも、貴会による

環境負荷の少ない石けんを使用する取り組みなど、

それぞれの住民が環境保全への意識を高めることは

重要であると考えております。 

 最後に、貴会の活動に敬意を表しますとともに、

益々活動の輪が広がることを祈念いたします。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

長崎市長  田上 富久 

長崎市は、山と海に囲まれた恵み豊かな自然環境

と、異国情緒あふれる文化遺産がおりなす魅力ある

街です｡ 

 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る

ために、様々な取組を進めております。 

 そのような中、寄稿のご依頼があったこの時期、

市民は各地でホタルの飛翔を楽しんでいます。本市

といたしましても、市民のみなさんが自然とふれあ

いながら環境への意識を高めていただけるよう、地

域やホタル愛護団体のご協力を得ながら積極的にホ

タルの飛翔情報を発信しています。 

 最後に、長年に渡る貴会の活動に深く敬意を表す

とともに、今後ますます活動の輪が広がりますこと

を祈念いたします。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

             長与町長  吉田 愼一 

長与町は、三方を山に囲まれた盆地や丘陵地帯に市

街地が広がり、その中心部を長与川が流れ、波穏や

かな大村湾に注がれています。身近な里山や波静か

な大村湾、青い海に点在する島々といった美しい自

然環境が町の個性として光り輝いています。 

本町は、こうした自然環境を町の普遍的な財産とし

て後世に引き継いでいくために、豊かな自然環境を

まちの財産として保全します。具体的な取り組みと

して、大村湾沿岸の清掃活動の実施、大村湾・長与

川等の定期的な水質検査等を行っております。 

貴会の水環境の保全活動に敬意を表しますと共に、

今後とも貴会の活動がますます広がりますよう、ご

祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

     南島原市長  松本 政博 

南島原市は、島原半島の南東部に位置し、雲仙天草

国立公園をはじめ、戸の隅の滝、鮎帰りの滝、谷水

棚田、白浜・前浜海水浴場など、水と緑の自然豊か

なまちです。 

市では、これらの美しい自然環境を守り育てるため、

ＥＭ活性液を活用した河川の水質浄化、廃食用油を

利用した石けんづくり、児童生徒への海・川の水質

保全教育のためのイルカウォッチングなど、市民と

一体となった活動を展開しています。 

これらは地道な活動ではありますが、市民協働によ

る活動を持続させることが、自然・環境への意識を

高めていくものと思っております。 

結びに、今後も貴会の活動のネットワークが拡大さ

れ、環境保全に対する国民の意識が高まることを祈

念いたします。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」 市長メッセージ 

阿蘇市長  佐藤 義興 

石けんの利用促進をはじめとした環境にやさしい暮

らし方を推進される貴組合の活動に心から敬意を表

します。 

阿蘇市では、「阿蘇の自然と共生する住・環境の形成」

を目指し、阿蘇の自然環境を維持・保全し、後世に

引き継ぐための施策に取り組んでいます。 

阿蘇地域は、「九州の水がめ」と称されるほど九州の

主な河川の源流域です。 

この豊かな水資源を将来にわたり安心して活用でき

るよう守ることは、源流域に暮らす私たちの使命で

あり、今後も環境保全活動を積極的に行って参りま

す。 

水環境の向上は、その大切さを一人ひとり意識する

ことが不可欠です。 

貴組合の取り組みが、美しい自然を未来世代に引き

継ぐ礎となり、今後も益々発展されることを祈念い

たします。 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

天草市長 中村 五木 

天草市は周囲を美しい海に囲まれ、古より自然の

恩恵を受けて発展してきました。「イルカが泳ぐ藍の

海」や「ホタルが乱舞する美しい川」など、豊かな

自然の中に多種多様な生物が生息・生育しています。 

そのため本市では、「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

おり、市内各地で自主的な道路清掃や海岸・河川清

掃など、自然と調和した美しい文化的景観を守る活

動が、地域ぐるみで活発に展開されています。 

貴会の長きに渡る活動に対して敬意を表しますと

ともに、活動の輪が多くの方々に支持され、世代を

超えて一層広がりますことを期待し、貴会の今後

益々のご活躍ご発展をご祈念申し上げます。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

荒尾市長  浅田 敏彦 

荒尾市は東に小岱山、西にラムサール条約湿地に

登録された、単一の干潟としては国内有数の広さを

誇る荒尾干潟がある自然豊かなまちです。 

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、海や川の環境

や生活排水に関する学習、干潟での清掃活動を行っ

ております。また、河川や海の水質改善として合併

処理浄化槽の設置、転換を推進しております。 

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。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

