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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 50 団体の協同組合によって構成
されている組織です。
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今年のポスターは、全国の応募作品 42 点の中から選ばれた
生活クラブ生活協同組合･北海道の組合員の原画から作成いたしました。

未来へのバトンを繋ぐ、せっけんライフ ～守ろう地球、きれいな海～
◆キャッチコピーは、生活協同組合あいコープみやぎ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。
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。
sekken undou network せっけん運動 No.190 2020.11.30
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。
人にも環境にも優しい石けんを使いましょう。
◆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、
講演会など活動の様子を掲載しています。
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※首長名は 2020 年 7 月現在ですが、選挙の実施時期などにより一部入れ替わりがあります。
ご了承ください。

シャボン玉月間の活動に取り組みました
せっけん運動ネットワーク代表幹事

高橋千佳

今年もシャボン玉月間に寄せて、２１都道府県、３２８（昨年は３６９）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応えて、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、２０２０年のシャボン玉月間において、「未来へのバトンを繋ぐ、せっけんラ
イフ～守ろう地球、きれいな海～」をテーマに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、人にも地球にもやさ
しい生活を続け、未来の子どもたちに、より良い環境を残そうと活動しております。
猛威を振るっている新型コロナウイルス感染拡大の予防として、手洗いにせっけんが推奨
されております。しかし一方で、自然に還ることが出来るせっけん成分がＰＲＴＲ法の指定
化学物質に指定されたままとなっています。私たちは、せっけんを入り口に環境問題に取り
組んでいく上で、この問題も注視しながら、命の水を取り巻く環境保全に力を注いで参りま
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ています。海を汚染す
るプラスチックの問題も注目され始め、柔軟剤や消臭除菌スプレーなどによる「香害」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に、学習会
を積極的に開催するなどの取り組みをすすめていきたいと考えています。
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、ふるさとの水環境を大切にして
いる思いが伝わってきました。また、この大切なみんなの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協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。今後と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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て敬意を表しますとともに、その運動の輪がさらに

北海道
北
海
道

広がり、多くの人々の環境保全への意識が高まるこ
とを心からご期待申し上げます。

「シャボン玉月間メッセージ」

厚岸町長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

若狭 靖

厚岸町は、厚岸湾・湖など水辺を中心として発展
してきた自然豊かな町です。
ラムサール条約湿地としてその価値が認められてい
る「厚岸湖・別寒辺牛湿原」などの豊かな自然、世
界に誇ることができる良好な環境を保全し、子孫に
継承していくことが、この町に暮らす私たちに課せ
られた最大の使命であると考えています。
当町の基幹産業は漁業と酪農業で、特に厚岸ブラ
ンドで知られるカキや牛乳、これらの「山海のミル
ク」の生産のためには、きれいな水を守ることが最
も大切です。
このため、
「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設けるなど、水環境
の保全に取り組んでいます。
水環境の保全は、
「食を作りだす原点」であり、
「せ
っけん運動」に取り組まれてきた貴会に心より敬意
を表すとともに、運動のさらなる広がりと、ますま
すのご発展を心よりご祈念申し上げます。

加藤 龍幸

石狩市は、暑寒別天売焼尻国定公園と、石狩湾を臨
む海岸線、そして母なる川「石狩川」が日本海に注
ぐ最下流域に位置しており、その歴史において、海
や川から多くの恩恵を受けるとともに、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、健康で快適
な生活の実現のため、良好な水環境を守る施策を市
民や事業者と一体となり推進しています。
こうした中、長年にわたり水環境保全に取り組まれ

松野

哲

岩見沢市は、広大な石狩平野に位置し、市内に利
根別川や幾春別川などが流れる水と緑が共存した自
然豊かな街です。毎年、市民団体が中心となって、
サケの稚魚放流や河畔林の植栽、河川清掃などの川
の環境保全活動が行われています。
岩見沢のこの豊かな自然環境を守り高め、次世代
へ継承していくためには、私たち一人ひとりが、環
境に関心を持ち行動することが重要です。
近年、マイクロプラスチックによる海洋汚染が世
界的な問題となっており、水環境や生態系に及ぼす
影響が懸念されるなど、水環境を取り巻く課題は数
多く存在します。
そのような中で、貴会が長年にわたり取り組んで
きた「せっけん運動」は環境負荷の低減につながる
大変意義深いものであり、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

「シャボン玉月間」に寄せて

石狩市長

岩見沢市長

原田 裕

恵庭市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置
し、市域の西半分は恵庭岳とその裾野に広がる恵庭
渓谷の有する緑の森林地帯に覆われ、ここを源とし
た漁川やラルマナイ川の清流など、多くの河川と豊
かな自然に囲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、
本市の健全で恵み豊かな自然が、よりよく次世代の
こども達に受け継がれ、市民ひとり一人が安全で安
心してくらすことができるよう、環境保全等の活動
に取り組んでおります。
こうした中で、貴会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
ている貴会の運動は大変意義深いものであり、改め
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せっけんを使おう！ ７月はシャボン玉月間 〇◎●〇◎●〇◎●〇◎●〇◎●〇◎●

変意義深いものであり、長年にわたる貴会の運動に

シャボン玉月間に寄せて

改めて敬意を表しますとともに、この運動の更なる

北広島市長

発展を心よりご祈念申し上げます。

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

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

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。

内に広がる「野幌森林公園」は、大都市近郊に残さ

本市では、
「自然と創造の調和した豊かな都市」の

れている平地林としては世界的に珍しく、市民の憩

実現と、
「環境と暮らしとの関わりを理解し、環境に

いの場にもなっています。

配慮した行動が実践できるひと」をめざした「第２

また、北海道遺産に選定されている「石狩川」に囲

次北広島市環境基本計画」により、市民・事業者・

まれた、緑と水に恵まれた豊かな街です。

市が連携・協働し、北広島の良好な環境づくりへの

この豊かな環境という財産を将来の世代に引き継

取り組みを進めているところです。

ぐため、私たちは自分自身の生活様式や事業活動に

長年にわたり、水環境を守る視点から様々な活動

配慮し、環境負荷の少ない社会をつくりあげていき

に取り組まれていることに敬意を表しますとともに、

たいと考えています。

貴会の活動の輪が一層広がりますよう心より祈念申

長年にわたり、水環境の保全に尽力されている貴

し上げます。

会の活動に敬意を表しますとともに、ますますのご
発展をお祈り申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

釧路市長

「シャボン玉月間」に寄せて

小樽市長

迫 俊哉

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」

小樽市は、レトロな香りが漂う運河や多くの歴史

の二つの国立公園に抱かれた豊かな自然と水環境に

的建造物が残るロマンあふれる街であるとともに、

恵まれた街です。また、大規模な食品・製薬工場や

青い海と緑豊かな山々に囲まれた自然に恵まれた街

製紙工場のほか、全国で唯一、坑内堀りにて採炭し

でもあります。

続けている炭鉱があります。

現代を生きる私たちは、環境問題について真剣に向

本市では、この豊かな自然環境と産業を次世代へ

き合い、環境に配慮した生活を心がけることがより

残していくために、「 釧路市環境基本計画」を策定

一層求められていると考えます。本市では「小樽市

し、釧路市の目指す環境像を「自然と共生し、うる

環境基本計画」に基づき、市民・事業者・行政が協

おいあふれる環境調和都市」として掲げています。

働し、良好な環境づくりに取り組んでいます。

この環境像の実現に向けて、環境の保全及び創造に

貴会の長年にわたる「せっけん運動」は、人々の水

関する施策を総合的かつ計画的に推進してまいりま

環境保全への取組意識を高める上で大変有意義であ

す。

り、今後も活動の輪がさらに広がっていくことを心
よりご期待申し上げます。

同じく環境の保全に取り組む皆さまの活動に敬意
を表しますとともに、今後、益々活動の輪が広がる
ことを心からご期待申し上げます。
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「せっけんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

札幌市長

秋元 克広

「シャボン玉月間」に寄せて

南幌町長

三好 富士夫

札幌市は、支笏洞爺国立公園に連なるみどり豊か

南幌町は札幌市から東に２５㎞圏域に位置し、千

な山地が市域の南西部に広がり、そこを水源とする

歳川・夕張川・旧夕張川の３つの川に囲まれた緑豊

豊平川をはじめとした大小約６００の河川が流れる

かな田園文化の町です。

自然 環境に恵まれた都市です。 この良好な自然環

本町では「地球温暖化対策実行計画」に基づきの

境を将来の世代に継承するために、平成３０年３月

抑制に向けてエネルギー使用量の抑制目標を定め、

に「第２次札幌市環境基本計画」を策定し、環境問

ゴミの減量化やリサイクルの推進ＣＯ₂など環境保

題の解決や将来に向けた環境政策 のさらなる推進

全活動に取り組んでいます。また、水環境保全につ

を図るため、市民や事業者、活動団体等の全ての主

いては、公共下水道や農業集落排水の充実を図り、

体が連携しながら一体となって環境保全対策に関す

未整備地域では合併浄化槽の設置を促進し、水質汚

る取組を進めております。 これまでの「石けん運

染防止に努めています。

動」を通じた、貴会の長年にわたる水環境保全活動

その中で、貴会が取り組まれている「せっけん運

に対する取り組みに深く敬意を表しますとともに、

動」は身近な環境保全活動として大変意義深い活動

今後ますます活動の輪が広がることを御祈念申し上

であり、長きに亘る取り組みに対し、心より敬意を

げます。

表しますとともに、今後ますます活動の輪が広がる
ことをご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

当別町長

宮司 正毅

当別町は、石狩北部に位置し、田園都市として発
展してきました。水と緑にあふれ豊かな自然を身近
に感じるまちです。
また「石狩川」と「当別川」を水源とする豊かな
水に恵まれ、基幹産業である農業には多大なる恩恵
を受けています。
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。
この大切な資源を次の世代に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。
貴会が取り組まれている、
「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
も活動の輪が大きく広がりますことを祈念いたしま
す。
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「シャボン玉月間」に寄せて

宮城県

岩沼市長

宮
城
県

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
シャボン玉月間によせて

宮城県知事

御礼申し上げます。

村井

嘉浩

東日本大震災から１０年目を迎え、全国の皆様か
らの温かい御支援・御協力を賜り、創造的な復興に
向けた成果が現れつつあります。
宮城県は、ふるさとの恵まれた水環境を次世代へ
引き継ぐため、水環境保全基本計画を策定し、県民、
事業者、民間団体などと協働・連携した取組を推進
しているところです。
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期待して
おります。

本市では国、県で策定した１０年間の復興計画よ
り短い７年間の震災復興計画を策定し平成２９年度
で満了を迎えております。今後は、復興の総仕上げ
に併せて「住みたい、住み続けたいまち岩沼」と市
民の方々に思っていただけるように、地方創生に取
り組み、夢と誇りと元気と賑わいに満ち溢れたまち
づくりを目指してまいりたいと思います。
さて、本市は東に貞山運河、南に那須連山に源を
発する阿武隈川が流れる水環境に恵まれたまちです。
これまでも水質保全のため、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のほか、公
共用水域の水質測定を行い、生活排水対策への啓発
や水質事故防止の取組を進めてきました。加えて、
実際に油流出事故をはじめとした水質事故が起こっ
た際には、国や県と連携を密にし、迅速に対応をす

「シャボン玉月間」に寄せて

石巻市長

ることで拡大防止に努めてまいりました。今後も、

亀山 紘

「岩沼環境基本計画」に基づき、市民・事業者・行

東日本大震災からの復興にあたりまして、全国の

政が一体となった取組を着実に展開してまいりたい

皆様には、心温まる御支援・御協力を賜り、心より
感謝申し上げます。
本市は、北上川や旧北上川など豊富な水環境に恵

と思います。
最後に、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、

まれており、これらの豊かな水環境を次世代に継承

今後ますます「せっけん運動」の活動の輪がより一

していくため、
「水と緑の大地 新たなふるさとに」

層広がりますことを心よりご期待申し上げます。

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。
貴会の「せっけん運動」は、ひとりひとりが日々
の生活の中で取り組むことができ、水環境の保全に
向けた活動として大変意義深いものであり、今年で
４０年目を迎える取組に対して敬意を表しますとと
もに、この運動の輪がより一層広がりますことを心
より御祈念申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

大崎市長

シャボン玉月間によせて

伊藤 康志

本市は、ラムサール条約湿地の蕪栗沼・周辺水田

塩竃市長

佐藤 光樹

塩竃市は、仙台平野を背後に充実した都市機能を

や化女沼等をはじめ豊かな自然環境に恵まれており、

備えた小さな規模の港町です。また丘陵と入り江の

平成２９年には「持続可能な水田農業を支える『大

織りなす変化に富んだ風景に恵まれており、海に面

崎耕土』の伝統的水管理システム」が世界農業遺産

しているため比較的温暖な気候で、住みやすい町で

に登録されました。

す。

これら限りある資源の恩恵を享受し、しっかりと

さて、今年の合言葉は、「未来へのバトンを繋ぐ、

次世代へ引き継いでいくため、令和２年３月に「第

せっけんライフ～守ろう地球、きれいな海へ」とな

２次環境基本計画」を策定し、市民、事業者及び市

っております。現在、コロナウィルスの脅威にさら

が協働して、環境への負荷が少ない持続可能な循環・

され、衛生環境の充実が今以上に求められる状況に

共生型社会の実現に向けた取り組みを進めておりま

なって来ております。

す。

石けんを使用した手洗いの励行により衛生環境の

貴会が長年取り組まれている「せっけん運動」に
心から敬意を表しますとともに、この運動が水環境
を保全し、美しい自然環境を未来へ引き継ぐバトン
となりますことをご祈念申し上げます。

向上を図ることが、まさに未来へのバトンを繋ぐこ
とに他ならないと感じております。
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

加美町長

猪股 洋文

「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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗

東日本大震災から９年が経過し、本町の復興事業

いや咳エチケットの励行、マスクや消毒液のご寄附

もゴールが目前に迫っております。これまで賜りま

など、皆さまから多くのご協力とご支援をいただい

した多くのご支援、ご協力に対し、この場をお借り

ており心から感謝申し上げます。また、最前線で治

し心より御礼を申し上げます。

療や検査に当たっていただいている多くの医療従事

七ヶ浜町は三方を海に囲まれ、豊かな自然に恵ま

者や保健所の職員皆さまに深甚なる敬意を表します。

れた風光明媚な町であり、古くから海と密接に関わ

本町におきましても、引き続き第２波、第３波へ

り、生活が営まれてきた本町にとって、水環境保全

の危機感を持ち、新しい生活様式の実践をお願いす
るとともに、町民の暮らしと生業を守るための対策
を講じてまいります。

は重要な責務であると考えております。
かけがえのない財産である七ヶ浜の美しい自然、
景観を将来にわたり保護、保全し、次世代に引き継

さて、ウイルス感染予防として石けんが改めて注
目されています。このせっけん運動が、より良い水
環境の保全と、新型コロナウイルス感染症拡大防止
に繋がりますよう心からご祈念申し上げます。

いでいくためにも、今後も町民の皆様とともに豊か
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。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

仙台市長

「シャボン玉月間」に寄せて

郡 和子

仙台市の海・山・川・平野が調和した豊かな環境

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、

は、
「杜の都」とも呼ばれており、本市を貫流する広

ラムサール条約湿地に登録されている伊豆沼・内沼、

瀬川は「杜の都」の象徴として市民に親しまれてお

Ａ級国際公認ボート場である長沼ボート場のほか、

ります。このまちの豊かな環境は市民の皆さまが主

歴史と伝統の「みやぎ明治村」など、豊かな自然環

体となって育んできた大切な資産であり、このよう

境と観光資源に恵まれた地域であります。

な環境を維持・向上させ、次世代に継承し、本市の

市といたしましては、多様性に富んだ自然環境を

魅力の一つとしてさらに発信していけるよう、今後

守り育てるとともに、循環型社会を推進して環境と

も市民・事業者・ＮＰＯなどの多くの皆様の協力を

共生するための知識と経験を次世代に伝え、生活に

いただきながら、環境法令や仙台市環境基本計画な

潤いとやすらぎを創造する社会を目指しております。

どの施策に基づき、環境保全に取り組んでまいりま

また、豊かで快適な暮らしを確保するため、市民と

す。

の協働により湖沼の環境や景観の向上に努めている

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。

ところです。
貴会の長年にわたる水環境保全の活動に敬意を表
し、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

多賀城市長

菊地

健次郎

「シャボン玉月間に寄せて」

東日本大震災発生から９年が経過し、今日では、

名取市長

震災の爪痕を確認するのが難しいほど、市内の街並
みを復興することができました。
これも、全国の皆さまからの御支援、御協力の賜
物であり、改めて感謝を申し上げます。

山田 司郎

本市では、東日本大震災から９年を経過し、本年
３月３０日に「復興達成宣言」をしました。今後も
被災者された方の心のケアなど引き続き取り組みま

さて、本市は、奈良時代初期に陸奥の国府が置か

す。復興にあたりまして、全国の皆様からの多くの

れて以来、１３００年の歴史を持ち、
「史跡のまち」

ご支援・ご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。

として広く親しまれております。

今年度から「第二次名取市環境基本計画」のもと、

市内西部地区には、特別史跡多賀城跡から続く加

「愛されるふるさと なとり ～共生 そして未来

瀬沼公園、中心部には砂押川が流れており、自然豊

へ～」を目指し、多様な自然と共生する環境の創出、

かな環境を形成しております。

安全で快適な生活環境の向上、環境負荷の少ない環

地球温暖化が急速に進む中で、本市の自然豊かな
環境を将来の世代に残すために、一人ひとりが環境

境を創出し、新たなる魅力のある環境をつくるよう
推進していくところです。

を考えた行動を実行できるよう、環境イベントの実

貴会の長年にわたる水環境保全の取組みに敬意を

施など環境啓発活動に、今後も取り組んでまいりま

表しますとともに、活動の輪がさらに大きく広がり

す。

ますよう、ご祈念申し上げます。

結びに、貴会の長きにわたる水環境保全の取組に
敬意を表しますとともに、環境保全、環境改善への
大きな推進力となりますことを御期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて

貴会の石けん運動への取組と、長年の水環境保全

東松島市長

渥美

巖

活動に対して敬意を表しますとともに、活動の輪が
尚一層広がりますよう心から祈念申し上げます。

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。
東松島市は太平洋に面し、面積は約１００㎢。一

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

級河川の鳴瀬川・吉田川、二級河川の定川が流れ、

利府町長

日本三景松島の一角を占める奥松島などの豊かな自

熊谷 大

然に恵まれています。３月２０日には東京オリンピ

東日本大震災からの復興にあたりまして、全国の

ック聖火が松島基地に到着したことを記念し、
「スポ

皆様には多くのご支援・ご協力を賜り、心より感謝

ーツ健康都市」を宣言しております。

申し上げます。

本市は平成３０年６月、国から「ＳＤＧｓ未来都

利府町は、宮城県のほぼ中央部に位置しており、

市」に全国２９自治体の一つとして、県内で唯一選

特別名勝松島、宮城県県民の森等の優れた自然に恵

定されました。
「せっけん運動」の推進活動は、ＳＤ

まれ、また、宮城県総合運動公園や大型商業施設の

Ｇｓの様々な目標達成に貢献するものであり、美し

立地など、都市と自然が調和・共生している町です。

い自然を次世代に継承していくためにも、市民一人

本町では、地球温暖化対策や環境保全への関心を

ひとりが環境に配慮した行動を心掛けることが重要

高めるため、環境イベントの開催や、子ども会等の

であると考えております。

資源回収活動の支援を行っています。また、合併処

貴会の皆様には、
「石けん使おう！７月はシャボン

理浄化槽設置整備（又は維持管理）費の一部補助な

玉月間」を毎年開催され、より良い水環境の保全に

ど、水環境保護につきましても、町民の皆様と共に

長年取り組まれており、心から敬意を表します。今

取り組んでいるところです。

後も石けん運動ネットワークの輪が更に広がります
ことをご期待念申し上げます。

長年にわたる貴会の水環境保全の活動に敬意を表
しますと共に、今後さらに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。
町の７割を占める農地ではコメ作りが盛んなほか、
町内の酒蔵が醸造する地酒「黄金澤」は、全国新酒
鑑評会で１６年連続金賞を受賞しています。米作り
と酒作りには、水という共通点があります。私たち
の生活に恩恵と潤いを与えてきた豊かな水環境とい
う財産を後世に引き継ぐためには、この地に住まう
私たち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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涌谷町長

遠藤 釈雄

栃木県

涌谷町は昨年５月に、宮城県気仙沼市・南三陸町、

栃
木
県

岩手県陸前高田市・平泉町の２市２町と共に申請し
た「みちのくＧＯＬＤ浪漫―黄金の国ジパング、産

「シャボン玉月間」に寄せて

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、
「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」が世界農業遺産に登録さ
れた、自然豊かな町です。
当町では自然環境を保全し次世代への継承のため、
公共下水道の整備や浄化槽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おります。
結びに、貴会の長年にわたる水環境保全のご活動
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。

栃木県知事

福田

富一

栃木県は、日光、那須の雄大な山々に囲まれ、那
珂川、鬼怒川などの清らかな河川が流れる、豊かな
自然環境にあります。美しい自然のほか、優れた文
化や活発な産業を誇り、引き続きこの魅力に磨きを
かけているところです。
魅力の一つである美しい水環境を維持するため、
本県では奥日光清流清湖の保全活動のほか、環境学
習会の開催や、企業の自主的活動への支援にも取り
組んでいます。今後も、県民の皆さまと協同し、清
らかな水環境を未来へ引き継いでいけるよう、努め
て参ります。
貴会の活動により、水環境保全活動の輪がより広

「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、引き継いで行く
ことは、私たちの責務であり、普段から、一人ひと
りが環境を意識し、行動をおこすことが大切である
と思います。
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、町の歴史と自然、社会
的特性をいかした豊かな地域づくりを町民と行政が
力を合わせ取り組んでおります。
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、水環境を守る「せっけん運動」の輪が
更に広がりますよう心からご期待申し上げます。

がることをご祈念申し上げるとともに、手洗いが促
進され、感染症対策につながることをご期待申し上
げます。
「シャボン玉月間」に寄せて

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。
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「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

シャボン玉月間に寄せて「コロナを越えて」

富雄

大田原市は那須五峰から広がる那須野が原の扇状
地に位置しております。平野部を流れる清流那珂川

さくら市長
ま

花塚

隆志

ち

私たちの小都市「さくら市」は、関東平野北部、

や箒川、そこに広がる田園風景は長い間人々の手に

栃木県央にゆるやかな丘陵を併せて位置し、また鬼

より守られてまいりました。この豊かな自然環境は

怒川水系や那珂川水系等、鮎が豊富な清流が貫流し

ミヤコタナゴやザゼンソウなどの希少な動植物が生

名前のとおり美しい桜堤が春を彩る場所です。
水源である日光連山や高原山、那須連峰の景観は

息・生育する場でもあります。
本市では、かけがえのない豊かで美しい自然環境を

少年期を本県で過ごされたという宮崎駿氏の原風景

後世へ引き継ぐために、人と自然が共生するまちづ

に違いないと思います。

くりを推進しております。今後も市民・市民団体・

与謝野晶子氏が何首も詠んでいます美しく麗しい

事業者との協働により、自然環境の保全に積極的に

水の流れは、私たちの生命そのものを支える、私た

取り組んでまいります。

ちの国が誇る最高の価値のひとつだと考えます。

貴会の長年にわたるせっけん運動を通した環境保全

新型コロナ感染症対策の中でも、こまめな石けん

運動に敬意を表しますとともに、今後もますます活

による手洗が基本です。コロナ対策である「新しい

動の環が広がりますことをご祈念申し上げます。

生活様式」を乗り越えて進む将来のためにも、地球
環境の保全を主とした貴会の運動・取組が一層発展
されますよう念願しております。

シャボン玉月間に寄せて

上三川町長

星野

光利

「シャボン玉月間」に寄せて

上三川町は、鬼怒川、田川、江川の３本の川に

塩谷町長

育まれた町で、古くは「三川郷(みかわのさと)」
と呼ばれ、大いなる水の恵みを受けて栄えてきた

見形 和久

北部に母なる山・高原山を望む塩谷町は、その山
の中腹に湧き出る、全国名水百選「尚仁沢湧水群」

町です。
また、町の東部を流れる鬼怒川を利用して整備

をはじめ、町を流れる鬼怒川・荒川など、とても水

した蓼沼親水公園では、親子一緒に水遊びができ

に恵まれた土地です。そして、豊富な水は、土地を

る場所もあり、身近に水と親しむ場もあることか

潤し、町民をはじめとする全ての動植物の生命を支

ら、水の環境にとても恵まれています。

えています。

今後も清掃活動や水質調査の実施により河川や

私たちは、尚仁沢湧水をはじめとする豊かな水と、

水路などの貴重な水環境を守り、後世に引き継い

それより育まれる美しい自然を次世代へしっかりと

でいくために、環境にやさしいまちづくりの推進

引き継いでいくことができるよう「塩谷町高原山・

を図っていきたいと考えております。

尚仁沢湧水保全条例」を制定し、自然環境の維持・

せっけん運動の取り組みを通して、皆さまが水

保全活動に努めております。

環境の保全に対する理解を深め、この運動の輪が

貴会の長きにわたる水環境保全活動に敬意を表し

さらに大きく広がりますようご期待いたします。

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。
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「シャボン玉月間」に寄せて

下野市長

「シャボン玉月間」に寄せて

広瀬 寿雄

那須町長

平山 幸宏

下野市は、豊かな自然に育まれたまちであり、数

那須町は、那須連山と八溝の山並みが広がり、那

多くの歴史文化遺産や平地林・水辺がつくる美しい

珂川水系の一級河川である余笹川、黒川が流れるな

田園環境がこれまで大切に受け継がれてきた災害の

ど自然環境に恵まれたまちです。豊かな森林や山並

少ない住みよいまちです。

みに続く里山の田園風景、水辺の環境などを求めて

かけがえのない自然環境や地域資源を大切に守り、 多くの観光客が訪れています。
次世代へと引き継いでいくためには、私たち一人ひ

本町では、第２次那須町環境基本計画に基づき「未

とりが環境に関心を持ち、環境保全に取り組み、持

来につなぐみどり輝くまち」を目指し、河川の水質

続可能な社会を目指していくことが必要です。今後

調査、公共下水道事業の推進、合併処理浄化槽の普

も「下野市環境基本計画」に基づき、市民や事業者

及のほか、
「川をきれいにする基金」を設立し、水と

と連携し、環境保全の取組を推進してまいります。

親しむイベントの開催や稚魚放流を実施するなど、

貴会の長年にわたる水環境保全の取組に敬意を表

水環境の保全に努めております。

しますとともに、今後さらに石けん運動の輪と環境

貴会の長年にわたる環境活動に敬意を表するとと

運動の輪が広がりますことを心から祈念申し上げま

もに、せっけん運動の活動の輪がますます広がりま

す。

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

「せっけんを使おう！シャボン玉月間」に寄せて

高根沢町長

加藤

公博

那須塩原市長

渡辺

美知太郎

高根沢町は、鬼怒川、五行川、井沼川が流れ、豊

那須塩原市は那須連山の一角を占める山々、那須

かな水資源により広大な水田地帯とそれらを取り巻

野が原に育まれた平地林、那珂川や箒川、沼ッ原湿

く平地林や里山など、自然と共生するふるさとを目

原といった優れた水辺環境など、豊かな自然環境に

指しております。

恵まれています。

このような中、町では環境保全の取り組みとして、

この自然環境を次の世代に継承していくためには、

資源回収を積極的に行っており、容器包装プラスチ

行政はもちろん、市民、事業者それぞれが環境に対

ックについては、これまでの拠点回収に加え、今年

する意識の向上を図り、互いに連携・協働して持続

の４月から町内全域を対象としたステーション回収

可能な社会の実現に向けた取り組みを継続していく

へとその範囲を拡大しています。より多くの資源を

ことが大切であると考えます。

リサイクルするとともに、これからも町民の皆さん

貴会の「せっけん運動」による水環境を守る活動

が、日常生活から環境に配慮できる仕組みづくりに

は大変意義深いものです。長年にわたる活動に敬意

努めてまいります。

を表しますとともに、今後、皆様の活動がより一層

貴会の長年にわたる水環境への取り組みに敬意を

広がりますことを心からお祈り申し上げます。

表するとともに、さらなる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」に寄せて

日光市長

「シャボン玉月間」に寄せて

大嶋 一生

矢板市長

齋藤 淳一郎

日光市内には、鬼怒川水系の源流域やラムサール

矢板市は、北部に八方ヶ原などを有する高原山麓

条約登録湿地等があり、おいしい水資源や優れた自

が広がっております。市内には内川など、この高原

然環境に恵まれています。

山麓から生まれ出た豊かな水が大地を潤し、良好な

当市では、この豊かな自然環境を守り育むため、

水辺環境からなる自然豊かな都市です。

第２次日光市環境基本計画を定め、目指す環境像を

「矢板市環境基本計画」の中には、市民・事業者・

「多彩な環境交流を楽しみ、育む 持続可能な都市･

行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、協力して環

日光」として掲げています。この環境像を実現する

境の保全と創造を進めていくことを掲げており、具

ため、湧水ボランティアによる湧水の水質分析の推

体的には市民有志の団体に対し、家庭や学校給食で

進、奥日光清流清湖保全協議会による水環境学習事

生じた廃油を再利用して、石鹸を製作・販売する事

業の推進等を関係機関と連携して進めてまいりま

業を支援しています。

す。

貴会が、水環境保全のため長年にわたり取り組ん

貴会が水環境保全のため取り組まれてきた活動に

でこられた「せっけん運動」に深く敬意を表すとと

深く敬意を表するとともに、今後もより一層活動の

もに、今後さらに活動の輪が広がりますことを心か

輪が広がりますよう心から祈念申し上げます。

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

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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の活動に敬意を表しますとともに、今後も活動の輪

