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シャボン玉月間の活動に取り組みました

せっけん運動ネットワーク代表幹事 高橋千佳

　今年も 7 月のシャボン玉月間に寄せて、24 都道府県、378（昨年は 328）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、2021 のシャボン玉月間において、「見直そう！せっけんパワー　変えよう！私と地球の未
来」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
境を残していきたいと思います。

　猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染予防として、せっけんによる手洗いが推奨されていま
す。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入ったままとなって
います。有害化学物質とは違うせっけん成分への理解を求め続けていきます。また、合成洗剤や柔軟剤、
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。化学物質過敏症に苦しむ人
がいること、誰もが発症する可能性があることをせっけん運動の中で伝える活動を進めて参ります。
　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毎年増えています。2050 年までに、
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルが注目されています。2050 年カー
ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すうえでも、水環境問題は切り離せません。河川や海を
汚染するマイクロプラスチックの問題は、待ったなしの状況です。
　全国から寄せていただいた各自治体のメッセージからは、ふるさとの水環境を大切にしている思い
が伝わってきます。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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＊首長名は 2021 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。
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「シャボン玉月間メッセージ」　　　　　　　  

厚岸町長　若狭 靖

　厚岸町は、厚岸湾・湖などの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。
　この度、令和 3年 3月30日には、厚岸道立自然公
園およびその周辺地域は、国内で58カ所目、道内で
6カ所目の国定公園として「厚岸霧多布昆布森国定公
園」に指定されました。
　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
するとともに、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。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

石狩市長　加藤 龍幸

　石狩市は、日本有数の大河「石狩川」が注ぐ石狩平
野の西端に位置しており、その歴史において、海と川
に代表されるこの地の自然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。
　本市は、この豊かな自然環境を将来の世代に引き継
ぐため「石狩市環境基本計画」を策定し、環境の保全、
環境負荷の少ないまちづくりに向けた各種施策を、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て
いる貴会の運動は大変意義深いものであり、改めて敬
意を表しますとともに、その運動の輪がさらに広がり、
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。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

岩見沢市長　松野 哲

　岩見沢市は、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。当市にはその優れた環境と市民生活を守
り高めるために必要な理念を「岩見沢における優れた
環境と市民の生活を守り高める条例」で定め、サケの
稚魚放流や河畔林の植栽、河川清掃などの環境保全
活動が市民団体を中心として行われています。
　豊かな自然を次世代に継承するためには、環境保全
活動を通じ、私たち一人ひとりが環境に関心を持ち、
継続的に行動することが重要です。
　貴会が長年にわたり取り組んできた「せっけん運動」
は水環境の保全において大変意義深いものであり、そ
の活動に敬意を表するとともに、今後も活動の輪がよ
り一層広がり、大きく発展されますことをご祈念申し上
げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

恵庭市長　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、市民一人ひとりが安全で安心し
て暮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変意義
深いものであり、長年にわたる貴会の運動に改めて敬
意を表しますとともに、この運動の更なる発展を心より
ご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　      

江別市長　三好 昇

　江別市は石狩平野のほぼ中心に位置しており、市内
に広がる「野幌森林公園」は、大都市近郊に残されて
いる平地林としては世界的に珍しく、市民の憩いの場に
もなっています。また、北海道遺産に選定されている「石
狩川」に囲まれた、緑と水に恵まれた豊かなまちです。
　この豊かな環境という財産を将来の世代に引き継
ぐため、「江別市環境管理計画」を策定し、市民・事
業者・市が協働し、環境の保全及び創造に取り組ん
でいます。
　長年にわたり、水環境の保全に尽力されている貴会
の活動に敬意を表しますとともに、ますますのご発展
をお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　      

小樽市長　迫 俊哉

　小樽市は、後志地方の東側に位置し、変化に富んだ
美しい海岸線や緑豊かな山々、清澄な河川などの恵ま
れた自然と、先人たちが築いてきた歴史や文化が織り
なす独特な雰囲気の漂うまちなみとが調和した詩情あ
ふれる港まちです。
　この豊かな自然と歴史や文化を守っていくためには、
私たち一人ひとりが環境にやさしい行動を心がけること
が必要であると考えます。
　本市では今日の様々な環境問題に対処するために「小
樽市環境基本計画」を策定し、市民・事業者・市が一
体となって、自然と共生し快適に暮らすことのできる良
好な環境づくりに取り組んでいます。
　貴会の「せっけん運動」は、人々の水環境保全への
取組意識を高める上で大変有意義であり、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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

北広島市長　上野 正三

　北広島市は、石狩平野の南側に位置し、特別天然記
念物「野幌原始林」をはじめとする、緑豊かな自然に
囲まれたまちです。
　本市では、「豊かな自然と資源を次世代へ引き継ぐま

ち“ 北広島 ”」の実現と、「環境と暮らしとの関わりを
理解し、地球にやさしい行動ができるひと」をめざした
「第3次北広島市環境基本計画」により、市民・事業者・
市が連携・協働し、北広島の良好な環境づくりへの取
り組みを進めているところです。
　貴会が長年にわたり取り組まれている水環境を守る
様々な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祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

釧路市長　蝦名 大也

　釧路市は、ラムサール条約に登録された「釧路湿原」
とマリモで有名な阿寒湖を含む「阿寒摩周」の二つの
国立公園を有する、雄大な自然と豊かな水環境に恵ま
れたまちです。
　令和 3年 3月に策定した第2次釧路市環境基本計
画では、「人と自然がつながる、未来へつながる　環境
都市くしろ」を望ましい環境像として定めました。私た
ちの生活は、美しい水の循環によって支えられているこ
とから、引き続き、市民・事業者、そして行政が一丸
となって水環境の保全に取り組んでまいります。
　貴会の40 年に及ぶ水環境保全活動に心からの敬意
を表しますとともに、今後、ますます活動の輪が広がっ
てまい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

札幌市長　秋元 克広

　札幌市は、支笏洞爺国立公園に連なるみどり豊かな
山地が市域の南西部に広がり、豊平川をはじめとした
大小約 600 の河川が流れる自然環境に恵まれた都市
です。
　この良好な自然環境を次世代に引き継いでいくため
に、平成 30 年 3月に「第2次札幌市環境基本計画」
を策定し、環境問題の解決や将来に向けた環境政策
のさらなる推進を図るため、市民や事業者、活動団体
等の各主体がともに連携しながら一体となって環境保
全対策に関する取り組みを進めております。
　これまで「石けん運動」を通じた、貴会の長年にわ
たる水環境保全活動に対する取り組みに深く敬意を表
しますとともに、今後ますます活動の輪が広がることを
ご祈念申し上げます。
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　 

　宮城県知事　村井 嘉浩　

　東日本大震災以降、全国の皆様から温かい御支援・
御協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　宮城県は、西には蔵王・船形等の山々、東にはリア
ス式海岸を主体とする海岸線、そして海に流れる４つ
の大河川等、豊かな自然環境に恵まれています。今年
の10月には、第 40回全国豊かな海づくり大会が宮城
県で開催されます。この大会を契機に、これら豊かな
自然環境を守り続けていくことの大切さを全国に発信
してまいります。
　貴会の長年にわたるせっけん運動を通した水環境の
保全の取り組みに敬意を表しますとともに、運動の輪
がより一層広がることを祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

石巻市長　齋藤 正美

　東日本大震災から10 年が経過し、本市においても
復興の姿がしっかりと見えてまいりました。これも全国
の皆様からの心温まる御支援・御協力の賜物であり、
感謝の念に堪えません。
　本市は、北上川や太平洋などの豊富な水環境に恵ま
れていることから、「水と緑の大地新たなふるさとに」
を目指すべき環境像として、自然と調和したまちづくり
を進めております。・
　貴会の「せっけん運動」は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、・長年の取り組みに敬
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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

当別町長　宮司 正毅

　当別町は、札幌市の都心部から約15～25㎞の距
離に位置し、豊かな田園風景と緑輝く山々など、自然
に恵まれたまちです。また、治水、利水、河川環境の
保全を目的として完成した当別ダムでは「当別ふくろう
湖」が豊かな水を湛えており、その鏡のような水面に
映える雄大な景色を一目見ようと多くの方々が訪れてい
ます。
　こうした恵まれた水資源と緑を未来につないでいけ
るように、自然環境の保全に取り組んでまいりたいと
思います。
　今後とも、みなさまの活動の輪が広がり、石けん運
動がさらに発展されますことをご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

南幌町長　大崎 貞二

　南幌町は札幌市から東に25㎞圏域に位置し、千歳川・
夕張川・旧夕張川の３つの川に囲まれた緑豊かな田園
文化の町です。
　本町では「地球温暖化対策実行計画」に基づきCO2
の抑制に向けてエネルギー使用量の抑制目標を定め、
ゴミの減量化やリサイクルの推進など環境保全活動に
取り組んでいます。また、水環境保全については、公
共下水道や農業集落排水の充実を図り、未整備地域で
は合併浄化槽の設置を促進し、水質汚染防止に努めて
います。
　その中で貴会が取り組まれている「せっけん運動」
は身近な環境保全活動として大変意義深い活動であ
り、長きに亘る取り組みに対し、心より敬意を表します
とともに、今後ますます活動の輪が広がることをご期
待申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて　　　　　　 　  

・岩沼市長　菊地 啓夫

　岩沼市は東に貞山運河、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、公共用水域等の水質測定をはじ
め、公共下水道、農業集落排水の整備や合併処理浄
化槽普及の促進による生活排水処理対策を進めてきま
した。また、油の流出といった水質事故防止の啓発に
取り組むほか、事故発生時には関係機関と情報共有を
密に行い、迅速に被害拡大防止に努めています。加えて、
昨年度は環境基本計画を見直し、SDGs の対応関係を
明確にしました。国際的な枠組みでの目標も踏まえな
がら、さらなる水環境の保全に取り組んでまいります。
　結びに、長年にわたり水環境の保全に尽力されて
いる貴会の活動に深く敬意を表しますとともに、今後、
活動の輪がより一層広がっていくことを心よりご期待申
し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　 

大崎市長　伊藤 康志

　本市は、ラムサール条約湿地の蕪栗沼・周辺水田や
化女沼をはじめとする豊富な自然環境に恵まれており、
平成 29 年には「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
録されました。
　これら限りある資源の恩恵を享受し、次世代へ引き
継いでいくため、令和 2年 3月に「第2次大崎市環境
基本計画」を策定し、市民、事業者及び市の協働により、
人と自然が共に生き、持続可能な循環・共生型社会の
実現に向けた取り組みを推進しております。
　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、この運動が消費者意識
の変革と美しい自然環境を未来へ継ぐ活動になります
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

加美町長　猪股 洋文

　加美町は、宮城県の北西部に位置し、美しく雄大な
船形連峰のふもと、大崎耕土の水源地帯を有し、古く
から飲料水や農業用水の供給地としての役割を担って
きました。そして、広大で緑豊かな森林と、国内でも
めずらしいミズバショウが群生する湿原地や、国の天
然記念物鉄魚が生息する魚取沼など、誇るべき自然の
宝庫です。
　さて、全国で新型コロナウイルス感染症のワクチン
接種が実施されておりますが、まだまだ感染症への予
防対策が必要であり、昨年から石けんを使ってこまめ
に手洗いを実施することの重要性が再認識され、定着
してきております。
　貴会のせっけん運動が環境保全だけでなく、さまざ
まな感染症対策に繋がる活動としてより一層広がるよう
心からご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　 

塩竈市長　佐藤 光樹

　塩竈市は、長い歴史と風光明媚な景観を誇る港町で
す。また丘陵と入り江の織りなす変化に富んだ風景に
恵まれており、海に面しているため比較的温暖な気候
で、住みやすい町です。
　本市では、平成 27年に策定しました第二次環境基
本計画に基づき「海とともに生き、自らの手で築く、シー
サイド・エコシティ塩竈」を将来像として、安全で暮ら
しやすい環境づくりを進めております。地球温暖化が
急速に進む中で、本市の海と自然を次代へ残すために、
一人ひとりが環境を考えた行動が必要な状況となってお
ります。
　そうした中で、貴会の地域社会規模での取り組みは
「環境」を保全する活動として大変意義深いものであり
ます。今後も貴会が取り組まれる「石けん運動」を通じ
て水環境保全への理解が深まり、活動の輪がさらに広
がりますことをご期待申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

七ヶ浜町長　寺澤 薫

　東日本大震災から10 年が経過し、本町の復興事業
も一つの区切りを迎えることができました。これまで賜
りました多くのご支援、ご協力に対し、この場をお借り
し心より御礼を申し上げます。
　七ヶ浜町は三方を海に囲まれ、豊かな自然に恵まれ
た風光明媚な町です。古くから海と親しんできた本町
にとって、水環境保全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海を
将来にわたり守り、次世代に引き継いでいくためにも、
自然と調和したまちづくりと水環境の保全に今後も努め
てまいります。
　貴会の長年にわたる水環境保全の取組に敬意を表し
ますとともに、この運動の輪が更に広がりますことをご
祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

 仙台市長　郡 和子

　仙台市の豊かな自然は、このまちの快適な都市環境
を誇りに思う市民の皆さまの意識と行動に支えられて
まいりました。このような環境を維持・向上させ、次世
代に継承し、「杜の都」の魅力の一つとしてさらに発信
していけるよう、社会情勢や価値観の変容に柔軟に対
応し「まちの中心は人」という信念のもと、今後も市民・
事業者・NPO・など多くの皆様の協力をいただきながら、
環境保全に取り組んでまいります。
　貴会の水環境保全活動に敬意を表しますとともに、
さらなるご発展をご祈念申し上げます。・

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　   

多賀城市長　深谷 晃祐

　多賀城市は、奈良時代初期に陸奥の国府が置かれて
以来、1300 年の歴史を持ち、「史跡のまち」として広
く親しまれております。市内西部地区には、特別史跡
多賀城跡から続く加瀬沼公園、中心部には砂押川が流
れており、自然豊かな環境を形成しております。
　本市では、令和３年度を初年度とした「多賀城市第
三次環境基本計画」に基づき、未来の世代へより良い
環境を引き継いでいくために、かけがえのない地域の
宝である、子どもたち一人ひとりが直面している環境問
題を自らの考えとして捉え、行動ができるよう、「参加」、
「体験」を重視した環境教育を推進するとともに、世代
を問わない環境講座や環境体験など、様々なイベント
を開催し、より効果的な環境意識の普及、啓発活動に
取り組んでまいります。
　結びに、貴会の長きにわたる水環境保全の取り組み
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。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　   

登米市長　熊谷 盛廣

　本市は、今年 NHK 連続テレビ小説「おかえりモネ」
の舞台地の一つとなり、ドラマの中では市内を南北に
流れる北上川をはじめ、登米市の広大な平野に田園地
帯が広がる様子や、市内東部は北上山地に接している
ことから、森林資源にも恵まれ林業が盛んな地域であ
ることがご覧頂けたと思います。また、伊豆沼、内沼
はラムサール条約湿地にも登録されております。
　本市ではこの豊かな自然環境を未来へ引き継ぐた
め、市民との協働により湖沼等周辺の清掃や植樹活動、
環境保全型農業の推進など、今後もこのような活動に
一層力を入れ取り組んでまいります。
　貴会の水環境の保全を推進する活動に敬意を表し、
今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

名取市長　山田 司郎　

　名取市は、奥羽山脈より流れる名取川、丘陵に源を
持つ増田川、川内沢川、沿岸部には閖上港があり、市
民の皆様が水と触れ合える自然豊かなまちです。
　今年度は、2年振りに川内沢川でホタル観察会を実
施し、子供達に自然にふれあっていただきました。そ
して、市民協働としてガサガサ体験という増田川に棲む
水生生物の観察会を行い、自然保護への意識の啓発
を図ります。10月には新たな取り組みとして「環境フェ
スタ」という地域の環境についての知識や関心を深め
ることを目的としたイベントを開催する予定です。
　第二次名取市環境基本計画に基づき、水質保全へ向
けて、河川改修等における関係機関等と連携した多自
然川づくりの促進、かわまちづくりによる名取川沿いの
水辺環境整備の推進を実施し、恵み豊かな自然の保全
と次世代への継承のために日々取り組んでおります。
　結びに、貴会の長年に渡る活動に敬意を表しますと
ともに、それがより大きな輪となって豊かな水環境を守
り、緑の保全に繋がりますことを心よりご祈念申し上げ
ます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

東松島市長　渥美 巖

　東日本大震災以降、全国の皆様には温かいご支援と
ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　東松島市は太平洋に面し、面積は約100km2。一級
河川の鳴瀬川・吉田川、二級河川の定川が流れ、日本
三景松島の一角を占める奥松島などの豊かな自然に恵
まれており、平成 30 年６月には全国29自治体の一つ
として、被災三県では唯一「SDGs 未来都市」に選定さ
れております。
　近年では地球温暖化が進み、気候変動による自然災
害が増えており、美しい自然を次世代に継承していくた
め、環境保全を更に推進していきたいと考えております。
さらに、新型コロナウイルス感染症拡大の予防として、
石けんを使用した手洗いの重要性を周知しているところ
であります。
　貴会の長年にわたる水環境保全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
合川と鳴瀬川が町内を貫流し、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。
　新型コロナウイルス感染症への対応が世界的に求め
られる今日、本町では「みさとクリーン対策」として町
内の飲食店組合等と協力し、手洗い・消毒・こまめな
換気を励行しておりますことから、石けんを用いた手洗
いは町民の健康を守ることにも環境保全にも大変有意
義なことと考えております。
　貴会の石けん運動への取り組みと、長年の水環境保
全活動に対して敬意を表しますとともに、活動の輪が
なお一層広がりますよう心から祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