  小国町長 渡邉 誠次 

 阿蘇郡小国町は筑後川の源流に位置しており、都

市部へと安全で豊かな水を送り出す上流地域として

の役目を担っていると思います。 

 恵まれた森や水源を持つ小国町では、町を挙げて

保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。 

 貴会の水環境保全への活動に敬意を表するととも

に、保全された水環境が後世に引き継いでいけるこ

とを期待し、ますますのご発展を祈念いたします。 

  

 

 

熊本県 
熊
本
県 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

菊陽町長  後藤 三雄 

 石けんの利用を勧めることで、水環境を保全され

ております貴団体の活動に対し心より敬意を表しま

す。 

 菊陽町は安全で良質な水を供給するために、大津

菊陽水道企業団による施設や設備の計画的な維持、

整備、運用に協力して、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を購入される

町民には補助金を交付しています。これらの推進を

することで、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。 

 人にも環境にも優しい石けんを使用することは、

私たちの未来を守ることにつながる素晴らしい活動

です。 

 最後になりますが、貴会の活動の輪がこれからも

広がり、ますますご発展されますよう心よりご祈念

申し上げます。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

玉東町長  前田 移津行   

玉東町は、熊本市の西に位置し、農業を基幹産業と

する人口 5千人足らずの町です。みかんの生産が盛

んで、町南部の丘陵地では、初夏になるとみかんの

白い花が一斉に咲き山一面に甘い香が漂います。ま

た、西南戦争の激戦地である横平山や吉次峠などが

あり、近代日本の幕開けの舞台となったところでも

あります。 

 当町では、水環境の取組として、町民と共同で取

り組む廃油回収や、河川一斉清掃を通じて、水環境

への意識向上に努めています。また、河川の水質汚

濁の原因である生活排水対策として、合併浄化槽の

普及促進にむけた取り組みも行っているところで

す。 

 貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後益々

のご発展とご活躍を心より祈念いたします。 

 

シャボン玉月間に寄せて 

熊本市長  大西 一史 

熊本市は、九州の中央に位置し、東に阿蘇、西に

有明海を望む水と緑の豊かなまちです。特に、７４

万市民の水道水源の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。 

本市では、２０２０年１０月に、アジア・太平洋

地域の水問題に関する国際会議であるアジア・太平

洋水サミットが開催されます。これまで取り組んで

きた地下水保全活動や熊本地震からの復旧・復興を、

国内外に広く PRしてまいりたいと考えております。 

貴会の水環境保全への取組を通して、より多くの

皆様が環境保全に関心を持ち、活動の輪がさらに広

がりますよう心から祈念いたします。   

                                 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

合志市長  荒木 義行 

石けんの利用促進を通じ、環境を守る取組みを推進

される貴団体に敬意を表します。 

さて、本市には、北に菊池川の支流である上生川や

塩浸川、南には坪井川支流の堀川が流れており、廃

油せっけんのＰＲや河川清掃活動などによる水環境

の保全に取り組んでいるところです。 

また、塩浸川では例年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。 

このように、豊かな水環境に恵まれており、これを

次世代へ繋げていくことが私たちの使命であると考

えています。 

最後になりましたが、貴団体のますますの活動の輪

が広がって行くことをご祈念申し上げ、メッセージ

とさせていただきます。 
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

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

努めておられます貴団体の活動に心から敬意を表し

ます。 

 玉名市では、天水地区に石けん加工施設を設置し

ています。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。

施設を利用していただくことを通じて、水環境の大

切さをより身近に感じてもらうことができればと考

えています。 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」を通して

一人ひとりが環境を意識し、暮らしを見なおすきっ

かけとなることを願っています。 

今後も貴団体のより一層のご活躍に心からご期待申

し上げます。 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」メッセージ 

長洲町長  中逸 博光 

 