埼玉県
埼
玉
県

が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」によせて

「シャボン玉月間」によせて

埼玉県知事

大野

小鹿野町長

元裕

埼玉県は、荒川や利根川などの河川をはじめと
して、秩父の美しい山並み、見沼田んぼや武蔵野の
雑木林などの豊かな自然に恵まれています。
本県では、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」の実現を目指し、生活
排水処理施設の整備、魅力ある水辺空間の創出、清
掃活動や環境学習などに取り組む団体への支援など
に取り組んでおります。
埼玉の豊かな水と緑を守り育むためには県民､市
民団体､企業､行政などがワンチームとなって連携、
協働して対策に取り組むことが今後も大切です。
豊かな自然と共生しながら持続的に発展する埼玉
の実現のため、これからも共に頑張っていきましょ
う。

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、合併処理浄化槽の普及
促進や廃食油の回収、廃油石けんづくりなどに取り
組んでいます。廃油の回収は毎年４５００Ｌを越え
ており、環境意識の高まりを示す結果となっており
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

「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

申し上げます。
「シャボン玉月間」によせて

小川町長

近年、地球規模の問題である海洋プラスチックご
みは、街中で発生したごみが河川から海へ流れ込む
のを防ぐことが課題となっています。
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。多くの市民の方の協力により、６月
には市民清掃デー、９月には霞川をきれいにする会、
不老川をきれいにする会を中心に清掃活動が行われ
ているため、プラスチックなどのごみから豊かな水
環境が守られています。この豊かな水環境を次世代
へ残していくため、市民、市民団体、企業、市が連
携した保全活動は重要な取り組みです。
また、豊かな水環境が守られていることは、貴会
の活動が大きく寄与したものと認識しております。
長年にわたり、水環境保全に取り組まれてきた貴会

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。
本町では、第２次小川町環境基本計画を策定し、
「里山文化が育んできた自然を愛する持続可能なま
ち

おがわ」を目指し、自然環境や生活環境の保全

等に取り組んでおります。
水質の保全を確保するため、森林の保全、環境美
化、不法投棄の防止など総合的な取組を推進すると
ともに、公共下水道等生活排水施設の普及や利用の
促進を図ってまいります。
長年にわたる貴会の活動により、一人でも多くの
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方が水環境に関心を持っていただくとともに、今後

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

さらに活動の輪が広がり、大きな成果につながりま

春日部市長

すことをご期待申し上げます。

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
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

桶川市長

小野 克典

桶川市は、土地区画整理事業などの都市基盤整備
により、市街地においては都市化が進展する一方

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

で、郊外には荒川、石川川、江川、芝川、綾瀬川、

域における未接続世帯に対する戸別訪問による普及

元荒川などの緑豊かな水辺空間や緑地等の自然環境

促進や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

が広がっています。

換に対する啓発、小学生へ生活排水対策グッズの配

本市では、この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。
結びに、
「せっけん運動」を通して、人々の水環境

布を行うなど、水質汚染防止に努めているところで
す。
貴会の長年にわたる水環境保全への取り組みに深
く敬意を表しますとともに、今後も貴会のますます
のご発展をご祈念申し上げます。

に対する関心がより一層高まり、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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」寄稿文

川口市長

「シャボン玉月間」によせて

越生町長

新井 雄啓

越生町は、越辺川の清流と四季折々の花と山々に
囲まれた緑豊かな自然に恵まれたまちです。

奥ノ木

信夫

川口市は、首都東京に隣接し、多様な経済活動や
商業施設が集積する一方で、荒川、芝川などの水辺
空間や、安行台地、見沼田んぼなどの貴重な緑地空
間を有しています。この利便性や住環境などが高く

本町では、豊かな自然と緩やかな起伏の地形を活

評価され、昨年末に１都３県の街を対象とした「本

かし、また健康志向の要望を受け、平成２８年４月

当に住みやすい街大賞２０２０」で、川口市が見事

２９日に全国初の「ハイキングのまち」を宣言しま

第１位に選ばれました。

した。その宣言を受け、毎月第２土曜日に月例ハイ

本市では、都市と自然の調和を次世代につなぐた

キングを実施し、豊かな自然の中でウオーキングを

め、生活排水対策の推進や、国が提唱する「新しい

楽しんでおります。

生活様式」の実践にも意識し、石けん・洗剤の適量

今後も豊かな自然環境を保全し、潤いと優しさの
あるまちづくりに取り組んでいきたいと思います。
本町の施策は、自然環境保全に積極的に取り組む

使用をはじめ、市民一人ひとりができる行動の促進
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、

貴会の「せっけん運動」に通じるのではないかと思

これからも環境にやさしい「せっけん運動」の発展

います。

をご祈念申し上げます。

末筆ながら、貴会の活動の益々の発展を祈念して
おります。
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「シャボン玉月間」に寄せて

北本市長

シャボン玉月間によせて

三宮 幸雄

久喜市長

梅田 修一

北本市は、埼玉県の中央部に位置し、武蔵野の面

久喜市では、河川汚濁の主な原因である生活排水

影を残す雑木林や屋敷林などが数多く残っており、

処理対策の一環として、石けんなどの分解性の高い

市内西側には、湧水や湿地をはじめ、多様な動植物

ものを適切な量で洗剤として使用することを呼びか

が生育・生息しています。

けております。

こうした自然環境を保全するため、第二次北本市

また、本市では市民の皆様の参加のもと、家庭か

環境基本計画を策定し、環境施策の推進を図ってい

ら出る廃食油から粉石けんを作る「リサイクル促進

ます。また、市内河川用排水路の水質測定や合併処

事業」に取り組んでおり、環境保全の大切さを学ぶ

理浄化槽設置の補助制度などの施策を行い、水環境

ことができると好評をいただいております。

の保全に努めています。

新型コロナウイルス感染拡大防止に手洗い等の重

このような中、貴会の長年にわたるせっけんを通

要性が増す中、環境にやさしい石けんの利用拡大を

した取り組みは、環境保全を進める上でも大変意義

推進している貴会の活動に敬意を表しますとともに、

深いものであり、今後も貴会の活動がますます発展

今後とも貴会がますます発展されますことを祈念申

することを心より御祈念申し上げます。

し上げます。

シャボン玉月間によせて

「シャボン玉月間」に寄せて

行田市長

石井 直彦

行田市は、北に利根川、南に荒川の２大河川を擁
する、水と緑に恵まれたまちです。

熊谷市長

富岡 清

熊谷市は、荒川、利根川という二大河川を有し、
豊かな水環境や自然環境に恵まれています。

本市では、こうした豊かな自然環境を守り、大切

清流・元荒川には、希少魚の「ムサシトミヨ」が

に次世代へと引き継いでいくため、市民、事業者及

生息し、環境省「平成の名水百選」に選定されるな

び行政が連携、協働し、河川の水質改善に向けた取

ど本市の水辺環境のシンボルとなっています。

組をはじめ、廃棄物の減量やリサイクルなどに積極
的に取り組んでおります。

また、南部地域の清流では毎年数多くのゲンジボ
タルが舞い、私達を楽しませてくれています。

「せっけん運動」は、水環境の保全活動として大

本市では、これらの水環境を後世に残していくた

変意義深く、長年にわたる貴会の活動に深く敬意を

めに、様々な保全活動や啓発活動に努めています。

表します。今後もこの活動の輪がより一層広がり、

貴会の「石けんを使おう」という活動は、身近な

さらに発展していくことを心からご祈念申し上げま

水環境の保全に大変意義深いものと考えています。

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、今後も活動の輪が大きく広がりますことを祈
念いたします。
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シャボン玉月間に寄せて

鴻巣市長

「シャボン玉月間によせて」

原口 和久

鴻巣市は、首都圏５０km という都心への通勤圏に

さいたま市長

清水

勇人

さいたま市は、文教都市、経済都市、文化・芸術

位置していることから、市街地の開発が進む一方で、

のまち、歴史と伝統のまちとして発展してきました。

河川に囲まれた田園地帯や武蔵野の面影を伝える雑

一方で、見沼田んぼや荒川に代表される水と緑を有

木林など、水と緑に恵まれた豊かな自然環境を残し

していることから、人と自然が共生した街づくりを

ています。

目指しております。

本市では、この豊かな自然を守り育み、次の世代

本市では、この多様で恵まれた自然を守り、次世

へ引き継ぐために、コウノトリの里づくりに力を入

代へ引き継ぐために「さいたま市水環境プラン」を

れています。今度も、市名の由来とも言われるコウ

策定し、行政のみでなく市民・団体・事業者の方々

ノトリをシンボルとし、多くの生き物が成育できる、

と協働で、水環境への負荷低減及び保全・再生に取

人にも生きものにも優しい環境づくりに努めていき

り組んでいます。せっけんの適量使用についても、

ます。

負荷低減には非常に重要です。

貴会の「せっけん運動」は、水環境の保全を通じ、

貴会の長年にわたる「せっけん運動」による水環

ＳＤＧｓの推進を図るという面でも大変意義深いも

境保全への取り組みに敬意を表しますとともに、今

のです。今後も会の活動の輪の広がりと、益々のご

後益々のご発展をお祈り申し上げます。

発展をご祈念申し上げます。
「シャボン玉月間」に寄せて

越谷市長

「シャボン玉月間に寄せて」

高橋 努

坂戸市長

石川 清

越谷市は、中川や元荒川など、多くの河川や水路

坂戸市は、武蔵野の緑と清流高麗川が織りなす恵

があり、古くから「水郷こしがや」と呼ばれ、豊か

み豊かな自然の恩恵を受け、今日まで発展してまい

な自然に恵まれております。

りました。

本市では、この豊かな環境を次世代へ引き継ぐた

本市におきましては、この豊かな自然を未来に引

め、越谷市環境管理計画を策定しており、その中で

き継ぐため、
「みんなでつくる水と緑の住みよい環境

「未来へつなげよう 地球と人にやさしいまち こ

のまちさかど」を目指すべき環境像に据えて、市民

しがや」を望ましい環境像と定め、市民・事業者の

の皆様とともに、環境への負荷を軽減する取り組み

皆様との協働により、環境にやさしい持続可能な社

を積極的に進めています。たとえば市内の環境学館

会づくりに取り組んでいるところです。

いずみでは、学校給食の廃食油を利用したリサイク

貴会が長年取り組まれている「せっけん運動」は
水環境の保全に寄与するものであるとともに、丁寧
な手洗いは新型コロナウイルス感染症予防対策とし
て大変効果的であります。

ル石けん作りを実施しており、環境にやさしい石け
んの普及を図っています。
貴会の長年にわたる『せっけん運動』への取組み
に心から敬意を表しますとともに、今後ますます運

本市では、この活動に対して敬意を表しますとと

動の輪が広がりますことを祈念申し上げます。

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。
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シャボン玉月間によせて

狭山市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

小谷野

剛

草加市長

浅井 昌志

狭山市は、多くの企業が立地し、 埼玉県内屈指の

草加市は埼玉県の東南端に位置し、草加せんべい

工業都市である一方、入間川、不老川をはじめとす

が全国的に知られており、綾瀬川右岸沿いの草加松

る河川、山林、田園地帯も有している、水と緑に恵

原は、国の名勝「おくのほそ道の風景地」となって

まれた自然環境豊かなまちです。

います。

過去には、不老川が「日本一汚い川」といわれた

本市は平成１１年に環境共生都市宣言を行い、
「人

時期もありましたが、住民と行政が一丸となり清掃

と自然が共に生きるまち そうか」の実現に向け、

活動や生活排水対策などに取り組んだ結果、水質が

平成３１年３月に「生物多様性そうか戦略」
、令和２

改善し、今では 「 市民の憩いの場 」 へと変わっ

年３月に第二次環境基本計画（第二版）を策定し、

ています。

環境問題の解決に取り組んでいるところです。

今後も、
次の世代が自然の恵みを享受できるよう、

綾瀬川は、かつて水質汚濁が著しかったものの、

市民・事業者・行政の協働のもと、継続して環境保

下水道の普及などにより近年ＢＯＤ値が３mg/l を

全活動に取り組んでまいります。

下回るようになり、多くの魚類や鳥類が戻ってまい

貴会の長年にわたる水環境保全の活動に心から

りました。これも貴会が推進する水環境を保全し、

敬意を表しますとともに、せっけん運動の輪がます

安全で健康なくらしが営める良好な環境づくりと軌

ます広がりますことをご期待申し上げます。

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

シャボン玉月間によせて

志木市長

動がさらに広がりますよう心からご祈念申し上げま

香川

武文

志木市は、全国で６番目に小さい市でありますが、

す。
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

市内の中心に「新河岸川」と「柳瀬川」が、東には

秩父市長

「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。

久喜 邦康

埼玉県の北西部に位置する秩父市は関東山地の東

こうした自然とその恵みを後世に引き継ぐため

側にあり、市の８７％は森林であり、その面積は埼

に、市民と協働による清掃活動の実施や小学校にお

玉県の約４０％を占めています。山肌を覆う深い森

ける環境学習の推進、さらには、より良い環境を将

は、首都圏や周辺地域の水源域として古くから守ら

来の世代に承継する人材の育成を目的とした「志木

れてきており、現在でも上流域と下流域の水のつな

市民環境大学」の開講など、様々な観点から環境課

がりを意識し、地域住民の皆様が「自然とともに生

題の解決に向けた取組を実施しています。

きる」という生活スタイルを守っています。

貴会の地道な環境活動による成果に心から敬意を

秩父の豊かな環境を次世代に確実に引き継ぐため、

表しますとともに、これからも「せっけん運動」や

平成１８年に秩父市環境基本条例を策定し、環境問

環境問題への取組の輪が広がりますようご期待申し

題の解決に取り組んでまいりました。今後も身近な

上げます。

水環境を守り、自然環境の保全に取り組みます。
本年、大流行した新型コロナウイルスの予防とし
て、石けんによる手洗いが有効であると言われてお
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ります。貴会の長年にわたる活動が広がり、実り多

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

いものとなりますよう、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」によせて

鶴ヶ島市長

齊藤

芳久

所沢市長

藤本 正人

埼玉県南西部の中核都市として発展してきた所沢
市は、武蔵野台地の自然に恵まれ、鎌倉街道の拠点
として発達し、日本人が初めて大空にはばたいた記

鶴ヶ島市は、関越自動車道と首都圏中央連絡自動

念すべき街です。狭山丘陵付近に源を発する、柳瀬

車道が交わる交通の要所です。その一方で自然環境

川、東川は、市民に潤いと安らぎを与え、貴重な動

と居住環境が程好く融合した住みやすく快適なまち

植物の生息の場になっています。

でもあります。

未来の子どもたちの輝く笑顔のため、ふるさとの

市の目指すべき環境像としては、第２期鶴ヶ島市

豊かなみどりと川を守り、継承していくことは、今

環境基本計画において、
「里山と小川 風と緑と生き

を生きる私たち大人の使命です。本市では、
「所沢市

ものと 共に生きるまち」を掲げています。その中

マチごとエコタウン推進計画」に基づき、私たち一

で、水辺の保全と再生は重点施策のひとつとなって

人ひとりが今までの生活を見直し、限りある資源や

います。

みどりを大切にし、地球にやさしい生活をマチぐる

「石けん運動」は、生活排水による河川の汚れを
軽減するとともに、身近な活動を行うことで、みん
なで未来の鶴ヶ島に自然との調和を残すことに繋が
ります。

みで行い、人と自然が真に寄り添う調和したマチを
目指しています。
貴会による「せっけん運動」は、過度に資源やエ
ネルギーに頼らず、豊かな自然を次の世代へ継承し

そのことが、
市の将来像である
「しあわせ共感 安

ようとする取組で、本市が推進するエコタウンの趣

心のまち つるがしま」に寄与するものと考えてお

旨にも繋がる活動であると認識しております。是非、

ります。

今後も続けていただきたいと思います。

貴会の長年にわたる水環境保全への取り組みに敬

結びに、皆様のこれまでの御尽力に心から敬意を

意を表しますとともに、今後も、実り多いものとな

表しますとともに、活動の輪が今後さらに広がり、

りますよう、心からご期待申し上げます。

実り多いものとなりますよう、皆様方の御活躍を心
からお祈り申し上げます。
なお、私は今も石けんで頭を洗っております。
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「シャボン玉月間」寄稿文書

長瀞町長

「シャボン玉月間」に寄せて

大澤 タキ江

新座市長

並木 傑

長瀞町の中央部には荒川が流れ、町全域は埼玉県

新座市は、首都近郊ながらも、武蔵野の面影を色

立長瀞玉淀自然公園に指定されています。特に、荒

濃く残す平林寺境内林などの雑木林が広がるととも

川に隣接する「岩畳」は、国指定名勝･天然記念物に

に、柳瀬川、黒目川及び野火止用水が流れ、自然環

指定されております。水に関わるレジャー産業も活

境に恵まれたまちです。

発であり毎年多数の観光客に楽しんでいただけるの

本市では、これらの貴重な自然環境を将来にわた

は、荒川が清流と認知されていることであり、水質

って引き継ぐため、
「みんなで築く雑木林とせせらぎ

が長瀞の生命線でもある重要な資源です。

のある住みよい環境のまちにいざ」を望ましい環境

当町では、祖先より受け継いだ豊かな水資源を後
世に引継げるよう、公共下水道整備の推進や合併浄
化槽の普及啓発等を継続的に取組んでおり、着実に
水質の改善に寄与していると確信しております。
結びに、貴会の「石けん運動」には日頃より敬意
を表すものであり、今後の更なる活動が広がります

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
境保全活動として大変意義深い取組であり、長年の
活動に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。

ことをご祈念申し上げます。
シャボン玉月間へのメッセージ

滑川町長

「シャボン玉月間」によせて

吉田 昇

滑川町は埼玉県の中央に位置し、首都圏６０km 圏
内の町として発展してきました。町の中央を流れる
滑川をはじめ３つの一級河川と、国営武蔵丘陵森林
公園や関東一といわれる約２００か所の「ため池
（沼）
」があり、谷津(やつ)という美しい景観が織り
なす自然豊かな町です。
本町では、国の天然記念物ミヤコタナゴが棲める
生息環境の回復に努めながら、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。
結びに、貴会の活動の輪が一層広がっていくこと
をご期待申し上げます。

羽生市長

河田 晃明

今年は、世界中が新型コロナウイルスの感染拡大
という戦後最大級の危機に見舞われ、未だ予断を許
さない状況ですが、日本は都道府県をまたぐ移動の
自粛の緩和など、社会経済活動を段階的に再開させ
ました。
これからは、感染拡大の第２波を警戒し、人と人
との距離の確保やマスクの着用、手洗いなど「新し
い生活様式」の実践が必須となります。特に貴会の
推奨するせっけんによる手洗いは、水環境の保全の
みならず、命と健康を守るために大変重要なことだ
と思います。
「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広がっていくこ
とを心よりお祈り申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

飯能市長

シャボン玉月間によせて

大久保

勝

日高市長

谷ケ﨑 照雄

飯能市は、埼玉県南西部に位置し、森林や清流な

日高市は、首都近郊に位置しながら手軽に山登り

ど豊かな自然環境と共存する中で歴史や文化、人々

が楽しめる｢日和田山」､カワセミが飛ぶ清流「高麗

の暮らしを育んできました。

川」、５００万本の曼珠沙華が咲き誇る「巾着田」な

本市の森林に源流を発する入間川、高麗川は、美

ど、豊かな自然に恵まれたまちです。

しい自然景観を創り出すとともに、埼玉県民や東京

この自然環境を維持し、次世代に引き継いでいく

都民の水がめの一部として、人々の生活や生産活動

ためには一人ひとりの環境に対する関心や意識が大

など社会経済基盤として不可欠な貴重な水源となっ

切です。

ており、下流域住民の安心・安全な日々の暮らしを
支えています。

市では、小学生を対象に、豊かな自然の中での活
動を通じて、環境について学習する「川ガキ・山ガ

上流域に位置する自治体として、後世に豊かな自

キ自然塾」を開催しています。また、河川などの公

然と清流を引き継いでいくために、今後も一人ひと

共用水域の水質を保全するため、単独処理浄化槽か

りが環境保全に対する意識を高め、市民、事業者及

ら合併処理浄化槽への転換を推進しています。

び市が一体となり保全活動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、活動の輪がますます広がりますことを

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。

心よりお祈り申し上げます。
「シャボン玉月間」によせて

東松山市長

シャボン玉月間によせて

森田

光一

深谷市長

小島 進

令和元年東日本台風による災害以降、多くの皆様

深谷市は、新紙幣の肖像画、そして来年の大河ド

からお寄せいただきました多大なるご支援とご協力

ラマの主人公に決定した渋沢栄一翁の出身地です。

に対し、改めて心からの感謝を申し上げます。

近代日本経済の父といわれる栄一翁は、企業の創設・

東松山市は比企丘陵の緑と清流の織りなす豊かな

育成に力をいれるだけではなく、社会の発展を考え、

自然に囲まれた都市です。ホタルの里づくり事業や

民間外交や教育機関・社会公共事業の支援にも熱心

河川の水質調査等を通じて水辺空間の整備や水環境

に取り組みました。

の保全に取り組んでいます。

当市では市民団体等による河川の清掃活動が行わ

現在、世界中で猛威を振るっている新型コロナウ

れているなど、栄一翁が大切にしていた忠恕の精神

イルス感染防止のための対策として、水と石けんを

は連綿と受け継がれています。豊かな自然環境を将

使った丁寧な手洗いが基本のひとつとされており、

来に継承していく為に、市民、事業者及び行政が相

市としても引き続き石けんを使った感染防止の啓発

互に連携、協働しながら河川や水環境の保全に引き

を図ってまいります。

続き取り組んでまいります。

皆様には、美しい自然というバトンを次世代につ

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

なぐため、更に活動の輪を広げられることをご期待

すとともに、今後のご活躍を心からお祈り申し上げ

申し上げます。

ます。
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シャボン玉月間によせて

富士見市長

とともに、貴会がますますご発展されることを心よ

星野

光弘

り祈念いたします。

荒川、新河岸川、柳瀬川などの河川を有する富士
見市は、水田地帯として豊富な水を利用してきまし

シャボン玉月間によせて

た。また、多くの湧き水も存在し、首都近郊では自

松伏町長

然環境に恵まれたまちです。

鈴木 勝

その豊かな水資源を将来に引き継いでいくため、

松伏町には江戸川・中川・大落古利根川と３本の

市民向けに「富士見市湧き水マップ」を作成してい

川が流れております。３本の川には魚も豊富で、昭

ます。このマップを市内の小学３年生に配布して環

和４０年前後までは川でとれた魚を食することが出

境学習で活用するなど、環境について考える様々な

来ました。このため、子どもの「魚とり・魚釣り」

取り組みを行っています。

は食卓を彩る役目をしました。高度経済成長と共に

今後も、「環境にやさしい都市宣言」を基に、心

洗剤が開発され、川の堰などには泡が出はじめ、魚

和ませる水と緑豊かな自然環境の保全に努めてまい

を食することは出来なくなりました。川を汚したの

ります。

も人ならば、美しい川を取り戻すのも人の役目だと

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。

思っております。
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、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

シャボン玉月間によせて

ふじみ野市長

に、今後のご活動を心よりお祈りいたします。

高畑

博

ふじみ野市を流れる新河岸川の周辺では、湧水群

「シャボン玉月間」によせて

や川沿いの斜面林など水と緑豊かな自然環境が残っ

三郷市長

ており、水田が広がっております。郊外には、田園

木津 雅晟

風景が広がり、緑豊かな景観が継承されています。

埼玉県の東南端に位置する三郷市は、人口増加と

当市では毎年、河川の水質を継続的に調査し、そ

企業進出が続くなど発展を遂げる一方で、市の東西

の結果を「環境年次報告書」としてまとめ、ホーム

を江戸川と中川が流れる、水と緑に囲まれた自然豊

ページで公開しているところです。また、環境保全

かなまちです。

の観点から、合成洗剤などの使用を控え、環境負荷

本市では「ふるさとの川 水辺の再生事業」にお

の少ない石けんの使用を、市民の方に呼びかけてお

いて、豊かな緑や水辺が保全・創出され、自然を身

ります。

近に感じることができるよう、環境保全の大切さを

当市の目指す環境像である、「みんなではぐくむ

広めています。今後も市民・事業者・市が連携し、

緑豊かな住みよいまち ふじみ野」を礎に、多くの

環境と共生する地域づくりを推進してまいります。

方々に身近な環境に関心を持っていただくよう、環

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

境にやさしいまちづくりの推進など、今後も各種施

すとともに、新型コロナウイルス感染防止の観点か

策を展開してまいります。

らも「せっけん運動」の輪がさらに広がりますこと

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表する

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

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

石木戸

道也

三芳町長

林 伊佐雄

皆野町は、埼玉県の西北、秩父地域の東北にあっ

三芳町は、首都圏３０ｋｍ圏という好条件に位置

て都心から８０km 圏域に位置する豊かな緑と自然

し、みどり豊かな武蔵野の雑木林や三富新田に代表

に囲まれた町です。

される田園風景が広がる自然と都市機能が調和した

当町では、平成２３年度から幼稚園・各学校用に

まちです。

貴会の石けんを購入し、今日まで使わせていただい

本町では、生活排水の適正処理のため、公共下水

ております。子どもたちや先生からは、「手が荒れ

道接続率の向上や合併浄化槽の普及促進により生活

なくてよい」という声も聞こえてきており、大変好

排水処理率向上に努めています。

評を得ています。

現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

また、昨年度は、かけがえのない自然環境を後世

石けんでの手洗いの大切さが再認識されています。

に残すための取り組みのひとつとして、貴会作成の

このような中、
「未来へのバトンを繋ぐ、せっけんラ

ＰＲ紙「せっけんライフでハッピーライフ」を町内

イフ～守ろう地球、きれいな海～」を合言葉に、未

毎戸に配布いたしました。

来へ繋ぐ美しい自然と豊かな循環型社会のための貴

結びに、長年にわたる貴会の活動に敬意を表すと

会の活動がより一層の成果を収められることを期待

ともに、今後とも活動の輪がますます広がることを

いたしますとともに、更なる発展を心よりご期待申

ご祈念申し上げます。

し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

宮代町長

新井 康之

毛呂山町長

井上

健次

宮代町は、埼玉県北東部にあり、大落古利根川を

埼玉県南西部に位置する毛呂山町は、山地と平野

はじめとする豊かな水辺環境と、さいたま緑のトラ

を有する多様な地形で、穏やかな気候と豊かな自然

スト保全第５号地である山崎山の雑木林など、多く

に恵まれています。平地には越辺川と高麗川が清ら

の緑に恵まれたまちです。

かに流れ、里山の田園風景が広がっています。水質

このかけがえのない自然環境を永く守り継いでい

の保全や、水害に強い河川水路整備に努めながら、

くため、当町ではイベントや講座など、各種の取り

ウォーキングコースなど安らぎのある水辺の活用を

組みを行っております。自然環境の要の一つは水で

行っております。

あり、その保全は必定のテーマです。せっけん運動

今年はレジ袋の有料化がスタートするなど、環境

は、この視点から大変有難いものと考えております。

保全について、生活に身近なところから変えていく

さらに、昨今は新型コロナウイルス対策として、

ことの重要性の認識が広がりをみせております。貴

石鹸を使用した手洗いの重要性が再認識されていま

会が取り組む石けん運動は長い歴史をもち、河川や

す。こうした状況が契機となり、せっけん運動の輪

海の保全に対する人々の意識改革に寄与されてきま

がさらに大きく広がり、発展されることを心からご

した。あらためて敬意を表しますとともに、持続可

祈念申し上げます。

能な社会の実現に向け、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。
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シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間寄稿文

八潮市長

大山 忍

八潮市は、埼玉県の東の玄関口として発展しつつ

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

も、中川、綾瀬川、大場川などの河川に囲まれてお

ら水の恵みを享受してまいりました。
「吉川に来て、

り、豊かな水辺の環境に恵まれています。

なまず、うなぎ食わずなかれ」といわれ市内の料亭

このような中、本市では、人と自然が共生できる
良好な環境を保全するため、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。

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未来へ受け継いでいくため、
市では公共下水道への接続や浄化槽の維持管理の啓