 利府町長　熊谷 大　

　東日本大震災からの復興にあたりまして、全国の皆
様には多くのご支援・ご協力を賜り、心より感謝申し上
げます。
　利府町では、東京2020オリンピック競技大会のサッ
カー競技が開催されることから訪れる方々を、美しい
町でお迎えしたいと考えております。本町では、地球
温暖化対策や環境保全への関心を高めるため、環境イ
ベントの開催や、子ども会等の資源回収活動の支援を
行っています。さらに、水環境保護につきましても、合
併処理浄化槽設置費の一部補助など、町民の皆様と
共に、環境保全事業に取り組んでいるところです。
　貴会が取り組まれているせっけんを用いた手洗いの
推奨は新型コロナウイルス感染防止対策にも有効とな
ることから、「せっけん運動」の輪がさらに広がります
ことを心からご期待申し上げます。



● 栃 木 県 
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

涌谷町長　遠藤 釈雄

　涌谷町は「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。
　引き続き、当町では自然環境を保全し次世代へと受
け継いでいくため、公共下水道の整備や浄化槽の設置
に対する補助事業を実施し、環境保全に関する取り組
みを推進していきたいと思っております。
　新型コロナウイルス感染症対策の身近な対策として
の手洗いについても自然環境に優しい石けんを使うこ
とがこの運動を通して広く認知されることを期待してい
ます。
　結びに、貴会の長年にわたるご活動に敬意を表します
とともに、今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

 亘理町長　山田 周伸

　亘理町は、宮城県の南東部に位置し、東に太平洋の
大海原、西に阿武隈高地、北は阿武隈川に囲まれた、
豊かな自然環境に恵まれたまちです。
　私たちは健康で快適な生活を営むために、良好な自
然環境の豊かな恵みを受ける権利とそれを守り未来に
引き継ぐ責務があり、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ります。本町では、
第２次亘理町環境基本計画に基づき「人と自然が共生
できるまち」を目指し、町民、事業者及び行政と協働で、
環境保全活動に取り組んでおります。
　貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します
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。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

 栃木県知事　福田 富一

　栃木県は、北部から西部には那須・日光の山々が連
なり、その山地を源に那珂川・鬼怒川が流れる、雄大
で清らかな自然環境にあります。
　令和 2年度には、豊かで美しい本県の環境を将来の
世代にしっかりと引き継ぐため、新たな環境基本計画
を策定し、水環境の保全を基本目標の１つとして位置
づけたところです。
　施策の一例として、自然深勝の名所として広く知られ
る奥日光地域において、地域住民や企業、行政など幅
広い協力の下、水質保全活動を行っております。このよ
うな取り組みを進めていくことで、恵ある環境を未来
へと引き継いで参ります。
　貴会の水環境保全活動により、美しい水環境がます
ます広がることをご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　     

・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
きたまちです。
　本市では、将来世代にこの環境を継承することがで
きるよう温室効果ガスを排出しない脱炭素社会、「もっ
たいない」の心で人やものを大切にする循環型社会、
環境・経済・社会の統合的な向上が図られた持続可能
なまちの姿である「環境未来都市うつのみや」の実現
を目指し、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ます。
　貴会の長きにわたる水環境保全活動に敬意を表します
とともに、貴会の水環境保全運動がますます発展し、活
動の環がさらに広がりますよう心より祈念申し上げます。
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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 富雄

　大田原市は清流那珂川や箒川、蛇尾川などの豊かな
水辺環境を有し、雄大な田園風景が広がるまちです。
数多くの鮎が遡上する川面の景色は市の風物詩であり、
また、ミヤコタナゴやイトヨ、ザゼンソウといった、希
少な動植物が生育する場でもあります。
　本市では、「かけがいのない環境を子どもたちに引き
継ぐために」をテーマに、大田原市環境基本計画を制
定しています。水生生物教室の開催などを通し、市民
の環境保全に対する意識を高め、環境問題への取り組
みの推進と循環型社会の構築を目指しています。
　貴会の水環境を守る環境保全運動に敬意を表します
とともに、今後もますます活動の環が広がることをご
祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

小山市長　浅野 正富

　小山市は、農業・商工業のバランスが良く、市街地
の周辺に農地・平地林の田園環境が広がり、日本で一
番大きい遊水地、ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」
にコウノトリが生息する素晴らしい自然環境を有する首
都圏でも有数の田園環境都市であります。
　この素晴らしい自然環境の魅力を皆様と共有し、「田
園環境都市・小山」を基本に据え、持続可能な社会を
実現し、バランスの取れたまちづくりを進め、美しい自
然環境を次世代へ引き継いでいけるよう貴重な水環境
の維持・保全活動に努めてまいります。
　貴会が取り組まれている水環境保全活動は、大変意
義深い活動であり、敬意を表しますとともに、今後ま
すます活動の輪が広がることを心より祈念いたします。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

鹿沼市長　佐藤 信

　鹿沼市は、自然と文化に彩られた住み良いまちです。
豊かな森林と幾筋もの清流によって織り成される自然
は、美しい景観をつくるだけでなく、食料や木材など
の恵みを与え多様な動植物を育んできました。
　この自然と文化を未来に引き継ぐため、平成１６年に
「環境都市」を宣言し、現在「第 4次鹿沼市環境基本
計画」の下、河川の水質調査、不法投棄対策、公共下
水道の整備等の水環境保全に係る各種施策を積極的
に推進しております。
　貴会の長年にわたる水環境保全運動に敬意を表しま
すとともに、今後もますます活躍の環が広がりますこと
をご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

上三川町長　星野 光利

　上三川町は鬼怒川・田川・江川などの河川が流れ、
地下水も豊富にあることから農業・工業・商業ともに盛
んに行われています。本町の発展は、水資源の恩恵に
よるものと言っても過言ではありません。
　私たちは、祖先から受け継いだこの恵まれた水資源
を、次の世代に伝えていく義務があります。本町では「上
三川町環境保全条例」を制定し、生活環境の保全と
町民の健康の保護を目指しております。
　コロナの発生以降、私たちの生活様式は大きく変わっ
てきています。特に衛生についての意識は高くなり、石
けんや消毒液を使わない生活はできないようになってい
ます。貴会の活動は今後とも必要不可欠なものとなって
まいりますので、ますますの発展を祈念いたします。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

塩谷町長　見形 和久

　塩谷町は、四季折々の豊かで美しい自然環境に恵ま
れており、緩傾斜地に群生するイヌブナ原生林を含む
町のシンボルである高原山の中腹に位置する尚仁沢湧
水群をはじめ、町の南側を流れる鬼怒川と東側を流れ
る荒川など、水の恵みを受けて歴史を積み重ねてきた
町です。
　私たちは、尚仁沢湧水をはじめとする豊かな水と、
それにより育まれる美しい自然を次世代へしっかりと引
き継ぐため自然環境の維持・保全活動に努めております。
　石けんで正しく洗うことは、あらゆるウイルスの感染
予防にもなることから、「せっけん運動」の輪がさらに
広がりますようご期待するとともに、貴会がますます発
展されますことをご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

 高根沢町長　加藤 公博

　高根沢町は、鬼怒川、五行川、井沼川が流れ、広
大な水田地帯とそれらを取り巻く平地林や里山に加えそ
こに生息する多様な生き物など、豊かな自然環境に恵
まれております。
　本町では、限りある資源と地球の豊かな恵みを未来
につないでいくために、環境問題に関心を持ち、ごみ
の分別やリサイクル、省エネルギーなど「地球にやさし
い暮らし」を実践している家庭を「たかねざわエコファ
ミリー」に認定することで、自然環境の保全や環境負
荷の低減に向けた取り組みを進めております。
　貴会の「せっけん運動」は身近な環境保全活動とし
て大変意義深いものであり、長きにわたる活動に深く
敬意を表しますとともに、運動の輪がさらに広がります
よう心より祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

那須町長　平山 幸宏　

　那須町は、雄大な那須連山と八溝の山並みが広がり、
那珂川水系の一級河川である余笹川、黒川が流れるな
ど、とても自然環境に恵まれた町です。
　本町では、第2次那須町環境基本計画において望
ましい環境像とする「未来につなぐみどり輝くまち」を
目指し、河川の水質調査、公共下水道事業の推進、合
併処理浄化槽の普及などに取り組んでいるほか、「川を
きれいにする基金」を活用し、水と親しむイベントの
開催や稚魚の放流を実施するなど、水環境の保全につ
いて努めているところです。
　長年にわたる貴会の環境活動に敬意を表するととも
に、「せっけん運動」の活動の輪がますます広がります
ことを、心からご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

那須塩原市長　渡辺 美知太郎

　那須塩原市は那須連山の一角を占める山々、那須野
が原に育まれた平地林、那珂川や箒川、沼ッ原湿原と
いった優れた水辺環境など、豊かな自然環境に恵まれ
ています。
　この自然環境を次の世代に継承していくためには、
行政はもちろん、市民、事業者それぞれが環境に対す
る意識の向上を図り、互いに連携・協働して持続可能
な社会の実現に向けた取り組みを継続していくことが
大切であると考えます。
　貴会の「せっけん運動」による水環境を守る活動は
大変意義深いものです。長年にわたる活動に敬意を表
しますとともに、今後、皆様の活動がより一層広がりま
すことを心からお祈り申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

日光市長　粉川 昭一

　日光市内には、日光国立公園や鬼怒川水系の源流域
等があり、おいしい水などの自然資源や優れた自然環
境に恵まれています。2020 年11月には、奥日光の湿
原がラムサール条約湿地に登録されて15周年を迎えま
した。
　当市では、この豊かな自然環境を守り育むため、第
2次日光市環境基本計画を定め、目指す環境像を「多
彩な環境交流を楽しみ、育む　持続可能な都市・日光」
として掲げています。この環境像を実現するため、奥
日光清流清湖保全協議会や湯ノ湖・中禅寺湖をきれい
にする会による水環境学習事業の推進等を関係機関と
連携して進めてまいります。
　貴会が水環境保全のため取り組まれてきた活動に深
く敬意を表するとともに、今後もより一層活動の輪が
広がりますよう心から祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

野木町長　真瀬 宏子

　野木町は栃木県の南端に位置し、渡良瀬遊水地や
思川といった豊かな水環境に恵まれ、のどかな田園地
帯の広がる自然環境に恵まれた住みよい町です。
　本町では「水と緑と歴史のふるさとプラン」を掲げ、
豊かな水環境を活かしたまちづくりに取り組んでおりま
す。この貴重な水環境の保護に加え、SDGs の17の目
標を達成するために、ごみの再資源化や単独浄化槽か
ら合併浄化槽への転換推進、公共下水道の普及などに
力を入れており、ごみの再資源化率及び水洗化率は県
内でも高い水準にあります。
　貴会の長年に渡る水環境保全に向けた取り組みに心
より敬意を表しますとともに、「せっけん運動」の環が
国中にますます広がりますよう、心からお祈り申し上げ
ます。

「石けん使おう！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・工業の調和の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
の世代へ引きぐ責務があります。
　本市では「第2次真岡市環境基本計画・改訂版」の
基本目標の１つに「健全な生活環境の中での暮らしアッ
プ」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
る取り組みを推奨してまいります。
　貴会の活動の輪が、今後ますます広がることをご祈
念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

矢板市長　齋藤 淳一郎

　矢板市は、北部に八方ヶ原などを有する高原山麓が
広がっております。市内には内川など、この高原、山麓
から生まれ出た豊かな水が大地を潤し、良好な水辺環
境からなる自然豊かな都市です。
　「矢板市環境基本計画」の中には、市民・事業者・・
行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、協力して環境
の保全と創造を進めていくことを掲げており、具体的
には市民有志の団体に対し、家庭や学校給食で生じた
廃油を再利用して、石けんを製作・販売する事業を支
援しています。
　貴会が、水環境保全のため長年にわたり取り組んで
こられた「せっけん運動」に深く敬意を表すとともに、
今後さらに活動の輪が広がりますことを心からご祈念申
し上げます。



● 埼 玉 県
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「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

埼玉県知事　大野 元裕

　埼玉県は、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
処理施設の整備促進、清掃活動や環境学習などに取
り組む団体への支援、水辺空間の利活用促進などに取
り組んでいます。今年度から新たに「SAITAMAリバー
サポーターズプロジェクト（略称：リバサポ）」として、
個人と企業の参画を促進し、県民、団体、企業、行
政が一体となって川との共生を目指す取り組みを始め
ています。
　河川や湖沼の環境を守る皆様の活動は、持続的に発
展する社会の実現につながります。美しい川を次世代に
引き継ぐために、これからも共に頑張っていきましょう。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

朝霞市長　富岡 勝則

　朝霞市は東京都心から20キロ圏内に位置し、武蔵
野台地と荒川低地の地形により、武蔵野の面影を残し
つつ、荒川や新河岸川が流れ、市内の東西を流れる黒
目川など、水と緑にあふれる自然豊かなまちです。
　本市では、第5次朝霞市総合計画に掲げる将来像
「私が暮らしつづけたいまち朝霞」の実現に向け、様々
な施策を展開する中で、魅力ある豊かな緑と水辺が守
り育まれ、健康で安心して暮らせるまちを目指すため、
河川の水質の向上などの環境保全の取り組みを進めて
います。
　貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意を表
しますとともに、水環境の保全につながる運動の輪が
より一層広が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」に寄せて 

伊奈町長　大島 清　

　伊奈町は、埼玉県の中南部に位置し、町名は、江戸
時代にこの地の勧業治水に貢献した伊奈忠次公にちな
んだものです。
　町では、綾瀬川、原市沼川の水辺を活用し潤いのあ
る空間づくりを進めており、町民の皆様と協力して河川
の美化活動を毎年行っております。
　さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、い
まだ油断ができない状況が続いております。ご家庭で
も例年より手洗いをする回数が増えているかと存じま
す。自然環境に悪影響を及ぼさない石けんの使用は人
と自然の共生につながります。
　貴会の長年にわたる水環境の保全活動に深く敬意を
表しますとともに、今後ますますのご発展とご活躍を心
より祈念いたします。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

入間市長　杉島 理一郎

　入間市は、加治丘陵と狭山丘陵の豊かな緑や入間川
や霞川等の水環境にも恵まれ、また、狭山茶の主産地
として広く知られるなど自然と調和した活力ある都市と
して発展してまいりました。
　豊かな自然との調和がとれた快適な環境は、私たち
の誇りであり、また、将来の世代に継承していく責務
があります。
　そのため、本市は、令和 2年に策定した第三次入間
市環境基本計画において、安心して健康に暮らせる生
活環境の保全を基本方針に掲げ、公共用水域の水質
を保全するため、単独処理浄化槽などから合併処理浄
化槽への転換を推進しています。
　これからも、貴会の取り組みにより、多くの方々の環
境問題への意識が高まることを御期待申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

小鹿野町長　森 真太郎

　小鹿野町は、埼玉県の西北部に位置し、日本百名山
の「両神山」、日本の滝百選の「丸神の滝」、平成の名
水百選の「毘沙門水」など、多くの百選に選ばれる自
然が豊かな山間の町です。両神山より流れ出る小森川
には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。「ホタルが生息するまち」は、町
の誇りです。
　また、下流域の小学生とともに、いのちの水の大切
さや、水源地域の現状や問題等の理解を高めていただ
くため、「上下流交流事業」を20 年以上にわたり続け
ています。この素晴らしい自然環境を保ち、そして次
世代へ伝えることは、私たちの重要な責務であります。
　貴会が推進する「せっけん運動」は、身近な環境保
全活動として大変意義深いものがあります。貴会の活
動の輪がさらに広がりますことを心からご期待申し上げ
ます。

　
シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　 

小川町長　松本 恒夫

　小川町には、笠山・堂平山に源を持つ槻川、市街地
を貫流し槻川へ流入する兜川、八和田地区を流れる市
野川の3つの主要な河川があり、この清らかで豊富な
清流の恵みによって古くから紙漉きや酒造りなどの地場
産業が栄えてきました。
　今年2月に、本町は「小川町ゼロカーボンシティ宣言」
を宣言し、町の豊かな自然を子供たちやその先の世代
へ引き継ぐため、SDGs の取り組みや二酸化炭素の吸
収源である森林の整備を行い、2050 年までに二酸化
炭素排出量実質ゼロを目指す取り組みを進めています。
　貴会の長年にわたる活動により、１人でも多くの方が
環境への意識を高め、より良い水環境を将来世代に残
していくことに繋がりますよう、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