長洲町は熊本県北西部に位置し、有明海に面した自

然豊かで、造船業やサッシ業等の企業を有する工業

の町であり、全国有数の金魚の町でもあります。 

この自然と産業が融和した環境を未来へ残すため、

当町では企業等と公害防止に関する協定の締結や、

福岡大学とフルボ酸鉄シリカ資材を活用した干潟再

生への取り組みを行うなど、有明海などの水質保全

を図っております。また下水道普及率は県内トップ

クラスの約96％であり、生活排水の適正な処理によ

る、町民の皆様の保健・衛生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

有意義な活動であると認識しております。貴会が今

後益々発展いたしますことを心より祈念申しあげま

す。 

 

「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

位置しており、総面積の 85％が森林原野で占められ

ています。 

  自然と調和した「きよらの郷」をテーマに、農

業・林業・観光業を営んできました。「きよら」とい

う言葉には「きよらかに美しい」という意味があり、

きよい里（環境）・きよい品（物）・きよい心（人）

を実現し、豊かな社会を作り出していきたいと願っ

ています。 

  本町も河川沿いの清掃活動や、水質検査を行い

水環境の保全に日々努めています。 

  石けんの利用を通して、水環境の保全を行う貴

会の活動に敬意を表し、今後の発展を祈念致します。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ 

          八代市長  中村 博生 

 

八代市は、一級河川「球磨川」が育む豊富な地下水、

干潟や里山、広大な平野など、多様で豊かな自然環

境の恩恵を享受しながら、田園工業都市として発展

してまいりました。 

 本市では、本年２月に「第２次八代市環境基本計

画」を策定し、計画に掲げた環境像「人と自然が調

和するまち やつしろ」の実現を目指し、生活排水対

策の推進や地下水保全を通して、市民や事業者、市

民団体の皆様とともに、この恵まれた水環境を保全

してまいりたいと考えております。 

貴会の長年にわたる「石けん運動」に敬意を表しま

すとともに、多くの方々がこの活動に賛同され、水

環境を保全する行動の輪がさらに広がりますことを

心からご祈念申し上げます。 
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「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、広大な宇佐平

野を南北に貫流する駅館川や、山あいの渓流に架か

る日本一の石橋群、遠浅の干潟が広がる周防灘の海

岸線など、水と人々の生活が結びついた多くの美し

い景観に恵まれています。 

私たちは、古来より海や山、川などの自然と共生

し、歴史や文化を育んできました。今こそ、私たち

の生活が自然の恵みに支えられてきたことを再認

識し、このかけがえのない自然を共通の財産として

次世代へと引き継いでいかなければなりません。 

水環境の向上には、一人ひとりの地道な取り組み

が不可欠です。せっけん運動を通じ、多年にわたり

水環境の保全に尽力されている貴会の活動が、今後

ますますご発展されますことを心からご祈念申し

上げます。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

臼杵市長  中野 五郎 

 臼杵市は、豊後水道を臨む美しいリアス海岸と豊

かな山林、田園風景が広がり、国宝臼杵石仏のほか、

中世では南蛮交易で名を馳せ、武家屋敷などの風情

を今も留める自然豊かな「日本の心が息づくまち」

です。 

当市では、平成３１年３月に策定した臼杵市環境

基本計画において、将来の環境像を「環(わ)の心で 

自然と共生するまち うすき」と定め、市民・事業

者・行政が手を携えた取り組みを通して、豊かな自

然環境と歴史的資源を大切に守り、持続可能な循環

型社会の発展を目指してまいります。 

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するととも

に、活動の輪がさらに広がりますよう心からご祈念

申し上げます。 

「シャボン玉月間」によせて 

大分市長  佐藤 樹一郎 

大分市は、緑深き山々や大分川・大野川の二大河

川を中心とした多くの河川と別府湾・豊後水道に面

した風光明媚な海岸線など、豊かな自然に恵まれて

います。 

このかけがえのない財産である自然環境を将来の

世代へより良い状態で継承していくため、本市では

大分市環境基本計画（第三次）に基づき、市民・事

業者・行政が連携して、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。 

長年にわたり、環境への負担の少ない石けんの使

用運動に取り組まれてこられた貴会の活動に敬意

を表しますとともに、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ご期待申し上げま

す。 

 