また、市民にとって最も身近な自然として親しめ

発、合併浄化槽への転換促進により水質の保全を図

る水辺空間の創出を図るため、葛西用水の親水化整

っており、美しい水環境の創出に向けて引き続き取

備にも取り組むなど、
「水と緑にふれあえる、環境に

り組んでまいります。

やさしいまち八潮」の実現を目指しています。

最後に、現在新型コロナウイルス感染症対策とし

貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬意を表

てこまめな手洗いが励行されております。新しい生

し、今後もその活動の輪がますます広がることをご

活様式の中で、貴会の活動の輪がますます広がりま

祈念申し上げます。

すことを心より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

シャボン玉月間へのメッセージ

横瀬町長

富田 能成

吉見町長

宮﨑 善雄

横瀬町は、埼玉県の西部、秩父地方の南東部に位

吉見町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東部に荒

置し、町のほぼ中央を東西に横瀬川が流れ、埼玉県

川、南西部に市野川が流れる、水と緑に囲まれた自

最大級の寺坂棚田が広がる緑と水の自然に恵まれた

然豊かな町です。

住みよいまちです。
本町は、都心から簡単にアクセスできる７０km 圏
内にあります。都市部との交流を促進するとともに、
豊かで美しい自然環境を保全し、
心に残る美しい町、

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、
「緑と調和した安全・安心な生活空間のあ

ここで育った子どもたちがまた帰ってきたくなるま

るまち」をめざして、公共下水道、農業集落排水及

ちづくりに積極的にチャレンジしています。

び浄化槽による生活排水対策を進めるとともに、町

貴会が長年取り組まれている石けん運動は、環境
保全にとって大変意義深いものです。長年の活動に
深く敬意を表しますとともに、活動の輪が一層広が
るよう心からご期待申し上げます。

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。
貴会の長年にわたる取り組みに心から敬意を表し
ますとともに、今後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。
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「シャボン玉月間によせて」

嵐山町長

千葉県

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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

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、美しい清流を残し、環境を守り水質
を向上させるため、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。
コロナ禍により石けんの使用が注目されている今、
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。

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。健全で豊かな
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、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』」の実現に向けて、
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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」令和２年度市長メッセージ

和光市長

千葉県知事

松本 武洋

和光市は、埼玉県の南端にあり、東京都に隣接し

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たものになりますよう、心から
お祈り申し上げます。

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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

乗り入れる和光市駅や東京外環道の２つのインター

旭市長

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。

明智 忠直

旭市は九十九里浜に面し、北部には干潟八万石と
呼ばれる房総半島屈指の穀倉地帯が広がっており、
温暖な気候に恵まれています。全国第６位の産出額
を誇る旭市の農業は、豊かな自然環境から生まれる
豊富な水に支えられています。
自然の恵みである大切な水環境は、近年、合併処
理浄化槽の設置促進や下水道整備などにより河川の
水質は改善されてきております。
豊かで美しい景観と環境資源を次世代へと引き継
いでいくため、今後も地域一体となって環境保全活
動に力を注いでいく所存であります。
長年に渡る貴会の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とご発展をご祈念申
し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

我孫子市長

星野

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

順一郎

市川市長

村越 祐民

我孫子市は、昭和４５年７月に千葉県で２２番目

市川市は、千葉県の北西部に位置し、江戸川を挟

の市として誕生し、本年７月１日に市制施行５０周

んで東京都と隣接しながらも緑地と水辺の自然環境

年を迎えました。この間、手賀沼と利根川の水系に

に恵まれた環境・文教都市として発展してまいりま

抱かれた水と緑の自然豊かな住宅都市として発展し

した。

てきました。

現在、本市は第３次市川市生活排水対策推進計画

市ではこれまで、市民の健康や水環境の安全を確

を推進しており、市民と連携をした生活排水対策を

保するため、石けんの利用を推進してきました。家

進めております。良好な水環境は、多様な生態系を

庭や学校・保育園・事業所などから排出される食用

維持していくための役割を果たしており、大切に守

油を回収し、ＮＰＯ団体が石けんにリサイクルする

っていくべきものです。

資源循環に先駆的に取り組み、現在も小・中学校や

貴会が長年取り組まれている石けん運動は、水環

保育園の食器、調理器具等の洗浄に石けんを使用し

境の保全に有意義な活動です。深く敬意を表すると

ています。

ともに、今後も活動の輪がより一層広まることを心

市のシンボルである手賀沼を守り、将来を担う子

より願っております。

どもたちに、きれいな水と豊かな自然環境を継承し
ていくために、今後も、石けんの利用推進に関する
啓発に努めていきます。また、市民一人ひとりが環

「シャボン玉月間」によせて

境に配慮した生活を心がけていくことが大切である

市原市長

と考えています。

小出 譲治

市といたしましても、
「ずっと住み続けたい。
」と

「せっけん運動ネットワーク」の皆様の多年にわ

思っていただけるまちの実現を目指してまいります

たる環境問題への取組に心から感謝と敬意を表しま

ので、引き続き、市政へのご理解とご協力をよろし

す。

くお願いいたします。
結びに、貴会のますますのご発展をお祈り申し上
げ、ごあいさつとさせていただきます。

本市は日本有数の石油化学コンビナートを有する
一方、養老川の恵みがもたらす長閑な田園風景や日
本古来の美しい里山が広がる自然と産業が調和した
まちとして発展を続けております。
この豊かな環境を守り、次世代へと引き継いでい
くため、再生可能エネルギーの普及促進、環境学習
の推進、ごみの減量化と再資源化など様々な環境問
題の解決に積極的に取り組んでおります。
皆様におかれましては、引き続き水環境改善への
お力添えをお願いするとともに、「せっけん運動ネ
ットワーク」の輪がより一層大きく広がりますこと
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

運動」の輪が広がって益々ご発展されることをご祈

板倉 正直

印西市は千葉県の北西部に位置し、里山に代表さ

念申し上げます。
「シャボン玉月間」によせて

れる豊かな自然と北部を利根川、南東部を印旛沼、

大多喜町長

北西部を手賀沼に囲まれ、豊富な水資源に恵まれた
田園風景が広がるとともに、都市機能が集積された

飯島

勝美

大多喜町は、房総半島の中心部に位置しており、

千葉ニュータウンを有した自然環境と都市環境が見

養老川と夷隅川を有し、豊かな自然の風景が四季

事に調和したまちです。

折々に異なる顔を見せ、人々の心を潤してくれる自

本市では生活雑排水による河川の水質汚濁防止対

然豊かなまちです。

策として、公共下水道の整備や高度処理型の合併処

本町では、水環境の汚染の原因である生活排水に

理浄化槽の設置を推進し、水環境の保全に取り組ん

よる水質汚濁防止を促進するため、単独浄化槽から

でいます。また、環境を保全していくためには、行

合併浄化槽へ転換する方への補助制度、普及促進な

政の取り組みだけではなく、市民一人ひとりの環境

ど、水環境の保全に取り組んでおります。

保全に対する意識の向上を図ることが大切であると
考えています。

長年にわたる貴会の水環境保全の取り組みに敬意
を表しますとともに、一人でも多くの方が水環境に

今後も様々な環境政策への取り組みや、自然環境
保全意識の高揚を図るとともに、様々な環境課題の

関心を持ち、環境保全に資する活動の輪が全国各地
に広がっていきますようご祈念申し上げます。

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水環境の保全活動に

シャボン玉月間によせて

心から敬意を表しますとともに、今後益々の御発展

御宿町長

をご祈念申し上げます。

石田 義廣

御宿町は黒潮おどる太平洋に面し、２ｋｍにわた
るきれいな砂浜と緑の山々に囲まれ、美しい自然環

シャボン玉月間によせて

浦安市長

内田 悦嗣

新型コロナウイルスの感染予防が呼び掛けられて

境の中にあり、かねてから白砂青松、海の保養地と
して広く親しまれ、観光立町として発展して来まし
た。

いる中、せっけんでの手洗いが大切であることを改

年間を通し温暖な気候に恵まれ、住みよいまちづ

めて実感しているところですが、本市でも普段から

くりを進めていますが、水環境の維持保全は観光業

貴会の協力により、リサイクル石けんについては廃

をはじめ、漁業・農業など全ての産業発展の基盤を

食油の拠点回収にあわせ、普及活動を実施していま

支えるものであります。

す。

美しい自然環境を未来世代に引き継いで行こうと

本市では、地球環境や生活環境の保全のため、再
生可能エネルギーの活用等、ごみの減量・再資源化

する皆さまの「せっけん運動」に心から敬意を表
し、感謝を申し上げます。

や環境美化、衛生対策等に取り組んでいます。自然

改めて当町においても教育、公共施設での使用を

環境の保全は一人ひとりの心がけが大切です。今後

はじめ「せっけん運動」を進めていきたいと思いま

もこれまで進めてきた廃食油の拠点回収を引き続き

す。

実施し、水質の保全に努めていきます。

今後とも、皆さまの活動がより広く展開されます

これまでの貴会の活動に敬意を表し、
「せっけん

ことを、心から念願しております。
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「シャボン玉月間」によせて

勝浦市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

土屋 元

木更津市長

渡辺

芳邦

勝浦市は千葉県の南東部、太平洋に面した自然豊

木更津市は、東京湾アクアラインを通じて都心に

かな街で、本市の風光明媚な景色は市民の誇りであ

近接しながら、里山・里海に囲まれた自然豊かなま

り、市民憲章にも｢海と緑の自然を大切にします｡｣

ちです。人と自然が調和したこのまちを持続可能な

とうたわれています。

まちとして、次世代に継承していくため、「木更津

しかしながら、市内を流れる浜勝浦川につきまし

市人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進

ては長年にわたり水質汚濁と悪臭が問題とされてき

に関する条例」
（通称：オーガニックなまちづくり

ました。この対策として令和元年度に水質浄化用バ

条例）を２０１６年に施行し、環境に配慮した事業

イオ資材の河川への投入を試験的に実施し、現在の

活動や暮らし方を奨励し、自然環境の保護・保全に

ところ水質・悪臭ともに改善傾向を示しているとこ

取り組んでいます。環境の保全は、一人ひとりの

ろです。

日々の生活や企業活動における環境負荷低減に関す

このような中、水環境の保全に寄与する貴会の長

る意識と行動の積み重ねであると考えております。

年に渡る活動は大変心強いものであり、敬意を表し

貴会の活動に対し、心から敬意を表しますととも

ますとともに、今後のますますのご活躍を祈念申し

に、「せっけん運動」を通じて水環境を守る輪が一

上げます。

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」へのメッセージ

シャボン玉月間によせて

鎌ケ谷市長

清水

聖士

君津市長

石井 宏子

水環境の維持・管理は、環境保全の重要な課題で

県内で２番目の広さを有する本市は、千葉県の中

す。鎌ケ谷市は、北総台地の中でも高いところにあ

央部、東京湾に面し、清らかな水と緑にあふれるま

り、手賀沼水系、印旛沼水系及び東京湾に流れてい

ちです。

く真間川水系のすべての最上流部となっているた

市内を流れる小糸川と小櫃川の水は県下でも有数

め、水質浄化対策を進めることの重要性を認識して

の良好な水質で、飲用水、農業用水、工業用水など

おります。

に幅広く利用されています。

市では、家庭雑排水処理施設による水質浄化に努

本市では、環境にやさしい学校づくりを推進して

め、公共用水域の水質調査を継続して実施するとと

おり、積極的に環境学習や環境美化活動等に取り組

もに、今後も、一人ひとりができる取り組みを推進

む小中学校に対し「エコスクールきみつ認定証」を

し、水環境の保全に努めてまいります。

交付しています。こうした取り組みを通じ、市民一

最後になりましたが、貴会の環境保全に対する長
年の取り組み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。

人ひとりの環境への意識が一層高まることを望んで
おります。
貴会のせっけん運動に、より多くの皆様が賛同さ
れ、有意義な成果につながるよう期待するとともに
今後益々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

栄町長

シャボン玉月間によせて

岡田 正市

栄町は、利根川・印旛沼・長門川・将監川などの
水と緑に囲まれた自然豊かなまちです。

山武市長

松下 浩明

山武市は都心へ約６０㎞､千葉県の東部に位置し､
ＬＣＣの国内便も多い成田国際空港にも約２０㎞と

この豊かな環境を保全し、河川、湖沼の水質浄化

利便性が良く、また、日本有数の砂浜海岸である九

の推進を図るため、町では公共下水道の整備や合併

十九里浜のほぼ中央でその長さは約８㎞にわたって

浄化槽の設置費補助制度を活用した普及、促進に努

います。

めるとともに、水質保全に関連した啓発や清掃など
の各種活動を推進しています。

本市では２０５０年までに市内の二酸化炭素（Ｃ
Ｏ₂）排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシテ

豊かな自然環境を守るためには、私たち一人ひと
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。

ィ」を今年（２０２０年）６月に千葉県で初めての
宣言をしました。
今後も二酸化炭素の排出削減を図るとともに、九
十九里の美しい海岸、丘陵地帯のサンブ杉の自然環

貴会の「せっけん運動」は日々の生活から水環境

境を守っていくことが大切だと考えています。また

を保全する活動で大変意義深いものであり、長年に

水質の環境保全は、生命にとってとても重要です。

わたる活動に対し深く敬意を表するとともに、今後

その一環としても貴会の行っている環境にやさしい

ますます活動の輪が広がりますことを心よりご期待

無添加石けんの使用を呼び掛けて参ります。

申し上げます。

今後も貴会のますますの発展をお祈り申し上げま
す。

シャボン玉月間によせて

佐倉市長

西田 三十五

シャボン玉月間によせて

酒々井町長

佐倉市は、千葉県北部、下総台地の中央部に位置

小坂

泰久

し、市北西部には印旛沼が広がり、市内には豊富な

酒々井町は、遥か昔から水運と漁労など、印旛沼の

湧水を育む多数の谷津地形が存在する緑豊かな自然

恩恵を受け、豊かな自然環境の中で１３０年の年月

と城下町としての歴史に育まれた文化のまちです。

を超えて繁栄の歴史を刻んできました。

この貴重な自然を将来に渡って受け継いでいくた

町では、南部地域での開発に伴う水需要の拡大が

め、今年３月に、第２次環境基本計画を策定しまし

見込まれ、今後ますます印旛沼の浄化対策と健全な

た。この計画に沿って、自然共生社会の実現と環境

水循環の重要性が増すものと考えております。

保全活動の拡大を目指すとともに、印旛沼の再生や
谷津の保全を重点的に推進してまいります。

印旛沼の浄化対策においては、不法投棄の防止、
合併処理浄化槽の設置の促進などの点源負荷の抑制

貴会の長年にわたる「せっけん運動」に深く敬意

と併せて面源負荷対策として、雨水浸透施設の設置

を表しますとともに、この活動が、より多くの方々

並びに貯水池等の整備の推進を図るとともに今後は

に広がり、貴重な水環境の改善に繋がることをご期

持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの理念にもとづ

待申し上げます。

く地域活性化を図っていくことも重要であると考え
ております。
そのような中で、貴会が取り組まれている「せっ
sekken undou network せっけん運動 No.190 2020.11.30 - 31 -

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

けん運動」が、町民一人ひとりの環境意識を高め、

シャボン玉月間によせて

印旛沼の水質浄化に繋がることを心よりご期待申し

袖ケ浦市長

あげます。

粕谷

智浩

袖ケ浦市では、環境の保全に関する施策の総合的
｢石けん使おう! 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、都市環境と自然環境の調和
のとれた自然豊かなまちです。

かつ計画的な推進を図るため、令和２年度を初年度
とする「第２次袖ケ浦市環境基本計画」を策定し、
豊かな自然と快適な暮らしが調和したまちを目指し
て、各種施策を推進しております。
この計画では、施策の主な取組として生活排水の
負荷軽減に関する普及啓発などを掲げております。

このような中、私たち一人ひとりが白井の環境に

また、施策の推進に当たっては、市民や事業者と一

関心を持ち自分にできることから取り組む環境をつ

体となって、環境に配慮した取組を行うことが重要

くることができるよう、市では環境学習の推進に取

と考えております。

り組んでいます。この取り組みが、白井をもっと豊

貴会が行っているせっけん運動による水環境を保

かにし次世代の子どもたちに引き継ぐことができる

全する取組が、多くの人に理解され、今後ますます

ものと考えております。

広がっていくことを心からご期待申し上げます。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも
に、
「せっけん運動ネットワーク」を通じて、ます
ますの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
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

匝瑳市長

太田 安規

匝瑳市は、千葉県の北東部に位置し、北部は谷津

館山市長

金丸 謙一

館山市は、房総半島の南端に位置し、黒潮の影響
を受け、冬でも花が咲く温暖な気候と南房総国定公

田が入り組んだ台地を形成し、里山の自然が多く残

園 に指定された３４.３㎞に及ぶ海岸線 を有して

されており、南部は豊かな田園地帯が広がり、南端

います。

は九十九里海岸に面しています。
市では、この恵まれた自然環境をかけがえのない

近年では、海のマラソンと呼ばれるオープンウォ
ータースイムレース 国際大会の開催など館山市の

貴重な財産として、後世に引き継いでいくため、市

魅力である海を活かしたまちづくりを進めており、

内８河川の水質測定を定期的に実施するとともに、

行政、事業者、市民の皆様も水質保全については、

合併処理浄化槽の設置促進やＥＭ菌(有用微生物群)

高い意識を持ち、自然環境に関する団体も多く活動

を活用した水質浄化対策等を行っています。

されています。

ご承知のように、新型コロナウイルス感染防止対

今後も、この貴重な自然環境を次世代へ引き継げ

策として、せっけん、手洗いの重要性が一層高まっ

るよう、環境保全への取組みを推進して参りたいと

ています。

考えております。

貴会の日頃の活動の成果に対し心から敬意を表し

結びに、貴会のご活動が、多くの方々の環境意識

ますとともに、活動の輪がますます広がりますこと

を高めるとともに、貴重な水環境の改善に繋がるこ

を祈念いたします。

とをご期待申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

千葉市長

シャボン玉月間によせて

熊谷 俊人

富里市長

五十嵐

博文

千葉市は、国の特別史跡に指定された加曽利貝塚

富里市は、水系に沿って谷津田が広がり、斜面に

や市の花であり世界最古の花とされる大賀ハス、ふ

見られる樹林地のまとまりには、源流や豊かな生態

るさとの原風景である谷津田、日本一の長さを誇る

系が育まれている自然豊かなまちです。

人工海浜など豊かな緑と水辺に恵まれています。
本市では、いろいろな生き物の生息・生育の場や

本市では、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「豊かな自然に抱かれた安

人々の憩いの場など多様な側面をもつ水環境を守

心して暮らせるまち富里」を望ましい環境像として

り・育むため、水環境保全計画に基づき、市民参加

掲げ、市民、事業者、行政が様々な環境施策に取り

による谷津田や水辺環境の保全などに取り組んでい

組んでいます。

ます。

貴会の長年にわたる水環境を保全する活動につき

貴会が取り組まれている石けんを通じた水環境の
保全活動は、水環境だけでなく、多様な生き物の保
全の観点から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、活動の輪が今

ましては、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、
益々の御発展をお祈り申し上げます。

後ますます広がり発展されますよう祈念いたしま
す。
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
「シャボン玉月間」によせて

東金市長

成田市長
鹿間 陸郎

東金市は、千葉県のほぼ中央部に位置し首都圏へ
の通勤圏にありながら、トウキョウサンショウウオ
などの希少生物が生息する豊かな山林と良質な田園
地帯が広がる、自然豊かなまちです。

小泉 一成

成田市は、豊かな水と緑に恵まれ、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

その豊かな環境を支えてきたのは、河川や水路、

各種施策を展開しております。平成３０年度より、

ため池などの水資源を育み守ってきた先人たちの努

雨水貯留施設設置費に対して補助金交付を開始し、

力と、それを現在まで継承してきた地域住民の活動

健全な水循環作りを推進しております。また、印旛

であると認識しております。

沼クリーンハイキングなどの清掃活動を通じて、豊

市といたしましても、今後とも河川水質改善の意

かな水環境の保全に努めております。

識啓発など様々な水質保全に取り組んで参ります。

貴会の身近な排水対策である石けん運動を通した

そして、豊かな市民生活に欠かせない、良好な水

水環境の保全活動に敬意を表すると共に、この活動

環境の保全に取り組む貴会の活動に感謝申し上げま

の輪が益々広がり、大きく発展されますことを期待

すとともに、より一層のご期待を申し上げます。

しております。
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シャボン玉月間によせて

野田市長

「シャボン玉月間」によせて

鈴木 有

野田市は、千葉県の北西部に位置し、東を利根

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

川、西を江戸川、南部を利根運河が流れ三方を河川

戸川をはじめ、坂川、国分川や上大津川など多くの

に囲まれた多彩な自然環境に包まれたまちです。

川が流れており、東京都と隣接する本市の人口は４

市では、コウノトリをシンボルとした人もコウノ

９万人を数えます。都市型河川の水質は、生活排水

トリも暮らしやすい「自然と共生する地域づくり」

による影響が大きく、本市では、「第２次生活排水

をはじめ、様々な野田市の魅力発信に取り組みなが

対策推進計画などにおいて河川の水質保全や衛生的

ら、
「元気で明るい家庭を築ける野田市」の実現を

な生活環境向上に向けた取り組みを推進していると

目指し、まちづくりを進めています。

ころでございます。

さらに、近年の異常とも言われる気象状況におい

このような中、貴会の活動は、より良い環境を未

て、今後更に大きな台風が、今までにない災害をも

来へ引き継ぐための水環境の保全に大きく寄与する

たらすことが想定できることから、災害に強いまち

ものであり、皆様の長年の活動に敬意を表しますと

づくりに取り組んでいます。

ともに、今後ともこの活動の輪が広がり、より多く

貴会の長年にわたる水質保全活動に敬意と今後ま

の方の環境意識が高まることを期待しております。

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

シャボン玉月間に寄せて

松戸 徹

茂原市長

田中 豊彦

船橋市には、東京湾三番瀬や海老川など恵み豊か

茂原市は千葉県のほぼ中央に位置し、温暖な気候

な自然がありますが、この素晴らしい環境を良好に

と豊かな自然を有する良好な住環境に恵まれ、外房

守り、次代に引き継ぐためには市民・事業者・行政

地域の産業・文化・経済の中核都市として発展して

との連携が重要です。

きました。本市の一大イベントである「茂原七夕ま

こうした中、貴会が、さまざまな活動を通じて環

つり」は関東屈指の祭りとして知られており、市役

境保全意識の高揚に努めておられますことを心強く

所脇を流れる豊田川は「天の川」の愛称で親しまれ

感じています。

ております。また、市内には国の天然記念物も生息

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

しており、自然や川を守り次世代に継承していくこ
とは我々の責務と考えております。

け使わないようにする生活排水対策の啓発などに取

本市では、河川の水質改善を図るため、公共下水

り組み、その結果、海老川の水質は大幅に改善し、

道・農業集落排水の整備や合併処理浄化槽の普及促

三番瀬では豊かな生態系が育まれています。

進に努めております。

市といたしましては、将来にわたり持続可能な環

貴会の活動が、今後も多くの方々の環境に対する

境づくりに取り組んでまいりますので、皆様のご協

意識を高め、活動の輪が一層広がりますことをご期

力を賜りますようお願い申し上げます。

待申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

八千代市長

服部

東京都

友則

東
京
都

八千代市は、首都３０キロ圏内に位置するベット
タウンとして発展し、本年３月末に人口が２０万人

シャボン玉月間によせて

に到達した住宅都市です。他方でホタルをはじめ、
多様な生き物が生息する水辺や里山などの緑豊かな
自然を有しています。
この自然を保全するため、本市では、河川等での
水質の測定や事業場からの排水の監視、公共下水道
の整備や合併処理浄化槽の普及促進などの生活排水
対策に取り組んでいます。また、エコアクション２
１の導入のほか、リサイクル石鹸を含めた環境負荷
の少ない製品の利用促進に向けて、グリーン購入の
推進を図っています。
おわりに、今後とも貴会が益々発展され、水環境
保全への理解が一層深まりますことを、心より期待
しております。

昭島市長

臼井 伸介

昭島市は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％で、ミネラル
ウォーターと変らないおいしさの水道水を飲むこと
ができます。
本市では、今般のプラスチック海洋汚染などの実
情にかんがみ、使い捨てプラスチックの削減に向け
た「プラスチックマイナス１運動」を発信するとと
もに、市内駅前へのマイボトル用給水スポットの配
置や、「あきしまの水マイボトル缶」の作成をいた
し、持続可能なプラスチック・スマート社会の実現
を目指してまいります。
貴会の長年にわたる水環境を保全する活動に敬意
を表しますとともに、それぞれの地域で自然環境保
全の輪が広がっていくことをご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

四街道市長

佐渡

斉

シャボン玉月間によせて

首都４０㎞圏内に位置する四街道市は、 緑豊か
な自然環境に恵まれた住宅都市として発展してきま
した。 市域には４本の河川が流れており、うち３
本が印旛沼に流入しています。
「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。
人々に安らぎと潤いをもたらす豊かな水や限りあ
る資源を一人ひとりが大切にし、行政・市民・事業
者のそれぞれが協力して環境保全に積極的に取り組
むことが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、今後ますます、活
動の輪が広がっていきますことを心より祈念申し上
げます。

あきる野市長

村木

英幸

あきる野市は、市域の約６割を占める森林と、秋
川渓谷が創り出した豊かな自然環境に恵まれた「東
京のふるさと」であります。
本市では、この豊かな自然環境を未来へと健全に
維持していくために、東京都の木材ブランドであり
ます「多摩産材」を積極的にＰＲし、活用してもら
うことで、間伐などの森林整備や木材利用による森
林の循環を目指しております。
本年は新型コロナウイルス感染症の影響により、
改めて手洗いの大切さが見直され、石けんの需要も
高まっております。これを機に貴会の取組が広く認
知され、次世代への豊かな自然の継承に繋がります
よう祈念いたしまして、メッセージとさせていただ
きます。

sekken undou network せっけん運動 No.190 2020.11.30 - 35 -

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

シャボン玉月間に寄せて

足立区長

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

近藤 やよい

板橋区長

坂本 健

荒川をはじめ四方を川に囲まれ、水と緑の豊かな

荒川をはじめとする４つの河川や武蔵野崖線沿い

当区の自然環境は、私たちの暮らしに潤いを与えて

の湧水などに恵まれた板橋区では、水環境の保全と

くれます。この環境の維持と、区の環境基本計画の

創出に取り組んでまいりました。また、マレーシア・

基本方針「地球にやさしいひとのまち」の達成を目

ペナン植物園と連携し、海底から淡水域までを模し

指しつつ、二酸化炭素の削減や脱プラスチック化な

た水族館や温室・冷室により熱帯雨林を立体的に再

どのＳＤＧｓにも取り組み始めました。

現した熱帯環境植物館が開設２５周年を昨年迎え、

今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、貴

来春には改修を終えてリニューアルいたします。

会の「会う」活動も自粛せざるを得ないこととお察
しいたします。

区では、ＳＤＧｓの１７のＧｏａｌのうち主に６
「安全な水」
、１４「海の豊かさ」及び１５「陸の豊

この感染症対策には「手洗い」が推奨される中、

かさ」を具現化した同施設はもとより、様々な施策

肌にも優しい自然素材の石けんが見直されています。

展開により、環境・経済・社会への責任を広く果た

今後の石けん運動の更なる発展をご祈念いたします。

してまいりたいと考えています。
ＳＤＧｓにも通ずる貴会の活動が今後益々のご隆
盛を遂げられるよう、祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間によせて

荒川区長

西川 太一郎

荒川区では、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

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。

りました。また、区内には、日本で最初の近代的な

三沢川沿いの桜をはじめ、上谷戸川の清流で育て

下水処理施設である「三河島水再生センター」があ

られたホタルや大丸用水のせせらぎと草花、梨やぶ

り、生活環境と自然との調和を図る取組が進められ

どう畑等、水と自然に恵まれた環境です。

てまいりました。

市では、毎年、多摩川や三沢川沿い等、市内の清

さらに現在当区では、通年で環境講座「エコジュ

掃活動を市民の皆さんと行い、環境保全に対する意

ニアクラブ」を開催し、その中で子どもたちが関東

識を高めるとともに、美しい稲城の風景を次世代へ

の水源地域のダムや森林を実際に訪ね、水が育まれ

つなげるよう努めております。今後も、市民と行政

る地域の方々の活動なども学んでいます。

が協力し、やすらぎのあるまちづくりを進めてまい

安全な水の確保はＳＤＧｓにも掲げられた世界全
体の重要な目標となっています。貴会の今後の活動
の更なる発展を御期待申し上げます。

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ますこ
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」によせて