桶川市長　小野 克典

　桶川市は、土地区画整理事業などの都市基盤整備
により、市街地においては都市化が進展する一方で、
郊外には荒川、石川川、江川、芝川、綾瀬川、元荒

川などの緑豊かな水辺空間や緑地等の自然環境が広
がっています。
　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。
　新型コロナウイルスの感染防止策としても手洗いは
効果的であることから、貴会の活動は、自然環境の保
全とあわせて市民の健康を守るという観点からも大変
意義深く、今後ますます貴会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。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

越生町長　新井 康之

　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。
　本町は、平成 28 年 4月29日に全国初の「ハイキン
グのまち」を宣言しました。毎月第2土曜日に月例ハ
イキングを実施し、豊かな自然の中で多くの方にウォー
キングを楽しんでいただいています。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は、自然環境
保全に積極的に取組む貴会の「せっけん運動」に通じ
るものです。
　今後も環境に優しい地道な活動が継続され、貴会が
ますます発展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」へのメッセージ

春日部市長　石川 良三

　春日部市は、美しい水面を有する大落古利根川や江
戸川など豊かな水辺環境に恵まれたまちです。本市で
は、「自然と人とが共生し・未来につなぐ環境を・みんな
で育てまもるまち・春日部」を環境像として掲げ、環
境施策を推進しております。
　また、水環境保全については、下水道供用開始区域
における未接続世帯に対する個別訪問による普及促進
や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に
対する啓発、小学生へ生活排水対策グッズの配布を行
うなど、水質汚濁防止に努めているところです。
　今後も皆様の積極的な石けん運動から環境問題に対
する取り組みの輪がさらに広がり、美しい環境が次世
代に引き継がれていくことを心よりご期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

加須市長　大橋 良一

　加須市は、利根川をはじめ、ラムサール条約湿地に
登録されている渡良瀬遊水地、国土交通省水の郷百
選の浮野の里など豊かな水辺環境に恵まれています。
　この環境を次世代に引き継いでいくため、豊かな自
然と共生するまちをつくることを基本目標として、絶滅
危惧種であるオオモノサシトンボやオニバス等の保護
育成を目的とした自然環境学習や、河川、池沼の環境
美化活動を住民との協働により行っています。また、
各家庭への戸別訪問による浄化槽の適正使用の啓発
や合併処理浄化槽への転換促進により河川の水質改
善に取り組んでいます。
　貴会の長年にわたる取り組みに敬意を表しますとと
もに、今後とも活動の輪が更に大きく広がることを心か
らご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

川口市長　 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、荒川や芝川などの水辺空間
と安行台地に広がる豊かな緑地を有する自然空間に恵
まれたまちです。この利便性や住環境などが高く評価
され、昨年末には1都 3県の街を対象とした「本当に
住みやすい街大賞 2021」を受賞、史上初の2年連続
第１位を達成しました。
　本市では、「都市と自然が調和した“人と環境にやさ
しいまち”」を将来のめざす姿のひとつに掲げ、石けん・
洗剤の適量使用をはじめとした生活排水対策の促進、
身近なところから自然環境に配慮したまちづくりを推進
しております。
　皆様の永年の活動に深く敬意を表しますとともに、
これからも環境にやさしい「せっけん運動」の発展をご
祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

北本市長　三宮 幸雄

　北本市は、大宮台地の北部に位置し、荒川沿いの高
台には湧水や斜面林が広がり、台地の浸食により形成
された谷津や武蔵野の面影を残す雑木林など豊かな自

然環境を残し、多様な動植物が生育・生息しています。
　本市では、これらの貴重な自然を次の世代に残すた
め、北本市環境基本計画を策定し、「緑豊かな自然と
共生する持続可能なまち・北本」を望ましい環境像と
位置付けて、市民・事業者・行政の連携のもと、環境
保全の取組みを進めているところです。
　貴会の長年にわたる水環境保全の活動に敬意を表し
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。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

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。本市では、こうした豊
かな自然環境を守り、大切に次世代へと引き継いでい
くため、市民・事業者・行政が連携、協働し、河川の
水質改善に向けた取り組みをはじめ、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。
　石けんによる手洗いは、新型コロナウイルス感染予
防対策の一つとして推奨されております。使用頻度が
増す石けんを通じ、「せっけん運動」について改めて考
え、活動の輪がより一層広がっていくことを心からご祈
念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

久喜市長　梅田 修一　　

　久喜市は、市民・事業者・行政が一体となった「オー
ル久喜」で、持続可能で活力あるまちづくりを進めるた
め、久喜市「ゼロカーボンシティ宣言」を今年 4月に
行いました。
　また、本市では自然環境保全のため、市民の皆様の
参加のもと、家庭から排出される廃食油を粉石けんと
して有効活用する「リサイクル促進事業」を実施してい
ます。この事業は、ごみの減量や水質汚濁を防止する
取り組みとして、大変意義深いものと認識しており、今
後もより一層の環境保全活動に努めてまいります。
　このような中、41年間もの長きにわたり、水環境問
題に取り組まれた貴会の活動に改めて敬意を表します
とともに、今後ますますのご発展を心よりご祈念申し上
げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

熊谷市長　富岡 清

　熊谷市は、荒川、利根川という二大河川を有し、豊
かな水環境や自然環境に恵まれています。清流・元荒
川には、希少魚の「ムサシトミヨ」が生息し、環境省「平
成の名水百選」に選定されるなど本市の水辺環境のシ
ンボルとなっています。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
れます。本市では、これらの水環境を後世に残すために、
様々な保全活動や啓発活動に努めています。
　貴会の取り組む「石けん使おう」活動は、身近な水
環境の保全や、昨今の新型コロナウイルス感染防止の
観点からも意義深いものと考えます。長年にわたる活
動に敬意を表しますとともに、今後も活動の輪が広が
りますことを祈念いたします。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

鴻巣市長　原口 和久

　鴻巣市は、埼玉県のほぼ中央部に位置し、西部に「川
幅日本一」の荒川、中央部に元荒川、東部に見沼代用
水（星川）が流れ、水と緑に囲まれた自然豊かなまち
です。
　本市では、地名の由来とも言われるコウノトリをシン
ボルとして、多くの生きものが生息できる自然環境を残
す様々な取り組みを行っています。本年3月には、コウ
ノトリの繁殖や放鳥を見据えた飼育施設が完成し、今
後、コウノトリが優雅に鴻巣の空を舞う姿を当たり前に
見られる、人にも生きものにも優しい環境づくりに努め
ていきます。
　貴会の「せっけん運動」は、次世代の子どもたちに
豊かな自然環境を残していく大変意義のあるものです。
長年にわたる活動に深く敬意を表しますとともに、今後
も会の活動の輪がさらに広がることをご祈念申し上げ
ます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　      

越谷市長　高橋 努

　越谷市は、中川や元荒川など、多くの河川や水路が
あり、古くから「水郷こしがや」と呼ばれるなど、豊か
な自然に恵まれたまちです。
　本市では、この豊かな環境を次世代へ引き継ぐため、
越谷市環境管理計画を策定し、「未来へつなげよう　地
球と人にやさしいまち　こしがや」を望ましい環境像と
定め、市民・事業者の皆様との協働により、環境にや
さしい持続可能な社会づくりに取り組んでおります。
　このたびの新型コロナウイルスがもたらした「新しい
生活様式」では、こまめな手洗いが基本のひとつとなっ
ており、一人ひとりの手洗いの回数は増えていることと
存じます。こうした状況を契機に、貴会が長年取り組
まれている「せっけん運動」に対する理解が深まり、人々
の環境への意識が高まることを期待するとともに、活
動の輪が一層広がりますようご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

さいたま市長　清水 勇人

　さいたま市は、人口130万人を擁する東日本の中枢
都市として、デジタル化に対応した広域経済圏を推進
する一方で、見沼田んぼや荒川に代表される水と緑を
有しており、人と自然が共生した街づくりを目指してい
ます。
　本市では、昨年度「第２次さいたま市環境基本計画」
を策定しました。この新たな計画のもと、SDGs の理念
を踏まえた、地域循環共生圏の構築など、持続可能な
環境共生都市の実現に取り組んでまいります。せっけ
んの適量使用も、水環境への負荷低減と海や陸の豊か
さを守るためには非常に重要です。
　貴会の長年にわたる「せっけん運動」による水環境
保全への取組に敬意を表しますとともに、今後益々の
ご発展をお祈り申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

坂戸市長　石川 清

　坂戸市は、武蔵野の緑と清流高麗川が織りなす恵み豊
かな自然の恩恵を受け、今日まで発展してまいりました。
　本市におきましては、この豊かな自然を未来に引き
継ぐため、「みんなでつくる水と緑の住みよい環境のま
ち・さかど」を目指すべき環境像に据えて、市民の皆様
とともに、環境への負荷を軽減する取り組みを積極的
に進めています。取り組みの一つとして、市内の環境学
館いずみにて、学校給食の廃食油を利用したリサイク
ル石けん作りの講座を開催し、環境にやさしい石けん
の普及を図っております。
　貴会の長年にわたる『せっけん運動』への取組みに
心から敬意を表しますとともに、今後ますます運動の
輪が広がりますことを祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

幸手市長　木村 純夫

　わが街幸手市は、埼玉県の東部に位置し、茨城県と
千葉県に隣接する自然豊かな首都近郊都市で、全国的
な桜の名所である幸手権現堂桜堤があります。春には
約千本の桜と周囲に広がる菜の花畑が、訪れるひとの
目を楽しませてくれます。さらに、初夏には紫陽花、夏
にはひまわり、秋には曼珠沙華、冬には水仙と、四季折々
の花々を楽しむことができます。
　幸手市では、市民の皆様との協働による安全で安心
して暮らせるまちを目指し、未来志向のまちづくりを進
めております。
　さて、新型コロナウイルス感染拡大防止には丁寧な
手洗いの習慣が非常に大切です。貴会の長年にわたる
「せっけん運動」への取り組みに敬意を表しますととも
に、皆様の活動の輪が広がりますことをご祈念申し上
げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

狭山市長　小谷野 剛

　狭山市は、入間川、不老川の二つの一級河川が流れ
ており、山林や田園地帯も有した、緑と潤いにあふれ
たまちです。
　このうち不老川は、かつて公共用水域水質測定結果
で全国ワースト一位となるほど汚染されていましたが、
流域住民や市民団体、行政が協力し、清掃活動や生
活排水対策に取り組んだ結果、現在では多様な生物が
みられるまでに水質が改善しました。これからも、こ
の豊かな自然環境を次の世代へと継承し、持続可能な
社会を実現するため、市民・事業者・行政が協働して
環境保全活動に取り組んでまいります。
　貴会の長年にわたる水環境保全の活動に心から敬意
を表しますとともに、今後も活動の輪が一層広がりま
すことをご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

志木市長　香川 武文

　志木市は、全国でも6番目に小さい市でありますが、
市内を流れる「新河岸川」「柳瀬川」「荒川」の3本の
川の恩恵を受け、歴史的には舟運で繫栄し、近年は都
心へのアクセスの良さと自然が調和した暮らしやすい街
として、現在でも人口が増加し続けています。
　本年は、「新河岸川」「柳瀬川」の水辺に位置し、本
市のシンボルの１つであります「いろは親水公園」につ
いて、令和 4年度のリニューアルオープンに向け準備
を進めるほか、教育課程での環境学習や「環境講座」
による市民への啓発等も実施していきます。
　貴会の地道な環境活動による成果に心から敬意を表
しますとともに、引き続き「せっけん運動」をはじめと
する貴会の活動の輪がますます広がり、大きく発展さ
れますことをご期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

白岡市長　藤井 栄一郎

　白岡市は、埼玉県の北東部に位置し、武蔵野の静
かな面影を今に残す、緑と自然に恵まれた美しいまち
です。都心から４０キロメートル圏内という立地条件に
より、住宅都市としても発展しております。
　本市では、令和４年度から第2次白岡市環境基本
計画に掲げる「青空が広がる自然と豊かな心を育む持
続可能なまち・しらおか」の実現に向け、市・市民・事
業者の三者協働により、真に豊かで快適かつ持続可能
な環境づくりに取り組んでおります。自然の恵みである
水と緑を守り、身近なところから健康な暮らしを感じら
れるまちを目指して、自然環境の保全を推進してまいり
ます。
　貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬意を表し
ますとともに、今後も活動の輪がさらに広がりますよう
ご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

杉戸町長　古谷 松雄

　杉戸町は、大落古利根川や中川など多くの河川や水
路が町内を流下し、豊かな水を利用した広々とした田
園風景が広がり、雑木林や屋敷林など緑豊かな自然に
抱かれております。
　当町では杉戸町環境基本計画において、「子供たち
が水遊びする美しい水環境と生きるまち」を水環境の
目標とし、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及
啓発などの施策を進め、水質の改善に取り組んでいる
ところです。
　こうした中、水環境を保全する貴会の取組は大変有
意義であり、長年にわたる「石けん使おう！7月はシャ
ボン玉月間」の活動に敬意を表しますとともに、今後も、
貴会の活動が一人でも多くの方の「水環境」に対する
意識の向上につながり、環境保全の輪がさらに広がり
ますことをご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

草加市長　浅井 昌志

　草加市は埼玉県の東南端に位置し、草加せんべいが
全国的に知られており、綾瀬川右岸沿いの草加松原は、
国の名勝「おくのほそ道の風景地」となっています。
　本市は平成11年に環境共生都市宣言を行い、「人と
自然が共に生きるまち　そうか」の実現に向け、平成
31年 3月に「生物多様性そうか戦略」、令和 2年 3月
に第二次環境基本計画（第二版）を策定し、環境問題
の解決に取り組んでいるところです。また、本年 4月
26日には本市を含む埼玉県東南部地域 5市1町の首
長が「ゼロカーボンシティ」共同宣言を行い、2050 年
二酸化炭素排出実質ゼロの実現を目指すことになりま
した。
　市内を流れる綾瀬川は、かつて水質汚濁が著しかっ
たものの、下水道の普及などにより近年 BOD 値が
3mg/l を下回るようになり、多くの魚類や鳥類が戻って
まいりました。これも貴会が推進する水環境を保全し、
安全で健康なくらしが営める良好な環境づくりと軌を一
つとするものです。
　貴会の皆様が長年取り組まれている水環境の保全活
動に敬意を表しますとともに、今後も皆様方の活動が
さらに広がりますよう心からご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

秩父市長　北堀 篤

　秩父市は、埼玉県の北西部に位置し、市の87％を
森林で占めており、その面積は埼玉県の森林約40％
となっております。それに伴い、水資源も豊かで、埼玉
県を代表する河川である荒川の源流域にあたり、埼玉
県民・東京都民の水がめとしての機能を担っています。
　流域の多くの住民のくらしを潤す荒川の清流を永遠
に継承することが、次世代へ良好な環境を引き継ぐこ
とになります。その実現のため、今後も市民・事業者
と協力・連携しながら、清流保全の取り組みを継続し
てまいります。
　貴会の推奨する石けんによる手洗いは、水環境の保
全のみならず、新型コロナウイルスの感染症対策として、
大変重要なことだと思います。貴会の長年にわたる活
動に深く敬意を表すとともに、保全された水環境が世
代を渡り引き継がれることを期待し、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」によせて 

鶴ヶ島市長　齊藤 芳久

　鶴ヶ島市では、今年 4月1日にスポーツエリアと自
然散策エリアのある緑地「鶴ヶ島グリーンパーク」がオー
プンし、自然散策エリア「太田ヶ谷の森」では自然観
察などが行えます。「太田ヶ谷の森」を流れる大谷川の
源流（ビオトープ池）に、環境団体が、団体自ら育て
たヘイケボタルとゲンジボタルの幼虫を地元の小学生た
ちと放虫し、6月中旬からホタルが飛び交い始めました。
　豊かな自然環境を守り、限りある資源を大切にする
とともに、次の世代へと引き継いでいくために、「水環
境」について理解を深めることが必要です。
　皆様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、ますます活動の輪が広がりますこと
をご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

ときがわ町長　渡邉 一美

　ときがわ町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、町の面
積の約７割が山林という、水と緑に恵まれた自然豊か
な町であり「人と自然の優しさにふれるまち・ときがわ」
を将来像としています。
　町内には、都幾川をはじめ、氷川、雀川という3つ
の一級河川を抱え、いずれも源流の町として水質保全
に努めています。町では、より良い水質の確保のために、
川の汚れの原因とされる生活排水を高度処理する市町
村設置型の合併浄化槽整備事業を、町が主体となって
実施しております。
　水は生命の源です。河川の水質を保全し、生態系を
守ることは、私たちや未来のこども達の命を守ることで
あると認識して、今後も水質保全への取り組みを行なっ
ていきます。
　石けん使用を通じて水環境を守るという貴会の長年
にわたる活動に敬意を表しますとともに、この活動の輪
がさらに広がり、環境保全の意識が多くの方々に浸透
されますよう、心からお祈り申し上げます。