「シャボン玉月間」によせて 

国東市長  三河 明史 

国東市は、国東半島の東側に位置し、秀麗な山々

や美しい海岸線が瀬戸内海国立公園や国東半島県

立自然公園に指定されるなど豊かな自然環境に恵

まれています。 

伊予灘・周防灘を臨む海岸からは日の出をみるこ

とができ、白く広大な砂浜は、夏には海水浴を楽し

めるほか、ウミガメの産卵が確認される場所となっ

ています。本市では風光明媚な景観と自然動物の保

護のために地元の方々やＮＰＯ法人とともに海岸

清掃ボランティアに取り組むことで貴重な自然環

境を末永く後世に継承するため、環境保全活動を推

進しています。 

 結びに、貴会の長年の取り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。 

 

 

 

 

大分県 

大
分
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シャボン玉月間に寄せて 

佐伯市長  田中 利明 

佐伯市は、大分県の南東部に位置する九州で一番

広い面積をもつまちです。 

山・川・海の豊かな自然環境のもと、美しい景観

が広がっています。ユネスコエコパークにも登録さ

れた、祖母・傾・大崩山系や希少生物のアカメが生

息する一級河川番匠川、日豊海岸国定公園に指定さ

れている、約２７０ｋｍにも及ぶ美しいリアス式海

岸など、後世に残していかなければならない数多く

の自然があり、これからも大切に守っていきたいと

考えています。 

 貴会のせっけん運動は、市民が環境保護活動につ

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。この運動がますます広がり、環境保全活動

の取り組みが一層発展されますことを心から御祈

念申し上げます。 

 

 

７月はシャボン玉月間によせて 

竹田市長  首藤 勝次 

竹田市は、大分県内を流れる大野川の源流に位置

し、南は祖母・傾山系、北は久住山系に囲まれた自

然豊かな地域です。清く澄んだ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

産業となっている地域です。 

息づく生き物は多様性に溢れ、希少な動植物も多

く生息しています。この豊かな自然環境を守り、次

の世代に引き継ぐために、環境を守る活動を一層推

進していかなければならないと考えています。 

貴会のこれまでの活動に心から感謝を申し上げ

ますとともに、活動の輪がさらに広がることをご祈

念申し上げます。 

 

 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

中津市長  奥塚 正典  

中津市は大分県の北西部に位置し、耶馬日田英彦山

国定公園の緑あふれる山々、一級河川山国川が流れ

る中津平野、中津干潟の広がる周防灘など豊かな自

然環境に恵まれたまちです。 

これらの山・川・海の豊かな自然と人々の暮らし、

そしてそれらを支える社会が調和した「環境共生都

市なかつ」の実現を目指し、本市は今年３月に「中

津市環境基本計画」を策定いたしました。これから

も市民や事業者と共に様々な環境課題に取り組みつ

つ、持続可能なまちづくりを推進して参ります。 

結びに、貴会が取り組まれている「せっけん運動」

による活動に敬意を表しますとともに、今後もます

ます活動の輪が広がりますようご祈念申し上げます。 

 

 

「シャボン玉月間」に寄せて 

日出町長  本田 博文 

日出町は、世界農業遺産にも選ばれた国東半島の

付け根にある、海と山に囲まれた自然豊かな暮らし

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

を求めて町外からも多くの方が訪れています。 

また、近隣の海は、名産である城下カレイなど豊

かな海の幸を育み、町内の海水浴場は毎年、多くの

人で賑わっています。 

貴会の目的と同様に、豊富な湧水は日出町の財産

でもあります。きれいな水と豊かな自然を次世代に

引きついでいくため、今後も水環境の保全に努めて

まいります。 

 

 

 

 

「７月はシャボン玉月間」に寄せて 
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日田市長  原田 啓介  