江戸川区長

斉藤

シャボン玉月間に寄せて

猛

江戸川区は、
東西を江戸川・荒川の大河川に接し、

大田区長

松原 忠義

大田区は、区の南西部を流れる多摩川や臨海部の

南は東京都で唯一、海に面したラムサール条約湿地

運河など、豊かな水環境を有しております。

を有する水辺に囲まれたまちです。区内には５つの

本区では、大田区環境基本計画の目指す環境像とし

親水公園と１８路線におよぶ親水緑道や４８３カ所

て、
「環境と生活・産業の好循環を礎とした持続可能

の公園が整備されており、住民の暮らしに潤いと安

で快適な都市（まち）
」を掲げ、多様な主体との連携

らぎをもたらしてくれます。この身近な「水と緑」

を通じ、様々な環境課題の解決に取り組み、快適で

を守るためにも、環境に負荷の少ない製品を利用す

安全な暮らしの実現に努めてまいりました。

ることはとても大切です。当区では「石けん使用指

今後もこの豊かな水環境を守り、美しい自然を次

針」を定め、公園を含む区の施設で、できるだけ石

代に継承するため、自然共生社会の構築に引き続き

けんの使用を進めています。

取り組んでまいります。

長年に渡り「せっけん運動」を通して、水質保全

貴会の４０年にわたる、環境にやさしい石けんの

活動に取り組まれている貴会に心から敬意を表する

使用を広める保全活動に敬意を表しますとともに、

とともに、活動の輪がより一層拡がりますよう、ご

活動の輪がより一層広がっていくことをご期待申し

祈念申し上げます。

上げます。

「石けんを使おう！７月はしゃぼん玉月間」に寄せて

「シャボン玉月間」に寄せて

青梅市長

浜中 啓一

葛飾区長

青木 克德

青梅市は、東京都の北西部に位置し、秩父多摩甲

葛飾区は７つの河川に囲まれた水と緑豊かな地域

斐国立公園の玄関口にある自然豊かな水と緑のまち

です。葛飾区歌では、
「さくら花咲く江戸川の、水に

です。市域の約６割が豊富な森林に囲まれ、中央部

心を洗いつつ～」と歌われており、
「きれいな水」は、

に流れる多摩川とこれに注ぐ多摩川水系の河川、お

人が親しみ、やすらぎを得ることができます。区で

よびその北部を流れる霞川や成木川などの荒川水系

は、こうした水資源を守るため、河川の水質調査や

の河川を有していることが特徴です。中でも、環境

川に親しむイベントや水質浄化によって「カワセミ」

省の名水百選に選ばれた御岳渓流は、
四季を通じて、

などの生き物を増やす取り組みを、区民の皆さんと

多くの方々に愛されています。この豊かな自然を未

協働で実施しています。

来に引き継ぐため、地域と連携しながら、継続して
環境を守る事業に取り組んでまいります。
今年で４０年目を迎える貴会の水環境を保全する
活動に敬意を表しますとともに、この活動の輪が一
層広がりますことを御祈念申し上げます。

また、葛飾区は今年２月には、２０５０年までに
温室効果ガス(二酸化炭素)の排出量実質ゼロを目指
す、
「ゼロエミッションかつしか宣言」を都内自治体
で初めて宣言しました。
私は引き続き、皆さんと協働して「きれいな水」
「きれいな空気」に囲まれた住みよいまちづくりを
進めていきます。今年も一緒に頑張りましょう！
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シャボン玉月間によせて

北区長

シャボン玉月間によせて

花川 與惣太

国立市長

永見 理夫

北区には、荒川をはじめ、４つの河川が流れ、沿

国立市の南部には、多摩川をはじめとした豊かな

川には、貴重な自然が残っています。また、区内を

水環境が残され、多摩川河岸から崖線にかけては、

南北に走る崖線には、自然性の高い緑が広がり、湧

緑豊かな樹木と田畑が広がり、東京の名湧水５７選

水が湧き出ています。さらに市街地に公園や街路の

に選定された「ママ下湧水群」、
「常磐の清水」など、

緑を整備することにより、都市の中に緑のネットワ

美しい透明度を誇る湧水群が、豊かな水環境を市民

ークを形成しています。

に提供してくれています。

区では、地球温暖化対策が求められるなか、
「北区

市では、こういった水環境の保全に向けて、地下

環境基本計画２０１５」のもと、自然との共生や循

水のかん養施策基礎調査を実施し、雨水のかん養や

環型社会の構築など「自然環境共生都市～みんなが

水質の向上等の総合的な水環境保全施策を行ってお

環境を考え・行動するまち～」の実現に向け、取り

ります。

組んでいます。

貴会が長年にわたって進めている「せっけん運動」

貴団体においては、水環境を保全する活動を続け
て、４０年目を迎えるとのことですが、長年にわた
る活動に対しまして、
深く敬意を表しますとともに、

も、水環境保全の大切さを消費者に伝える大切な運
動と認識しております。
今後も、貴会の運動が益々発展し、人々の環境保

今後も、この活動の輪が広がっていくことをご期待

全への意識がさらに広がっていくことをご期待申し

申し上げます。

上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて

シャボン玉月間に寄せて

清瀬市長

渋谷 金太郎

江東区長・特別区長会会長

山﨑

孝明

清瀬市は、都心からわずか２５㎞圏内に位置しな

江東区は本年、環境基本計画（後期）を改訂し、

がらも、柳瀬川、空堀川の２つの川と雑木林や農地

水と緑豊かな地球環境にやさしいまちを目標として

が広がる自然環境が豊かなコンパクトシティです。

環境保全に取り組んでいます。

世界中でＳＤＧｓ達成に向けた取り組みが進めら

コロナ禍を契機に、せっけんによる手洗いは「新

れています。マイクロプラスチックによる海洋汚染

たな日常」になりました。感染防止を図ることが自

の深刻化が進み、脱プラスチック生活が注目される

分を守り、他人を守り、地域を守る行動であり、環

中、清瀬市では、環境川まつりや市内一斉清掃、川

境保全に直結します。そうした意識を共有し、区民

の清掃などの環境保護活動に多くの市民の皆様に積

の皆さまと共に新たな発想で協働し続けていくこと

極的にご参加いただき、河川流域の環境を守ること

が、貴会の今年の合言葉である「未来へのバトン」

で海の環境保全につなげています。

に繋がります。区民の安全・安心を守る取組を、今

「せっけん運動」は、自然環境を大切にする当市

後もスピード感をもって進めてまいります。

にとっても大変意義深いことであります。今後も、

４０年目を迎えるせっけん運動に敬意を表します

貴会がますます発展し、活動の輪が広がりますこと

とともに、貴会の環境保全活動がますます発展され

をご期待申し上げます。

ることを期待申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

小金井市長

西岡

「石けん使おう！ ７月はシャボン玉月間」によせて

真一郎

小金井市では、現在「第３次環境基本計画」を策

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

定しております。その基礎調査で実施した市民アン

０選」や「新日本歩く道紀行１００選

ケートでは、
「小金井市の将来残したい環境、大切に

にも選ばれた「小平グリーンロード」があり、玉川

していきたい環境は」 という設問に対し「 きれい

上水、野火止用水、狭山・境緑道を軸とし、緑に囲

な河川や湧水などの水辺空間」という回答が上位を

まれたその遊歩道は、市民の憩いの場としてたいへ

占めました。これは小金井市民にとって、美しい水

ん親しまれております。

が親しみ深いものであり、市民共有の財産であるこ
とを表しております。

水辺の道」

社会情勢は大きな変化の局面を迎えていますが、
この豊かな自然環境を将来にわたって守っていくた

市では、この貴重な財産を将来世代に確実に引き

めに、新しい生活様式の中で、一人ひとりが改めて

継ぐために、地下水位観測や雨水浸透施設の普及な

環境との関わりを見直し、環境に配慮した行動へと

どを通じ、地下水・湧水の保全に取り組んでおりま

変容するよう、市民・事業者と協力・連携しながら、

す。

取り組みを進めてまいります。

貴会の「せっけん運動」を通じた水環境の保全活

最後に、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しま

動に敬意を表するとともに、この運動の輪が、ます

すとともに、今後も更なるご活躍とご発展を祈念申

ます広がっていくことを期待しております。

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

「シャボン玉月間に寄せて」

国分寺市長

井澤

邦夫

国分寺市は､名水百選に選定されているお鷹の道・

狛江市長

松原 俊雄

狛江市は、比較的都心に近い位置にありながらも、

真姿の池湧水群や国分寺崖線、農地といった豊かな

多摩川や野川などの豊かな水環境を有しています。

水と緑に彩られ、都心に近いながらも暮らしの中に

これらは、市民の憩いの空間となるほか、観光資源、

武蔵野の面影を残す住宅都市です。

生物多様性への寄与など数多くの恩恵が享受できる、

この環境を守るため皆が一丸となっての環境配慮

市にとってかけがえのない財産となっています。こ

が必要です。
本市では環境配慮の取組の一つとして､

れらの財産を、次世代へ良好な状態で引き継ぐこと

市施設内での合成洗剤の使用を控え無添加石けんを

は行政の責務であることから、
「せっけん運動」の理

使う取組を行っています。また、市民の皆様にも同

念に深く共感するとともに、協力し合いながら、市

様の取組をホームページ等で呼びかけています。

の将来都市像「ともに創る文化育むまち 水と緑の

今後もこの豊かな環境を守るため、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。

狛江」の実現に向けて、狛江の素晴らしい水環境を
残していきたいと考えています。

結びに、貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表

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、今後も更なる活動の輪が広がりま

しますとともに、今後の更なるご活躍とご発展を祈

すよう祈念申し上げます。

念申し上げます。
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シャボン玉月間に寄せて

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

品川区長

濱野 健

新宿区長

吉住 健一

品川区は、沿岸部に長い運河があり、また目黒川

今年は、新型コロナウイルス感染症対策のため、

や立会川が流れるなど、水辺に恵まれたまちです。

例年同様に環境保全の啓発イベントを実施すること

区では「水とみどりをつなぐまち」の実現を目指

が困難な状況にあります。一方で、区立環境学習情

し、水質の向上や水辺空間の整備、河川や運河に架

報センターでは、子ども向け環境学習「エコにトラ

かる橋のライトアップ等、水辺の賑わいを創出し、

イ！」について、オンライン実施を企画しており、

併せて心地よく過ごしていただくための施策を進め

場所や時間を問わない環境学習の手法を考える良い

ているところです。

機会にもなっています。

今後も、区民・事業者・区が協働して、
「水辺」の

区では、
「持続可能な環境都市・新宿」の実現に向

環境保全に取り組むとともに、一人ひとりが水環境

け、さまざまな環境施策を推進しており、今後も、

に配慮した意識を持てるよう情報発信なども行って

区民・事業者との協働・連携により、創意工夫をし

いきます。

ながら環境保全への取り組みを進めていきたいと考

最後に、貴会の長きに渡る活動が、多くの方の共
感を呼び、広がっていくと共に、ますますのご活躍
をご祈念申し上げます。祈念申し上げます。

えています。
より多くの方が水環境保全についての意識を高め、
次の世代に広がっていくこと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」によせて

渋谷区長

長谷部

シャボン玉月間に寄せて

健

杉並区長

田中 良

渋谷区では、渋谷区環境基本計画２０１８、同行

杉並区では環境基本計画において「区民一人ひと

動計画を策定し３年目となる本年は、これまでの取

りが創る持続可能な環境住宅都市」の実現を掲げ、

り組みを総括し、第２期行動計画に反映していく必

地球温暖化防止対策や循環型社会の形成、自然環境

要があります。なかでも、プラスチックごみ問題に

の保全をはじめ、良好で恵まれた環境のまちを将来

ついては、本区にとっても重要な課題です。

の世代を引き継ぐことを目指して、環境に配慮する

今年度では、器包装だけではなく、廃プラスチッ

ことを目的とした、多くの施策を展開しています。

ク類の完全再資源化に向けた調査を行い、来年度か

その一つとして、本年度は概ね５年ごとに実施し

らの分別収集の実施に向けた計画を策定する予定で

ている第８次河川の生物調査を行います。河川を中

す。プラスチックごみを適正に処理し、再資源化す

心とした水辺環境の定期的な調査を実施し記録する

ることで、海洋汚染問題の解決につながれるものと

ことにより、今後の水辺環境の保全や環境学習の資

考えます。そのためにも、区、区民、事業者の一人

料として取組に役立てていきます。

ひとりの行動が必要であります。
結びに、水環境を保全する皆様の活動が、益々発
展することを心より期待しています。

長年にわたる貴会の水環境を保全する取組に敬意
を表するとともに、さらなる発展をされますよう期
待しています。
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「 令 和 ２ 年 度 ７ 月 は シ ャ ボ ン 玉 月 間 」 (せ っ け ん 運 動 ネ ッ ト ワ ー ク )寄 稿 文

世田谷区長

シャボン玉月間によせて

保坂 展人

立川市長

清水 庄平

世田谷区は、令和２年３月に、世田谷区環境基本

立川市は、多摩川の清流と玉川上水の分水によっ

計画（後期）を策定し、区のめざす環境像を「自然

て開拓された農地、武蔵野の雑木林など豊かな自然

の力と人の暮らしが豊かな未来をつくる～環境共生

に恵まれています。

都市せたがや～」と定めました。国際社会の共通の

この自然を次の世代に引き継いでいくためには皆

目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
」の考

さん一人ひとりの取組はもちろん、地域、事業者等

え方を活用し、環境と福祉、教育、防災、まちづく

との連携・協働した取組の推進が欠かせません。

りなどの様々な分野を有機的につなぎ、環境に関す

市の長期総合計画の中でも、自然の豊かさや大切さ

る施策全般を計画的に推進し、多くの区民、事業者

を理解するための情報を発信し、意識啓発を図って

の皆さんと連携して「環境共生都市せたがや」の実

いくことや、市民意識や生活の多様化に応じた協働

現に向け、取り組んでおります。

のあり方について検討を進めていくことを基本指針

また昨今の気候危機に対して、みどりの保全・創

としています。

出や再生可能エネルギーの導入、環境負荷を抑えた

長年にわたる貴会の環境への取り組みに敬意を表

ライフスタイルの確立など、未来を見据えた取り組

すとともに、今後ますます発展されることを心より

みをより一層推進してまいります。

ご期待申し上げます。

このたびの新型コロナウィルス対策として、手洗
いの励行は、私たち自身を守るために非常に重要な
生活行動ということが広く認知され、一人ひとりの
手洗いの回数が増え、多くの石鹸類が使用されてい
ます。合成洗剤ではなく、自然由来の石鹸を使うこ

「２０２０ シャボン玉月間」によせて

多摩市長

阿部 裕行

とを奨励した貴会のせっけん運動は、こうした事態

世界中で新型コロナウイルスの感染が広がり、国

にあって、手洗いの必要性がこれまで以上に認識さ

内でも第２波、第３波が懸念されている今、私たち

れる中、自然環境への影響を考えていく重要な取り

にとって最も身近で効果のある予防方法 の一つが

組みであり、この活動がますます発展し、人々の環

「石けんによる手洗い」です。

境への配慮意識が高まっていくことを心からご期待
申し上げます。

石けんに比べ合成洗剤に多く含まれていると言わ
れるパーム油を生産する 東南アジアでは、アブラヤ
シの伐採が進められ、それに伴う地球温暖化や野生
動物への影響なども指摘されています 。 合成洗剤
ではなく石けんを使う取り組みは地球温暖化 防止、
生物多様性の損失防止にも繋がっているのです 。
多摩市においても、気候が危機的な状況にあるこ
とを全市民と共有し、地球温暖化対策に積極的に取
り組むため 、この６月に 都内で初めて「 気候非常
事態宣言 」をいたしました。
環境に優しい暮らし方を実践するためには、ライ
フスタイルの転換が必要です。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。

sekken undou network せっけん運動 No.190 2020.11.30 - 41 -

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

貴会の長年にわたる取り組みに深く敬意を表し、

シャボン玉月間に寄せて

今後も一層の成果が得られますよう、心からご期待

豊島区長

申し上げます。

高野 之夫

豊島区では、昨年度、森林環境譲与税を活用した
東京２３区初の取り組みとして、姉妹都市である埼

「シャボン玉月間によせて」

中央区長

山本 泰人

中央区では、行政区域を越えた広域的視点から地

玉県秩父市と森林整備協定を締結し、カーボンオフ
セット事業を開始しました。都市と地方との共生と
しても意義深い取り組みです。

球温暖化防止に寄与する事業として、平成１８年１

社会福祉協議会やＮＰＯなど区内の様々な主体と

０月から区と区民・事業者が連携して森林を荒廃か

連携したフードドライブ事業は、環境問題と社会的

ら守り、育てる「中央区の森」事業を東京都西多摩

課題とを結びつけ解決する施策となっております。

郡檜原村で実施しております。森林は、地球温暖化

今後もこのような事業を通じ、環境保全や資源の有

に影響を及ぼす二酸化炭素の吸収源となるだけでな

効活用について区民の皆さんとともに取り組んでま

く、水資源を蓄え、育み、守る働きをするなど水環

いります。

境の保全に資する機能を有します。

貴会の｢石けん運動｣を通じた水環境の保全活動に

本区といたしましては、森林がこうした公益的機
能を発揮できるよう持続可能な森林管理を積極的に

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申し上げます。

推進してまいります。
長年にわたる貴会の石けん運動を通じた水環境の
保全への取組に敬意を表しますとともに、活動の輪

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

がますます広がることをご期待申し上げます。

酒井 直人

中野区は、中野区環境基本計画における１０年後

「シャボン玉月間」に寄せて

調布市長

中野区長

長友 貴樹

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

調布市は、都心に近い交通至便な地域でありなが

づいていること」を掲げています。そこで、区では、

ら、深大寺周辺及び崖線の湧水や多摩川、野川など

環境にやさしい生活の実現に向けてさまざまな施策

豊かな水と緑に恵まれているまちです。

を推進しています。その中の一つの施策として、家

本市では、令和２年度に計画の中間年度を迎える

庭より排出される使用済みの食用油を回収し、ごみ

調布市環境基本計画に基づき、環境施策を展開して

として処分するのではなく、石けんなどにリサイク

おります。また、来夏に延期となった東京オリンピ

ルしています。

ック・パラリンピックが本市で実施されることもあ
り、素晴らしい環境のもとで調布を訪れる方々をお
迎えするため、環境保全に向けた様々な取組を進め
ているところです。
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、長年にわたる活動に敬

環境への取組みは、区民一人ひとりの日常生活で
の行動が大切です。
貴会の長年にわたる「石けん運動」に対し、心よ
り敬意を表しますとともに、更に活動の輪が広がり
発展していくことを心から願いまして、シャボン玉
月間に寄せる言葉とさせて頂きます。

意を表するとともに、今後もその輪が更なる広がり
を見せますことを心からご期待申し上げます。
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シャボン玉月間に寄せて

西東京市長

シャボン玉月間によせて

丸山

浩一

八王子市長

石森 孝志

西東京市は、
武蔵野の景観の中に、
農地や屋敷林、

八王子市は、緑豊かな高尾山や陣馬山、その山並

雑木林があり、日常生活の中で自然と触れ合えるす

みから清らかな源流を集めて流れる浅川など、水と

ごしやすいまちです。

緑にあふれた豊かな自然を持つ魅力的なまちです。

このような良好な環境を将来の世代に引き継いで

２０２０年４月には「八王子市水循環計画」を改

いくため、
「第２次環境基本計画後期計画」
を策定し、

定し、自然と共生するまちづくりに向けてしっかり

将来像に掲げた「自然とのふれあいを皆で大切に育

と歩みを進めています。この恵まれた環境を次世代

む、すごしやすい安心なまち 西東京」の実現へ向

に引き継ぐためには、市民、事業者、行政がともに

け取り組んでおります。引き続き、地域住民の健康

身近なことから考え、実践することが重要です。

や環境保全をはじめとする「まち全体の健康」を達

その意味でも、毎日の暮らしで使用する石けんを

成するためにも、市民・事業者の皆様とともに、環

通して、水環境を守っていくという意識を持つこと

境施策の推進に努めてまいります。

は、たいへん有効なことであります。

貴会の長年にわたる水環境を守る運動に敬意を表

結びに、貴会が長年にわたり取り組まれた活動に

しますとともに、より多くの皆様に活動の輪が広が

敬意を表するとともに、増々ご発展されることをお

りますよう心からご祈念申し上げます。

祈り申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

シャボン玉月間によせて

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。
「練馬区みどりの総
合計画」を推進し、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まいります。
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

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、水
と緑の美しい自然環境に恵まれたまちです。
今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、中止となりましたが、毎年春に「はむら花
と水のまつり」を開催し、玉川上水や羽村の堰との
調和が美しいさくら、多摩川沿い水田に咲く約４０
万本のチューリップを多くの方々に満喫していただ
いています。
これからも、市民の皆様とともに環境に配慮した
まちづくりを進め、水と緑を守り育て美しい自然環
境を次代へと引き継いでいきます。
石けん運動を通して、水環境を保全する活動をさ
れている皆様のますますのご活躍を心からご期待申
し上げます。

待しています。
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シャボン玉月間に寄せて

東久留米市長

結びに、長きにわたる貴会の活動に敬意を表する

並木

克巳

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。

東久留米市は、都心近郊のベッドタウンとして発
展してまいりましたが、市の中央を黒目川と落合川
が流れ、豊かな自然が残る街でもあります。

「石けんを使おう！7月はシャボン玉月間」によせて

今でこそ、東京都内でもきれいな川に認定されて

東大和市長

いますが、宅地化が進んだこと等で生活排水が流れ

尾崎

保夫

込み、汚れた川の時代もありました。しかし、市民

東大和市では、人々に安らぎと潤いをもたらす豊

の皆様の協力等により、今の姿を取り戻すことがで

かな水と緑を、次の世代に確実に引き継いでいける

きました。

よう、自然環境の保全に取り組んでおります。

今後も、清らかな流れを次世代に引き継いでいく

豊かな自然環境を守るためには、一人ひとりがで

ため、市民・事業者・行政が力を合わせて、環境保

きることを自ら考え、市民の皆様、事業者、行政が

全活動を進めてまいります。

互いに協力し取り組んでいくことが大変重要である

貴会が、長きにわたり水環境保全のため取り組ん

と考えております。そのような中、貴会の「せっけ

でこられた「せっけん運動」に敬意を表しますと共

ん運動」は、日々の生活を通じた環境保全に資する

に、今後の更なるご活躍とご発展をお祈り申し上げ

活動として大変意義深く、会員の皆様の長年にわた

ます。

る取組に対し、改めて心から敬意を表するものでご
ざいます。

「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

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います。

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

「石けん使おう！ 7 月はシャボン玉月間」へのメッセージご寄稿

公園、人権の森構想の実現に向けた活動が進められ

日野市長

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。

大坪 冬彦

日野市は、４５０年の歴史を持つ日野用水をはじ

市内を流れる北川や空堀川では市民団体と行政と

めとして、１１６㎞にもわたる農業用水路が市内を

の協働で清掃活動や川まつりが行われ、北山公園で

廻っており、かつては、多摩の米蔵と言われるほど

は園内の池のかいぼりによる外来種の防除など、自

盛んであった稲作を支えてきました。また、北部に

然環境の保全や啓発活動を進めております。

は多摩川、中央に浅川が流れています。湧水も豊富

今年は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行

であるため、日野市の面積の１４％が水域で、この

を受け、手洗いの重要性が叫ばれる一方、手荒れな

水域が美しい景観と生物多様性を生み出しています。

どの影響も懸念されておりますので、人にも環境に

このような環境は、貴会による水環境保全活動を

も優しい石けんの良さが再認識されていることと存

はじめ、様々な市民活動が活発に行われてきたこと

じます。

によるもので、その活動は、４０年にも及んでいま

市としましては、地球と人々の未来のためにも、

す。引き続き、素晴らしい水環境を守るため、皆様

今後とも石けんの使用や環境保全に努めてまいりた

とのパートナーシップのもと保全活動を推進してい

いと考えております。

きたいと思います。
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貴会のますますのご発展とご活躍を祈念申し上げ
ます。

ことに、心から敬意を表しますとともに、活動の輪
がより一層広がりますよう心からお祈り申しあげま
す。

シャボン玉月間に寄せて

日の出町長

橋本

聖二

首都圏より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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

福生市長

加藤 育男

福生市は多摩川が流れ、市民の皆様が気軽に水に

かつては、都市化の波により汚れていた平井川も、

親しめる自然豊かなまちです。河原には、絶滅危惧

公共下水道の普及により、美しい清流が復活し、天

種であるカワラノギクが生育しており、ボランティ

然の蛍が見られるなど、昔の美しい姿を取り戻して

アの方々、研究者の方々とともに、保全の取組を行

います。

っています。また、固有の生態系を守る取組として、

また、日の出町内には、三多摩約４００万人の生

昨今樹木や農作物などに被害を及ぼしているクビア

活ごみ等の最終処分場である東京たま広域資源循環

カツヤカミキリやアライグマ、ハクビシンなどの外

組合があり、処分場跡地の有効活用として太陽光発

来生物に対し、専門機関やＮＰＯなどと積極的に連

電施設を設置し、
「環境先進都市ふるさと日の出」を

携して防除を行っています。これからも福生市の自

基調としたまちづくりの推進を図っております。

然環境を守り育て、次世代へと引き継いでいけるよ

今後とも、環境に優しい暮らし方を求め、身近な
ところから水質を改善していく「石けん運動」の輪
が一層広がりますよう心から期待するとともに、貴

う、取組を推進してまいります。
水環境を守る貴会の活動に敬意を表しますととも
に、ますますの御活躍を御祈念申し上げます。

会がますますご活躍されることを祈念申し上げます。
シャボン玉月間に寄せて
「石けんを使おう！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

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

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に

がある歴史と文化とみどり豊かなまちです。区を流

より、毎年、実施している自然環境の各種保全事業

れる神田川流域には肥後細川庭園や湯島聖堂など区

が延期又は中止となり、自然とふれあう機会が例年

民に親しまれる歴史的資源が点在し、それをつなぐ

より減少しています。

ようにみどりに溢れた空間が創出されています。

しかしながら、府中市は、瀬や波の音に心が和む

区としてもこうした水辺空間の景観を保全してい

多摩川、ムサシノキスゲが可憐に咲く浅間山、国指

く取組みを進めています。区では、本年３月に基本

定天然記念物の馬場大門のケヤキ並木など、自然環

構想の理念を継承した「文(ふみ)の京(みやこ)」総

境が豊かであり、日常生活の中でも自然を感じるこ

合戦略を策定しました。
「環境の保全と快適で安全な

とができるまちです。この自然環境を保全し次世代

まちづくり」を目標として定めており、環境負荷の

に引き継ぐため、本市では、大気、土壌及び水質等

少ない、持続可能なまちを目指した施策を今後とも

の継続的な測定を実施するほか、
「水辺の楽校」等の

実施してまいります。

自然環境啓発事業を推進しております。

長年にわたる貴会の水環境保全活動に敬意を表す

貴会が展開されている「せっけん運動」が、環境
に対する市民の意識啓発に長年貢献しておられます

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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

石阪 丈一

町田市は、東京都の南部に位置し、都心から電車

瑞穂町長

杉浦 裕之

まずは、４０年の長きに渡り水環境保全の活動を

で３０分程ですが、その大部分が多摩丘陵に含まれ、

続けてこられた貴会に敬意を表するとともに、４０

里山の風景や緑豊かな公園がある自然と都市が共存

周年にお祝いを申し上げます。瑞穂町も本年で町制

しているまちです。

施行８０周年を迎えました。

本市には、市内を流れる境川、鶴見川、恩田川の

当町は、東京都と埼玉県にまたがる狭山丘陵の西

源流があり、その付近には、良好な水質環境を必要

端に位置し、荒川水系の不老川と多摩川水系の残堀

とする生きものをはじめ、様々な生きものが生息し

川の源流があります。両河川の水源の一部は狭山丘

ています。これらの生きものが、これからも生息し

陵に端を発していて、７月には野生のゲンジボタル

続けられるよう、河川環境を保全する取り組みが必

が飛び交う豊かな自然が残されています。今となっ

要であると考えております。

ては数少なくなってしまった、こうした自然のまま

貴会の永年にわたる活動に敬意を表するとともに、
「シャボン玉月間」を通じて、未来の子どもたちに
良好な環境を残そうという活動の輪が、更に広がり、
発展していくことを心よりご期待申し上げます。

の情景は、未来へ繋がなくてはならないバトンであ
ると考えています。
こうしたバトンが一つでも多く繋がるよう、今後
ますます貴会の活動の輪が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」メッセージ寄稿

三鷹市長

シャボン玉月間に寄せて

河村 孝

港区長

武井 雅昭

三鷹市は、井の頭恩賜公園、玉川上水、野川、仙

港区は、
「泳げる海、お台場」をスローガンに掲げ、

川など、豊かな緑と水に恵まれた環境にあり、
「緑と

お台場の水質改善に取り組んでいます。
「泳げるセー

水の公園都市」を目指した、まちづくりを進めてい

ヌ」を目指すパリ市や東京都とも連携し、水質改善

ます。

の知見を共有しながら、課題解決に向けて積極的に

「三鷹市環境基本計画２０２２（２次改定）
」では、

取り組んでまいりました。また、地域住民・企業と

将来の環境像を「循環・共生・協働のまち みたか」

の協働による海浜清掃やお台場海苔づくり体験、鉄

と位置づけて取り組みを進めるとともに、ＳＤＧｓ

炭団子を使った運河の水質浄化など、水環境に対す

の理念を踏まえた、誰一人として取り残さない持続

る区民の関心を高める取組も進めています。

可能なまちづくりを推進しています。
貴会は、安全で環境にやさしい石けんを使うこと

東京２０２０大会は延期となりましたが、お台場
の取組が都市と水辺環境の世界的なモデルとなれる

で、水環境を保全する活動を継続され、今年で４０

よう、引き続き水辺再生の取組を続けてまいります。

年目を迎えられましたことに、深く敬意を表します。

より良い水環境を将来の世代に引き継ぐために、

今後も、美しい自然を未来の世代へ引き継ぐ活動の

皆様の活動がますます発展されることを期待してお

輪が広がり、益々ご発展されますことを心よりお祈

ります。

りいたします。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

武蔵野市長

神奈川県

松下 玲子

神
奈
川
県

武蔵野市は、自然環境の保全と創出に取り組んで
きた結果、公園や上水、街路樹等、人との関わりの

「シャボン玉月間」に寄せて

中で育まれた自然環境が充実しています。この緑豊
かな自然環境を未来へつないでいくことは私たちの
使命です。
市では市民や事業者等の様々な主体と協力して、
むさしの環境フェスタ等の啓発事業を実施すると共
に、今年１１月開館のむさしのエコｒｅゾートを環
境に関する総合的なネットワーク拠点として、今後
も環境負荷の低減や環境に対する知識の普及、人材
の育成に取り組んでまいります。
長らく水環境を保全する取組みを続けてこられた
貴会に敬意を表しますと共に、
「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。