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

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念すべ
き街です。狭山丘陵付近に源を発する、柳瀬川、東川
は、市民に潤いと安らぎを与え、貴重な動植物の生息
の場になっています。
　本市では、令和 2年11月に「ゼロカーボンシティ」
を表明し、2050 年までの二酸化炭素排出量実質ゼロ
を目指しております。これは、地球環境が持続可能で、
かつ、ふるさと所沢の環境が永続するには、「皆それぞ
れが、どのような社会を目指し暮らしていくかを考え、
行動を変容していかねばならない」ということに他なり
ません。
　本市では、「所沢市マチごとエコタウン推進計画」
に基づき、様々な立場の方と協力して、再生可能エネ
ルギーの普及、環境配慮行動の啓発等、持続可能に
係る種々の取組を実施しているところです。
　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よう
とする取り組みで、本市が推進するエコタウンの趣旨
にも繋がる活動であると認識しております。是非、今後
も続けていただきたいと思います。皆様のこれまでの
御尽力に心から敬意を表しますとともに、活動の輪が
今後さらに広がり、実り多いものとなりますよう、皆様
方の御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　　　　　　　   　　　　　　

　長瀞町長　大澤 タキ江

　長瀞町は町の中央に第１級河川である荒川が流れ、
全域が埼玉県立長瀞玉淀自然公園に指定されていま
す。荒川の清流により育まれた「岩畳」は、国指定名勝・
天然記念物として周囲の自然と調和し、四季折々の風
情が癒しの空間として親しまれています。
　当町では、祖先より受け継いだ豊かな水資源を後世
に引継げるよう、公共下水道整備の推進や合併浄化槽
の普及啓発等を継続的に取組んでいます。
　結びに、新型コロナウイルスの感染拡大防止など、
昨今の生活における貴会の活動がより一層重要視され
る中、更に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」に寄せて　　　　　　　  

滑川町長　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るとともに、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
活動に積極的に取り組んでおります。
　環境問題が世界の共通の課題となっております今日、
貴会の長年の活動に敬意を表しますとともに、「せっけ
ん運動」の輪がより一層広がりますことを心よりご祈念
申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

新座市長　並木 傑

　新座市は、柳瀬川、黒目川及び野火止用水が流れる
とともに、武蔵野の面影を色濃く残す平林寺境内林な
どの雑木林が広がる、自然環境に恵まれた水と緑の豊
かなまちです。
　本市では、これらの貴重な自然環境を将来にわたっ
て引き継いでいくため、「みんなで築く雑木林とせせら
ぎのある住みよい環境のまち・にいざ」を望ましい環境
像に掲げ、市民、事業者及び市の三者の協働によって
環境の保全等に向けた取り組みを推進しています。
　貴会の推進する「せっけん運動」は、身近な水環境
の保全活動として大変意義深い取り組みであり、長年
の活動に心から敬意を表するとともに、今後の更なる
御発展を心からご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

鳩山町長　小峰 孝雄

　鳩山町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、一級河川越
辺川やその支流である鳩川が流れ、里山景観を残した
豊かな自然環境と住宅団地やJAXAの宇宙観測施設な
どが調和した町です。
　本町では、豊かな自然環境を未来の子どもたちへ引

き継いでいくため、町内を流れる鳩川等河川の定期的
な水質検査や町型合併処理浄化槽の推進など環境に配
慮した施策を実施しております。また、新型コロナウイ
ルス感染拡大が注視されている中、近年の地球温暖化
をはじめ環境に対する世界的な意識の変化もあり、より
一層環境にやさしい取り組みが必要と考えております。
　結びに長年にわたる貴会の環境保全に向けた活動に
敬意を表するとともに、今後のより一層充実したものと
な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　　　　　　　  　

羽生市長　河田 晃明

　羽生市は、埼玉県の北端に位置し、利根川の豊かな
水資源を利用した穀倉地帯で水と緑に囲まれた自然豊
かなまちです。この豊かな自然環境を守り、将来に引
き継いでいくために本市では、単独処理浄化槽から合
併処理浄化槽への転換促進や下水道の整備により、河
川の水質保全に取り組んでいるところです。
　また、私たち一人ひとりが、持続可能でより良い社会
の実現を目指すための「SDGs」を理解し、水環境に対
する意識を高めることが大切であると考えております。
　結びに「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。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

飯能市長　新井 重治

　飯能市は、埼玉県南西部に位置し、豊かな森林と清
流に恵まれ、その恩恵を受けつつ、古くから自然と共
生し、暮らしや文化・歴史を育んできました。
　本市の森林に源流を発する入間川、高麗川は、美し
い自然景観を創り出すとともに、埼玉県民や東京都民
の貴重な水源として日々の生活を支えています。
　上流域に位置する自治体として、このかけがえのな
い水源を守り次世代に引き継ぐために、今後も一人ひと
りが環境保全に対する意識を高め、市民、事業者、市
の協働により「人と自然が共生し森林文化を育むまち　
飯能」として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　　　　　　　  

東松山市長　森田 光一

　東松山市は、都心から約50㎞という恵まれた立地
条件を有し、比企丘陵の緑と清流の織りなす美しい自
然に囲まれた都市です。
　本市では、まちづくりの柱の１つに「自然と調和する・
環境未来・エコのまち」を掲げ、市民団体と連携して
実施している環境学習会等の積極的な啓発活動や、近
隣自治体と合同で実施している河川の水質調査などを
通じて、環境に配慮した持続可能なまちづくりを進めて
おります。
　皆様には、美しい自然というバトンを次世代につなぐ
ため、また、新型コロナウイルス感染症予防の観点か
らも、「見直そう！せっけんパワー・変えよう！私と地球
の未来」を合言葉に、更に活動の輪を広げられること
をご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

日高市長　谷ケ﨑 照雄

　日高市は、首都近郊に位置しながら手軽に山登りが
楽しめる ｢日和田山」､ カワセミが飛ぶ清流「高麗川」、
500万本の曼珠沙華が咲き誇る「巾着田」など、豊か
な自然に恵まれたまちです。
　この自然環境を維持し、次世代に引き継いでいくため
には一人ひとりの環境に対する関心や意識が大切です。
　市では、年間を通して市内を散策し、身近な植物、
昆虫、水生生物及び野鳥等を知る「自然観察会」や小
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・山ガキ自然塾」を開催して
います。また、河川などの公共用水域の水質を保全す
るため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転
換を推進しています。
　結びに、長きにわたる貴会の活動に対し敬意を表し
ますとともに、活動の輪がさらに広がりますよう心から
ご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

・深谷市長　小島 進

　深谷市は、新紙幣の肖像画、そして今年の大河ドラ
マの主人公渋沢栄一翁の出身地です。栄一翁の雅号
「青淵」とは、生家の裏手に美しい淵があったことに
由来するといわれておりますが、市内には利根川、荒
川を始め幾筋もの川や、世界かんがい施設遺産に登
録された備前渠用水路など、多様な水辺の景観を有
し、水と緑に恵まれたまちです。
　当市では市民団体等による河川の清掃活動などが行
われており、豊かな自然環境を将来に継承していく為に、
市民、事業者及び行政が相互に連携、協働しながら河
川や水環境の保全に引き続き取り組んでまいります。
　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、今後のご活躍を心からお祈り申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

富士見市長　星野 光弘

　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た。ま
た、緑地や湧水が存在し、都心から30㎞圏内という
首都近郊にありながら、自然環境に恵まれたまちです。
　この地域資源である緑地と湧水を保全・活用し、自
然と歴史の学びの場として利活用を図るため、令和 3
年度においては、「湧水とみどりの活用基本方針」を策
定いたします。
　今後も、私たちの生活に、やすらぎとうるおいを与え
てくれる自然環境の保全に努めてまいります。
　結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します
とともに、「せっけん運動」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。
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　    

ふじみ野市長　高畑 博

　ふじみ野市を流れる新河岸川の周辺では、湧水群や
川沿いの斜面林など水と緑豊かな自然環境が残ってお
ります。また郊外には田園風景が広がり、緑豊かな景
観が継承されております。
　当市では毎年、河川の水質を継続的に調査し、その
結果を「環境年次報告書」としてまとめ、ホームページ
で公開しているところです。また、環境保全の観点から、
合成洗剤などの使用を控え、環境負荷の少ない石けん
の使用を推奨しております。
・・当市の目指す環境像である、「みんなではぐくむ・緑豊
かな住みよいまち・ふじみ野」の実現に向け今後も各種
施策を展開してまいります。
　結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します
とともに、貴会の更なるご発展を心からご祈念申し上
げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

松伏町長　鈴木 勝

　松伏町は、埼玉県の東南部、都心から約 30㎞圏に
位置し、江戸川・中川・大落古利根川の3本の河川に
囲まれた水と緑豊かな町です。
　本町では、今年４月に本町を含む近隣５市１町で「ゼ
ロカーボンシティ」共同宣言を行い、2050 年までに
二酸化炭素などの温室効果ガスの排出実質ゼロを目指
す表明をいたしました。国際社会の一員として、住民
や事業者と協働し、将来にわたり持続可能な脱炭素社
会の構築に取り組みます。
　また、二酸化炭素の排出削減のみならず、豊かな環
境保全のための活動や啓発の推進に努めてまいります。
　貴会の長年にわたる環境活動への取り組みに心から
敬意を表しますとともに、今後ますますのご発展とご活
躍をお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

三郷市長　木津 雅晟　

　三郷市は、埼玉県の東南端に位置し、交通利便性
の高さや安全・安心のまちづくりなどにより、人口増加
と企業進出が続く一方、東西を江戸川と中川が流れる、
水と緑に囲まれた自然豊かなまちです。
　本市では、今年 3月に策定しました第2次三郷市環
境基本計画に掲げる将来の環境像「豊かな水と緑とと
もに　環境について考え、創造に取り組むまち」を実
現するため、市民・事業者・市の協働により、自然を
身近に感じられるまちをつくり、環境保全・創造の取
り組みを進めています。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
新型コロナウイルス感染症予防の観点からも、「せっけ
ん運動」の輪がさらに広がりますことをご祈念申し上げ
ます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

皆野町長　石木戸 道也

・ ・皆野町は、埼玉県の西北、秩父地域の東北にあって
都心から80km圏域に位置する豊かな緑と自然に囲ま
れた町です。
　当町では、幼稚園・各学校用に貴会の石けんを購入
し、今日まで使わせていただいております。子どもたち
や先生からは、「手が荒れなくてよい」という声も聞こ
えてきており、大変好評を得ています。
　貴会の皆様におかれましては、かけがえのない自然
環境を後世に残すため、長年にわたり、水環境保全活
動に取り組まれておりますことに対して心から敬意を表
します。
　今後とも、皆様の「石けん運動」の輪がますます
広がっていきますことを心よりご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

宮代町長　新井 康之

　宮代町は、埼玉県北東部にあり、大落古利根川をは
じめとする豊かな水辺環境と、さいたま緑のトラスト保
全第5号地である山崎山の雑木林など、多くの緑に恵
まれたまちです。
　緑は、人々の心を豊かにするだけでなく、二酸化炭
素の吸収源として環境負荷の低減にも大きな力となっ
ていますので、町ではこの身近な緑を住民と力を合わ
せて大切にしています。SDGs やカーボンニュートラル
の実現に向けた動きが世界中で高まるなか、環境負荷
低減の重要性はますます大きくなります。
　せっけん運動も、身近で手軽な環境活動として、さ
らに注目されていくことと思います。せっけん運動から、
環境活動の輪が大きく広がることを心から期待してい
ます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

三芳町長　林 伊佐雄

　三芳町は、首都圏 30㎞圏という好条件に位置し、
みどり豊かな武蔵野の雑木林や三富新田に代表される
田園風景が広がる自然と都市機能が調和したまちです。
本町では、生活排水の適正処理のため、公共下水道
接続率の向上や合併浄化槽の普及促進により生活排水
処理率向上に努めています。
　さて、今年の合言葉は「見直そう！せっけんパワー　
変えよう！私と地球の未来」となっております。現在、
新型コロナウイルス感染予防のため、石けんを使用し
た手洗いや手指消毒の励行など、衛生環境の充実が改
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。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

毛呂山町長　井上 健次

　毛呂山町は、埼玉県南西部に位置し、緑と清流に恵
まれた里山の田園風景が広がる自然豊かな町です。
　町では、SDGs の推進を目的として、親しみのある町
マスコットキャラクターを使用した『もろやま×SDGs』

の独自のロゴマークを作成しました。また、町内河川
の水質・事業所排水などについて環境測定を行うなど、
持続可能な社会の目標達成に向けた様々な取り組みを
継続しております。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
「石けんの良さを広めることで美しい緑と清流を未来へ
引き継ごう」という素晴らしい活動の輪がますます広が
りますことを心よりご祈念しております。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

八潮市長　大山 忍

　八潮市は、埼玉県の東の玄関口として発展しつつも、
中川、綾瀬川、大場川などの河川に囲まれており、豊
かな水辺の環境に恵まれています。
　本市では、市民にとって最も身近な自然として親しめ
る水辺空間の創出を図るため、葛西用水の親水化整備
にも取り組むなど、「水と緑にふれあえる、環境にやさ
しいまち八潮」の実現を目指しています。
　今後も、各種イベント等での生活排水対策の普及・
啓発を行い、河川浄化対策を推進してまいります。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
活動の輪がますます広がりますことをご祈念申し上げ
ます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

横瀬町長　富田 能成

　横瀬町は、埼玉県の西部、秩父地域に位置する人口
約 8,000人の小さな町です。都心から70㎞圏内と簡
単にアクセスできる場所ながら、県内最大級の寺坂棚
田や美しい里山風景が残る緑と水の自然に恵まれたと
ても住みよいまちです。
　当町では、四季折々の美しい景観のなか、多様な幸
せが花開く「カラフルタウン」をめざして、私たちの誇
りである雄大な武甲山や清らかな横瀬川、澄みわたる
空気を次世代に引き継げるよう努め、生活排水浄化の
促進や、町民と力を合わせ、環境保全運動等を実施し、
環境との共生にも努めています。
　貴会の長年にわたる取り組みに心から敬意を表し、
今後もその活動の輪が一層広がるよう心からご期待申
し上げます。
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「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

吉川市長　中原 恵人

　吉川市は、東に江戸川、西に中川が流れ、古くから水
の恵みを享受してまいりました。「吉川に来て、なまず、
うなぎ食わずなかれ」といわれ、市内の料亭では川魚
料理が供されてきました。最近では他の飲食店でもなま
ず料理を堪能できるようになり、広がりをみせています。
　このような「川の郷」を次世代へ受け継いでいくため、
公共下水道への接続や浄化槽の維持管理の啓発、合
併浄化槽への転換促進により水質の保全を図っており、
美しい水環境の創出に向けて引き続き取り組んでまい
ります。
　最後に「せっけん運動」を通じて、貴会の活動の輪
がますます広がりますことを心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間　町長メッセージ　　　　     

吉見町長　宮崎 善雄

　新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本の一つ
に「手洗い」があります。厚生労働省や内閣府において
も「正しい手の洗い方」を公開しており、改めて手洗い
の大切さが推奨され、人にも環境にも優しい石けんの
良さが再認識されていることと存じます。
　吉見町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東部に荒川、
南西部に市野川が流れる、水と緑に囲まれた自然豊かな
町です。そして、この豊富な水資源は、多くの恵みをこ
の地にもたらし、私たちの生活に憩いと潤いを与えてくれ
ました。この身近な「水と緑」を守るためには、一人ひと
りの環境に対する意識を高めていくことが重要です。
　長年にわたり「せっけん運動」を通して、水質保全活
動に取り組まれている貴会に心から敬意を表しますとと
もに、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。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

寄居町長　花輪 利一郎

　豊かな水の恩恵を受けた「水の郷」寄居町は、埼玉
県の北西部に位置し、中央を流れる荒川や名水百選に
認定された風布川（ふうっぷがわ）・日本水（やまとみず）
をはじめ、多くの河川・水路が町内を流れております。
この恵まれた水資源を後世に受け継いでいくため、本
町では公共下水道や農業集落排水の整備、公設浄化
槽設置の推進等、生活排水処理に関する施策に力を注
いでおります。
　しかしながら、健全な水環境を保つためには行政の
施策だけではなく、住民皆様の日常生活における環境
への配慮が不可欠です。
　貴会の長年にわたる地球の未来のための取り組みは
大変意義深いものであり、心から敬意を表するととも
に、活動の輪がますます広がることをご期待申し上げ
ます。

「シャボン玉月間によせて」　　　　　　　　 

嵐山町長　佐久間 孝光

　本町は、埼玉県のほぼ中央部に位置し、美しい緑と
清流に囲まれ、国蝶オオムラサキが生息する自然豊か
な町です。関越自動車道嵐山小川インターチェンジに
より交通の利便性も良く、「蝶の里らんざん」として多く
の方に親しまれています。町南部を流れる槻川周辺は、
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が注目されている今、貴会の
長年にわたる、水環境の保全に向けた取り組みに敬意
を表しますとともに、今後ますますのご活躍をご祈念申
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