日田市は大分県の北西部に位置し、周囲を阿蘇、

くじゅう山系や英彦山系の美しい山々に囲まれた盆

地のまちです。これらの山系から流れ出る豊富な水

が九州最大の河川、筑後川の上流部を形成していま

す。 

この恵まれた自然環境で生まれ育つまちの住民とし

て、その役割を果たす必要があります。本市は、第

二次日田市環境基本計画において、目標とする環境

像に「水と緑があふれ未来輝くまち〜水郷ひた〜」

を掲げ、環境保全活動の取り組みを進めており、こ

うした中「せっけん運動」は本市の取り組みに通じ

るもので、大変意義深いものと認識しております。 

これまでの貴会の活動に敬意を表しますとともに、

さらなるご発展を心よりご祈念申し上げます。  

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

豊後大野市長  川野 文敏 

豊後大野市は、祖母・傾山に代表される起伏に富

んだ豊かな自然と、出会橋や虹澗橋等の先人達の知

恵や祈りが創造した文化遺産により、今の時代を生

きる私たちにも多くの恵みを与えてくれています。 

大切な資源や想いを次世代へ。本市では、第３次環

境基本計画の策定に向け準備を始めており、市を取

り巻く情勢の変化に対応しながら、「ひとと自然と環

境にやさしいまち」を、より一層推進していきたい

と考えております。貴会の「せっけん運動」の長年

にわたるご尽力に改めて深く敬意を表しますととも

に、活動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、今後ますますの発展をご

祈念申し上げます。 

 

 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

    豊後高田市長  佐々木 敏夫 

豊後高田市は、周防灘に面した国東半島の北西部

に位置し、日本夕陽 100選に選定された「真玉海岸」、

リアス式海岸の「長崎鼻」など、美しい海岸が観光

資源となっています。また、日本遺産「鬼が仏にな

った里『くにさき』」、国の名勝「天念寺耶馬及び無

動寺耶馬」、「中山仙境（夷谷）」、世界農業遺産・国

の重要文化的景観「田染荘小崎の農村景観」など、

様々な認定・指定を受けている、自然環境・地域資

源が豊富なまちでもあります。 

この海と山に囲まれた豊かな自然環境を守り、環

境にやさしいまち、住みよいまち豊後高田を目指し

てまいります。 

水環境を守る貴会の活動に敬意を表しますととも

に今後ますますの発展をご祈念申し上げます。 

 

「シャボン玉月間によせて」 

別府市長  長野 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２，２

８８孔、湧出量は毎分８７，５５０Ｌにも及びます。 

当市は、別府市環境基本計画（第２次）を策定し

ており、基本目標の１つとして「多様で健全な自然・

生きものと共生し、潤いと安らぎのある快適なまち

にしよう」を掲げ、多様な自然環境の保全を行うた

めに多様な主体と連携し、かけがえのない財産であ

る自然環境の保全に向けた取り組みを推進しており

ます。 

貴会の長年の取り組みに敬意を表するとともに、

今後も自然環境を保全する活動主体として、貴会が

取り組む「せっけん運動」の輪が一層広がりますよ

うご祈念申し上げます。 
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「シャボン玉月間」によせて 

由布市長  相馬 尊重  

由布市は、日本名水百選の男池湧水群をはじめ、

山下の池・小田の池の湿原植生や由布川峡谷など、

豊かな水と緑がもたらした優れた自然環境に囲まれ、

様々な恵みを受けています。 

本市では、市の財産である優れた自然環境を守り、

次の世代に継承するため、環境基本条例の制定や水

環境を中心とした環境目標の設定など『環境の保

全・再生・創造』に向けた活動に現在取り組んでい

るところです。 

そのような中、貴会が取り組まれている自然と人

にやさしい「せっけん運動」は、一人ひとりの心が

けによる自然環境保護活動として大変意義深く、心

から敬意をする次第です。今後も、貴会が益々発展

され、環境保全活動の輪がさらに広がっていくこと

を心からご期待申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャボン玉月間によせて 

国富町長  中別府 尚文 

国富町は、多くの緑に囲まれ、中心部の南北に一

級河川である本庄川と深年川が流れる、自然環境に

恵まれたまちです。 

 人々の生活を支えているこの豊かな自然環境を、

私たちは守り、育み、そして後世に引き継いでいか

なければなりません。 

 町では、「河川をきれいにする条例」を制定し、公

共下水道への接続推進や合併浄化槽設置推進などの

生活排水対策を進めているほか、町内の団体が参加

するクリーン国富で清掃活動を実施するなど、町全

体で水環境の保全に取り組んでいます。 

 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。 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