神奈川県知事

黒岩

祐治

神奈川は、丹沢をはじめとする緑豊かな水源地域
に恵まれており、森に雨水が蓄えられることによっ
て、山崩れなどの災害を防ぐとともに、私たちは安
全でおいしい水を飲むことができます。森が、まさ
に「いのち」を守る「緑のダム」の役目を果たして
いるのです。
本県では、長期的な視点にたった水源林の保全・
再生に取り組んでおり、森の手入れや浄化槽の整備
などを進めています。今後も持続可能な社会のため
に「緑のダム」をしっかりと守っていきます。
皆様の４０年にわたる水環境保全の活動に改めて
敬意を表するとともに、水に恵まれた緑豊かな環境
が次世代に確実に引き継がれるよう、皆様の活動の
輪がさらに広がることを期待しています。

「シャボン玉月間」に寄せて

目黒区長

青木 英二

シャボン玉月間によせて

今年の「目黒川の桜」は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴う外出自粛要請により、満開の
桜を愛でることはできませんでした。来年こそは、
見事な桜のトンネルを、安全・安心に見られること
を、心より願っています。
さて、川の水環境を守るには、各家庭の生活排水
を汚さない工夫が大切です。洗い物のせっけんの使
い方などで環境への負荷は大きく変わるため、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る重要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
取り組んでいますが、
今後とも、皆様の取組みが益々
発展し、美しい環境が引き継がれていくことを心よ
りご期待申し上げます。

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。
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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

シャボン玉月間によせて

松太郎

伊勢原市は、大山や日向渓谷に代表される、手を

大井町長

小田 眞一

大井町は、丘陵部の山林や里山の豊かな緑、足柄

のばせば自然がすぐそこにある緑豊かなまちであり、

平野に恵みをもたらす酒匂川の清流、平坦部に広が

特に水環境は当市の貴重な資源となっています。

る田園風景を有する、水と緑が調和した豊かな自然

当市の環境基本計画では、使用済み油の適正な処

環境にあります。

理、合併処理浄化槽への転換及び合成洗剤等の使用

当町の環境基本計画では、
「ひとと自然が未来を築

抑制を重点事業として掲げており、その中で、環境

く美しい町～おおい～」を望ましい環境像と定め、

にやさしく自然分解性の高い石けんの適量使用を呼

５つの基本目標、７つのプロジェクトを重点施策と

びかけております。

して掲げています。これらの実現に向けて、酒匂川

きれいな水環境を次世代に引き継ぐことは私たち

統一美化キャンペーンをはじめとした、町民・事業

の役目でもあり、市民・事業者・行政が連携して環

者・町が一体化した環境配慮活動が展開されるため

境保全に取り組む必要があります。

の仕組みづくりを推進しています。

こうした中、水環境保全に取り組まれております

貴会の長年に渡る活動に敬意を表しますとともに、

貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後ますま

「誰もが気軽に参加できる」この活動の輪がますま

す活動の輪が広まることを心より願っております。

す広がることを心より御期待申し上げます。
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ

「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、神奈川県のほぼ中央に位置し、海老

開成町長

府川 裕一

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

名駅を中心とした社会基盤整備によりコンパクトな

開成町北部地域には、水路に沿って約５,０００株

まちづくりを進めています。一方で、周辺には多く

の町の花「あじさい」が植栽され、酒匂川の恩恵を

の農地や自然が残されており、良好な景観が安らぎ

受けて今年も虹色に咲き誇っています。

をもたらすなど、都会と田舎が共存した魅力あふれ

この恵まれた自然環境を維持し次世代に引き継

るまちです。この恵まれた自然環境を守り育てるこ

ぐため、町では、省エネ技術を多く取り入れた日本

とが、本市の目指す「住みたい、住み続けたいまち」

初のＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）新庁舎を建

の実現につながると考えます。

設し、同規模の一般的な建物と比べて約１／３の省

貴会が長年にわたり活動されている石けん運動は、
河川の水質保全に大いに寄与されていると聞いてお
ります。

エネを達成しています。
また、ＺＥＢ新庁舎を起点に、２０５０年までに
温室効果ガス（ＣＯ₂）の排出量を実質ゼロにする

今後も、貴会がますます発展されますことを心よ

ことを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明しまし

り祈念申し上げ、ごあいさつの言葉とさせていただ

た。環境の町「かいせい」をより一層推進していく

きます。

ため、町民、事業者及び行政が力を合わせ、取組を
強化してまいります。
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」は、毎
年継続実施され、環境を守るための活動として大変
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有意義であると考えます。運動の輪が広がり、地球

「シャボン玉月間」に寄せて

環境保全の大きな成果に繋がりますことを心より

寒川町長

ご期待申し上げます。

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

「シャボン玉月間」に寄せて

相模原市長

本村 賢太郎

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

相模原市は、首都圏南西部の広域交流拠点として

水がきれいなまち」をテーマに環境基本計画を策定

の都市機能と、丹沢の雄大な山なみ、相模川の清ら

し、水環境の保全に向けた町民の皆様の取り組みと

かな流れなどの豊かな自然環境を併せ持っています。

して、合成洗剤から環境への負荷が少ない石けんへ

昨年の東日本台風においては、記録的な豪雨によ

の切り替えを呼びかけております。

り、本市はかつてない規模の被害を受けました。こ

毎年７月をシャボン玉月間とし、長年に渡り取り

の被害を一つの契機として、私たちの日常の行動と

組まれている貴会の活動に敬意を表しますとともに

地球環境が密接に関連していることを改めて認識し、

「石けん運動」がますます発展し、地域における環

新たな「環境基本計画」のもと、人と自然が共生す

境問題への取り組みの一環として広がっていくこと

る「地域循環共生都市」の実現に向けた取組に尽力

を心からご祈念申し上げます。

してまいります。
貴会の活動や本市の取組を通じまして、水環境を
初めとした多様な環境問題への意識がより一層高ま
り、ＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さない」
社会が実現することを期待しています。

「シャボン玉月間によせて」

茅ヶ崎市長

佐藤 光

茅ヶ崎市は、北部に緑豊かな丘陵、南部に全国
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

座間市長

遠藤 三紀夫

座間市は、上水道に供される豊富で良質な地下水
など恵まれた自然環境を脈々と享受しています。

的に知られているサザンビーチや相模湾があり、
自然環境に恵まれた住みやすいまちです。
本市では、この豊かな自然環境とふれあい、保
全し、そして将来の世代へ引き継いでいくため、
「茅ヶ崎市環境基本計画」を定めました。 令和２

座間市環境基本条例に基づいた座間市環境基本計

年度はその計画期間が満了し、気候変動への 適応

画に沿って、自然環境の保全を推進しており、平成

など様々な環境課題に対応するために新たな計画

２８年３月には「座間市地下水保全基本計画」の改

策定に取り組む予定です。

定を行い、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ことが
できるよう、市民、事業者、行政の協働のもと、環
境保全に向けての取組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、貴会の日頃からの環境保全活動に敬意を

特に今年は、本市においてもコロナウイルス感
染防止のため手洗いの重要性が再認識され使用
する石鹸の重要性も高まってきております。
皆様の取り組まれる活動を通じて、自然環境を
保全する活動の輪が大きく広がることを心よりご
期待申し上げます。

表しますとともに、その心がけの輪が、さらに広が
りますことを祈念申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

シャボン玉月間に寄せて

中井町長

中井町は、神奈川県の南西部大磯丘陵の西に位置
し、四季ごとに映し出される富士山や相模湾、大山
丹沢山塊との一体をなす里山景観を今も残す町で、
豊富な地下水は町民の飲料水として利用しています。
町では、先人たちが残してくれた豊かな自然環境
をより良い形で引き継ぐため環境基本計画を策定し、
町民、団体、事業者と連携しながら各施策を進めて
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、シャボン玉月間の取組みを通じて活動の輪がさ
らに広がりますことを祈念申し上げます。
「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

二宮町長

秦野市長

杉山 祐一

村田 邦子

二宮町は神奈川県の南西部に位置し、四季折々の
花が楽しめる吾妻山公園や中心部を南北に流れる葛
川等を有する緑と水に包まれた自然の恵みの豊かな
町です。

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す。地下は天
然の水がめとなって山々からの水を湛えており、湧
水が市内各所から湧き出ています。
「秦野盆地湧水群」
として全国名水百選にも選ばれている湧水は水道水
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、この貴重な地下水を市民共有の財
産として位置づけ、秦野市の宝としてその保全、活
用を推進しているところです。
また、市内には盆地を囲む山々を源流とする６
つの河川が流れており、河川清掃や生物調査などを
通じてその環境保全に努めているところです。近年、
海洋プラスチックごみが海洋生物に与える影響が問
題となっておりますが、海につながる河川の上流に
位置する市として、環境美化に努めてまいりたいと
考えております。
貴組合におかれましても、環境負荷の少ない石
けんの利用を呼び掛けることで、水環境保全につな
がる活動に長年にわたり取り組まれていることにつ
きまして、敬意を表するとともに、貴組合の益々の
発展を御期待申し上げます。

当町では、河川水質の更なる向上に向け、継続的
な河川水質調査の実施により、河川状況を把握する

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

とともに、清掃活動や合併浄化槽の設置補助等の支

葉山町長

援により水質浄化を促進しています。
水環境の改善の重要性を深く認識され、長年にわ
たり水環境の保全に取り組まれている貴会の取り組
みに対して、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ご祈念いたします。

山梨 崇仁

葉山町は、青い海と緑豊かな丘陵に囲まれた首都
圏近郊の温暖な地として親しまれ、御用邸の町、或
いは保養地として広く知られ発展してきました。
葉山町では平成２３年３月に「葉山町環境基本計
画」を策定し、
「地球上の人々と協調・共生をはかり、
豊かな自然に囲まれた中で、安全で快適な生活を実
現するまち」を目指しています。その中で公共下水
道事業を推進すると共に、事業区域外では合併処理
浄化槽の普及に努めており、きれいな川の水を守る
取組みに力を入れています。
「せっけん運動」は、町
民一人ひとりが環境活動について考える素晴らしい
きっかけになると考えております。これからも貴会
の活動がますます発展されることを心よりご期待申
し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

平塚市長

落合 克宏

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

松田町長

本山 博幸

平塚市は、市環境基本計画に「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
目指すべき環境像として掲げています。これを実現
するには、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。日常的な積み重ね
により、今ある美しい自然環境を守り続けられるよ
う働きかけていきます。
皆さまが取り組む「シャボン玉月間」は、
「クール
チョイス」や「かながわプラごみゼロ宣言」に賛同
する、本市の環境配慮行動との相乗効果も期待され
る活動です。多くの市民が環境保全を意識した生活
スタイルに変わるきっかけとなるよう願っています。
今後、皆さまのせっけん運動の輪がますます広が
っていくことを祈念いたします。

松田町は、神奈川県西部に位置し、町域の多くを
森林が占め、また、酒匂川、川音川、中津川など、
丹沢山系を源とする清らかな川が流れる自然豊かな
町です。
この豊かな自然環境を後世に「ツナグ」ためには、
石けん運動のように、日常生活の中で環境に優しい
暮らしを推進する必要があります。
当町では、貴組合と同じ想いを未来へ「ツナグ」
ために、新型コロナウイルス感染症対策として、貴
組合様からご紹介頂いた石けんを町内の学校や公園
などの約４０施設に設置し、石けんを使用した手洗
いを推奨しています。
結びに、環境保全の意識啓発だけではなく、衛生
意識の向上にも大きく貢献されている貴組合の御活
動が、今後ますます発展されますことを心から御祈
念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

シャボン玉月間に寄せて

藤沢市長

鈴木 恒夫

藤沢市は、美しい湘南海岸に面し、南には風光明
媚な景勝地として栄えた「江の島」、北には自然豊
かな「田園」が広がり、気候温暖な住みやすい「ま
ち」であり、いつの時代も人々の心を癒してくれる
特別な場所として親しまれております。
水環境面では、海・河川の保全に向けた取り組み
について、行政と様々な主体とのマルチパートナー
シップを大切にし、新しい生活様式を踏まえ、次世
代の子ども達の未来まで、安全で安心した暮らしを
持続できるような社会の実現を目指してまいりま
す。
こうした中、
水環境保全に取り組まれております、
貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後、より
多くの方々に、みなさまの活動の輪が広がりますこ
とを心より願っております。

南足柄市長

加藤

修平

「金太郎のふる里」南足柄市は、箱根外輪山が生
み出す良質で豊かな水と緑に恵まれたまちです。
市では、水源林等の整備による涵養機能の保全を
図り、持続可能な取り組みを行っております。また、
生活排水処理対策が果たす役割や効果、生活排水の
適正処理の必要性について、市民の皆様の理解と協
力をいただき、水環境に配慮した魅力あるまちづく
りを進めております。
貴会の４０年にわたる水環境の保全活動に対し改
めて敬意を表します。シャボン玉月間の活動を通じ
て、環境問題に対する関心が一層高まることを祈念
し、今後も皆様の活動の輪が益々広がり発展されま
すことを、心からご期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

山北町長

山梨県

湯川 裕司

山北町は丹沢山麗の中心に位置し、町内には県民
の水がめである三保ダム・丹沢湖があり、多くの森
林と清流に恵まれた自然豊かな町です。
本町では、
「人と自然が共に生きるまちづくり」を
テーマに環境基本計画を策定し、神奈川の水源地と
して、恵み豊かな環境の保全に取り組み、限られた
自然を後世へと残していくとともに、行政、町民、
事業者等が協働して、環境にやさしい町づくりに取
り組んでおります。
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。

「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、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ていることから、
「山の都」と
も称されています。
また、安全でおいしい甲府の水道水の利用促進と、
非常用飲料水の備蓄意識の向上を目的に製造してい
るボトルドウォーター「甲府の水」が、２０２０年
モンドセレクションで最高金賞を受賞するとともに、
６月には「甲州の匠の源流・御岳昇仙峡」が日本遺
産に認定されました。
この恵まれた自然と水環境を次世代に引き継ぐた
め、今後も良好な環境維持や安全な水の供給に努め
てまいります。
結びに、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、皆様の活動の輪がま
すます広がり、大きな成果を得られますことを心か
ら祈念申し上げます。

手洗いから始める、やさしい環境づくり

富士河口湖町長

渡辺 喜久男

富士山の麓、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の４
つの湖と、青木ヶ原樹海を有する富士河口湖町は、
国内外から年間を通して多くの観光客が訪れる自然
豊かなまちです。
世界に誇る美しい自然を後世へ引き継いでいくた
めに、町民の皆様、事業者の方々と一丸となり、二
酸化炭素排出抑制対策、自然エネルギーの利用促進、
地下水と湖の適正な利用促進、プラスチックごみ削
減と資源循環などの環境保全に取り組んでいます。
このせっけん運動が広く長く浸透し、一人ひとり
が環境に配慮した行動をとることこそ、みどりの地
球を守ることにつながっていくと確信しています。
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「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

「シャボン玉月間」によせて

渡辺 英子

貴会皆様の長年にわたる水環境に対する積極的な

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

活動に、敬意を表すとともに心から感謝申し上げま

に位置する住宅都市です。名古屋市近郊といえども、

す。

緑豊かな自然環境が残り、特に市域北部にある大狭

北杜市は、山紫水明の地であり、国内初となる２

間湿地では、８月はサギソウやハッチョウトンボ、

つのユネスコ・エコパークを有しており、清らかな

９月はシラタマホシクサが見ごろを迎えます。この

水と美しい山岳景観、豊かな自然環境に恵まれてい

自然を末永く次世代へと引き継いでいくためには、

ます。

水環境はもちろん、市民一人ひとりの環境保全に対

その素晴らしい自然環境を次世代に引き継ぐため、

する意識を高めていくことが重要です。

「人と自然と文化が躍動する環境創造都市」を基本

長年にわたる水質保全の活動に敬意を表しますと

理念とし、子ども達たちへの環境教育や、河川の水

ともに、貴会の「せっけん運動」が、この度の新型

質調査、公共下水道の整備等の水環境保全対策を積

コロナウイルス感染症対策のための大きな一助とな

極的に進めております。

りますよう期待しております。この先もますます活

新型コロナウイルス感染防止には、石けんでの手

動の輪が広まりますことを祈念申し上げます。

洗いを行うことで十分にウイルスを除去できます。
これから益々、貴会活動の輪が広がりますことを
御祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

豊田市長

愛知県

太田 稔彦

豊田市では、「つながる つくる 暮らし楽しむ
まち・とよた」を将来都市像に掲げ、「ＷＥ ＬＯＶ
Ｅ とよた」を合言葉に、豊かな自然の恵みと先進

愛
知
県

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

東郷町長

井俣 憲治

東郷町は、名古屋市と豊田市の中間に位置し、豊
かな自然が保たれている都市近郊の住みやすい町で
す。
例年東郷町では「こどもエコばんぱくｉｎ東郷」
を開催し、楽しみながら体験できる環境学習の場と
して提供しています。
また、水や土、生態系の保全に役立つ化学農薬を
使用しない町内の有機野菜を給食に使用し、生産者
による学校訪問を行うなど、子どもに環境へ興味を
持ってもらうきっかけ作りをしています。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、

的な技術を活かして、人と自然が共生する環境にや
さしいまちを目指しています。
当市では、水辺環境の特徴を把握することを目的
に、市民と協力し、河川の水環境指標調査を実施し
ています。この活動により、身近な水辺への環境意
識の向上を図るとともに、持続可能な社会に向けた
市民一人ひとりの積極的かつ日常的な環境配慮行動
を促しています。
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、活動の輪がさらに広がること
をご祈念申し上げます。

今後も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。
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「シャボン玉月間」によせて

豊橋市長

滋賀県

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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

が確認されております。また、１級河川の豊川河口
には、アサリの稚貝の宝庫となっている六条干潟が
あり、近年ではハマグリが発生するなど大変自然に
恵まれた地域となっております。
この豊かな自然の恵みが、いつまでも受け継がれ
環境をまもり未来へつなぐために、使い捨てプラス
チックの削減や海洋プラスチックごみ問題に関する
環境啓発に取り組んでまいります。
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、貴会の取組みが多く
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。

滋賀県知事

三日月

大造

新型コロナウイルスとの闘いが続く中、滋賀県で
は「コロナとのつきあい方滋賀プラン」を策定し、
必要な対策を講じています。
今、私たちは「自然との和解」
「社会の再生」の過
程にあるのではないでしょうか。
「節度」を取り戻し、
今こそ「利他の心」を、と新型コロナウイルスに教
えられているように思います。
今こそ、ピンチをチャンスに変え、
「効率性」だけ
では語れない価値も再評価し、これまで進めてきた
「健康しが」の取組をさらに一段高め、人も社会も
自然も健康で持続可能な共生社会を皆様とともにつ
くってまいりたいと考えています。

「シャボン玉月間」によせて

みよし市長

長年にわたる貴団体の取組に敬意を表しますとと

小野田

賢治

もに、益々のご発展を祈念いたします。

みよし市は、境川、三好池に代表される水辺環境
や緑豊かな自然環境に恵まれています。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

こうした良好な自然環境を保全し、次世代に継承し
ていくため、毎年自然観察会や水生生物調査を市民
の皆さまと共に実施することにより、環境への関心
を高めていくための取り組みを行っています。その
他に、親子エコクッキング教室や地域で生活排水路
の清掃を実施し、良質な水環境の保全に向けた取り
組みも行っています。
また、西三河首長誓約協議会にて、地球温暖化対
策の一環として
「クールシェア」
「ウォームシェア」
、
のＰＲ活動を行っています。
長年にわたる貴団体の「せっけん運動」の取り組
みに敬意を表しますとともに、益々のご発展を祈念
申し上げます。

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す
るとともに、琵琶湖沿岸から広大な田園風景が広が
るなど、豊かな自然環境を有するまちです。
当市では、平成３１年に近江八幡市第一次総合計
画を策定し、その施策の一つに環境保全の推進を掲
げています。
また、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、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。
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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

大津市長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

佐藤 健司

湖南市長

谷畑 英吾

貴会におかれましては、本年で発足４０年目とい

湖南市は、南に阿星山系を北に岩根山系を望む緑

う節目を迎えられましたことを、心からお祝い申し

豊かな丘陵地が広がり、市の中央を流れる野洲川な

上げます。

ど水と緑に囲まれた自然環境に恵まれた地域です。

本市は、比良・比叡の山々に抱かれ、美しい琵琶

こうした自然や歴史を大切に、天然記念物ウツク

湖のほとりに位置し、地域ごとに特色のある自然・

シマツ群生地保全の取り組みや全国に先駆けたコナ

歴史･文化・産業が息づく多様性あふれるまちとして

ン市民共同発電所の取り組みを活かした地域自然エ

発展してきました。

ネルギーの導入・普及啓発を盛り込んだ「第二次湖

現在、本市では、
『大津市総合計画２０１７』にお

南市環境基本計画」を昨年度策定いたしました。

いて、琵琶湖を始めとする自然環境の保全の一環と

計画の中で当市がめざす環境未来像は「野洲川の

して、
「琵琶湖、ヨシ、河川、里山等の市民による環

清流 山々の景色 歴史が育む うつくし湖南」で

境保全活動の支援と推進」を主な取組に掲げ、水環

す。その実現に向けて、市民・来訪者、事業者、市

境の保全・再生に向けて事業に取り組んでおります。

が協働で自然と共生し持続可能な社会と自然共生圏

貴会の長年にわたる環境保全運動に敬意を表しま

の考え方を抱合した地域循環共生圏に向けて取り組

すとともに、今後環境保全への取組の輪が一層広が
ることを御祈念申し上げます。

んでいくところです。
長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますととも
に、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と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

草津市長

橋川 渉

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

長浜市長

草津市は豊かな自然と歴史的遺産に恵まれ、東海

藤井 勇治

道と中山道が合流する交通の要衝にあたり、古くか

長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井県、

ら宿場町「出会い」のまちとして栄えてきました。

東は岐阜県に接しています。周囲は伊吹山系の山々

近年では、都市化と自然環境との調和を重視し、環

と、ラムサール条約の登録湿地でもある琵琶湖に面

境の側面からも、住みよいまちづくりを推進してお

しており、中央には琵琶湖に注ぐ姉川や高時川、余

ります。

呉川等により形成された自然豊かな湖北平野と水鳥

本市では、
「第２次草津市環境基本計画」を策定し、
めざす環境像として環境文化を推進しており、常に
環境への興味を持ち、その大切さを知り、環境と自

が集う湖岸風景が広がり、県内でも優れた自然景観
を有しています。
そのため、本市では長浜市環境基本計画を策定し、

分の行動との関わりを理解し、そして身の回りの小

「みんなで育む 水とみどりにつつまれたまち なが

さなことから取り組む姿勢と行動力を持つことを掲

はま」をめざす環境像として市民・事業者・行政が

げて取り組んでいます。

一丸となって環境保全に取り組んでいるところです。

貴会の長年にわたり取り組んでおられる石けん運

貴団体が長年取り組んでおられる「せっけん運動」

動によって、環境への関心がますます高まることを

に敬意を表しますとともに、水環境の保全活動の輪

心より祈念いたします。

がより一層広がりますようご期待申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

東近江市長

小椋

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

正清

東近江市は、
鈴鹿山脈の源流から琵琶湖への水系、

野洲市長

山仲 善彰

県内の人々の生活と活動は琵琶湖流域で営まれて

肥沃な平野や点在する里山に多様性のある豊かな自

います。その営みから排出される水は、農業排水を

然を有しており、この自然資源を持続的に活用する

除き河川ではなく下水道を通じて琵琶湖に流れこみ、

こと により、豊かな生活と多様な文化などの地域資

見えにくくなっています。生活様式、産業構造、人

源を育んできました。 当市では、
「市民が豊かさを

口増などによりその負荷は増しています。気候変動

感じる循環共生型社会」を将来像として掲げており、

も加わり、琵琶湖の水環境は楽観できない状況です。

地域資源を活用し、その価値についての気づきを与

今回の新型コロナウイルスと同様、モニタリング、

え、更には資源に対する保全意識を高める当市なら

データ集積と解析、それに基づく政策と行動がます

ではのエコツーリズムを推進するなど、市民、事業

ます重要です。

者、市が協働して様々な環境施策に取り組んでいま
す。

市では水環境保全のため、琵琶湖や家棟川流域を
中心に清掃、ヨシ群落再生、ビワマス遡上などに市

長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますととも

民が取り組んでいます。

に、貴会の活動を通じて多くの方々の環境保全への

貴団体の長年の活動に敬意を表しますとともに、

関心が高まり、保全活動の輪が広がりますことを御

４０年目を迎えられ、さらなるご発展を心よりご期

期待申し上げます。

待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」市長メッセージ原稿

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

守山市長

宮本 和宏

栗東市長

野村 昌弘

守山市は、古くから琵琶湖と野洲川の恵みに支え

栗東市は、滋賀県の南部、湖南地方に位置し、市

られるとともに、美しい田園風景の広がる、水と緑

の面積の半分が金勝連峰から広がる緑豊かな森林地

のあふれる自然豊かなまちです。その恵まれた環境

帯からなり、きれいな水を生み出す源として、森林

のもと、平成２９年には「守山市環境都市宣言」を

の持つ多くの恵みを享受してきました。

制定し、市民一人ひとりが主体となって、様々な環

当市では、
「共に育もう、いつまでも自然あふれる

境保全活動に取り組み、住みやすいまちづくりを目

元気都市栗東」を環境像とする第二次栗東市環境基

指してきました。

本計画に基づき、市、市民、事業者、滞在者が協働

とりわけ本市では、かねてから積極的な市民活動

して環境保全に取り組んでいます。

によりホタル復活に向けた取組みや、赤野井湾の浄

水環境の保全に関しては、未来を担う子供たちが

化や再生に向けた取組みなどが行われており、そう

身近なふるさとの川で水質調査や水中生物の採集・

した熱い市民の思いや活動を次の世代に引き継いで

観察などを行う環境学習を開催し、水質保全の大切

いける様、市民と一体となり取り組んでいるところ

さを伝えています。

です。
本年には、４０年目を迎えられる貴会の長年に渡
る活動に心から敬意を表しますとともに、今後のま

結びに、貴会の長年にわたる水環境への取組みに
敬意を表するとともに、今後ますます活動の輪が広
がりますことを心より祈念申し上げます。

すますのご発展を祈念いたします。
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ともに、活動の輪がより一層広がりますこ

京都府
京
都
府

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

「シャボン玉月間」に寄せて

京都府知事

西脇

京都府は、変化に富んだ海岸線、四季折々
に様々な表情を見せる山並み、清らかな水を
たたえる河川など、豊かな自然に恵まれてお
り、この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
みが必要であると考えております。
昨年１０月に策定しました「京都府総合計
画」では、環境にやさしく安心・安全な京都
府を目指して、脱炭素社会へのチャレンジを
掲げ、自然と共生する地域社会の実現などに
取り組んでおります。
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。

河井

規子

貴 会 の「 せ っ け ん 運 動 」を 通 じ た 長 年 に わ
たる環境保全運動に心からの敬意を表しま
す。
本 市 で は 、「 木 津 川 」を は じ め と す る 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。
本年は新型コロナウイルスの感染拡大等
に よ り 、手 洗 い 等 の 重 要 性 に つ い て も 再 確 認
されることとなりました。このような中で、
貴 会 の せ っ け ん の 使 用 の 取 組 み は 、安 心・安
全 で 、水 環 境 に や さ し い 生 活 ス タ イ ル と し て
大変重要であると考えております。
結 び に あ た り 、貴 会 の 益 々 の ご 発 展 を 祈 念

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

亀岡市長

木津川市長

隆俊

桂川 孝裕

亀岡市は、市内を貫流する雄大な保津川
をはじめとする豊潤な水脈と、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。
本市は、この豊かな自然環境を次代の若
い 世 代 へ 残 す た め 、「 か め お か プ ラ ス チ ッ ク
ごみゼロ宣言」やプラスチック製レジ袋の
提 供 禁 止 条 例 の 制 定 な ど 、「 世 界 に 誇 れ る 環
境先進都市」の実現に向けた各種施策を推
進しております。
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。４０年間という長きにわたり活動を展

申 し 上 げ 、私 の ご 挨 拶 と さ せ て い た だ き ま す 。
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

京田辺市長

上村

崇

京田辺市は、甘南備山や木津川など豊か
な自然に恵まれ、また京都、大阪、奈良の
三大都市へのアクセスも優れていることか
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。
ふるさとへの誇りと愛着を持っていただ
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

が環境問題を自分ごととしてとらえ、それ
開されていることに深い敬意を表しますと
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ぞれが連携した取組みが大切です。