和光市長　柴﨑 光子

　和光市は、東京都に隣接しながらも、荒川沿いの農
地、斜面林や湧き水など豊かな自然に恵まれた土地で
す。また、鉄道3路線が乗り入れる和光市駅や東京外
環道の2つのインターチェンジを擁する、利便性の高
い住宅都市として発展してきました。
　当市では、「第3次和光市環境基本計画」を策定し、
市民協働による自然環境保全や地球温暖化対策実行
計画を推進する等、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「和光市自然環境マッ
プ」を改訂し、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水環境保全への取り組みに深く
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。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

蕨市長　賴髙 英雄

　蕨市は、市域が日本一小さく、コミュニティが豊かな
特性を活かし、市民の皆さんとの協働で、花いっぱい
運動や環境に配慮したライフスタイルの普及など、循
環型で美しいまちを目指しています。
　第2次蕨市環境基本計画では、望ましい環境像に
「みんなでつくる　人と自然が共生し、地球環境にやさ
しい　コンパクト・エコ・コミュニティ『わらび』」を掲げ、
水環境を守る行動として、洗剤の使い過ぎを控えるほ
か、なるべく石けんを使用するなど、誰もができる取り
組みを環境行動ガイドラインに定め、環境にやさしい
まちづくりを進めているところです。
　コロナ禍により、こまめな手洗いが励行される新しい
生活様式が普及するなか、貴会の「せっけん運動」の輪
が一層広がっていくことを心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

千葉県知事　熊谷 俊人

　私たちのふるさと千葉県は、三方を海に囲まれ、温
暖な気候の下、豊かで多様な自然環境に恵まれていま
す。将来の世代もこの豊かな環境の恵みを享受できる
よう、環境を保全していくことは、現在を生きる私たち
の重要な責務です。河川・湖沼・海域は、県民の憩い
の場や漁場として県民に豊かな恵みをもたらしており、
多様な生物が生息・生育することのできる水環境の保
全が必要です。このため、千葉県では、国や市町村と
連携しながら、河川や手賀沼・印旛沼を生かした環境
整備に向けた取り組みを進めています。
　「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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

旭市長　明智 忠直　

　旭市は、千葉県の北東部に位置し、南部には九十九
里浜、北部には干潟八万石といわれる房総半島屈指の
穀倉地帯が広がっており、産出額全国第６位を誇る農
業をはじめ、水産業、商工業などバランス良く成長し
ています。
　当市では、「環境基本計画」を策定し、水環境につ
いては市内河川の定期的な水質検査や合併処理浄化
槽への転換促進・下水道による生活排水の適正処理等
により河川の水質改善に取り組んでおります。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、
今後も市民の皆様や事業所等と協力のうえ環境保全に
努めていく所存であります。
　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、今後も「せっけん運動」の輪がますます広が
りますよう心からご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」市長メッセージ　　　　　

我孫子市長　星野 順一郎

　我孫子市は、手賀沼と利根川の水系に抱かれた水と
緑の自然豊かな住宅都市として発展してきました。
　市ではこれまで、市民の健康や水環境の安全を確保
するため、石けんの利用を推進してきました。家庭や
学校・保育園・事業所などから排出される廃食油を回
収し、NPO団体が石けんにリサイクルする資源循環に
先駆的に取り組み、小・中学校や保育園の食器、調理
器具等の洗浄に石けんを使用しています。また、イベ
ントなどで石けんの使い方や環境への関わりについて
の啓発活動にも努めています。
　今後も、市のシンボルである手賀沼を守り、将来を
担う子どもたちに、水と豊かな自然環境を継承していく
ために、市と市民・事業者の皆様と力を合わせ環境に
負荷を与えない暮らしを推進して参りたいと考えており
ます。
　結びに、貴会の益々のご発展をお祈り申し上げ、メッ
セージとさせていただきます。

「石けんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

市川市長　村越 祐民

　市川市は、千葉県の北西部に位置し、江戸川を挟ん
で東京都に隣接し、緑地が広がり、南は東京湾に面し
ており、緑地と水辺の自然環境に恵まれた環境・文教
都市として発展してまいりました。この貴重な緑地と水
辺の自然環境をいつまでも大切に守っていかなければ
ならないと考えております。
　現在、本市は、第三次市川市生活排水対策推進計
画を推進しており、市民との協働のもと、生活排水対
策を進め、良好な水環境の確保に努めています。
　貴会の長きにわたる活動に対し、深く敬意を表しま
すとともに、今後、活動の輪がより一層広まることを心
より願っております。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

市原市長　小出 譲治

　市原市は、千葉県の中央に位置し、北部の臨海部に
国内有数の石油化学コンビナート地帯が立地する一方、
南部には市を縦断する養老川に育まれた緑豊かな里山
が広がり、自然と産業が調和した街として発展を続け
ています。
　こうした本市ならではの魅力や地域資源を活かし、
本年5月に千葉県内の自治体として初めて「SDGs 未
来都市」及び「自治体 SDGsモデル事業」に選定され
ました。
　今後はより一層、市民・各種団体・企業など様々な
ステークホルダーとの対話と連携を推進し、「SDGs の
シンボルとなるまち」の実現に向けて取り組んでまいり
ます。
　最後に、貴会の長年にわたる石けんを通じた水環境
保全活動に敬意を表しますとともに、この活動の輪が
一層広がることを、心から御祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

印西市長　板倉 正直

　印西市は、千葉県の北西部に位置し、東京都心か
ら40キロメートル、成田空港にも近接し、里山に代表
される豊かな自然と北部を利根川、南東部を印旛沼、
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千葉
ニュータウンを有した自然環境と都市環境が調和した
まちです。
　この豊かな自然環境と良好な都市環境を継承してい
くための取り組みの一つとして、生活雑排水などが流れ
込んだ河川の水質を改善するため、高度処理型の合併
処理浄化槽の設置を推進し、水環境の保全について努
めてまいります。
　このような環境施策を推進するためには、今後も自
然環境意識の高揚を図る必要があると考えることから、
環境学習等を通じて環境保全の重要性を認識してもら
い、市民や事業者と協働で環境課題に取り組んでまい
ります。
　結びに、貴会の長年にわたる水環境の保全活動に心
から敬意を表しますとともに、今後益々の御発展をご
祈念申し上げます。
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

浦安市長　内田 悦嗣

　近年、環境を取り巻く状況は、日々変化し、時代に
即した施策が常に求められています。
　そのような中、本市では、令和 3 年 3月に第 3 次
浦安市環境基本計画を策定し、今後10 年間を見据え
た、様々な施策に取り組んでいるところであり、廃食油
の拠点回収やリサイクルせっけんの普及活動は、環境
負荷を低減させる実例として、今後も継続していかなけ
ればならないと考えています。
　結びに、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、コロナ禍の生活習慣として重
要性が再認識されている「せっけんでの手洗い」など、せっ
けん運動の輪が広がりますことをご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

御宿町長　石田 義廣

　御宿町は黒潮おどる太平洋に面し、2㎞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。年間を通し温
暖な気候に恵まれ、住みよいまちづくりを進めています
が、水環境の維持保全は観光業をはじめ、漁業・農業
など全ての産業発展の基盤を支えるものであります。
　美しい自然環境を未来世代に引き継いで行こうとする
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。改めて当町においても教育、公共施
設での使用をはじめ「せっけん運動」を進めていきた
いと思います。
　今後とも、皆さまの活動がより広く展開されますこと
を、心から念願しております。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

勝浦市長　土屋 元

　勝浦市は、千葉県の南東部に位置し、海域公園と海
岸部は南房総国定公園に指定され、快水浴場百選、日
本の水浴場 88選、日本の渚百選に選定されている守
谷海水浴場などがあります。古くから漁師町として栄え、
勝浦漁港は県内屈指の漁獲量であり、特にカツオの漁
獲量は関東地方の漁港では最大となっています。

　また、太平洋に面し、黒潮の影響から年間を通し温
暖な気候に恵まれており、移住・定住を進めておりま
すが、水環境の維持保全は、観光業をはじめ、漁業・
農業などの産業振興の基盤となるものです。
　貴会の活動が、多くの方々の環境意識を高め、貴重な
水環境の維持保全に繋がることをご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

鎌ケ谷市長職務代理者　鎌ケ谷市副市長
北村 眞一

　鎌ケ谷市は、昭和 46 年 9月１日に市制を施行し、
令和 3年９月１日に市制施行50周年を迎えます。
　本市は、手賀沼水系、印旛沼水系及び東京湾に流れ
ていく真間川水系のすべての最上流部となっているた
め、水質浄化対策を進めることの重要性を認識してお
ります。日頃から家庭雑排水処理施設による水質浄化
に努め、公共用水域の水質調査を継続して実施してお
ります。今後も、一人ひとりができる小さな取り組みを
推進し、水環境の保全に努めてまいります。
　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。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

木更津市長　渡辺 芳邦

　木更津市は、東京湾アクアラインを通じて都心に近
接しながら、里山・里海に囲まれた自然豊かなまちです。
　中でも、市内を流れる小櫃川は、水道水源や農業
用水として利用されているだけではなく、山、里、海へ
と豊かな恵みの繋がる重要な水資源となっており、そ
の良好な水質の保全を図ることは、将来にわたって重
要であると考えております。
　また、本市では、「人と自然が調和した持続可能なま
ちづくりの推進に関する条例」（通称：オーガニックな
まちづくり条例）を2016 年に施行し、環境に配慮し
た事業活動や暮らし方を奨励しており、官民一体となっ
て、環境保全に取り組んでおります。
　貴会の活動に対し、心から敬意を表しますとともに、
「せっけん運動」を通じて、水環境を守る輪が一層広
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 行政からのメッセージ　2021

sekken undou network せっけん運動　No.191　2021.1030

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　    

栄町長　岡田 正市

　栄町は、利根川や印旛沼をはじめとする恵まれた水
環境や、里山などを有す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いでいくため、当町
では公共下水道の適正な管理や、補助制度を活用した
合併処理浄化槽の普及、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、良好な水質の保全に努
めています。
　今後も引き続き、町民や事業者の方々の協力を得な
がら、環境負荷の軽減や、恵まれた自然環境の維持・
保全に取り組んでまいります。
　結びに、貴会の長年にわたる活動に対し深く敬意を
表するとともに、水環境の保全に繋がる活動の輪が広
がりますことを心よりご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

佐倉市長　西田 三十五

　佐倉市は、千葉県北部、印旛沼の南側に位置し、人
口17 万 2千人余りの都市であり、谷津田を含む里山
の緑豊かな自然に恵まれ、城下町としての歴史と文化
が息づく街です。
　市民の憩いの場でもある印旛沼を初めとした豊かな
自然環境を次世代に引き継ぐことは、行政の責務であ
り、重要な施策のひとつでもあります。
　当市では、公共下水道の整備や高度処理型合併処
理浄化槽の普及など生活排水対策を推進するととも
に、印旛沼周辺の清掃や環境保全の啓発など流域自
治体等と『オール佐倉』で水環境の改善に努めており
ます。
　貴会の活動が、多くの方々の環境意識を高め、貴重
な水環境の改善に繋がることをご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

山武市長　松下 浩明

　山武市は千葉県の東部に位置し、都心へ約 60㎞、
LCCの国内便も多い成田国際空港にも約 20㎞、また、
日本有数の砂浜海岸である九十九里浜のほぼ中央で約
8㎞にわたり太平洋に面し、砂浜と松林が連なる海岸
部、田園風景が広がる平野部、サンブスギの美林が生
い茂る丘陵部により構成され、良好な自然景観を形成
しています。
　本市では、この豊かな自然や生態系を未来につなげ
るため、様々な取り組みを行っており、そのひとつとし
て、2050 年までに市内の二酸化炭素の排出量実質ゼ
ロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言しました。今
後もSDGs やゼロカーボンシティの取り組みとともに水
と緑を守る水質保全に努めてまいります。
　長年にわたり、水環境保全に取り組まれている貴会
に敬意を表するとともに、今後も更なるご活躍とご発展
を祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

酒々井町長　小坂 泰久

　酒々井町は印旛沼の恩恵を受け、豊かな自然環境
の中で130 余年の歴史を刻んできたまちです。これか
らも印旛沼における水循環系の再生は重要な課題であ
り、この印旛沼が人々にとって親しみのある湖沼であり
続けることは町民全ての願いです。
　時は正しく「SDGs」にあり、国内では「2050 年カー
ボンニュートラル」が宣言され、「持続可能な循環型社
会の形成」が、これからの環境対策のキーワードと捉
えます。町も次期の第６次総合計画の中で家庭雑排水
処理と公共用水域の浄化対策などに努め、印旛沼の浄
化に繋げ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しま
すとともに今後の更なるご活躍とご発展を祈念申し上げ
ます。



石けん使おう！　7月はシャボン玉月間 行政からのメッセージ　2021

sekken undou network せっけん運動　No.191　2021.1031

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 30㎞圏内で首都近郊の千葉
県北西部に位置し、森林をはじめとした里山、神崎川、
下手賀沼などの水辺に囲まれた自然豊かなまちです。
　しかしながら、私たちの生活が豊かになる一方、生
活排水などによる水質汚濁、廃棄物の増加などの環境
問題が生じています。
　こうした中、貴会の活動は市民の身近な生活から環
境保全を考える良い機会となっており、本市としまして
も市民・事業者・行政が連携、協力し一丸となって施
策を推進していくことが重要と考えております。
　貴会の皆様の水環境を保全する有意義な取り組み
に深く敬意を表すとともに、今後も活動の輪が広がり、
ますますの発展につながりますよう、心よりご祈念申し
上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

匝瑳市長　太田 安規

　匝瑳市は、九十九里海岸や丘陵部の里山など水と緑
あふれる環境を有しております。
　本市では、この豊かな自然や風土を将来にわたり保
全し、継承していくため、「海・里山・田園と共生し豊
かな生活をはぐくむまち　匝瑳市」を望ましい環境像
として掲げ、水質環境の保全に取り組んでおります。
　今後も、本市の目指す環境像の実現に向け、自然環
境、水質環境の保全に取り組むことが重要であると考
えております。
　ご承知のように、新型コロナウイルス感染症予防対策
として、手洗いの重要性が再確認されています。貴会の
長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、今後も貴
会の活動の輪が広がりますよう心から祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

袖ケ浦市長　粕谷 智浩

　袖ケ浦市は、東京湾沿い、千葉県のほぼ中央に位置
し、臨海部には工業地域を有し、内陸部には農業地帯
が広がるまちです。令和 2年 3月に「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
が調和したまちの実現を目指して、各種施策を推進し

ております。
　人間の営みが環境に対して、何らかの負荷をかける
ことは避けられませんが、一人ひとりが環境保全の意
識をもち、自然と調和した豊かな生活をどのように実現
していくかが大変重要な課題となっています。
　こうした中、貴会が行っている石けん運動による水
環境を保全する取り組みは、非常に意義深いものであ
り、活動の輪が今後ますます広がることを心からご期
待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

東金市長　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、市の北西部の台地・丘陵部には
里地・里山の風景を残し、南東部には田園地帯が広が
る自然豊かなまちです。
　本市では今年度、環境基本計画を作成しており、緑
豊かな自然と生物多様性の保全や公共用水域の水質
汚濁の防止など良好な水環境の保全を図ることにより、
子供たちの向かう未来が変わらず、自然豊かとなること
を願うものとする予定です。
　豊かな市民生活を過ごすにあたり欠かせないのは、
良好な水環境の保全であり、その実現のために取り組
む貴会による活動に感謝申し上げますとともに、皆様
の活動の輪が大きく広がることを心からご期待申し上
げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

富里市長　五十嵐 博文

　富里市は、北総台地の豊かな緑とみずみずしい農の
恵みにいだかれた自然豊かなまちです。農地が広がる
中に牧場が点在し、市の文化や歴史を今に伝えています。
　本市では、SDGs の視点を取り入れた環境負荷の低
減を図る持続可能な社会を目指すとともに、自然環境
を守るため「豊かな自然に抱かれた安心して暮らせるま
ち富里」を望ましい環境像として掲げ、市民・事業者・
行政が連携して様々な取り組みを推進していきます。
　貴会による水環境保全活動は、大変意義深い活動で
あると敬意を表しますともに、今後益々のご発展を心
からお祈り申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

流山市長　井崎 義治

　流山市は千葉県の北西部に位置し、昭和42年1月
に千葉県で20 番目の市として誕生し、今年１月には人
口が20万人を超える都市となりました。
　この間、江戸川や利根運河、坂川といった河川に恵
まれた水辺環境と緑豊かな住宅都市として発展をして
きました。近年は、都市のイメージを「都心から一番
近い森のまち」として、水辺と緑豊かな住環境を維持
しながら「住みたい、住み続けたい」街づくりをこれか
らも進めてまいります。
　貴会の「せっけん運動ネットワーク」の地域環境保全
に向けた積極的な活動に敬意を表します。また、日頃
からの取り組みに心から感謝を申し上げますとともに、
貴会のますますの御発展を心よりお祈り申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