        小林市長  宮原 義久 

小林市は、宮崎県の南西部に位置し、雄大な霧島

連山からもたらされる湧水は、「名水百選」にも選ば

れたほどの、清らかで良質な湧水の恵みを受ける自

然豊かなまちです。 

この豊かな自然環境を次世代に引き継ぐために、

本市では、全国でも数少ない「水資源保全条例」を

制定し、貴重な財産である水資源の保全に努めてい

ます。また、家庭から出る廃食用油のリサイクル回

収や女性団体による廃油せっけんづくりなど、市民

の皆様にも環境に配慮した取り組みにご協力いただ

いております。 

 水はすべての命の源であります。長年にわたり、

水環境の保全にご尽力されている貴会の「せっけん

運動」に敬意を表しますとともに、ますますのご発

展をお祈り申し上げます。 

宮崎県 

宮
崎
県 
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シャボン玉月間メッセージ 

西都市長  押川 修一郎 

西都市は豊かな水資源をもたらす一ツ瀬川水系に

恵まれ、自然豊かなまちです。また温暖な気候と豊

かな土壌により、多種多様な農産物が生産されてい

る日本有数の農業生産地帯でもあります。市のシン

ボル「西都原」では、宮崎県内でも有数の花の名所

として、県外からも多くの皆さまが訪れていただい

ております。 

 本市では水とみどりの環境の保全と活用について、

環境基本計画に基づき、地域環境や生活環境の保全

など総合的な施策に取り組んでいます。 

 貴会の長年にわたる水環境保全の取り組みに対し

深く敬意を表すとともに、今後、ますます活動の輪

が広がりますことを心から祈念いたします。      

 

「シャボン玉月間」メッセージ 

延岡市長  読谷山 洋司 

延岡市は、ユネスコエコパークに登録された祖

母・傾・大崩山系を水源とする五ヶ瀬川水系等の豊

かな水資源の恩恵を受け発展してきた「水郷のまち」

です。 

本市の中心部を流れる五ヶ瀬川は、国土交通省に

よる水質現況調査において、５年連続で「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、五ヶ瀬川水系の流域行政機関と水質汚濁

防止に向けた連携を密にするとともに、豊かな水環

境を次世代につなぐため、水辺環境調査等の取組を

一層推進してまいります。 

結びに、水環境保全活動に積極的に取り組んでい

らっしゃる貴会のご活動に敬意を表しますとともに、

活動の輪が一層広がっていくことをご祈念申し上げ

ます。 

 

 

 

 

「石けん使おう！7月はシャボン玉月間」に寄せて 

日向市長  十屋 幸平 

日向市は、日豊海岸国定公園の南端にあり、日向岬

やお倉ヶ浜などの美しい海岸線を有しています。ま

た、山間部には、尾鈴山麓など壮大な山々があり、

耳川を始めとする清らかな河川が、日向灘へと注い

でいます。 

 本市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁

を防止するための公共下水道の整備、浄化槽への転

換を推進しているほか、市内の小学校を対象に、身

近な水辺の自然に親しみ水辺の環境について関心を

深めてもらう水辺の環境調査などの取組を行ってい

ます。 

 貴会のこれまでの活動に敬意を表しますとともに、

石けん運動の一層の広がりと貴会のますますの御発

展を心から御祈念申し上げます。 

 

 

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

                        