す“環境の都”長岡京」を掲げています。この未来

貴団体が進める「せっけん運動」は、ま

像を実現するために、市民や事業者と共に、環境へ

さに三者の連携を深めるものであり、この

の意識を高め、持続可能な社会形成に取り組んでま

取組みのさらなる発展に大いに期待してい

いります。

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すととも

「シャボン玉」月間に寄せて

に、これからも活動の輪が一層広がり、発展されま

久御山町長

信貴

康孝

すことを期待申し上げます。

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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」

方で、第二京阪道路や京滋バイパス等の広域幹線道

向日市長

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。

安田 守

近年、海洋プラスチックなど水環境についての問

住民憲章には「わたくしたちは、澄んだ空、美し

題が多く取り上げられておりますが、貴会におかれ

い川、花と緑の自然を守るため、公害の防止と排除

ましては長きにわたり、せっけんを入り口として環

に努めましょう」と記されています。町では、先人

境問題全般に広く取り組んでこられました。

が守ってこられた豊かな環境を継承し、次代に誇れ
る魅力あるまちづくりに取り組んでいます。

本市におきましても、廃油の回収や小中学校の手
洗い場にせっけんを備え付けるなど、常日頃から水

貴会が取り組んでおられる運動は、人々の生活と

環境の保全に取り組んでおりますが、とりわけ、せ

切り離すことができない水の存在を改めて考える機

っけんでの手洗いは感染防止にも有効でありますこ

会であり、全ての生命のため、水環境の保全に向け

とから、従来の環境保全に加え、今回の新型コロナ

た大変意義深いものとして、活動の輪が広がること

ウイルスによる感染症を防止するためにも、せっけ

をご期待申し上げます。

んによる手洗いをより一層推奨してまいりたいと存
じます。
結びにあたり、
「せっけん運動」の更なる普及と、

「シャボン玉月間」によせて

長岡京市長

一日も早い感染症の収束を願いメッセージと致しま

中小路

健吾

す。

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広がり、かつて都があ
った歴史的財産が数多く残る街です。
古くより水運の便が良く、湧き水なども豊富 で 、
市内には桂川水系へと繋がる小畑川や小 泉 川 な ど
が流れています。これらは自治会などによる河川清
掃活動などにより保全されており、毎年河川流域沿
いで蛍を観賞することができます。
また自然環境を保護していくために、環境基本計
画を定め、めざすべき未来像として「つむぎ織りな
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

大阪府
大
阪
府

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
「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あり、市内には、動
植物の豊かな生息・生育環境が育まれています。
本市では、市民が自然に親しみ、美しい河川環境
を保全していくための取組として、水生昆虫などの
観察を行う「親子で探してみよう！川の生きもの」
や「自然に親しむ探検講座」を開催しています。ま
た、市民団体と協働して、水生生物をはじめとする
生きものに関する調査員の養成講座を実施していま
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
ことを願っております。
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

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、七夕伝説発祥の地と言われており、シャボン玉
月間の７月は七夕祭りで賑わいます。
本市では、身近な自然環境保全から地球温暖化対
策まで、環境にやさしいまちづくりを進めており、
昨年度より「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の推進を始
めました。また、近年話題となっている海洋プラス
チック問題に対応するため「プラスチックごみゼロ
宣言」を行い、市内小学生とともにレジ袋削減の啓
発活動に取り組んでおります。
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、今後ますますのご発展をお祈りいたし
ます。

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
保や水質汚濁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

今年で市制施行５０周年を迎える四條畷市は、大
阪府の北東部に位置し、北生駒山系の自然が織りな
す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古くから発
展してきました。
室池を中心とした緑の文化園内の府民の森むろい
け園地には多くの人が訪れ、室池を水源とする権現
川は多くの水田を潤しています。
この豊かな自然を後世に引き継ぐため、
「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」を目標として、市民、事業者、行政の協働によ
りまして環境保全に取り組み、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。
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「シャボン玉月間」によせて

島本町長

令和２年度｢シャボン玉月間｣に寄せて

山田 紘平

摂津市長

森山 一正

島本町は、京都と大阪の境目に位置し、大阪府内

大阪平野の北部に位置する摂津市は、淀川の豊か

で唯一、環境庁（現環境省）認定「名水百選」に選

な自然に育まれ、古くからその立地条件を生かして

ばれた地下水「離宮の水」や、和歌にも詠まれた清

生活用水や農業用水といった水資源の利活用だけで

流「水無瀬川」など、水に恵まれた自然豊かなまち

なく、水辺がつくりだす景観が市民にとっての憩い

です。

の空間となるなど、今も昔も河川から恩恵を受けて

本町は今年で町制８０周年を迎えましたが、これ

おります。

からもこの豊かな環境を後世に繋ぎ、持続可能な社

この自然豊かな水景を守るため本市では、一般家

会を実現するため、地球温暖化対策のための国民運

庭から出された廃食油を回収し、粉石鹸を作るとい

動ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥをはじめとした環境保全

う資源リサイクルに取り組んでいるほか、環境に関

活動を、住民・事業者・行政の協働により進めてい

わる様々な啓発活動を行っております。今後も、環

きます。

境や水質保全に対する市民の意識を高める取り組み

貴会の長年にわたる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、心より祈念いたします。

を続け、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。
結びに、貴会の今後益々のご発展とご活躍を心か
らお祈り申し上げます。

シャボン玉月間によせて

吹田市長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ文

後藤 圭二

大東市長

東坂 浩一

大阪府の北部に位置する吹田市は、都市部であり

大東市は、大阪府の東部に位置し、寝屋川や恩智

ながらも里山の残る、自然に恵まれたまちです。ま

川など多くの河川が市内に流れる自然あふれる地域

た、本市は本年中核市に移行するとともに、市制施

です。

行８０周年を迎えました。

また、新田開発とともに作られた水路の多くが残

住宅街の中に残された千里緑地には、吹田市天然

され「大東八景」のひとつである御領水路は大阪ミ

記念物に指定するヒメボタルが生息し、毎年、初夏

ュージアム構想に登録されるなど、水辺空間への親

に放つその柔らかな光を市民と共に心待ちにしてい

しみは市民にとって欠かすことのできないもので

ます。また、本市には９本の河川が流れています。

す。

魅力ある自然環境を大切に守り育てるため、河川の

これらのかけがえのない財産を守り、未来の子供

汚染対策が重要なものであるとともに、環境負荷の

たちに豊かな自然を残すため、昨年「だいとうプラ

軽減への取組をより一層進めてまいります。

スチックごみゼロ宣言」を行いました。今後も地域

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。

住民や市所有のボートによる河川清掃を通じて水環
境の保全に取り組んでまいります。
終わりに、長年にわたる貴会の活動に敬意を表す
るとともに、今後の更なるご活躍とご発展を祈念い
たします。
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「シャボン玉月間」によせて

豊能町長

「シャボン玉月間」によせて

塩川 恒敏

能勢町長

上森 一成

豊能町は、大阪府内にあって町域の７割が山林で

大阪の最北端に位置する能勢町は、府内でも有数

あり、余野川、初谷川などの清らかな河川に恵まれ

の自然に囲まれた地域であり、古くから「里山」と

た自然豊かなまちです。

言われる特有の自然環境の中で多種多様な動植物と

本町では水と緑の環境保全の実現に向けて｢第４

共存してきました。これらの動植物は里山環境とと

次豊能町総合計画｣を策定し、
『人とみどりが輝くま

もに守っていかなければいけない大切なものです。

ち とよの』を将来像として『町民と行政との信頼･

本町では、この豊かな里山環境やほたるやアユが

協働のまちづくり』の理念のもと、更なる環境保全

生息できる清流を保全し未来に引き継ぐため、河川

に取り組んでいるところです。

美化活動を実施し、河川環境の改善や保全に取り組

一人ひとりのちょっとした配慮や行動の積み重ね

んでいるところです。

の継続が、次の世代、その次の世代のために水環境

貴会の石けん運動を通じた日頃からの地道な活動

を守っていくことにつながると考えます。貴会が続

が、大きな環境保全につながることを期待申し上げ

けられている「せっけん運動」を通して、全国的に

るとともに、今後ますますのご発展とご活躍を心よ

水環境保全への意識が高まり、水環境保全活動の輪

りご祈念申し上げます。

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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

慶輔

寝屋川市は、大阪府の東北部に位置し、市名の由
来でもある一級河川「寝屋川」が市内を流れていま
す。

東大阪市長

野田

義和

東大阪市は、生駒山麓の緑豊かな自然のもとで、
モノづくりのまちとして発展してきました。
本市では近年地球温暖化への危機感が強まる中、

当市では、
「寝屋川」を市民の皆様により身近に

令和２年３月に東大阪市第３次地球温暖化対策実行

感じていただくとともに、市のシンボルにふさわし

計画(区域施策編)を策定し､「２０５０(令和３２)年

い川とするため、毎年春と秋に１回ずつ「クリーン

温室効果ガス排出実質ゼロ｣を本市のあるべき将来

リバー寝屋川作戦」を実施しております。今年は新

像として掲げています。今後、市民・事業者と協

型コロナウイルス感染症の影響により、春の「クリ

働、連携し地球温暖化の進行を食い止めるためのあ

ーンリバー寝屋川作戦」は中止となりましたが、引

らゆる取り組みをこれまで以上に進めてまいりま

き続き、市民の皆様と協働して、水環境の整備・保

す。

全に全力で取り組んでまいります。

こうした中、長年にわたる貴会の環境保全活動に

結びになりましたが、貴会が取り組まれている長

敬意を表しますとともに美しい河川や豊かな自然を

年の活動に、深く敬意と感謝の意を表しますととも

次世代に引き継いでいけることを期待し、貴会のま

に、今後ますますの御発展、御活躍を心から御祈念

すますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

枚方市長

シャボン玉月間によせて

伏見 隆

守口市長

西端 勝樹

枚方市は大阪、京都、奈良の中間に位置し、西に

守口市は、大阪平野のほぼ中央部、淀川の左岸に

は豊かな水の流れを持つ淀川が流れ、東には生駒山

位置しており、市内には大規模な緑地である淀川河

系に繋がる緑に溢れた里山が広がるなど、豊かな自

川公園・鶴見緑地や緑と水に親しむ空間として西三

然に恵まれたまちです。

荘ゆとり道があります。

本市では、この豊かな自然を未来に引き継いでい

本市では、これらの緑地や親水空間などの有効活

くため「プラごみダイエット～ポイ捨てゼロ宣言」

用を通じて、快適で潤いのあるまちづくりを目指し

を行い、ポイ捨て防止の啓発活動や河川のボランテ

ており、市民・事業者・行政等が一体となって環境

ィア清掃活動「ひらかたクリーンリバー」の実施な

に配慮した市民生活の推進に取り組んでおります。

ど、今後も市民・市民団体・事業者・行政が連携協

貴会が取り組んでおられる水環境の保全をはじめ

力し、環境保全活動の取り組みを推進してまいりま

とした様々な活動は、環境への負荷を軽減した循環

す。

型社会を実現させる上で必要不可欠であり、長年の

結びに「せっけん運動」を通した、貴会の長年に
わたる環境保全の取り組みに対し深く敬意を表しま

ご尽力に敬意を表しますとともに、今後益々のご発
展を心からお祈り申し上げます。

すとともに、今後益々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」寄稿

松原市長

シャボン玉月間に寄せて

澤井 宏文

八尾市長

大松 桂右

松原市では、大阪初のセーフコミュニティ国際認

八尾市は大阪府の東部に位置し、市内を流れる河

証都市として、地域の安心・安全のため様々な取組

川や水路において、数多くの水生生物が生息するな

を進めています。特に災害対策につきまして、市民

ど、都市部の中でも豊かな水環境を身近に感じるこ

の皆様と共に力を入れて取り組んでいます。災害時

とのできる自然環境に恵まれたまちです。

において、
「水は命をつなぐ生命線」として重要な

本市では、「環境を意識した暮らしやすい八尾」

ものです。そのため水環境の保全は欠かせません。

をまちづくりの目標に掲げ、豊かな水環境を維持す

水環境を保全するためには、公共下水道整備や河

るため、例年、さまざまな啓発活動を実施していま

川水質の調査といった行政の取組だけでなく、市民

す。地域の子どもたちを対象とした環境学習支援事

の皆様が自宅で使う洗剤をなるべく少量にするとい

業や河川敷の清掃活動など、環境保全への取り組み

うような家庭での取組が必要であると考えておりま

を通じ、市民の皆さまに水環境をより身近に感じて

す。

いただけるよう努めてまいります。

「せっけん運動」を通じた貴会の長年にわたる水

貴会の長年にわたる、水環境の保全に向けた取り

環境保全の取組に敬意を表しますとともに、未来に

組みに敬意を表しますとともに、今後ますますのご

向けた活動が進展されることを心より祈念申し上げ

活躍をご祈念申し上げます。

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

和泉市長

辻 宏康

「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

和泉市は大阪府南部に位置し、市の南部には和泉

泉佐野市は大阪南部の泉州地域に位置し、市の南

山脈が連なり、和泉山脈を源流として槇尾川、松尾

東部は金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈

川、父鬼川及び東槇尾川といった河川が流れ、
「いず

を擁し、和歌山県と接しています。本市は美しい山

み」の名に相応しい清らかな水源に恵まれたまちで

河、緑あふれる恵まれた自然環境にあり、
「泉佐野市

す。

環境美化推進条例」を施行して生活環境の保全と都

本市では生活排水対策の推進をはじめ、大津川水

市環境の美化に努めてきました。

域の３市１町で構成される大津川水域水質保全対策

毎年、環境美化（クリーン）活動、花と緑のボラ

協議会による河川の水質調査や水生生物調査、また

ンティア活動など市民の皆さまに参加いただいて、

水質保全に関する広報・啓発活動を継続して行って

様々な環境活動に取り組んでいます。

おります。今後もかけがえのない水環境を次世代へ
引き継ぐために尽力してまいります。

貴会による「石けん運動」も、環境に優しい洗剤
の使用を促進するもので、大変有意義なものであり

長年にわたる貴会の活動に対し、深く敬意を表し
ますとともに、今後ますますのご発展とご活躍を心

ます。今後、ますます運動の輪が広がることを、ご
期待申し上げます。

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

大津市長

南出 賢一

「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

泉大津市は、大阪府の南部に位置し、市の南西部

大阪狭山市は、水とみどりのネットワーク構想を

には、古くから市民の憩いの場として親しまれてい

定め、市民の皆さまにとっての憩いの場の創出を進

る大津川が流れています。

めております。

本市では、水環境の保全を推進し、プラスチック

この取組みの一環として、まちの中心部に位置し、

ごみによる海洋汚染の対策をすすめるため、昨年６

シンボルでもある狭山池と周辺緑道を結ぶアンダー

月に「いずみおおつプラスチックごみゼロ宣言」を

パスを設置いたしました。水環境とみどりの空間を

行いました。

つないだ歩行者空間の確保により、多くの方が訪れ、

石けんは、昔から我々が生活するうえで必要不可

新たなにぎわいを生み出しております。水を身近に

欠な日用品の一つであり、新型コロナウィルス感染

感じていただく機会が増え、市民の皆さまの環境へ

拡大防止対策としても石けんを用いた手洗いは、非

の意識の向上にも寄与しております。

常に有効と言われており、この機会に広く周知され
ることを期待するとともに長年にわたる貴会の水環
境の保全に向けた取組みに敬意を表し、より一層の
ご活躍をご祈念いたします。

今後も、市内全域にある水辺空間の魅力を高めな
がら、環境保全に努めてまいります。
貴団体におかれましては、運動の輪がより一層広
がりますことを祈念いたします。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

貝塚市長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

藤原 龍男

河南町長

森田 昌吾

貝塚市は、大阪府の南部に位置し、ブナ林を有す

河南町は、大阪府の東南部に位置し、金剛・葛城

る和泉葛城山を源流に市の中心部に近木川が流れ、

の山並みと田園風景が広がり、水越川や梅川等の清

日本の白砂青松百選にも選ばれた二色の浜がある水

らかな流れに育まれた自然豊かなまちです。

と緑に恵まれた自然豊かなまちです。

本町では「美しい河南町条例」を制定し、毎年９

こうした恵まれた自然環境を守り、近年問題とな

月を「美しい河南町推進月間」と定め、町内の一斉

っている海洋プラスチックごみを抑制するため、本

清掃やかなん環境フェアなどの環境保全の活動を行

市は令和元年１２月に「貝塚市海洋プラスチックご

い美しいまちづくりを目指しています。

み対策基本方針」及び「令和２年度貝塚市海洋プラ
スチックごみ対策実施計画」を策定しました。
今後、レジ袋の削減を促進するためエコバッグの
普及を啓発するとともに、河川や二色の浜での環境
美化活動を実施し、より多くの市民や企業の参画を
目指し、市民意識の高揚を図ってまいります。
結びに、貴会の長年にわたる水環境を守る活動に

今年に入り新型コロナウイルス感染症が世界的に
流行しておりますが、石けんを使っての手洗いは感
染予防効果が高いといわれており、その必要性が再
認識されているところです。
貴会の「石けん運動」をはじめとする水環境保全
活動などに深く敬意を表しますとともに、今後益々
のご発展をこころより祈念申し上げます。

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。

「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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

柏原市長

冨宅 正浩

島田

智明

本市は、市域の約７割を森林が占める自然豊かな
まちです。

柏原市は、大阪府の南東部に位置し、市域の３分

この豊かな自然環境を守るためには、市民一人ひ

の２が山間部を占めており、中央部には大和川が縦

とりが環境について学ぶとともに、課題を認識し、

断する緑と水豊かなまちです。

その解決策を考えていく必要があると考えておりま

近年、プラスチックごみが海洋生物等の生態系に
悪影響を及ぼしていることから深刻な環境問題とな
っております。

す。
このため、本市においては、市内各所での「河川
一斉清掃」、家庭から出される廃食用油の回収及び

本市においても、積極的に環境美化活動の取り組

それらを用いた「石けん・キャンドル作り教室」の

みを実施しているところです。また、昨年６月には

開催、「親と子のふれあい自然学習会」の実施等に

「かしわらプラスチックごみゼロ宣言」を行いポイ

より、環境保全と環境教育に努めています。

捨て防止など更なる取り組みを推進してまいりたい
と考えているところです。
このような中、貴会が今年で４０年目を迎えると
いう長きにわたり、水環境の保全活動を続けられて
きた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。

本年は、新型コロナウイルスの影響から、中止と
なったイベントもありますが、豊かな自然を次世代
に引き継ぐための取組みを続けてまいりたいと考え
ております。
結びに、貴会の長年に亘る水環境の保全活動に敬
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。
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「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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

耕平

泉南市長

竹中 勇人

岸和田市は大阪府の南部に位置し、古くから城下

泉南市は、世界の玄関口となる関西国際空港の対

町として栄え、海あり、山あり、川ありと豊かな自

岸に位置し、臨海部には「日本夕陽百選」に認定さ

然に恵まれた伝統ある美しいまちです。

れているマーブルビーチがあります。今年７月には

環境月間である６月に開催してきた「きしわだ環
境フェア」が、新型コロナウイルス感染症の影響に

ビーチ沿いに「泉南りんくう公園」がオープンし、
自然と融和した観光スポットとなる予定です。

より中止となりましたが、引き続き、市民の皆さま

また、山間部では和泉山脈の美しい山なみに蛍が

と協働で、川をきれいにするための清掃美化活動、

乱舞する清流が残る、水と緑に恵まれたまちです。

美しく親しまれる港湾環境をつくるための港湾美化

そのような豊かな自然を次世代へと継承していく

啓発活動、川や海を豊かにするための里山再生にも

事は私達の果たすべき責務であり、環境保全は、一

積極的に取り組み、さらなる水環境の改善のため、

人ひとりの心掛けで守って行かなければなりません。

市民活動を支援するとともに啓発活動も充実させて

貴会の長年に渡る水環境の保全活動に深く敬意を

まいりたいと考えています。

表しますとともに、皆様のご活動が益々伸展し、大

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

きな成果をあげられますことを心よりご期待申し上
げます。

れますことを心よりご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

熊取町長

「シャボン玉月間」に寄せて

藤原 敏司

太子町長

田中 祐二

熊取町では、平成３１年２月に行った「くまとり

太子町は、金剛生駒紀泉国定公園を背後に、二上

プラスチックごみゼロ宣言」に基づき、河川や海洋

山など緑豊かな山地や里山が広がり、山裾に広がる

のプラスチックごみの削減に注力しており、今年５

農地と集落のなす風景が美しい景観をつくっていま

月には『熊取町エコプロジェクト』を策定し、本町

す。織りなす山々とともに形成されてきた里山の自

オリジナルエコバッグの作成や、紙袋の回収・リユ

然と暮らしとが身近に感じることができます。

ースなど、貴会が活動してこられた水環境を保全す
る活動に通ずる取組みを積極的に推し進めています。
貴会の進める「せっけん運動」が、今年４０年目

本町の豊かな自然環境の指標となるホタルの保
護・育成を推進するため、ホタル保護条例を制定し、
すばらしい自然環境を未来世代に引き継いでいます。

を迎えられたことに敬意を表するとともに、子ども

今後も水環境の保全に対する取組みを、住民の皆さ

達の未来を守るために、一人ひとりが今できること

んと手を携えながら推進してまいりたいと考えてお

について考えるきっかけとなることをご期待申し上

ります。

げます。

長年にわたり、水環境の保全に取り組まれている
貴会の活動に敬意を表しますとともに、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。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

高石市長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

阪口 伸六

忠岡町長

和田 吉衛

高石市は、大阪府南部に位置し、面積は１１.３０

繊維産業の町として栄えてきた忠岡町は、平成の

平方キロメートルとコンパクトで閑静なベッドタウ

大合併により現在は「日本一小さな町」になりまし

ンです。本市では、令和元年６月に「たかいしプラ

た。

スチックごみゼロ宣言」を行い、持続可能な循環型

町北部を流れる大津川の豊かな水資源と共に発展

社会の構築を目指し、ごみの発生・排出抑制を重視

し、近隣の市とともに大津川水域水質保全対策協議

した４Ｒの取り組みを推進しています。海洋プラス

会を設置し、住民との協働で水質保全に努め、美し

チック汚染問題への理解を深め、プラスチックを含

い大津川の自然を守っていこうと尽力しています。

めたごみ削減を目指し、市民へのエコバッグの使用

新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から、

の推奨や意識啓発に努めてまいります。

いろいろな行事が見送られ､産業･経済活動の自粛な

貴会の長年にわたる水環境保全に対する活動に敬

ど、世界規模の予防を行っている中、せっけんでの

意を表しますとともに、今後も貴会の活動が広がり、

手洗いを改めて見直されているところであります。

一人でも多くの方が環境への意識を高めるきっかけ

また、当町では「打ち水」
「みどりのカーテン」

となることをご祈念申し上げます。

など省エネ意識の啓発を行っており、人の営みの拡
大と自然環境の保護の両立は、子どもたちの世代に
住みよい町を残していくために必要なことであり、

「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

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。

暖な人口８千人ほどの町です。
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。
結びに貴会の長年にわたる「せっけん運動」の取
り組みに敬意を表しますとともに、豊かな水環境を
守り美しい自然を継承していくために、この運動の
輪が広がっていくことを心から祈念申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

富田林市長

吉村

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

善美

藤井寺市長

岡田

一樹

本年４月１日に市制施行７０周年を迎えた富田林

藤井寺市は、北に大和川、東に石川が流れ、また

市は、大阪府の東南部に位置し、市の北東平坦部は、

昨年７月には大阪府初の世界遺産に登録された百舌

南北に流れる石川をはさんで平野が広がり、古くか

鳥・古市古墳群が広がるなど、小さいながらも水と

らのまちなみが残る「寺内町」をはじめとするさま

緑に恵まれたまちです。

ざまな歴史文化、自然環境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

本市では、環境にやさしいまちづくりとして、昨

め、下水道の整備や市民参加による河川清掃活動「大

年「とんだばやしプラスチックごみゼロ宣言」を行

和川・石川クリーン作戦」
、小学生に向けた環境体験

い、ポイ捨て防止などの啓発活動に取り組んでいま

学習「ヤゴ救出大作成」の実施など、水環境の保全

す。

や市民の意識高揚にかかる取組みを行っております。

また、毎年３月に多くの市民や関係団体の皆様の

貴会の活動もまた、環境保全や水質保全の観点か

ご協力を賜り、石川大清掃を実施し、河川の美化活

ら大変意義深いものであり、長期にわたって取り組

動を推進しております。

んでおられることに敬意を表しますとともに、今後

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します

ますます「せっけん運動」の輪が広がりますことを

とともに、この活動の輪がより一層広がることを心

心よりお祈り申し上げます。

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

岬町長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」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、

田代 堯

新型コロナウイルス感染症と日夜奮闘されておら
れる医療関係従事者の方々をはじめ、感染拡大防止
対策に努められている多くの関係者の方々に敬意と
感謝を申し上げます。
大阪府の最南端に位置する岬町は、府下唯一の自

大阪で唯一生産を行っている海苔のほか、カキの養

然海浜と美しい海をはじめ、豊かな自然環境を未来

殖・水ナスなど、海や大地の恵みを受けた産品も数

につなぐ「輝くまち」の創造に努めています。近年、

多くあります。

ごみとして捨てられたプラスチックなどが、海洋環

また、本市には大阪湾で数少なくなったアマモの

境や生物に深刻なダメージを与えていることが地球

自生地があり、保全・再生に向けた活動により府内

規模で問題となっています。こうした中で、昨年５

最大規模のアマモ場となっています。

月「プラスチックごみゼロ宣言」を行い、住民・事

この豊かな里海里山を次世代につなぐため、ブル
ーカーボン事業や海洋教育の推進、
「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。

業所等と連携しプラスチックごみゼロに向け、不断
の取り組みを行っているところです。
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、
「未来へのバトンを繋ぐ」を合言葉

結びに、貴会の長年の取組みに敬意を表しますと

に、美しい自然環境を未来世代へ引き継ぐため、石

ともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

けん使おう運動の輪が一層深ま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

兵庫県
兵
庫
県

芦屋市長

いとう

まい

本市は、阪神間の都市部に位置しながらも、六甲
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ

兵庫県知事

井戸

敏三

かつて「瀕死の海」と呼ばれた瀬戸内海。兵庫県
では、法令による規制と生活排水処理の向上に取り
組み、瀬戸内海の水質は大幅に改善しました。今後
は、きれいなだけではない、
「豊かな里海」として再
生を図るため、森・川・里・海の一体的な取り組み
による、栄養塩類の適切な管理にも力を入れていき
ます。
来年、明石市で「全国豊かな海づくり大会」を開
催し、これまでの本県の取り組みを全国へ発信しま
す。ともに力を合わせ、豊かで美しい自然を守り、
育てていきましょう。
新型コロナウイルスの予防には、手洗いやマスク
着用など、基本的な感染対策が有効とされています。
貴会におかれても、環境に優しい石けんでの手洗い

山系の山々や芦屋川、宮川などの川、そして海へと
連なる多様な自然環境を有する住宅都市として発展
してまいりました。
昨今のエネルギー問題や温暖化など地球規模の環
境問題への対応をはじめ、世界を取り巻く情勢は
日々変化しており、本市におきましても健康で快適
な生活環境を創るため、きれいな水と空気を守るこ
とを市民の皆様に呼びかけ、生活排水などの排水方
法の指導を行うなど、公共水域の水質保全に取り組
んでいるところです。
このような中、貴会におかれましてはせっけん運
動を通した水環境の保全にご尽力され、心より敬意
を表しますとともに益々のご発展を祈念申し上げま
す。
シャボン玉月間に寄せて

尼崎市長

をぜひ推奨してください。

稲村 和美

昭和初期から工業都市として発展してきた尼崎市
「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、明石海峡を望む風光明媚な海岸線をは
じめ、１００余りのため池群や田畑地帯など、豊か
な自然と水環境に恵まれたまちです。この明石の財
産である貴重な自然環境を次世代へ引き継いでいく
ことは、我々の重大な使命であります。
本市は、ＳＤＧｓ未来安心都市を目指し、持続可
能な社会の実現に向けて、海の豊かさ、陸の豊かさ
を守る様々な取り組みを推進しております。
次世代にきれいな水と豊かな自然を残していくた
めの貴会の長年にわたる取り組みに心から敬意を表
しますとともに、今後ますますのご発展を心からお
祈り申し上げます。

は、大気汚染などの公害問題に直面しましたが、市
民・事業者・行政が連携し、様々な取組を進めてき
たことにより、市内の環境は大きく改善し、平成２
５年３月には国から「環境モデル都市」に選定され
ました。
また、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」を目指して取組を進め
ています。
現在、世界的に猛威を奮っている新型コロナウイ
ルスの感染症対策においても、石けんを使った手洗
いが重要であり、皆様には引き続き感染症対策ご支
援とご協力をお願いします。
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、より一層活動の輪が広がりますことを心
より祈念いたします。
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シャボン玉月間によせて