成田市長　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、平成 6年から「生活排水対策推進計画」
を策定し、基本理念に「きれいな水を取り戻し守る」を
掲げ、下水道の整備や、合併処理浄化槽の設置促進に
よる生活排水の適正な処理の推進を図っております。
　また、豊かな自然と地域環境を守り育てるため、講
演会等を開催するなど、啓発活動にも取り組んでいる
ところです。
　貴会が取り組んでいる身近な排水対策である石けん
運動を通した水環境の保全活動に敬意を表するととも
に、この活動の輪が益々広がり、大きく発展されます
ことを期待しております。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　      

野田市長　鈴木 有

　野田市は千葉県の北西部に位置し、東を利根川、西
を江戸川、南を利根運河が流れ、豊かな水と緑に恵ま
れた多彩な自然環境に包まれたまちです。
　また当市では、玄米黒酢を散布することで、減農薬
や減化学肥料による米づくりを推進するとともに、未来

を担う子供たちに多くの生き物がいる自然環境を残す
ため、冬みず田んぼの設置や生物多様性のシンボルと
してコウノトリを飼育、放鳥を進めております。
　また、江戸川クリーン作戦をはじめ、市民の皆さまと
も協働しながら、今後もこの豊かな水環境をつないで
いきます。
　貴会の長年にわたる水質保全活動に敬意を表します
とともに、今後益々のご発展をご祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

船橋市長　松戸 徹

　船橋市は、人口64万人が暮らす全国有数の都市で
ありながら、東京湾三番瀬や海老川などの貴重な自然
があります。これらが生み出す潤いや恵みが、良好な
環境を守り育てる行動へとつながるよう、本市では令
和 3年 3月に新たな環境基本計画を策定しました。
　近年、地球温暖化に伴う異常気象や、プラスチック
類による海洋ごみ問題など、生態系を脅かす状況が世
界的な規模で生じています。
　こうした中、貴会の皆様が長年にわたり、環境保全
意識の高揚に寄与する活動を継続されていることに深く
敬意を表します。恵み豊かな環境を未来へつなぐため
に、皆様が益 ご々活躍されることを期待しています。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

松戸市長　本郷谷 健次

　松戸市は千葉県の北西部に位置し、東京都と埼玉県
に隣接する本市の人口は49万人を数えます。その一方
で、江戸川のほか中小河川など多くの川が流れ、恵ま
れた自然環境が多く残るまちです。
　本市では、平成10 年に策定した「松戸市環境計画」
に基づき、1.人と生きものが共存しているまち、2.健
康的な日々を過ごすための環境が整ったまち、3. 地球
の環境にやさしいまちを「まちのあるべき姿」と位置づ
け、総合的な環境行政を推進してまいりました。
　貴会の活動は、より良い環境を未来へ引き継ぐため
の環境保全に大きく寄与するものであり、皆様の長年
の活動に敬意を表しますとともに、今後ともこの活動の
輪が広がり、より多くの方の環境意識が高まることを
期待しております。
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「しゃぼん玉月間」に寄せて　　　　　　     

南房総市長　石井 裕

　南房総市は房総半島の南部に位置し、温暖な気候、
豊かな自然の恵みを受けています。
　本市では、目指すべき環境像を、「一人ひとりが考え、
地域で守り、地域で創る環境のまち・南房総」とする「第
2次南房総市環境基本計画」を策定し、市民並びに
事業者の皆様と行政が一体となって、環境負荷を低減
した豊かなまちづくりに取り組んでいます。
　水環境の保全に関しては、単独浄化槽から合併浄化
槽へ転換する方への補助制度や、河川等水質調査を継
続して実施しています。
　結びに、貴会の水質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 

八街市長　北村 新司

　八街市は、肥沃な土壌環境を活かした農業が盛んで
あるとともに、ホタルを始め多種多様な生物が生息す
る水辺や里山など緑豊かな自然を有しています。
　「豊かな自然と共生する街」を市基本構想の一つと
し、市内河川等の水質測定や、公共下水道の整備・接
続の推進、高度処理型小型合併処理浄化槽の設置促
進などの生活排水対策に取り組み、また、使用済み植
物性食用油の拠点回収を行い、水質の保全を図ってお
ります。
　この恵まれた自然環境を維持し、次世代へ引き継ぐ
ためには、今、直面している環境問題に一つ一つ取り
組み、市民一人ひとりが環境保全に対する意識の高揚
を図っていくことが重要であると考えております。
　結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します
とともに、活動の輪が今後も大きく広がっていきますこ
とを心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

八千代市長　服部 友則

　八千代市は，首都 30キロ圏内に位置する人口20万
人の都市です。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、本年３月に八千代市第３次
環境保全計画を策定し、ゼロカーボンシティに向けた
取り組みを始めたところです。
　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。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

四街道市長　佐渡 斉

　首都圏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。本市の魅力の一つである
豊かな自然環境を守り、次世代へ引き継いでいくため
には、市民一人ひとりの環境保全に対する意識の高揚
を図っていくことが重要であると考えております。
　昨今のコロナ禍においては、こまめな手洗いが励行
されており、石けんの需要が高まっております。これを
機に貴会の活動が幅広く認知され「せっけん」を通じた
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。
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

昭島市長　臼井 伸介

　昭島市は北に玉川上水、南には多摩川が流れ、豊か
な水と緑に恵まれたまちで、東京都内で唯一、深層地
下水100％のおいしい水道水を飲むことができます。
　ミネラルウォーターと変らないおいしい水のＰＲと、
使い捨てプラスチックの削減を目的に、市内４駅の駅
前ロータリーに市オリジナル給水スポットを設置し、マ
イボトルなどで身近にご利用いただく取組をおこなって
おります。また、小中学校の児童・生徒には「あきしま
の水マイボトル缶」及び「ボトルカバー」を配布し、水
の大切さと環境への意識啓発を育みました。
　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　　　　　　　　　

あきる野市長　村木 英幸

　あきる野市は、秋川渓谷に代表される豊かな自然環
境に恵まれた「東京のふるさと」です。本市では、市内
の清流を地域のかけがえのない財産として守り残すた
めに、「清流保全条例」を制定しており、水質保全・水
量確保・親水環境の保全の３点から、市民・事業者・
市の三者が一体となり、清流保全に取組んでいます。
　昨今、SDGs の取組が世界的な広がりを見せている
ことからも、貴会の石けん運動を通じた環境保全の取
組は大変意義深いものでありますので、今後も活動の
輪がますます広がり、次世代への豊かな水環境の継承
に繋がりますよう、心より期待しております。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

足立区長　近藤 やよい

　足立区は、令和 3 年 3月に2050 年までに二酸化
炭素排出実質ゼロを目指すことを宣言しました。四方
を河川に囲まれた、水と緑豊かな当区の環境を30 年
後に残せるか否かは、これからの私たちの責任ある行
動にかかっています。
　区では、未来を担う子ども達に対して「水」「エネル
ギー」「生物多様性」などの環境問題を学べるＩＣＴ教
育対応の「あだち環境学習教材」を制作しました。教
科書の内容や SDGsと関連させ、授業で活用しやすい
よう工夫しており、ウェブでも公開しています。これか
らも環境問題を我が事と捉え、行動変容に繋げていけ
るような取り組みを、関係機関と連携して進めてまいり
ます。
　貴会の長年継続している石けん運動に敬意を表し、
更なるご発展をご祈念致します。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

板橋区長　坂本 健

　板橋区は、「東京で一番住みたくなるまち」の実現を
めざしています。
　環境面では「緑と環境共生」を掲げ、自然環境と生
物多様性の保全を図るため、自然とのふれあい促進な
どに積極的に取り組んでいます。その一つとして、区
立では珍しい熱帯環境植物館が今年４月リフレッシュ
オープンしました。当館は、海に見立てた水族館から
始まり、温室・冷室では高山帯までのジャングルを登っ
ていくような気分を味わえます。また、国内では当館で
しか見られない大きな淡水のエイがいます。ぜひ、見
学にいらしてください。
　末筆になりますが、貴会の長年にわたる環境問題へ
の取り組みに対し、敬意を表しますとともに、活動の
輪がいっそう広がりますことをご祈念いたします。



石けん使おう！　7月はシャボン玉月間 行政からのメッセージ　2021

sekken undou network せっけん運動　No.191　2021.1035

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

稲城市長　髙橋 勝浩

　稲城市は、多摩川の清流や大丸用水に代表される豊
かな水と多摩丘陵の緑につつまれた潤いとやすらぎの
あるまちです。多摩川の支流を活かして育てられたホタ
ルの輝きは、毎年、初夏の風物詩となっております。こ
の水と緑につつまれた稲城のまちを後世に引き継ぐた
め、市では、親水空間の整備や水質保全に対する取り
組み等の施策を推進しております。
　近年、環境保全に対する人々の意識は高まりを見せ
ておりますが、これは貴団体が、長年「石けん運動」
を通して環境保全活動に取り組まれてきた成果の表れ
でもあると感じております。
　貴団体のこれまでの活動に敬意を表しますと共に、
今後も活動の輪が大きく広がりますことを心よりご期待
申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

江戸川区長　斉藤 猛

　江戸川区は、江戸川、荒川など多くの河川と、東京
湾に囲まれた緑豊かな自然が多い都市です。「ゆたかな
心　地にみどり」を掲げ、区は全国初となる親水公園
を整備するなど、暮らしに潤いや安らぎあふれる「水と
緑のまち」となりました。
　本区は今年、「SDGs 未来都市」に選定され、SDGs
に掲げられている17のゴールに向けて、「経済」「社会」
「環境」の三側面を連動させ、共生社会の実現のため
に総合的な取組を行っております。これまで育んでき
た自然豊かなまちを次の世代に引き継ぐために、区民、
事業者と共に環境の保全を推進してまいります。
　最後に、長年にわたる貴会の「せっけん運動」に、
心から敬意を表するとともにますますのご活躍とご発
展を祈念申し上げます。　

「石けん使おう！７月はしゃぼん玉月間」に寄せて 

青梅市長　浜中 啓一

　青梅市は、総面積の約６割が水源を担う森林であり、
市の中央部には市内外の多くの方々に愛される御岳渓
谷を流れる多摩川とその支流、市の北部には、荒川水
系の支流となる霞川や成木川など自然に囲まれた河川

を有しています。
　本市では、この恵まれた豊かな自然環境を未来に引
き継ぐため、持続可能な開発目標である「SDGs」の
理念にもとづく環境保全活動を市民、事業者、行政が
一体となって取り組んでおります。
　貴会が進める水環境の保全活動に心から敬意を表し
ますとともに、「せっけん運動」を通じ、環境運動の輪
がより一層広がることを御期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  　　　　

大田区長　松原 忠義

　大田区は、日本の玄関口である羽田空港、高度な技
術力を持った中小企業、にぎわいあふれる商店街、歴
史と文化の香る住宅街など、多彩な魅力があるまちです。
　また、東京湾と多摩川に面する臨海部の豊かな水環
境と、絶滅のおそれのある渡り鳥「コアジサシ」の営
巣地など、貴重な自然を有しております。今後も都市
の中の美しい自然環境を次世代に継承するため、自然
共生社会の構築に取り組んでまいります。
　石けんは分解されやすいため、環境への負荷が少な
いと言われています。環境に配慮した貴会の取り組み
は大変意義深く、「石けん運動」をきっかけに、多くの
方々が環境への意識を高めることを心から期待しており
ます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

葛飾区長　青木 克德

　葛飾区では30 年ぶりに改定した基本構想において、
将来像を「みんなでつくる、水と緑と人情が輝く・暮ら
しやすいまち・葛飾」と掲げ、本区の特徴である７つ
の河川、美しい花や緑を守り、生かしたまちづくりを
進めています。
　今年は、本区の自然環境を生かし、江戸川柴又河
川敷に植えた２万球のチューリップの球根が見事に花
をつける中、子どもから大人まで各世代の人が親しみ、
やすらぎが得られる鑑賞イベントを開催することができ
ました。
　皆さんが長年取り組まれている人にも環境にも優しい
石けんの良さを広める運動と同様、私も引き続き、「きれ
いな水」に囲まれた葛飾の自然を守る取り組みを進めて
いきますので、今年も一緒に頑張ってまいりましょう！
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

北区長　花川 與惣太

　北区は、荒川をはじめとする４つの河川が流れるとと
もに、南北に走る崖線がある地理的特徴を有する水と
みどりのうるおいあふれるまちです。
　区では、地球温暖化対策が求められるなか、2050
年二酸化炭素排出実質ゼロをめざすことを６月に宣言し
ました。脱炭素社会の実現に向けて、温暖化対策をは
じめとする環境全般にわたる取り組みをさらに推進する
ため、「北区環境基本計画」の改定作業中です。取り
組みを推進するにあたっては、身近な環境問題に取り
組むことが、地球環境への取り組みにつながるものと考
えます。
　貴団体におかれましては、40 年以上にわたり水環境
を保全するための身近な活動を続けていることに対し
まして、深く敬意を表しますとともに、さらに活動の輪
が広がっていくことをご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

清瀬市長　渋谷 金太郎

　清瀬市は、都心からわずか25㎞圏内に位置しながら
も、2つの川と雑木林や農地が広がる自然環境豊かな
コンパクトシティです。
　昭和 30 年代後半、生活排水により柳瀬川の汚染が
進みました。しかし、公共下水道の整備と市民の皆様
の熱意によって柳瀬川は以前のような清流となって復活
しています。また、東京都の清瀬水再生センターの存
在も、清流復活に大きな役割を果たしたと言えます。
　私達の生活に欠かすことが出来ない水、水を上手に
大切に使うことは自然環境の保全に繋がり、豊かな生
活の営みに循環します。
　「せっけん運動」は、当市にとっても大変意義深いこ
とです。今後も、貴会がますます発展し、活動の輪が
広がりますことをご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

国立市長　永見 理夫

　国立市の南部には、東京の名湧水57選に選定され、
美しい透明度を誇るママ下湧水群や常磐の清水等の
豊潤な自然が多く残されています。

　国立市では、水循環基本計画を定め、雨水のかん
養や水質の向上などの総合的な水環境保全施策を行っ
ております。本年度は、雨水浸透ますの設置費補助金
制度、河川等の水質分析、雨水タンクのリユースなどに
取り組み、水環境の改善に努めて参ります。
　貴会が長年にわたって進めている「せっけん運動」も、
水環境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、貴会の運動がますます発展し、
人々の環境保全への意識がさらに広がっていくことをご
期待申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

江東区長・特別区長会会長　山﨑 孝明

　江東区は、環境基本計画に・2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会を契機とした「環境先進都市　
江東」の視点を盛り込み「水と緑豊かな地球環境にや
さしいまち」の実現に向け、区民・事業者・区がさま
ざまな活動や取り組みを行っています。自然の恵み豊
かな生活環境を維持し、未来へかけがえのない財産と
して繋げていくことは、まさに貴会の今年の合言葉「変
えよう！私と地球の未来」に通じるものと思います。
　貴会の長年にわたるせっけん運動に敬意を表します
とともに、この運動の輪が広がり実り多きものとなりま
すことを、心よりご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて　 

小金井市長　西岡 真一郎

　小金井市には、かつての自然の姿を残す国分寺崖線
や湧水を集めて流れる野川、広大な小金井公園や農村
地域のなごりを残す玉川上水など、水と緑の環境が豊
富に保全されております。
　市では、昨年度改訂した「第3次小金井市環境基本
計画」において、市民、事業者、市等がそれぞれの役
割を担い、協力してよりよい環境づくりに取り組むこと
で、この素晴らしい環境を未来に引き継ぐことを目指し
ております。
　「せっけん運動」は、誰もが気軽に取り組むことがで
きる環境保全活動です。この様な活動に長年にわたり
取り組まれる貴会に敬意を表しますとともに、この運動
の輪が環境保全意識の更なる高揚に寄与し、ますます
広がっていくことを期待しております。
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

国分寺市長　井澤 邦夫

　国分寺市は東京都の中心（重心）に位置し、都心に
近いながらも緑地・湧水・農地等、武蔵野の面影が残
る緑豊かな住宅都市です。本市では第二次国分寺市
環境基本計画において、「未来の子どもたちへ引き継ぐ
こくぶんじの豊かな環境」を望ましい将来像と定めて
います。　
　この豊かな環境という市民共有の財産を次の世代に
引き継ぐため、市施設内での合成洗剤の使用を控え、
純石けんを使用する取り組みを行っております。今後も
市民や事業者の皆様の協力のもと、様々な環境施策の
推進に努めてまいります。
　結びに、貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表し
ますとともに、今後も更なる活動の輪が広がりますよう
祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

小平市長　小林 洋子

　小平市には、玉川上水、野火止用水、狭山・境緑
道を軸とし、緑に囲まれた「小平グリーンロード」があり、
市民の憩いの場としてたいへん親しまれております。
　社会情勢は大きな変化の局面を迎えていますが、こ
の多様で豊かな自然環境を将来に繋いでいくため、当
市では本年3月に新たな環境基本計画を策定いたしま
した。【循環・調和・協働の「わ」を大切に・みんなで
気持ちよく暮らせるまち・こだいら】を目指して、新しい
生活様式の中で、一人ひとりが改めて環境との関わりを
見直し、環境に配慮した行動へと変容するよう、市民・
事業者と協力・連携しながら、取り組みを進めてまい
ります。
　最後に、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します
とともに、今後も更なるご活躍とご発展を祈念申し上げ
ます。