三股町長  木佐貫 辰生 

 三股町は宮崎県の南西部に位置し、周囲を山々に

囲まれています。東西を沖水川が流れ地下水源にも

恵まれ、古くから河川の恩恵を受けて「花と緑と水

のまち」として発展してきました。 

 本町では毎年７月第１日曜日に「クリーンアップ

みまた」と銘打って、町民と共に河川周辺などの清

掃活動に汗を流しています。また、町から委嘱を受

けた河川浄化等推進員による河川パトロールや河川

の水質調査、公共下水道の整備や合併処理浄化槽へ

の転換促進など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。 
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シャボン玉月間によせて 

都城市長  池田 宜永 

 都城市は、雄大な霧島連山や鰐塚山系に囲まれた

緑豊かな町です。母なる大淀川をはじめとする、豊

かで良質な水環境に支えられて発展してきました。 

 当市では、この大淀川の豊かな水環境を保全する

ために合併処理浄化槽設置促進をはじめとした水質

保全活動を推進しております。水環境の保全は、持

続可能な社会の実現に向けて、市民の皆様がずっと

暮らしていける都城市となるための必要な取組と考

えています。 

これまでの貴会の長年にわたる水環境保全の取組は、

当市の理想とする持続可能な社会の実現に向けた取

組であると考えています。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。 

 

 

シャボン玉月間によせて 

宮崎市長  戸敷 正 

宮崎市は、太陽と水と緑に囲まれ、豊かな自然と温

暖な気候に恵まれた都市です。特に、市の中心を流

れる大淀川は「母なる川」として広く市民に親しま

れるとともに、水道水や農業用水などさまざまな形

で利用されており、市民にとって貴重な水資源とな

っています。 

この優れた自然環境を守り、豊かな自然を次世代に

継承していくために、本市では、河川浄化等推進員

による河川パトロールや河川浄化推進協議会との合

同水質検査、さらに、啓発イベントの実施やホタル

の里づくり支援など、行政と市民が一体となって取

り組んでおります。 

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、

活動の輪がますます広がりますことを心よりご祈念

申し上げます。 

 

 

 

「シャボン玉月間」によせて 

      鹿児島市長   森 博幸 

鹿児島市は、日本ジオパークに認定されている雄

大な桜島や波静かな錦江湾、平成の名水百選に選定

されている「甲突池」を源流とする清らかな甲突川

など、豊かな自然に恵まれています。 

とりわけ、多様な生態系が息づく貴重な水辺環境

は、「自然の宝庫」として、次の世代に遺していかな

ければならない大切な財産であることから、実態調

査や環境整備、広報啓発活動など、市民、事業者、

行政が一体となった取組を進めております。 

このような中、環境に優しい石けんの良さを地域

に広めようとする皆様方の取組は、環境保全にとっ

て大変意義深いものでございます。これまで３９年

に及ぶご活動に深く敬意を表しますとともに、運動

の輪が今後益々広がっていきますことを心からご期

待申し上げます。 

  

鹿児島県 

鹿
児
島
県 
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       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。 

 

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。 

 

  石けん使おう！ 

  

 せっけん運動ネットワーク 
(旧 協同組合石けん運動連絡会) 

合成洗剤の使用をやめて、安全性にも優れている石

けんの使用をすすめる運動をしている協同組合のネ

ットワークです。現在 51 団体が参加しています。 

◆「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。 

 

協賛：〔埼玉県〕小鹿野町 

後援：〔北海道〕北海道 札幌市 石狩市 岩見沢市 恵庭市 江別市 小樽市 

                     北広島市 当別町 南幌町 古平町 厚岸町     （計 12） 

   〔宮城県〕宮城県 石巻市 大崎市 女川町 加美町 塩竈市  

七ヶ浜町 仙台市 多賀城市 登米市 名取市  

東松島市 美里町 涌谷町 亘理町         （計 15） 

〔埼玉県〕朝霞市 伊奈町 入間市 小鹿野町 小川町 越生町  

加須市 川越市 川島町 北本市 越谷市 白岡市  

ときがわ町 長瀞町 滑川町 蓮田市 深谷市  

皆野町 三芳町 寄居町 嵐山町           (計 21) 

      〔神奈川県〕神奈川県 鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 二宮町  

秦野市 南足柄市 中井町 松田町 山北町 開成町 （計 13） 
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