伊丹市長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

藤原 保幸

加古川市長

岡田

康裕

伊丹市には、東部に猪名川、西部に武庫川という

本年、市制７０周年の節目を迎える加古川市は、

２つの大きな川が流れており、昆陽池や瑞ヶ池、伊

中央部を流れる一級河川「加古川」をはじめ、瀬戸

丹緑地などの自然緑地にも恵まれ、貴重な生物も多

内海播磨灘やため池、水路といった多様な水の恩恵

数生息しています。

を受けながら発展してきたまちです。

本市では、これらのかけがえのない自然や歴史、

今後も、先人たちのたゆまぬ努力によって受け継

文化などの地域資源を未来の子どもたちに伝えてい

がれてきた本市の豊かな自然を守り、新たな世代へ

くため「環境が大切にされ暮らしやすさと調和した

とつないでいくため、市民・市民活動団体・事業者

まち」を目指して、環境施策を推進しています。

など、全ての主体と協働しつつ、学識経験者の知見

また、市民協働によるオニバスの保護・育成や、
小学生が猪名川河川レンジャーと共に水質調査を行
い、猪名川に親しむ授業などを通じ、自然環境の保
全にも取り組んでいます。

を取り入れた持続可能なまちづくりを目指し、取組
を進めてまいります。
長年にわたり「せっけん運動」の活動を通して、
水環境の保全に取り組まれている貴会に敬意を表す

最後に、貴会の長年の活動に敬意を表しますとと
もに、今後ますます活動の輪が広がることを心より

るとともに、今後その活動の輪がより一層広がりま
すよう祈念いたします。

祈念いたします。
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

猪名川町長

福田

長治

猪名川町は、兵庫県と大阪府の県境に位置し、阪

シャボン玉月間によせて

川西市長

越田 謙治郎

川西市には、市域を貫流する猪名川の清流があり、

神地域最高峰の大野山を源流とする一級河川「猪名

北部には「にほんの里１００選」に選ばれた黒川の

川」が町域の南北を流れ、多様で豊かな自然環境の

里山や、
「ダム湖百選」に選ばれた一庫ダムの知明湖

恩恵を享受しながら、阪神地域のベッドタウンとし

など、多くの自然があります。これらの自然は、昆

て発展してきました。

虫や鳥類などたくさんの生き物を育むだけでなく、

本町では、恵み豊かな自然環境を守るため、里山

私たちに、さまざまな恩恵を与えてくれています。

保全活動や環境学習の充実をはかり、森林資源であ

このすばらしい自然と文化のもととなる生物多様

る薪やペレット燃料などの再生可能エネルギーの活

性を次世代に引き継ぐため、川西市では「生物多様

用に取り組んでおります。

性ふるさと川西戦略」をもとに、市民・事業者等と

最後に、貴会の長年にわたる水環境を主とした環
境保護活動に敬意を表すとともに、この活動の輪が
ますます発展することを心らお祈り申し上げます。

協働し、生物多様性を守り共生するまちづくりに取
り組んでいます。
貴会の長年にわたる環境を守る活動に心から敬意
を表しますとともに、より一層活動の輪が広がるこ
とをご祈念申しあげます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

神戸市長

シャボン玉月間によせて

久元 喜造

高砂市長

都倉 達殊

神戸市は、六甲山をはじめとする緑の山々、めぐ

高砂市は、兵庫県内最大の河川である加古川の下

み豊かで穏やかな瀬戸内海、西北神に広がる田園・

流に位置し、その水利はすぐれた景観、肥沃な土地

里山などからなる豊かな自然にも囲まれた都市です。

となり、大きな恩恵を受けてきました。

この、都市と自然が調和した豊かで快適な生活環境

本市では「自然と調和した環境共生都市」をめざ

を後世に引き継いでいくため、水環境の保全、化学

し、自然との共存・共生を図り、持続可能な循環型

物質対策等により「公害のない健全で快適な地域環

の環境づくりを推進しております。この豊かで潤い

境の確保」に取り組んでいます。

のある水環境を保ち、住みやすい生活環境づくり実

新型コロナウイルスによる感染症への対応が世界
的に求められる今日、石けんを用いた手洗いの励行
は感染症対策としても有意義であり、
貴会の活動は、

現のため、市民や事業者、行政などが協働して取り
組むことが必要不可欠であると考えております。
貴会の水環境の保全に対する活動には、大きな期

豊かな自然環境を守るだけではなく、市民の健康を

待と関心が寄せられているところであり、今後とも

守るという観点からも大変意義深いものと考えてお

うるおいと安心な暮らしがあるまちづくりの構築に

り、今後ますますのご活躍とご発展を心からお祈り

向け、活動の輪がますます広がりますことを心から

申し上げます。

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

２０２０年シャボン玉月間によせて

三田市長

森 哲男

宝塚市長

中川 智子

私たちの三田市は、まちの中心を流れる武庫川を

宝塚市は、兵庫県南東部に位置しており、南北に

はじめ、波豆川、羽束川など多くの河川が流れてお

長く、南部は六甲山系や長尾山地の山々に囲まれた

り、里山に囲まれた水辺環境の豊かなまちです。こ

市街地が、北部は豊かな自然環境と田園風景が広が

のかけがえのない自然環境を次世代に引き継ぐため、

っています。

「里山と共生するまちづくり条例」を制定し、自然

さて、新型コロナウイルス感染症につきまして、

環境の保全や人と自然が共生するまちづくりを推進

いまだ油断ができない状況が続いています。感染拡

しています。

大の兆候を見逃すことのないよう情報収集に努める

新型コロナウイルスの影響で、例年より手洗いをす

とともに、市民の皆様には感染防止の３つの基本と

る回数が増えており、自然環境に悪影響を及ぼさな

して「身体的距離の確保」
、「マスクの着用」
、「手洗

い石けんの使用が人と自然の共生につながります。

い」を励行し、
「新しい生活様式」の実践を呼びかけ

最後になりましたが、貴会が進める「せっけん運

ているところです。

動」の取り組みに敬意を表しますとともに、一人で

貴会の長年にわたる活動に対しまして敬意を表し

も多くの方が環境問題に関心を持ち、活動の輪が広

ますとともに、今回の「手洗い」に石けんが利用さ

がっていくことを祈念いたしております。

れ、ますます活動の輪が広がりますことをご期待申
し上げます。
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「シャボン玉月間に寄せて」

西宮市長

鳥取県

石井 登志郎

鳥
取
県

西宮市は兵庫県の南東部に位置し、夙川の桜並木
や緑豊かな六甲の山並み、砂浜の残る甲子園浜や香

「シャボン玉月間によせて」

櫨園浜などの豊かな自然に恵まれております。
本市では、この恵まれた自然環境を守るために、
平成１５年、全国に先駆けて環境学習都市宣言を行
い、より良い地球環境を目指して、今日まで環境学
習の施策を進めてまいりました。先代から引き継い
だ豊かな自然を継承するため、ＰＲＴＲ法を踏まえ、
今後も多様な主体とのパートナーシップを通じ、持
続可能なまちづくりを進めてまいります。
自然環境を守る貴会の活動に敬意を表しますとと
もに、活動の輪が広がり、大きな成果を得られます
ことをお祈り申し上げます。

鳥取県知事

平井 伸治

ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)やパリ協定など、
世界中の国々が地球環境を守り持続可能な社会の実
現を目指す中、昨年開催されたＧ２０大阪サミット
では海洋プラスチックごみ問題を議論し、対策の「基
本枠組」が定められました。鳥取県は環境先進県を
目指し、再生可能エネルギーで民生用電力を賄える
水準を達成するなど成果を上げてきましたが、今年
３月に「令和新時代とっとり環境イニシアティブプ
ラン」を策定し、プラごみゼロ社会の実現、湖沼・
河川など生活環境の保全、低炭素社会の確立等、持
続可能な社会づくりに向け、新たな挑戦をスタート
させました。
新型コロナウイルスが猛威を振るい、わが国でも
再び感染が拡大しつつある中で、県民一丸となって
感染予防・拡大防止により感染を抑え込んできた実
績は、他地域からは評価されてきました。地道では
ありますが、石けんでの手洗いは「新型コロナ克服
３ヵ条」の基本です。シャボン玉と正しく向き合う
ことで、豊かな水環境と健康が守られます。
｢せっけん運動ネットワーク｣の多大なご貢献に心
より感謝申し上げますとともに、ご関係の皆様の
益々のご健勝をお祈りいたします。
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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

境港市長

岡山県

伊達 憲太郎

岡
山
県

境港市は、鳥取県西部の弓浜半島北端に位置し、
ラムサール条約登録湿地である中海、白砂青松の海

「シャボン玉月間」に寄せて

岸線が続く美保湾、天然の良港と言われる所以であ
る島根半島を背にした境水道と、三方を海に開けた
風光明媚な景観を有しています。
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ご祈念申し
上げます。

赤磐市長

友實 武則

赤磐市は、岡山県南東の内陸部に位置し、市の東
部には岡山三大河川の一つである吉井川が流れてお
り、豊かな水環境を活用した水稲、ぶどう、桃、黄
ニラ等、全国的にも名を知られたブランド力の高い
農産物の生産が行われております。
「美しい自然と郷土を愛し、未来に伝えます。
」と
本市の市民憲章にあるとおり、この実現のため、市
民一人ひとりが水環境の保全の重要性を理解し、行
動することが大切なことだと認識しております。
貴会の長年にわたる『せっけん運動』を通しての水
環境保全への取組みに敬意を表しますとともに、今
後の皆様方の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」

米子市長

伊木 隆司

米子市は、鳥取県西部に位置し、日本海とラムサ

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

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美味しい水
道水をはじめ、豊かな水環境に恵まれたまちです。
当市では、策定中の「第２次米子市環境基本計画」
において、市民・事業者と連携した水質や生態系の
保全に関する取組を引き続き進めることとしており
ます。
石けんでの手洗いは、感染症対策において重要性
が再認識されていますが、水環境面でも安全性に優
れており、貴会の活動は非常に有用なものと考えて
おります。
貴会の長年の活動に深く敬意を表しますともに、
水環境保全の取組が益々広がっていくことを心から

浅口市長

栗山 康彦

浅口市は、岡山県の西南部に位置し、北側には映
画「８年越しの花嫁 奇跡の実話」のロケ地にもな
った遙照山、南側は瀬戸内海に面しており、寄島干
拓には本州唯一のアッケシソウ自生地があります。
本市では恵まれた自然環境を後世に引き継いでい
くため、市民ボランティアや事業者による清掃活動
など、市民・事業者・行政が連携して、環境保全に
取り組んでいます。
貴団体の、
「せっけん運動」に敬意を表すとともに、
皆さま方の安全や環境に配慮した活動が、さらに多
くの人に理解されることを祈念いたします。

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

岡山市長

「シャボン玉月間に寄せて」

大森 雅夫

笠岡市長

小林 嘉文

岡山市は南部に広大な干拓による平野を擁し、全

笠岡市は、瀬戸内海に面し、風光明媚でありなが

長４０００kｍに及ぶ水路群が市域を縦横に走って

ら日本遺産に認定されている石材産業を有する笠岡

います。昨年、世界かんがい施設遺産に認定された

諸島など、自然と歴史文化が調和した魅力的な自然

倉安川は、市域を貫流する１級河川の吉井川と旭川

環境を有しております。

とを結ぶ、江戸時代に造られた人工水路で、３４０

本市では、この豊かな自然環境を次世代に継承し

年という長きに渡り地域の暮らしや営農活動を支え

ていくため、
「笠岡市環境基本計画」を策定し、その

続けています。一時は生活排水の影響で水質が悪化

基本理念である「みんなで残そう 水と緑の美しい

しましたが、地域ぐるみで環境対策を進めたことに

まち ”かさおか”
」の実現に向けて、各種施策を市

より、今では水質は改善し、潤いの空間として親し

民、事業者と一体となって推進しております。

まれています。

貴会は長年にわたり水環境の保全に取り組まれて

環境保全は、地道な活動を息長く続けることが大

おり、環境にやさしい石けん使用を広める運動は、

切であり、貴団体の長年にわたる「せっけん運動」

水環境を保全していく上で大変意義深いものである

に敬意を表しますとともに、本活動の輪が一層拡が

と考えております。今後益々、その輪が広がること

っていきますことを祈念いたします。

をご期待申し上げます。

「せっけん運動メッセージ」

～応援メッセージ～

鏡野町長

山崎 親男

吉備中央町長

山本

雅則

鏡野町は、北部は豊かな自然を作り出す中国山地

吉備中央町は岡山県のど真ん中に位置し、岡山県

を成す１０００ｍを超える山に囲まれ、南部は、平

のへその町といわれる吉備高原団地の一角を占める

坦で肥沃な準平原地となっています。

自然豊かな町です。

鏡野町を源流として流れる吉井川は、下流に向け

初夏には、ゲンジボタルとヘイケボタルが飛び交

て大小さまざまな河川と合流し、大きな吉井川とな

い、なかでも豊岡川では、ひときわ多くのホタルが

って資源豊かな瀬戸内海へ流れています。

川面を乱舞し、幻想的な光景を広げています。

本町では、公共下水道や農業集落排水、個別浄化

豊かな自然と深い関わりをもってきた本町では、

槽等の普及を図り、水質汚染の防止に努めています。

水環境保全の大切さを理解し、この良好な環境を次

貴会が取り組まれている「せっけん運動」をはじ

の世代へ引き継いでいくため、環境保全に取り組ん

め多くの方が取り組まれている水質保全事業が一つ
の「環境保全」という大きな川となって、実りある
活動となりますよう心よりご祈念申し上げます。

でいるところです。
貴会の活動に対するご尽力を心より敬意を表しま
すとともに、石けん運動の益々の広がりをご期待申
し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

里庄町長

「シャボン玉月間」によせて

加藤 泰久

津山市長

谷口 圭三

里庄町は岡山県南西部に位置し、緑あふれる自然

津山市は、岡山県の北東部に位置し、北は中国山

豊かな町で、古くから交通の要衝として経済・文化

地、南は中部吉備高原に接し、市内中心部を吉井川

の交流があり、時代の流れとともに姿を変えながら

が東西に貫流して津山盆地を形成しており、四季折

発展してきました。多くの自治体で人口減少が進行

々の自然と都市景観が融合する、表情豊かなまちで

している中、人口１万人台を２０年以上維持してい

す。

ます。

本市では、この豊かな自然環境を守り、未来の世

本町では、下水道整備・合併浄化槽等の普及促進

代に引き継いでいくため、
「津山市第２次環境基本計

による環境保全への取り組みや町内の小学４年生を

画」に基づき、環境学習「水の学校」の開催や河川

対象に環境学習で終末処理場の見学を実施するなど

清掃など、市民・事業者・行政が連携して様々な環

の環境教育にも取り組んでいます。

境保全活動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る

貴団体の長年にわたる活動に敬意を表しますとと

水環境の保全活動に取り組まれていることに心より

もに、本活動が多くの方々に理解され環境保全活動

敬意を表しますとともに、今後一層、取組の輪が広

の輪が広まりますよう祈念申し上げます。

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

瀬戸内市長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」活動によせて

武久

顕也

瀬戸内市の南東部、牛窓地区周辺の海はその美

備前市長

田原 隆雄

備前市は、岡山県の南東に位置し、瀬戸内海の多

しさから、
「日本のエーゲ海」と呼ばれています。

島美、温暖な気候、豊富な魚介類、島々に囲まれた

そしてその美しい海は、多様な海洋生物の生息地と

水資源豊かな土地です。昨年度には、美しい景観と

なっています。本市では、豊かな瀬戸内海を次世代

歴史に触れながら、里海・里山をカヤックや自転車

に継承するため、市民の皆様に海岸清掃にご協力を

でかけ巡るＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴを開催して

いただき、市民と行政が協力しながら水質の保全に

います。

努めています。また、廃油を再利用したせっけんを

備前市では、豊かな水資源を守るために海洋保全

作り、古紙と引き換えに市民の方にお渡しをするこ

に取り組んでおり、地元漁業組合、学生らとともに

とで循環型社会の推進もしております。

｢アマモ場｣の再生活動を３０年以上行っています。

これまでの貴団体の活動に感謝申し上げますとと

また、日本財団からの採択を受け、海洋教育・海洋

もに、今後の「せっけん運動」の取組がより一層広

体験の推進拠点として「渚の交番」を２０２１年に

がりますことをお祈りいたします。

オープンする予定です。
貴団体の取り組みは、誰もが取り組める持続可能
な社会の実現に向けて、大きな役割を果たすものと
存じます。今後、ますますのご発展を祈念いたしま
す。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

広島県
広
島
県

広島市長

松井 一實

広島市は、太田川河口デルタを流れる六つの川、
「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

尾道市長

平谷 祐宏

皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染
症の影響が社会全体に広がる中、日常生活の安定に
向け多大なるご尽力をいただいておりますことに深
く感謝申し上げます。
さて、古くから海と深い関わりをもってきた尾道
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す。今後も身近な水
環境を守り、次代を担う子どもたちが安心して暮ら
せるよう市民の皆様とともに取り組んでまいります。
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ご祈念申し上げます。

南側の瀬戸内海、北側の緑濃い山々等、水と緑に代
表される自然に恵まれた都市です。特に市街地に占
める川の水面面積は全国でも有数の大きさで、
「水の
都ひろしま」と呼ばれています。
六つの川は、豊富な資源を有する里海である広島
湾に流れ込み、生物の命を育み、市民の健康で文化
的な生活を支えています。豊かな水、森林などの自
然は、次世代に引き継いでいくべき重要な財産です。
本市が目指すべき環境像として掲げている、
「将来
にわたって、豊かな水と緑に恵まれ、かつ、快適な
都市生活を享受することができるまち」を実現させ
るため、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」を基本目標に設定し、自然と共
生した環境の保全及び創造に関する様々な施策を推
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

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ

廿日市市長

松本

太郎

きた貴会の活動に深く敬意を表しますとともに、活
動の輪が今後さらに広がりますことを祈念いたしま
す。

廿日市市は、北は中国山地、南は瀬戸内海に囲ま
れた自然豊かなまちです。世界遺産を擁する宮島
は、原生林残る自然豊かな島であり、絶滅危惧種ミ
ヤジマトンボの生息する一部湿地は、ラムサール条
約に登録されております。
本市では、このたび新たに「第２次廿日市市環境
基本計画」を策定しました。環境の将来像「海と緑
と人が育む環境創造都市はつかいち」を実現するた
め、更なる環境保全の取組を推進してまいります。
貴会の「せっけん運動」は、環境保全活動として
大変意義深い活動であり、長年にわたるご尽力に敬
意を表しますとともに、今後ますますのご活躍ご発
展を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」応援メッセージ

府中町長

山口県

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、

「シャボン玉月間」によせて

岩国市長

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

福田 良彦

地酒やわさび、岸根ぐりといった岩国市が誇る多
くの特産品は、市域の約８割を占める森林や、錦川
をはじめとした良好な水質の河川など、本市の豊か
な自然の恩恵を受けて生み出されています。

調査を始めました。住民に町内の動植物を調査・報

この恵まれた自然環境を守り、未来へ引き継いで

告していただき、調査結果を環境学習に役立てると

いくため、市民や事業者、団体等と連携しながら環

ともに、調査の過程で自然と触れ合い、自然に対す

境を守る意識を高めていくことを目的に、
「岩国環境

る興味や問題意識を持つきっかけになればと考えて

フェスタ」や「緑のカーテンキャンペーン」など誰

おります。

もが気軽に参加できる様々な催しを実施しています。

貴会の水環境を守る「せっけん運動」も、家庭で

貴会の皆様が長年にわたり水環境の保全活動に取

できる環境保全活動として、今後ますます広がりを

り組んでおられることに深く敬意を表しますととも

みせ、きれいな川を育むとともに、美しい自然環境

に、今年４０年目を迎えられたこの運動の輪が更に

が守られることをご期待申し上げます。

広がり、今後ますます発展されますことをお祈りい
たします。

せっけん運動ネットワーク機関紙「せっけん運動」

三原市長

天満 祥典

シャボン玉月間によせて

宇部市長

三原市は、中国・四国地方のほぼ中心部に位置し、

久保田

后子

温暖・少雨な気候で、南部の瀬戸内海沿岸地域と北

宇部市は山口県南西部に位置し、豊かな自然と利

部の山地・丘陵地域が織りなす多様な自然に恵まれ

便性、にぎわいとやすらぎのバランスのとれたまち

たまちです。

です。市の北部には緑豊かな里地里山が広がり、南

本市では、この豊かな自然環境を次世代に引き継
ぐため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転
換を推進するほか、小学生を対象にした環境学習な

部は穏やかな瀬戸内海に面していることから山と海
の幸にも恵まれています。
本市では、この豊かな自然を次世代に引き継ぐた

どを実施し、水質保全の大切さを伝えています。

め、
「生物多様性保全活動」や「親と子の水辺の教室」

長年にわたる貴会の「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、活動の輪がさら
に広がりますことを心からご祈念申し上げます。

など、水環境の保全に向けた様々な取組を進めてい
ます。
世界的に問題となっている海洋プラスチックごみ
問題の解決に向けても、「うべ プラスチック・スマ
ートアクションプラン」を策定し、一人ひとりがプ
ラスチック問題を自分のこととしてとらえ、具体的
な行動につなげていくように、オール宇部市でこの
問題に取り組んでいるところです。
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新型コロナウイルス感染予防として、せっけんに
よる手洗いの有効性が見直されている今、改めて人

コロナ禍が過ぎ去った後、これらの活動を継続して
いきたいと考えています。

や環境にやさしい「せっけん」の活用に長年取り組

結びに、貴会の水環境を保全する活動に深く敬意

んでおられる貴会の活動に深く敬意を表しますとと

を表しますとともに、今後ますますのご発展を祈念

もに、この活動の輪がさらに広がりますことを心か

いたします。

らご祈念申し上げます。
「シャボン玉月間」によせて
シャボン玉月間によせて

上関町長

山陽小野田市長
柏原 重海

近頃は、新型コロナウイルスの影響で、手洗いを
する機会が増えました。手を洗う時には、石鹸を必
ず使いますが、最近のものは昔のような四角い固形

藤田 剛二

山陽小野田市は山口県の南西部に位置し、北に中
国山系、南に瀬戸内海を臨む、山と海に囲まれた自
然豊かなまちです。
今日では日本でもＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

石鹸は少なく、ポンプ式のものがずいぶん増えたな

という言葉をよく聞くようになり、多くの企業や自

と感じます。また、ポンプ自体のデザインもおしゃ

治体でも１７の目標に力を入れています。本市では

れなものが多く子供からお年寄りまで使いやすいも

目標６の実現に向けた一助として、合成洗剤の使用

のになっており時代の流れを感じます。

抑制の運動になるアクリルたわし配布等の生活排水

上関町は半島と島しょう部からなり、周りは海に

対策に取り組んでおり、私たち自身の小さな選択が

囲まれています。美しい海は多島美と合わせて町の

ＳＤＧｓの達成につながっていると自覚してもらえ

自慢の一つで、観光の大事な資源となっております。

る活動をしています。

この恵まれた美しい海を守っていくためには、海
の水質の保全も欠かすことができません。
今後も、貴会の水環境の保全の取り組みの輪が広

長年にわたる貴会が推進する「せっけん運動」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祈念申し上げます。

がりますよう心からお祈り申し上げます。
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
シャボン玉月間によせて

下松市長

下関市長
國井 益雄

前田 晋太郎

下関市は、本州の最西端に位置し、風光明媚な関

下松市は山口県の南東に位置し、瀬戸内海に面し

門海峡や角島、木屋川に乱舞する蛍など、豊かな自

ています。豊かな自然に恵まれ、末武川ダム、温見

然と水環境に恵まれた土地です。また、交通の要衝

ダムという二つの水資源を持つ水源豊かなまちです。

としても古くから栄え、数々の歴史の表舞台に登場

毎年、水源の重要性を再認識することを目的とし

してきました。

たダム周辺の清掃、ワカサギ卵の放流など、環境保

本市では、
「地域で育み 未来へつなぐ 自然と歴

全の意識高揚を目的とした活動を積極的に行ってい

史が共生する海峡都市 しものせき」を目指し、
「環

ますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の

境教室」や「菜の花プロジェクト」の実施など、自

ため、これらの活動が行えていない状況です。しか

然環境の保全と環境負荷の少ない循環型社会の構築

し、環境を守り次の世代に引き継いでいくためにも、

に向けた取組を推進しております。
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このような中、貴組合が取り組まれる身近な環境

水質保全に対する取組みを積極的に行っています。

保全活動は、大変意義深いものです。これまでの献

令和２年４月７日に、新型コロナウイルス感染拡

身的な活動に対して深く敬意を表しますとともに、

大防止に伴う「緊急事態宣言」が発表されましたが、

活動の輪がさらに大きく広がることを心から祈念い

住民の皆様の外出自粛要請や休業要請へのご協力に

たします。

より、５月１４日の時点で山口県の「緊急事態宣言」
は解除となり、新型コロナウイルス感染拡大の第１
波を収束することができました。社会経済活動が再

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

開され、また、休校していた学校は再開されており

藤井 律子

ますが、今後、感染の第２波・第３波は避けられな

周南市は、北は中国山地の山々が連なり、南には

るため、密閉空間・密集場所・密接場所の「３つの

大小の島々が浮かぶ、穏やかな瀬戸の情景が広がり

密」を徹底的に避け、毎日の「うがい・石けん使用

ます。

の手洗い」が必要となってまいります。

周南市長

いと予測されております。今後の感染拡大を予防す

主要産業は、化学工業などの製造業が中心で、沿

貴会の、長年にわたる水環境の保全・向上に向け

岸から眺めるコンビナート夜景は、市の観光資源の

た取り組みに敬意を表しますとともに、今後ますま

一つになっています。

す「せっけん運動」の輪が広がることを心からお祈

本市では、公共用水域の水質保全を図るため、浄

りいたします。

化槽の適正な維持管理をされる方に対し、維持管理
費の助成を行っています。
法定検査受検率は、約８３％と全国的に見ても高
い水準となっており、引き続き適正な維持管理の推

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

進に努め、水質の保全に取り組んでまいります。

光市長

貴会の長年にわたる環境保全活動への取組に深く
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。

市川 熙

光市は、山口県の東南部に位置し、白砂青松の室
積・虹ケ浜海岸や、市民や水鳥の憩いの場である島
田川など、水と緑に囲まれた自然豊かなまちです。
市では、ふるさとの豊かな自然に感謝するととも

「せっけんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

周防大島町長

椎木

巧

周防大島町は、
山口県東南部の瀬戸内海に浮かぶ、

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。このため、水環境においても、
下水道整備や浄化槽の設置促進といった施設整備に

自然が豊かで元気な高齢者の多い「長寿の島」、
「生

加え、
「クリーン光大作戦」や「水道まつり」などの

涯現役の島」です。

保全活動や環境学習に取り組んでいます。

本町では、総合計画の柱である「にこにこのある

貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意を

まちづくり」として、
「自然環境の保全」
、
「上下水道

表しますとともに、活動の輪がさらに広がることを

の整備」
、
「生活衛生環境の整備」を掲げ、山から海

心から祈念いたします。

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・
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「シャボン玉月間」によせて

シャボン玉月間によせて

防府市長

池田 豊

防府市を流れる一級河川、佐波川を讃える「合唱
組曲佐波川」の曲の一節です。

山口市長

渡辺 純忠

山口市は、市内中心部を流れる椹野川、一の坂川
等の河川流域一帯が国の天然記念物「山口ゲンジボ

♪「はるばるも 太古を流れ 千鳥啼く

タル発生地」となっているほか、豊かな生態系や貴

川瀬の霧に あかあかと

重な植物群落が数多く残されるなど自然豊かなまち

萌える草木のたくましさ

です。

成れる大地の たくましさ

この多様な自然環境を保全し、次世代に継承して

ああ ああ 母なる川よ 佐波川よ」
この素晴らしい自然の恵みの大切さを忘れず、次

いくために「ふしの川水系クリーンキャンペーン」
等の清掃活動等を推進するとともに、
「水辺の教室」

世代を担う子どもたちにつなげていくよう、これか

開催等の環境教育を通じて、水質保全や河川、海の

らも自然環境の保全に取り組んで参ります。

美化等に関する意識啓発を行っております。

貴会の長年にわたる環境保全活動に深く敬意を表

貴会の「石けん運動」は大変意義深いものであり、

しますとともに、貴会の取組が一人でも多くの方の

これまでの貴会の活動に対し、心より敬意を表しま

環境意識の向上につながり、今後ますます環境問題

すとともに、今後ますます活動の輪が広がることを

への取組の輪が広がりますことを心から祈念申し上

心から期待いたします。

げます。
「シャボン玉月間」メッセージ

和木町長

｢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

山口県の南東部に位置する柳井市は、日照時間が
長く温暖で、多島美を誇る瀬戸内海や山に囲まれた
豊かな自然に恵まれたまちです。

米本 正明

和木町は、山口県の最東端に位置し、一級河川小
瀬川を挟んで広島県と隣接し、東は瀬戸内海に面し
た小さな町です。
沿岸部は日本で初めての石油コンビナートが形成
され、かつては公害が懸念されていましたが、現在