「シャボン玉月間に寄せて」　　　　　　　　

狛江市長　松原 俊雄

　狛江市は、比較的都心にアクセスしやすく「住宅都市」
として発展しながらも、多摩川と野川が流れる豊かな
自然環境を有しています。
　市の将来都市像「ともに創る・文化育むまち・～水と緑
の狛江～」には、潤いや安らぎを与えてくれる自然環境
を大切に守り、次世代へ引き継いでいくという想いが
込められています。また、環境配慮の取り組みとして、
学校では給食の食器洗いの際に合成洗剤ではなく植物
原料の洗剤や石けんを使用しています。今後も、自然
環境との調和を図りながら、いつまでも愛されるまち
を目指し邁進してまいります。
　結びに、長年にわたる貴会の活動に深く敬意を表し
ますとともに、今後の更なるご活躍とご発展を祈念申し
上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

品川区長　濱野 健

　品川区は、東京湾に面して運河が南北に伸びている
ほか、両岸に桜並木の続く目黒川が区内の東西を流れ
るなど豊かな水環境があります。
　本区では、令和 2年 4月に品川区長期基本計画を
策定し、地域分野の政策の柱のひとつとして「水と親
しむみどり豊かなまちづくり」を掲げ、立会川・勝島
運河環境美化運動や河川の水質改善・監視、水辺空
間の整備等を実施しております。新型コロナウイルス
の影響等により社会情勢は大きな変化の中にあります
が、新しい生活様式においても、水環境の保全にむけ、
区民・事業者・区の協働により取り組んでまいります。
　長きにわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、
せっけん運動の取り組みがますます広がっていくことを
ご祈念申し上げます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

渋谷区長　長谷部 健

　渋谷区では、持続可能な社会の実現に向け、「渋谷
区環境基本計画 2018」を策定し環境分野にかかる施
策を着実に進めてきました。また、本計画の進捗に伴い、
区民、事業者等の環境保全に向けた2期目の行動計
画を本年 4月に策定したところです。
　河川への取り組みとしては、渋谷川の清流復活事業
を行っています。下水を高度処理し清流復活水を放水
することで、河川の復活と新たな憩いの場を創出しまし
た。国や都が地球温暖化などの環境問題の解決に向け
て脱炭素社会の実現への動きを加速させるなか、区と
してもより一層、施策を研究し実現に向けて取り組ん
でまいります。
　結びに、皆様の活動のさらなるご発展を心よりご祈
念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

新宿区長　吉住 健一

　新型コロナウイルス感染症予防対策において、生活
に身近ですぐ取り組める石けんでの手洗いは、大切な
ものとなっています。手洗いに必要な「水」の環境をは
じめ様々な環境保全を図るため、新宿区は持続可能な
環境都市・新宿を目指し、取り組んでいます。
　今年６月、本区は2050 年までに区内のＣＯ２排出
量実質ゼロを目指すまち「ゼロカーボンシティ」の表明
を行いました。今後、区は区民・事業者と一丸となり、
これまで以上に協働・連携を深めて、地球環境に配慮
した環境都市づくりを進めていきます。
　貴会の「石けん運動」を通じて、より多くの方が水環
境保全の意識を高め、次の世代に繋がっていくことを
ご期待申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

杉並区長　田中 良

　杉並区では、環境基本計画に「区民一人ひとりが創
る持続可能な環境住宅都市杉並」の実現を掲げ、将
来の世代に良好な環境に恵まれたまちを引き継ぐため、
地球温暖化対策や自然環境の保全等の施策を展開して
います。
　昨年度は、河川生物調査を行い、水生生物の生息

状況や良好な水質の保全等を確認いたしました。これ
らの結果は、区公式 HP への掲載や図書館等区立施
設での供覧、区立小中学校へ配付を行う等、区民の
皆様等に河川の役割や機能への理解を深めていただ
き、良好な河川環境を守ること等に役立てています。
　長年にわたる貴会の水環境を保全する取り組みに敬
意を表するとともに、さらなる発展をされますようご祈
念しております。

「石けん使おう！ ７月はシャボン玉月間」に寄せて

墨田区長　山本亨

　墨田区は、隅田川や荒川などの豊かな水辺に恵まれ
た環境にあり、“ 水と緑に親しみ、うるおいとやすらぎ
が実感できる”まちづくりを進めています。
　「すみだ環境の共創プラン（第二次）」では、将来像
を “みんなで創る環境にやさしいまち「すみだ」”と位置
付けて、“身近な緑と水辺に親しみ、生きものとふれあ
えるまち”を目標の一つに掲げています。その達成に
向けた取組みとして、水の循環を通して、環境問題に
ついて学ぶ体験型学習「水の循環講座」を行うなどの
普及啓発に努めています。
　より良い水環境を未来に引き継ぐために、貴会の活
動の輪がさらに広がり、発展していくことを心より御期
待申し上げます。

「７月はシャボン玉月間」に寄せて　　　　   

世田谷区長　保坂 展人

　世田谷区では、地球全体を襲う気候危機に対して令
和 2年10月に「世田谷区気候非常事態宣言」を表明し、
区民の生命と財産を守り持続可能な社会の実現に向け
て、区民参加のもと、自然の力を活かしたグリーンイン
フラの基盤づくりや自治体間連携による再生可能エネル
ギーの普及拡大など多様な施策に取り組んでおります。
　環境への負荷を軽減する取り組みは、一人ひとりの
ライフスタイルを変える日常的な行動が大切です。貴
会が長年取り組んでおられる「せっけん運動」は水環
境の改善に寄与するだけでなく、石けんを入り口として
広く環境問題を考えるきっかけとなっています。
　また、手洗いを励行する貴会の活動も、新型コロナ
ウイルスの感染予防対策としてもより意義深い取り組み
と考えております。貴会の長年の活動に敬意を表しま
すとともに、本活動の今後一層の発展を心より祈念申
し上げます。
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

台東区長　服部 征夫

　台東区の西側に沿って流れる隅田川は、江戸の時代、
物流の拠点として庶民の生活・経済を支え、芸術・文
化の発信拠点としても大変な賑わいを見せていました。
現在は、遊歩道や植栽を備えた親水空間、さらにはオー
プンカフェやアート作品が設置されるなど区内外多くの
方の憩いの場として親しまれています。
　貴重な水辺を次世代に引き継いでいくために、台東
区では水質調査や水生生物調査をはじめ、ハゼ釣りや
水辺観察など区民が貴重な水辺空間であることを実感
できるイベントを通じて、水質浄化と水辺環境意識の
向上に取り組んでいます。
　結びに、貴会の取組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ご期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

立川市長　清水 庄平

　立川市には、多摩川や玉川上水、残堀川などの水辺
と国営昭和記念公園に代表されるような多くの緑地が
広がっています。この豊かな自然を次代に引き継ぐため
には、市民の皆さん一人ひとりの取り組みはもちろん地
域、事業者等と連携・協働した取り組みの推進が欠か
せません。
　市の長期総合計画の中でも、自然の豊かさや大切さ
を理解するための情報を発信し、意識啓発を図ってい
くことや、市民意識や生活の多様化に応じた協働のあ
り方について検討を進めていくことを基本指針としてお
ります。
　環境や人にやさしい石けんの使用をはじめ、身近な
活動を意欲的に続けてこられた貴会の活動に敬意を表
すとともに、今後ますます発展されることを心よりご期
待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

多摩市長　阿部 裕行

　多摩市は昨年6月都内で初めて気候非常事態宣言を
いたしました。
　私たちはいま、新型コロナウイルス感染症との闘い
を続けておりますが、地球温暖化をくい止めるための
闘いも躊躇することなく前に進めていかなくてはなりま
せん。この２つの闘いは全く別の問題ではなく、将来
このまま温暖化が進んでいけば新たなウイルスの脅威
が私たちに及んでくるとの可能性を指摘する専門家も
少なくありません。
　私たちが地球温暖化問題に対してできることは、小
さいことかもしれませんが、一人ひとりの取り組みが大
きな力となって、この気候問題も解決できると信じてい
ます。マイボトルやマイバッグを持ち歩いたり、食べ残
しをなくしたり、そして合成洗剤を使わず石けんを使う
こともエシカルな消費行動につながっていくものだと考
えています。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。
　貴会の長年にわたる取り組みに深く敬意を表し、今
後も一層の成果が得られますよう心からご期待申し上
げます。

「シャボン玉月間によせて」　　　　　　　　

中央区長　山本 泰人

　中央区では、今年 3月に「ゼロカーボンシティ中央
区宣言」を行い、区民、事業者と一丸となって2050
年までに地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量
を実質ゼロにすることを目指す決意を表明しました。
　地球温暖化は、水温上昇による海や河川の水質の
悪化、降水の量や時期の変化による渇水の増加など水
環境を悪化させ、私たちの生活や生態系に大きな影響
を及ぼします。豊かな自然環境を次の世代に引き継ぐ
ため、地球温暖化の防止に向けて施策のさらなる充実・
強化を図ってまいります。
　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、活動の輪がま
すます広がる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　　　　　　　  

調布市長　長友 貴樹

　調布市は、都心に近い交通至便な地域でありながら、
深大寺周辺及び崖線の湧水や多摩川、野川など豊かな
水と緑に恵まれているまちです。本年４月に、調布市
と調布市議会は、「2050 年までに二酸化炭素排出を
実質ゼロ」にする「ゼロカーボンシティ」を目指すこと
を宣言し、地球温暖化対策に関する更なる取り組みを
推進しているところです。
　脱炭素社会の実現と同様に、貴団体が展開する「せっ
けん運動」による水環境の保全は、持続可能な社会に
つながる重要な取り組みです。長年にわたる活動に敬
意を表するとともに、今後もその輪が更なる広がりを見
せますことを心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

千代田区長　樋口 高顕

　千代田区は現在「コロナに打ち克つ」ことを最優先
課題として、日々、新型コロナウイルス感染症対策に取
り組んでおります。その中でも手洗いは、自分を守り、
他人を守り、地域を守るために欠かせない「新しい日常」
の基本的な行動です。国立感染症研究所によると、石
けんによるコロナウイルスの死滅率は99.999と発表さ
れています。
　貴会の40 年以上にわたる「せっけん運動」を通じ、
合成洗剤から石けんの使用を推奨し、環境・衛生活動
にご尽力いただいておりますことに、生活環境の保全
と改善に積極的に取り組む千代田区として敬意を表す
る次第であります。「シャボン玉月間」が更なる環境・
衛生の関心の高まりにつながりますことを心よりご祈念
申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

豊島区長　高野 之夫

　貴会の「石けん運動」を通じた水環境の保全活動に
敬意を表します。
　豊島区は昨年7月、都内で初めて「SDGs 未来都市」
「自治体SDGsモデル事業」のダブル選定を受けました。
また、今年2月には「ゼロカーボンシティ」を宣言し、「環
境都市としま」として大きな一歩を進めたところであり
ます。
　昨年7月にオープンした、としまみどりの防災公園（愛
称 IKE・SUNPARK）で開催するマルシェでは、フード
ドライブにも取り組むなどソフトの面でも環境公園で
す。また、海洋汚染の原因ともいわれているプラスチッ
クについては、資源回収の導入に向けた検討を進めて
おります。
　この活動の輪がますます広がり、大きく発展されま
すことを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 

中野区長　酒井 直人

　中野区では、令和 3年 3月に中野区基本構想を策定
し、10 年後に目指すまちの姿として、「安全・安心で住
み続けられる持続可能なまち」を掲げ、その実現に向け、
「脱炭素社会の推進」「ごみの減量やリサイクルの推進」
「みどりの保全と創出の推進」に取り組んでいます。様々
な環境施策を実施する中で、水環境の保全のための一
つの施策として、家庭より排出される使用済みの食用油
を回収し、石けんなどにリサイクルすることにより、川
や海の汚染を減らす取り組みをしています。
　環境への取り組みは、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。
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シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

西東京市長　池澤 隆史

　西東京市は、武蔵野の景観の中に、農地や屋敷林、
雑木林があり、日常生活の中で自然と触れ合えるすご
しやすいまちです。
　このような良好な環境を次世代に引き継いでいくた
め、「第２次環境基本計画後期計画」では、将来像と
して「自然とのふれあいを皆で大切に育む、すごしや
すい安心なまち　西東京」を掲げ、地域住民の健康
や環境保全をはじめとする「まち全体の健康」のため、
市民・事業者の皆様とともに持続可能な社会の実現に
向けた環境意識の醸成・協働の仕組みづくりや環境施
策の推進に取り組んでおります。
　貴会の長年にわたる水環境を守る運動に敬意を表し
ますとともに、より多くの皆様に活動の輪が広がります
よう心からご祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

練馬区長　前川 燿男

　練馬区は、都心近くに立地し、大都市東京の魅力を
享受しながら、公園や農地、樹林地など、豊かなみど
りを楽しめる住宅都市です。
　「練馬区環境基本計画2020」で設定した、「みどり」
「エネルギー」「清掃・リサイクル」「地域環境」の4分
野について、世界的な問題となっているプラスチックご
みへの対応や、気候変動への対応をはじめとする各種
施策に取り組んでいます。引き続き、区民・事業者の
皆さんと力を合わせて、みどりの風吹く豊かな環境の
まち練馬の実現に全力を尽くしてまいります。
　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待してい
ます。

シャボン玉月間によせて                                  

八王子市長　石森 孝志

　八王子市は、緑豊かな高尾山や陣馬山などの山々か
ら流れ出る清らかな水をたたえた16もの１級河川の源
流を有したまちです。この水と緑が織りなす自然を守り、
次世代に引き継ぐ取り組みの一つとして、本年１月、よ
り高度な機能を持った東京都の下水処理施設に移行を
いたしました。これにより河川に放流する水質を向上さ
せ、環境負荷を低減する環境に配慮したまちづくりを
進めております。
　貴会はこれまで水環境の保全を精力的に行っており、
その長年にわたる活動に深い敬意を表しますとともに、
新型コロナウイルスの感染予防の観点からも貴会の「石
けん運動」の輪が広がることを、心より祈念いたします。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

羽村市長　橋本 弘山

　羽村市は、多摩川や草花丘陵、玉川上水など、四季
を通じて、水と緑の美しい自然環境に恵まれ職住近接
のまちとして発展してきました。
　地球温暖化の深刻化や海上へ流出するプラスチック
ごみの社会問題など世界的な環境汚染が問題にされて
いる状況の中、現在、羽村市では、省エネ・創エネの
取り組みや地球温暖化対策を強化するとともに、ごみ
減量・再資源化を進め資源循環型社会の実現を目指し、
環境保全事業を積極的に展開しています。
　羽村市は、今後も水と緑を守り、環境に配慮したま
ちづくりを推進し、美しい羽村の自然環境を将来の世
代に継承してまいります。
　石けん運動を通して、水環境を保全する活動をされ
ている皆様のますますのご活躍を心からご期待申し上
げます。
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シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

東久留米市長　並木 克巳

　東久留米市には、「平成の名水百選」に東京都で唯
一選ばれた「落合川と南沢湧水群」があり、夏には水
と触れ合う子供たちの声が響き渡っています。市内に
は60以上の湧水箇所があり、湧き水による清流が流
れていますが、かつては生活排水等で悪臭がするほど
汚れていました。しかし、市民の皆様のご協力等により、
清らかな姿を取り戻すことができました。
　東久留米市では、平成 23 年に「湧水・清流保全都
市宣言」を行い、市民・事業者・行政が力を合わせて、
まちを潤す湧水と清流の保全に取り組み、現在に至っ
ています。
　水は命の源です。貴会が長きにわたり取り組まれてい
る水環境を守る活動に敬意を表しますとともに、活動の
輪が一層広がりますことを心よりご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

東村山市長　渡部 尚

　東村山市は、都心からも近い里山の八国山緑地、花
菖蒲や曼珠沙華といった季節の花を楽しめる北山公
園、人権の森構想の実現に向けた活動が進められてい
る国立療養所多磨全生園など、豊かな緑に恵まれたま
ちです。
　令和3年4月からは「第3次東村山市環境基本計画」
がスタートし、「みんなで環境をまもり、豊かなここ
ろを未来につなぐまち」を目指して、各種の環境施
策に取り組んでおります。
　さて、昨年から続く新型コロナウイルス感染症によ
り、手洗いの励行は広く浸透してきており、それに伴い、
人にも環境にも優しい石けんの良さが広く認知されてき
たと考えます。このような時こそ、地球と人々の未来の
ために、市としましても石けんの使用や環境保全に努
めてまいりたいと考えております。
　結びに、長きにわたる貴会の活動に敬意を表すると
ともに、活動の輪が一層広がりますことを心よりご期待
申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