市では、こうした豊かな自然環境を次世代に受け

は各企業の努力により大幅に環境が改善されていま

継いでいくため、毎年夏休みに小学生とその保護者

す。また、町では早くから公共下水道事業に取り組

を対象に
「親と子の水辺の教室」を開催しています。

み、生活排水処理率は９９．５％です。

多くの親子が参加され、身近な河川の水辺に親しみ、

町内の取り組みでは、和木町生活学校の皆様が、

水生生物などを採取・観察しながら水質を保全する

食廃油を石鹸にリサイクルする活動を長年続けてお

ことの大切さを学習する機会になっています。

られ、その石鹸は「しらうお石鹸」として多くの方々

皆様の長年にわたる水環境保全に対する活動に敬
意を表するとともに、今後さらに「せっけん運動」
が広がっていくことを心から願っています。

に愛用されております。
貴会の石けんの良さを地域に広め水環境を保全す
る活動に対しまして、心から敬意を表し、応援メッ
セージといたします。
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を表しますとともに、活動の輪が一層広まりますこ

長崎県
長
崎
県

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」によせて

大村市長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

時津町長

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面した都市です。
本市では、
「大村市環境基本計画」で掲げた望まし
い環境像「豊かな歴史と自然に包まれ

みんなが住

みたくなるまち おおむら」の実現に向けた取り組
みの一環として、次世代を担う子供たちの水環境に
対する意識を高めることを目的に、大村湾や市内河
川で環境学習を開催しています。また、企業やボラ
ンティア団体との協働による「大村湾沿岸一斉清掃」
や「市民大清掃」の実施、公共下水道の整備や合併
処理浄化槽の設置に対する補助など、水環境保全に
対する取り組みも推進しています。
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。

吉田 義徳

時津町は県の南北を結ぶ国道と県央へ続く国道
が交差し、交通の要衝として賑わう一方、県立自然
公園に指定されている鳴鼓岳自然公園や崎野自然公
園の施設を整備するなど、賑わいと住みやすさのあ
るまちづくりに取り組んでいます。
また、漁業組合やＮＰＯ団体と協働で行う海岸清
掃や、閉鎖性海域である大村湾へ流入する５河川の
水質調査を実施するなど、美しい水環境を守ってい
くための活動を行っています。
新型コロナウイルスが猛威をふるい、手洗いの重
要性が新たに見直されている今、貴会の石けん運動
がより一層意義深い活動になるものと期待します。
これまでの取り組みに敬意を表するとともに、今後
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
シャボン玉月間に寄せて

佐世保市長

と、異国情緒あふれる文化遺産がおりなす魅力ある

朝長

則男

佐世保市は、複雑に入り組んだリアス海岸と島々
が織りなす美しい景観から、世界で最も美しい湾の
１つに認められた「九十九島」を有する豊かな自然
に恵まれた街です。
昨年は、その豊かな自然に囲まれた佐世保港の開
港ならびに日本遺産佐世保鎮守府の開庁から１３０
年を迎えた記念すべき年でもあり、数多くの記念事
業が展開されました。
本市では、このかけがえのない豊かな自然環境を
守るために「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

街です｡
本市では、公共下水道の未普及地域の河川を大事
にする意識向上のため、市民による廃油石鹸づくり
への支援を開始して今年で２５年になり、この間参
加された市民は約４５００人に及びます。近年は高
齢化などにより参加者数は減少していますが、ホタ
ルなどが棲む川づくりのために皆さん頑張っていら
っしゃいます。本市といたしましても、市民の皆さ
んのさらなる意識高揚のため今後とも活動を支えて
いく所存です。
貴会の長年に渡る活動に深く敬意を表すとともに、
今後ともますます活動の輪が広がりますよう祈念申
し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

熊本県

長与町長 吉田 愼一

熊
本
県

長与町は、町としては長崎県下最大の人口を有し
町の中心を走る長与川沿いと丘陵に立ち並ぶ団地、

シャボン玉月間によせて

さらにその周りを山々と大村湾に囲まれた自然美に
彩られた、豊かな自然が自慢の風光明媚な町です。
本町では、第９次総合計画に沿って、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、自然環境の保全に努めています。町民総ぐるみ
で実施する町民一斉清掃や大村湾沿岸一斉清掃及び
町民の水資源である長与川清掃等は、本町の特徴的
な水環境美化への取組として定着しています。
貴会の長年にわたる水環境の保全に尽力されるせ
っけん運動に敬意を表しますとともに、益々のご発
展をご祈念いたします。

阿蘇市長

佐藤 義興

阿蘇市は、世界最大級のカルデラを有する雄大な
自然景観、伸びやかに広がる田園風景、阿蘇神社な
どの歴史遺産や暮らしに根付いた文化・伝承等、数々
の優れた資源に恵まれた地域です。
本市では、
「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

「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

動に取り組んでまいります。
貴会の取り組みが、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。

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、水と緑の豊かな
美しい自然環境を有しており、きれいな水を使った
「島原手延べそうめん」の製造でも全国に知られて
います。
市では、これらの美しい自然環境を守り育てるた
め、食品ロスを目的とした「エコクッキング教室」
や児童生徒への海・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。
最後に、水環境の保全に積極的に活動されている
貴会の皆様に心から敬意を表しますとともに、活動
のネットワークがますます拡大されますことを祈念
いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

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。
「イルカが泳ぐ藍い
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。
本市はこの豊かな自然に市民が誇りと愛着を持ち
続け、後世に継承できるよう環境保全活動を推進し
ており、市民による自主的な道路清掃や海岸・河川
の清掃活動など、市民が自ら行動する環境にやさし
いまちづくりへの取り組みが行われています。
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。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

荒尾市長

｢石けん使おう！７月はシャボン玉月間｣へのメッセージ

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
登録された荒尾干潟がある自然豊かなまちです。
本市で策定した「第６次荒尾市総合計画」におい

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。

ては、令和元年度に設置された「荒尾干潟水鳥・湿

菊陽町は安全で良質な水を供給するために、大津

地センター」を拠点に、干潟の魅力や重要性につい

菊陽水道企業団による施設や設備の計画的な維持、

て発信し、干潟環境を保全する意識の向上を図ると

整備、運用に協力して、節水意識の高揚に努めてい

ともに、関係機関と連携し、干潟の「保全」と「活

ます。また、雨水浸透桝や雨水タンクを購入される

用」に向けた活動を行うこととしております。

町民には補助金を交付しています。これらの推進を

貴会が取り組まれている「せっけん運動」の活動
が、川から流れ込む生活排水の改善につながり、干
潟環境の保全にも大きく寄与するものと考えており
ます。

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

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、ますますのご発展を祈念申し上げます。

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。

「シャボン玉月間」によせて

小国町長

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

渡邉 誠次

阿蘇郡小国町は筑後川の源流に位置しており、安
全で豊かな水を都市部へ送り出す上流地域としての
責任を感じております。
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

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
すもも

とする人口５千人足らずの町です。幻の 李 と呼ば
れる「ハニーローザ」の生産量日本一を誇り、町の
特産品として人気を博しております。

ル都市」
・
「ＳＤＧｓ未来都市」として町独自の地域

水環境の取組として、町民と共同で取り組む廃油

資源を活かしながら、環境面に貢献する政策を進め

回収や、河川一斉清掃を通じて、水環境への意識向

てきました。今後も環境面に貢献するまちづくりを

上に努めています。また、河川の水質汚濁の原因で

目指していきます。

ある生活排水対策として、合併浄化槽の普及促進に

貴会の水環境保全への活動に敬意を表するととも

むけた取り組みも行っているところです。また昨年

に、保全された水環境が後世に引き継がれることを

には、
「２０５０年ゼロカーボンシティ」の宣言を行

期待し、ますますのご発展を祈念いたします。

い、持続可能な未来の為、幅広く環境への取り組み
を推進しております。
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。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

熊本市長

｢石けん使おう！７月はシャボン玉月間｣へのメッセージ

大西 一史

玉名市長

藏原 隆浩

熊本市は九州の中央に位置し、東に阿蘇、西に有

石けんの利用促進運動を通じ、美しい環境づくり

明海を望む水と緑の豊かなまちです。特に、７４万

に努めておられます貴団体の活動に心から敬意を表

市民の水道水源の１００％を地下水で賄っており、

します。

この清らかで豊かな地下水の恩恵を受け発展してま
いりました。

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

本市において、本年１０月に開催を予定していた

可能であり、廃油石けん作りなどが行われています。

「第４回アジア・太平洋水サミット」は新型コロナ

施設を利用していただくことを通じて、水環境の大

ウイルス感染症の影響で延期となりましたが、この

切さをより身近に感じてもらうことができればと考

期間を活かし、同サミットが実り多き会議となるよ

えています。

う準備を進めていくとともに､今後も市民・事業者･

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」を通し

行政が一丸となり地下水保全活動に取り組んでまい

て一人ひとりが環境を意識し、暮らしを見なおすき

ります。

っかけとなることを願っています。

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、活動の輪が更に広が

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。

ります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

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。

｢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

さて、本市には、北に菊池川の支流である上生川

業の町であり、全国有数の金魚の町でもあります。

や塩浸川、南には坪井川支流の堀川が流れており、

この自然と産業が融和した環境を未来へ残すた

廃油せっけんのＰＲや河川清掃活動などによる水環

め、当町では、福岡大学と熊本北部漁協と連携して

境の保全に取り組んでいるところです。

干潟再生への取り組みを行うなど、有明海などの水

また、塩浸川では例年ホタルの飛翔が見られてお
ります。

質保全を図っております。また下水道普及率は県内
有数の約９６％であり、生活排水の適正な処理によ

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。

る、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、新型
コロナウイルス感染症対策などに大変重要であり、

最後になりましたが、貴団体のますますの活動の

有意義な活動であると改めて認識しております。貴

輪が広がって行くことをご祈念申し上げ、メッセー

会の活動に敬意を表しますとともに、益々のご活躍

ジとさせていただきます。

を祈念申しあげます。
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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

西原村長

「シャボン玉月間」によせて

日置 和彦

南小国町長

髙橋

周二

西原村は、熊本県の中心部熊本市から東に位置し

南小国町は、九州の中央部、熊本県の東北部に位

ています。村の東部は阿蘇外輪山の一部である標高

置しており、九州最大の河川である筑後川の源流が

１０９５ｍの俵山を中心に広大な原野と山林からな

流れる自然豊かな町です。

り、総面積の約８０%を占めています。

今年度のキャッチコピーは「未来へのバトンを繋

本村では、水環境の取組として、村民と共同で取

ぐ、せっけんライフ～守ろう地球、きれいな海～」

組む清掃活動や廃油回収、水質検査を行っており、

ということですが、本町でも、町が誇る豊かな水資

水の環境保全に努めています。また、合併浄化槽の

源を次世代へ継承していこうと、水質検査や河川の

設置や雨水浸透桝の購入をされる村民の方への補助

清掃活動等、水環境保全のため、さまざまな活動に

金を交付しています。これらの推進をすることで、

日々取り組んでいるところです。

河川の水質汚濁の原因である生活排水対策や水環境
への意識向上に努めています。

長年にわたり、水環境の保全に取り組んでいる貴
会の活動に敬意を表しますとともに、今後活動の輪

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

がより一層広がりますよう心より、ご祈念申し上げ
ます。

心から祈念いたします。

「石けん使おう！７月シャボン玉月間」 首長メッセージ

南阿蘇村長

吉良

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」市長メッセージ

清一

八代市長

中村 博生

南阿蘇村は、熊本県北東部、阿蘇山・阿蘇カルデ

八代市は、日本三急流の一つである球磨川をはじ

ラの南部の南阿蘇地域（南郷谷）に位置し、豊かな

めとした河川や、その伏流水である地下水などの豊

自然に恵まれた村です。村内には、環境省の「名水

富な水資源の恩恵を享受しながら、農業や製造業を

百選」や「くまもと緑の百景」にも選定された白川

中心に発展してまいりました。

水源や竹崎水源などの湧水群があり、四季折々の変
化が訪れ人々の心を和ませてくれます。

本市では、この恵まれた水資源や自然環境を守り、
次世代へ引き継ぐため、生活排水処理施設の整備を

村としてもより良い自然環境を維持し、次世代に

はじめ、各種環境調査の実施や市民団体との協働に

引き継ぐためには、住民、事業者、行政が連携して

よる環境イベントの開催等を通して、引き続き、広

取り組む必要があります。

く水環境の保全に努めてまいりたいと考えておりま

阿蘇地域の草原維持による地下水の安定化、自然
の保全に積極的に取り組み豊かな自然環境を村の財
産とし環境保全に取り組んで参ります。
今後も貴会の活動の発展と環境問題意識向上の取
り組みの輪の広がることをご期待申し上げます。

す。
現在のコロナ禍におきまして、石けんによる手洗
いの有効性が見直される中、貴会による「せっけん
運動」の取り組みが、より多くの方々に賛同され、
水環境保全活動の輪が、さらに広がりますよう心か
ら祈念申し上げます。
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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

山鹿市長

「シャボン玉月間」によせて

中嶋 憲正

臼杵市長

中野 五郎

私たちの山鹿市は、豊かな水資源や緑深い山々に

臼杵市は、豊後水道で採れる海の幸や、化学肥料・

恵まれた自然環境、装飾古墳や豊前街道に代表され

化学合成農薬を使わずに栽培される「ほんまもん農

る歴史環境、各地に湧出する温泉や指揮を彩る祭り

産物」など、恵まれた環境から生み出される豊かな

といった生活環境等、誇るべき環境資源に恵まれて

食と自然のまちです。

おります。

近年は全国から多くの方々に移住していただい

その豊かな環境資源をよりよい形で次世代に引き
継いでいくため、本市では、河川監視活動や生活排

ており、おかげさまで２０１５年からの延べ移住者
数が１，１００人を達成しました。

水対策を推進するとともに、定期的な河川水質検査

本市では、今年３月に第２次臼杵市総合計画後期

や水資源水質検査を実施し、水環境の把握に努めて

基本計画を策定し、
「豊かな自然環境で市民が潤い、

おります。

活力あふれるまち」の実現にむけ、人と自然が共生

そのような中、石けんの利用促進に取り組まれて
いる貴会の運動は、誠に力強く、本運動の輪が一層
広まることを期待し、貴会の益々のご発展を心より
祈念申し上げます。

できる生活環境をまもりつづけるまちづくりの推
進に取り組んでおります。
貴会の長年にわたる活動に敬意を表するととも
に、活動の輪がより一層広がりますよう心からご祈
念申し上げます。

大分県
「シャボン玉月間」によせて

大
分
県

大分市長

「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、駅館川をはじ
めとする様々な清流が織りなす水源に育まれ、自然
の恵みを受けている緑豊かなまちです。
水は、わたしたちが生きていくために絶対に欠か
すことのできない、生命、生活に直結した重要な資
源です。
本市では水道の整備は当然ですが、水道事業の手
が及ばない地域においても、集落独自の水源を浄化
し、世帯間で共有することで水供給の安定化を図る
小規模給水施設整備事業を展開し、市内の至るとこ
ろで水環境の改善に取り組んでいるところです。
長年にわたり水環境の保全に尽力されている貴

佐藤 樹一郎

大分市は、海と山に囲まれた豊かな自然に恵まれ
ており、私たちはこの貴重でかけがえのない財産で
ある自然環境を将来の世代へより良い状態で継承
していかなければなりません。
本市では、「自然と共生するうるおい豊かなまち
づくり」を基本的な政策に掲げ、市民・事業者・行
政の連携のもと、人と自然が共生する都市を目指し、
環境保全の取組を進めているところです。
こうした中、貴会のせっけんの利用を進め、水環
境を保全する活動は、大分の美しい自然を次世代に
引き継ぐ本市の取組に大きく寄与されるものと期
待いたしております。今後も貴会の活動の輪がより
一層広がることを心から祈念申し上げます。

会の活動に敬意を表しますとともに、今後ともます
ます活動の輪が広がる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

国東市長

シャボン玉月間によせて

三河 明史

竹田市長

首藤 勝次

国東市は、国東半島の東側に位置し、秀麗な山々

竹田市は、大分県内を流れる大野川の源流に位置

や美しい海岸線が瀬戸内海国立公園や国東半島県

しており、南は祖母・傾山系、北はくじゅう山系に

立自然公園に指定されるなど豊かな自然環境に恵

囲まれた自然豊かな地域です。それぞれの山々が育

まれています。

む湧水は日本名水百選にも選ばれ、その恵みを活か

本市では伊予灘・周防灘を望む海岸の風光明媚な

した農業や観光が基幹産業となっています。また、

景観と自然動物の保護のために地元の方々やＮＰ

そこに息づく生き物は多様性に富み、国立公園内に

Ｏ法人とともに海岸清掃ボランティア活動を長年

は絶滅危惧種をはじめ希少な動植物が生息してい

取り組んでいます。本年６月には、市内海岸におい

ます。この豊かな自然環境を守り、次の世代に引き

てウミガメの上陸・産卵を確認することができまし

継ぐために、環境を守る活動を一層推進していかな

た。今後も貴重な自然環境を末永く後世に継承する

ければならないと考えます。

ため、環境保全活動を推進していきます。
結びに、貴会の長年の取り組みに敬意を表します

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

とともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて

シャボン玉月間によせて

佐伯市長

田中 利明

津久見市長

川野

幸男

佐伯市は、大分県の南東部に位置する九州で一番

津久見市は、豊後水道に面した津久見湾を囲うよ

広い面積をもつまちです。山・川・海の豊かな自然

うにして伸びるリアス式海岸と、山地斜面のみかん

環境のもと、美しい景観が広がっています。ユネス

栽培の段々畑、市街地には、石灰の岩肌がむきだし

コエコパークにも登録された、祖母・傾・大崩山系

になった採掘場跡や鉱山など独特な景観を有して

や希少生物のアカメが生息する一級河川番匠川、日

います。

豊海岸国定公園に指定されている、約２７０ｋｍに

本市では、平成２８年度３月に策定した「第５次

も及ぶ美しいリアス海岸など、後世に残していかな

津久見市総合計画」に基づいて、これらの資源を次

ければならない数多くの自然があり、これからも大

世代に引き継いでいくため自然資源を活用した環

切に守っていきたいと考えています。

境教育の充実を図っています。その一環として、市

貴会のせっけん運動は、市民が環境保護活動につ

内を流れる津久見川周辺にて生徒や市民のみなさ

いて考える素晴らしいきっかけになると考えてお

んとともに水辺環境利活用のワークショップや夕

ります。この運動がますます広がり、環境保全活動

涼み会を開催し、河川の環境整備を進めているとこ

の取り組みが一層発展されますことを心から御祈

ろです。

念申し上げます。

貴会の活動に敬意を表しますとともに、ますます
ご発展されますようご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて

中津市長

「７月はシャボン玉月間」に寄せて

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

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、

山国定公園の緑あふれる山々、豊前海にそそぐ山国

くじゅう山系や英彦山系の美しい山々に囲まれた

川、その河口に広がる中津干潟など豊かな自然や景

盆地のまちです。これらの山系から流れ出る豊富な

観に恵まれたまちです。

水が九州最大の河川、筑後川の上流部を形成してい

当市では、人と自然が共存する「環境共生都市な

ます。

かつ」の実現に向けて平成３１年３月に「中津市環

本市は、これまで公共下水道の整備や合併浄化槽

境基本計画」を策定しました。水環境保全では、家

の普及とともに、市民団体による合成洗剤削減の活

庭でできる生活排水対策をはじめ、“山～川～海の

動など生活排水対策に積極的に取り組んでおり、こ

つながり再生プロジェクト”として、河川を通じた

うした中「せっけん運動」は水環境の保全に取り組

ごみの流出の抑制や、捨てられたごみの回収、生き

む本市に通じるもので、大変有意義な活動と認識し

物の移動に配慮した川づくりなどに、河川管理者や

ております。

利用者・市民団体等と連携して取り組んでいます。
貴会のせっけん運動を通じた水環境保全の活動
に心から敬意を表しますとともに、今後も活動の輪

これまでの貴会の長年にわたる活動に敬意を表
しますとともに、活動の輪がさらに広がることを心
からご祈念申し上げます。

がより一層広がっていくことをご祈念申し上げま
す。
「石鹸を使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

日出町長

本田 博文

「シャボン玉月間」によせて

豊後大野市長

川野

文敏

日出町は、鹿鳴越連山を背にし、美しい海岸線の

豊後大野市は、名水百選・白山川、森林浴の森百

広がる別府湾に臨んでいる、海と山に囲まれた自然

選・川上渓谷、そして日本の滝百選・原尻の滝があ

豊かな町です。特に水資源には大変恵まれており、

り、さらには稲積水中鍾乳洞や沈堕の滝など親水豊

町内各所で湧き出る湧水や地下水は、生活用水や農

かな景勝地があり、今の時代を生きる私たちに多く

業用水として利用され、まちを支えているだけでな

の恵みを与えてくれています。

く、住む人に安らぎと癒しを提供しています。この

本市ではこれまでも、河川沿いでの草刈りや一斉

恵まれた水資源を将来に引き継いでいくため、地

清掃などを行ってきました。今後も、市民参画によ

域・各種関係団体と連携し一体となって、自然と調

る維持管理や交流を通じながら、各主体協働で本市

和したまちづくりを進めているところです。

の豊かな自然と美しい水辺環境を次世代に引き継

長年にわたる貴会のシャボン玉月間の活動に敬

いでいきたいと考えております。

意を表しますとともに、今後もこの活動の輪が更に

貴会の長年にわたる水環境の保全活動に深く敬

広がっていきますことを心よりご祈念申し上げま

意を表しますとともに、活動が一人でも多くの方に

す。

共感され、運動の輪がさらに広がっていきますこと
を心よりご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

豊後高田市長

貴会の長年の取り組みに敬意を表するとともに、

佐々木

敏夫

豊後高田市は、国東半島の西側に位置し、日本夕

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。

陽１００選に選定された「真玉海岸」
、花とアートの
岬「長崎鼻」
、国の重要文化的景観に選定された「田
染荘小崎の農村景観」など山と海に囲まれた自然豊
かな地域です。この「真玉海岸」
、
「長崎鼻」を結ぶ
ルートが若者に人気の“恋がかなう道”
「恋叶ロード」

「シャボン玉月間」によせて

です。また、国東半島に伝わる神仏習合の「六郷満

由布市長

山文化」等の地域資源も豊富です。
本市では、今年２月に「豊後高田市環境基本計画」

相馬 尊重

由布市は、
「東洋のチロル」と呼ばれる由布川峡谷

を策定しました。この豊かな自然の中で自然と人が

をはじめ、日本名水百選の男池湧水群など、豊かな

共生できるよう、計画に基づいた持続可能な循環型

水辺空間を有する地域として、私たちは日々、その

社会を目指す取り組みを進めています。

恩恵を受けながら生活を営んでおります。

貴会の水環境を守る活動に敬意を表しますとと

本市では、これまで、未来を担う子どもたちに豊

もに「せっけん運動」の輪がさらに広がりますよう

かで美しい環境を引き継ぐため、関係者の皆様と連

ご祈念申し上げます。

携し、水環境の保全と創造に向けた取り組みを進め
てまいりましたが、近年、環境汚染は益々深刻化し
ており、私たちの生活にも大きな影響を及ぼしてお
ります。
今、私たちが、その現状を知り、力を合わせ、改

「シャボン玉月間によせて」

善に向けて取り組みを進めていくことは、将来にわ

長野 恭紘

たり、きれいな水環境を守っていくことにもつなが

別府市は、阿蘇くじゅう国立公園に属する由布・

そのような中、現在、貴会が取り組まれている「せ

鶴見岳を背後に別府湾へと広がる扇状地で、緑豊か

っけん運動」は、一人ひとりの心がけによる自然環

な山々と波静かな別府湾に囲まれた風光明媚な日

境保護活動として大変意義深く、心から敬意をする

本有数の温泉地です。別府市の温泉は、源泉数２，

次第です。これからも、貴会が益々発展され、環境

２８２孔、湧出量は毎分８７，２３２Ｌ にも及びま

保全活動の輪がさらに広がっていくことを心から

す。

ご期待申し上げます。

別府市長

ってまいります。

当市は、別府市環境基本計画において自然・湯け
むり・おもてなしが築く「環境みらい都市・別府」
を「望ましい環境像」として、
「共生」
「循環」
「国際
的取り組み」
「参加」を４つの基本目標に掲げ、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
けた取り組みを共に考え、みんなで協働して、環境
を守り、育てる取り組みを推進しております。
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シャボン玉月間メッセージ

宮崎県
宮
崎
県

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
シャボン玉月間によせて

国富町長

に恵まれ、自然豊かなまちです。また温暖な気候と

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。
この豊かな自然環境を守り、育み、後世に引き継
ぐため、本町では「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ます。また、町内
の各団体で「クリーン国富」という清掃活動に参加
するなど、町全体が力を合わせて水環境の保全に取
り組んでいます。

豊かな土壌により、多種多様な農畜産物、林物産が
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、
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。

貴会の「せっけん運動」による水環境の向上と、
今後の活動の輪の更なる広がり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祈念
いたします。

「シャボン玉月間」メッセージ

延岡市長
「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「水質源保全条例」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、

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・大崩山系等を水源とする五ヶ瀬川水系の豊かな
水資源の恩恵を受け発展してきた「水郷のまち」で
す。とりわけ、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、６年連続で
「水質がもっとも良好な河川」となっています。
この豊かな水環境を保全するため、五ヶ瀬川水系
の流域行政機関と連携を図るとともに、生活排水対
策として公共下水道の整備や浄化槽への転換促進に
取り組んでいます。また、子どもたちの水環境保全
への意識を育むため、水辺環境調査等に取り組んで
います。
結びに、貴会のご活動に敬意を表しますとともに、
今後益々のご発展を心からお祈り申し上げます。

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。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

日向市長

シャボン玉月間によせて

十屋 幸平

日向市は、リアス海岸と白砂青松の砂浜が織り成

都城市長

池田 宜永

この度の新型コロナウイルス感染により、お亡く

す海岸線、冠岳や尾鈴山麓に連なる山々、耳川を始

なりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、

め多くの河川の水資源やその流域の森林資源など、

感染された方々の一日も早い回復を祈念申し上げま

豊かな自然環境に恵まれています。これらは、長い

す。

歴史の中で先人たちが守ってきた「大切な財産」で

都城市は、母なる大淀川や豊富で良質な地下水の

あり、将来にわたって引き継いでいかなければなり

恵みを受けて発展してきたことから、合併処理浄化

ません。

槽設置促進や環境学習による啓発等、水環境保全の

本市では、河川監視モニターによる河川監視活動

取組を進めています。

や身近な水辺の環境について関心を深めてもらう水

これまでの貴会の長年にわたる水環境保全の取組

辺環境調査など、豊かな自然環境の保全に取り組ん

は、水環境の保全に大きく貢献するとともに、今回

でいます。

の新型コロナウイルス感染症対策にも資するものと

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表し
ますとともに、今後、ますます活動の輪が広がりま
すことを心から御祈念申し上げます。

思います。
この取組に心から敬意を表しますとともに、
「せっ
けん運動」の輪が一層広がり、発展されますことを
御期待申し上げます。

「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

シャボン玉月間によせて

辰生

宮崎市長

戸敷 正

宮崎県の南西部に位置し周囲を山々に囲まれて

宮崎市は、太陽と水と緑に囲まれ、豊かな自然と

いる三股町は、東西を沖水川が流れ、古くから河川

温暖な気候に恵まれた都市です。特に、市の中心を

の恩恵を受けて「花と緑と水のまち」として発展し

流れる大淀川は「母なる川」として広く市民に親し

てきました。

まれるとともに、水道水や農業用水などさまざまな

毎年７月の第１日曜日には「クリーンアップみま
た」と銘打ち、町民一体となって河川周辺などの清

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。

掃活動を行っています。また、町と委託契約を交わ

本市では、この恵まれた自然環境を守り、よりよ

した河川浄化等推進員による河川パトロールや、公

い姿で次世代に継承していくため、河川浄化等推進

共下水道の整備、
合併処理浄化槽への転換促進など、

員による河川パトロールやホタルの里づくり支援な

これまで引き継がれてきた豊かな水環境をより良く

ど、市民・事業者・行政の各主体が連携しながらさ

する取り組みを行っています。

まざまな施策に取り組んでいます。

貴会が取り組まれている環境保全に向けた活動に

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも

敬意を表すとともに、今後ますます活動の輪が広が

に、活動の輪がますます広がりますことを心よりご

りますようにご祈念申し上げます。

祈念申し上げます。
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今年も私たちの配達のトラックは
このマスクをつけて
シャボン玉月間を地域にアピールしました。
※マスクには、非塩ビ素材を使用しています。

せっけんを使おう！

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 50 団体が参加しています。

シャボン玉月間中の車両マスクを毎年使えるデザインにいたしました。

◆「せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間」に後援・協賛をいただきました。
協賛：
〔埼玉県〕 皆野町 小鹿野町 白岡市
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 釧路市 釧路町
〔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 名取市
東松島市 美里町 涌谷町 亘理町
〔埼玉県〕 伊奈町 小鹿野町 越生町 北本市 白岡市 秩父市
鶴ヶ島市 長瀞町 滑川町 蓮田市 日高市 深谷市
皆野町 三芳町 横瀬町 嵐山町
〔神奈川県〕神奈川県 葉山町 藤沢市 茅ヶ崎市 寒川町 平塚市 二宮町
秦野市 南足柄市 大井町 中井町 松田町 山北町 開成町
〔大阪府〕 河内長野市
〔東京都〕 狛江市 多摩市 三鷹市 日野市
せっけん運動ネットワーク

機関紙「せっけん運動」No.190
2020.11.30 発行

『行政からのメッセージ 2020』
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