東大和市長　尾崎 保夫

　東大和市は、北部に多摩湖を包含する緑豊かな狭
山丘陵が広がり、南部には野火止用水のせせらぎがあ
る自然豊かなまちです。当市では、「水と緑と笑顔が輝
くまち　東大和」を目指す将来の都市像に掲げ、今後
展開していく事業において、環境保全等に積極的に取
り組んでいく所存です。
　昨今、地球規模で環境保全が急務とされる中で、貴
会の「石けん運動」は、私たちの日々の生活が環境保
全に資する活動となる大変意義深いものであり、会員
の皆様の長年にわたる活動に対し、心から敬意を表す
るものであります。
　今後も、皆様の活動の輪が広がり、一人ひとりの環
境保全に対する意識の高揚につながることを期待して
います。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

日野市長　大坪 冬彦　

　日野市は、北部に多摩川、中央に浅川、南部には多
摩丘陵が広がる水と緑の豊かな起伏に富んだ地形的特
徴があります。市内には、農業用水路が約116Kmに
わたって流れており、湧水も豊富であるため、「水の郷
日野」の名にふさわしい景観と生物多様性に富んだま
ちです。
　日野市が素晴らしい水環境を維持してこられたのは、
41年にわたる「せっけん運動ネットワーク」による水環
境を保全する活動をはじめ、自然環境の保全に努めて
きた様々な市民活動と行政の協働の賜物であるといえ
ます。今後とも、貴会と連携しながら、次世代に日野
のすばらしさを引き継いでいきたいと考えています。
　結びに、貴会のますますのご発展とご活躍を心より
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 

府中市長　高野 律雄

　府中市は、市の中心に国指定天然記念物の馬場大
門のケヤキ並木があり、市民や訪れた方々を出迎え、
春先は浅間山にムサシノキスゲが散策する人の心を和
ませ、そして夏には多摩川で子どもたちが「水辺の楽校」
等を通して、自然の大切さ楽しさを学んでいます。
　本市では、第2次環境基本計画に基づき、自然環
境の各種保全事業や、この自然を次世代に継承するた
め、大気、土壌及び水質等の継続的な測定を行ってお
ります。今後については、水環境をはじめとした環境
問題により一層取り組んでまいる所存でございます。
　貴会が長きにわたり水環境保全のため取り組んでこ
られた「せっけん運動」に敬意を表しますとともに、活
動の輪がより一層広がりますようお祈り申しあげます。　

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

福生市長　加藤 育男

　福生市は、多摩川をはじめ、玉川上水や熊川・田村
分水などの水路、緑の空間が連なる崖線や、湧水など、
緑と水に恵まれているまちです。この豊かな環境や景
観は福生市の貴重な財産となっています。
　崖線から湧き出した水の一部は公園の水路や池に利
用され、市民の憩いの場となっています。市では湧水
の保全のため定期的な水質調査を行い、湧水周辺の
環境が適切に維持されるよう取り組んでいます。
　今般、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意義なものと考え
ております。長年にわたる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。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

文京区長　成澤 廣修

　文京区は、小石川後楽園や六義園などの庭園や史跡
等が多く、都心にありながらも、落ち着いた雰囲気が
魅力の緑豊かな都市環境を形成しています。
　都市における生物多様性が注目される中、区を流れ
る神田川は、近年の水質浄化により、魚や鳥の姿を見
ることもなかったかつての様子と違い、多様な生物を

育む環境として、重要な場所となっております。今後と
も、区では「文 (ふみ )の京 (みやこ)」総合戦略の基
本政策である「環境の保全と快適で安全なまちづくり」
の実現に向け、環境負荷の少ない、持続可能なまちを
目指した施策を進めてまいります。
　長年にわたる貴会の活動に敬意を表するとともに、
今後の活動が、より良好な環境の創出につながること
をご期待申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

町田市長　石阪 丈一　

　町田市は、都心から電車で30 分程離れた東京都の
南部に位置し、多摩丘陵に抱かれた豊かな自然と、多
くの人で賑わう繁華街が共存しているまちです。
　本市には、市内を流れる境川、鶴見川、恩田川の源
流があり、その付近には良好な水質環境を必要とする
生きものをはじめ、市の鳥であるカワセミなど、様々な
生きものが生息しています。これらの生きものの生態系
を守り、豊かな自然を次世代に継承するため、河川環
境を保全する取り組みが必要であると考えております。
　貴会の永年にわたる活動に敬意を表するとともに、
「シャボン玉月間」を通じて、消費者の環境問題に対す
る意識が高まり、持続可能な社会に繋がっていくことを
心からご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

三鷹市長　河村 孝

　三鷹市には、野川、仙川、神田川が流れ、井の頭
恩賜公園、野川公園などの豊かな緑と水に恵まれた環
境があります。
　本市は、将来の環境像である「循環・共生・協働のま
ち　みたか」を実現するために、市民、団体、事業者や、
地域の様々な主体が連携・協働して施策を推進するとと
もに、世界共通の言語であるSDGs の理念を認識して、
世界の共通目標達成への貢献に努めています。
　貴会の長年に渡る水環境を保全する活動は、大変意
義深いものであり、SDGs の目標「安全な水」、「海の豊
かさ」、「陸の豊かさ」にも通じています。今後も、美し
い自然を未来の世代へ引き継ぐ活動の輪が広がり、益々
ご発展されますことを心よりお祈りいたします。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

瑞穂町長　杉浦 裕之

　瑞穂町では昨年度に第5次長期総合計画を策定しま
した。基本目標の一つに「環境にやさしい安全・安心
なまち」を掲げ、循環型社会の推進や自然環境との共
生をめざしています。
　町内には荒川水系の不老川、多摩川水系の残堀川と
いう河川の最上流部があるため、水質監視に努め、環
境保全に取り組んでいます。環境にやさしい安心・安
全なまちをつくるうえで、一人ひとりが環境保全に関心
を持ち行動することが、何より重要なことだと考えます。
　そうした中、貴会の「石けん運動」は身近で大変意
義深いもので、水環境の保全に直結する運動であり、
これまでの活動に敬意を表すとともに、今後の運動の
さらなる広がりとご発展を心より祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

港区長　武井 雅昭

　港区は、「泳げる海、お台場」をスローガンに掲げ、
お台場の海の水質改善に取り組んでいます。「泳げる
セーヌ」を目指すパリ市や東京都とも連携し、水質改
善の知見を共有しながら、課題解決に向けて取り組ん
でまいりました。また、地域住民・企業との協働によ
る海浜清掃やお台場海苔づくり体験、区内の大学と連
携した運河学習など、区内に住み、学び、働く方々の
水環境に対する関心を高める取組も続けています。
　東京2020 大会でトライアスロン等の開催地にもなっ
たお台場の取り組みが、都市と水辺環境の世界的なモ
デルとなるよう、水辺再生の取り組みを続けてまいりま
す。より良い水環境を将来の世代に引き継ぐために、皆
様の活動がますます発展されることを期待しております。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

武蔵野市長　松下 玲子

　武蔵野市では、これまで大切にしてきた緑や水辺等
の豊かな街並みを次世代の子どもたちに引き継ぐため、
市民・事業者との連携を一層深めながら自然環境の保
全と創出に取り組んでまいりました。
　昨年11月にオープンしました環境啓発施設「むさし
のエコreゾート」では、日々の暮らしの中にある環境
問題や環境の大切さに気づくように働きかけ、環境に
配慮した行動へと結びつけ、一人ひとりの行動を地域ぐ
るみの取組みへと広げています。今後も持続可能なよ
り良いまちづくりを目指してまいります。
　長年にわたる貴会の環境保全の取組みに敬意を表し
ますとともに、今後ますますのご発展とご活躍を心から
ご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　      

目黒区長　青木 英二

　都内有数の桜の名所となった目黒川の桜ですが、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、昨年度に
引き続き、お花見自粛の呼びかけをさせていただきま
した。来年こそは、見事な満開の桜を安全・安心に楽
しめることを切に願っています。
　さて、川の水環境を守るには、生活排水を汚さない
家庭での工夫が大切です。洗い物のせっけんの使い方
などで環境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います。
　私も、区政の重要課題の一つとして環境行政に取り
組んでいますが、今後とも、皆様の取り組みが益々発
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。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

厚木市長　小林 常良

　厚木市は神奈川県の中央部に位置し、東には相模川
が流れ、西には丹沢山麓が広がる自然豊かなまちです。
こうした自然を次世代に引き継いでいくため、今年度ス
タートした「第10 次厚木市総合計画」では、「環境に
優しく、自然と共生するまち」をまちづくりのビジョンと
して位置付けました。市民の皆様や事業者、民間団体・
組織、行政が協働し、このビジョンを達成できるよう
様々な施策に取り組んでいます。
　コロナ禍でこまめな手洗いが励行されている今、人
にも環境にも優しい石けんにますます注目が集まってい
ます。この機会を捉え、「せっけん運動」の輪がより一
層広がり、多くの方々が水環境への関心を持ってくださ
ることを心から期待しております。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

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り組みを進めてい
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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

伊勢原市長　髙山 松太郎

　伊勢原市は、昭和 46 年 3月に神奈川県で15 番目
の市として誕生し、本年3月１日に市制施行50周年を
迎えました。秀峰大山の麓や日向渓谷などを代表とす
る恵まれた自然・水環境は当市の貴重な資源となって
います。
　本市では、環境基本計画において、使用済油の適正
な処理や合成洗剤等の使用抑制等の啓発を位置づけ、
環境にやさしく自然分解性の高い石けんの適量使用を
呼びかけています。きれいな水環境を次世代に引き継
ぐことは私たちの役目でもあり、市民・事業者・行政
が連携し、継続的に取り組んでいく必要があります。
　貴会における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まることを心より願っており
ます。　

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

海老名市長　内野 優

　海老名市は、鉄道 3線が乗り入れ、圏央道の海老
名インターなどにより交通の利便性が高いまちとして、
都市化が進んでおります。その一方で、海老名耕地と
呼ばれる田園や相模川などの水環境にも恵まれた、都
市化の中にも自然が残る美しいまちです。
　本市は、この豊かな自然環境を次世代に引き継いで
いくため、緑地や水質の保全、ごみ減量化の推進など、
人と自然が調和したまちづくりを進めております。
　貴会が取り組まれている「せっけん運動」は、環境
への負荷を軽減するとともに、住民の環境への意識を
高める大変有意義な活動であり、長年の活動に敬意を
表するとともに、今後も実り多いものとなりますようを
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　　　　　　　　　

　川崎市長　福田 紀彦

　川崎市は、多摩川や多摩丘陵等の自然環境に恵まれ
ています。かつて、生活排水等の流入により市内河川
の水質が悪化していた時期もありましたが、環境対策
や下水処理場の整備等の取り組みの結果、現在は水質
が改善し、アユをはじめ、様々な生物を確認できるよ
うになりました。そこで、水辺で水質の調査や生物の
観察をするイベントを行うなど、市民に水環境の大切
さを知ってもらえるよう取り組んでおります。
　貴会が毎年実施している ｢シャボン玉月間｣ の取り
組みは、良好な水環境を残すために市民一人ひとりが
生活の中でできることを考える機会となるもので大変
有意義であり、改めて敬意を表しますとともに、今後と
も貴会の活動がますます発展し、水環境保全のために
御活躍されることを御期待申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

相模原市長　本村 賢太郎

　相模原市は、首都圏南西部の広域交流拠点としての
都市機能と、神奈川県の水源地域として重要な役割を
担う森林や湖、相模川の清流などの豊かな自然環境を
併せ持っています。今日、世界は地球温暖化が原因と
される異常気象や、海洋プラスチックごみの問題といっ
た地球規模での環境問題に直面しており、市民、企業・
団体、行政など、あらゆる主体が連携して行動してい
くことが必要です。
　本市は「地域循環共生都市」を目指して、昨年３月
に新たな環境基本計画を策定し、様々な主体と連携し
て、諸施策を推進しております。
　水環境を守る視点から環境問題に取り組む貴会の活
動に敬意を表しますとともに、今後の更なるご活躍とご
発展をお祈り申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

座間市長　佐藤 弥斗

　座間市は、広大な相模原台地に南部に位置していま
す。この台地に降った雨が、良質な地下水となり、古
くから人々の生活を潤し、今では市内に数多くある湧
水地は、水と緑の憩い場として親しまれています。

　大切な地下水・湧水を保全するために、平成 28 年
3月に「座間市地下水保全基本計画」の改定を行い、
健全な水循環の保全に取り組んできました。今後も、
より良い自然環境を次世代に引き継ぐために、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、御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表
しますと共に、さらなる御発展を祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

茅ヶ崎市長　佐藤 光

　茅ヶ崎市は、北に緑豊かな風景が広がり、南には
潮風薫る美しい海に面した豊かな自然に恵まれたま
ちです。本市では、この豊かな自然環境を保全し、次
世代に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 3年度は「持続可能な開発目標
（SDGs）」を考慮し、様々な環境問題の解決に資する
よう、各種の取り組みを推進していきます。
　昨年度に引き続き、本市において新型コロナウイル
スの感染拡大防止のため手洗いの必要性を実感してお
り、石けんの重要性を再認識しております。貴会の長
年にわたる活動に敬意を表しますとともに、活動の輪
がますます広がり、環境に優しい暮らし方が浸透してい
くことを心より祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

二宮町長　村田 邦子

　二宮町は神奈川県の南西部に位置し、菜の花を代表
とする四季折々の花が楽しめる吾妻山や、町の中央を
南北に流れる葛川、そして南部には相模湾を望む、緑
と水に包まれた自然の豊かな町です。
　当町では、豊かな自然を次世代に引き継ぐため、河
川の水質調査を継続的に実施して、状況を定期的に把
握するとともに、清掃活動の後援や合併処理浄化槽設
置の補助等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、長年にわたっ
て保全に取り組まれている貴会に対して、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。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

秦野市長　高橋 昌和

　秦野市は、丹沢のふもとに盆地を形成し、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、市内
各所から湧き出ています。「秦野盆地湧水群」として名
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。新総合計画の
策定を機に、新たな都市像は「水」を加えて「水とみど
りに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市（まち）」と定め
ました。秦野市の財産である名水の保全、活用を推進
していきたいと考えております。
　貴会におかれましても、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
に長年にわたり取組まれていることに敬意を表するとと
もに、ますますの発展を御期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

平塚市長　落合 克宏

　平塚市では、市環境基本計画に基づき、「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
目指しています。それには市民一人ひとりが日常生活の
中で環境への配慮を心がけ、行動することが重要です。
　折しも新型コロナウイルスへの感染予防対策として、
手洗いが奨励されています。一方、貴会の「シャボン玉
月間」は、石けんの利用促進を通して環境に配慮した
行動を促す運動であることから、感染予防と環境配慮
行動が結び付き、相乗効果がもたらされることを期待
しています。
　皆さまの「シャボン玉月間」が、私たちを取り巻く様々
な環境問題を考えるきっかけとなり、せっけん運動の輪
が今後ますます広がっていくよう願っています。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

藤沢市長　鈴木 恒夫

　藤沢市は、南は美しい湘南海岸に面し、北には田園
が広がる気候温暖で住みやすい「まち」です。今年2
月には「気候非常事態」を宣言し、脱炭素社会に向け、
2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指すと共
に、気象災害から市民の暮らしを守るため、風水害対
策を強化します。水環境面では、海・河川の保全に向け、
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、子ども達の未来まで、安全・安心な暮らしを持続
できる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
方々に皆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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

松田町長　本山 博幸

　松田町は、神奈川県西部に位置し、町域の約 76％
を森林が占め、酒匂川や川音川、中津川などいった丹
沢山系を源とする清らかな川が流れ、辺り一帯が豊か
な自然に囲まれている町です。
　当町では、今年度、SDGs 未来都市に選定され17の
ゴールの達成に向け環境への負荷の少ない持続可能な
まちづくりを推進しています。特にゴール６「安全な水
とトイレを世界中に」とゴール14「海の豊かさを守ろう」
の達成に向けて、寄地域においてホタルなどの生態系
に配慮した河川整備を行うなど水環境の保全を図って
います。
　今後も恵まれた自然を守り育むために行政、町民、
事業者等が一体となり、より一層環境保全に取り組ん
で参ります。
　結びに、貴会が長年継続されてきた環境保全に向け
たこのような御活動に敬意表しますと共に、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。
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シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

南足柄市長　加藤 修平

　「金太郎のふる里」南足柄市は、箱根外輪山が生み
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ますます広がり発展されますこ
とを、心からご期待申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

山北町長　湯川 裕司

　山北町は丹沢山麓の中心に位置し、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ています。神奈川の水源地
として、自然環境の保全に取り組んでいるほか、酒匂
川統一美化キャンペーンや環境美化清掃活動を通して、
恵み豊かな水環境の保全に取り組むなど、環境にやさ
しいまちづくりを推進しています。
　このような中、長年にわたる貴会の石けん使用運動
は、水環境保全のため大変意義深いものです。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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

大和市長　大木 哲

　日頃の皆様のご活躍を、心よりお喜び申し上げます。
神奈川県のほぼ中央に位置する大和市では、人・まち・
社会のすべてを健康にする「健康都市やまと」の実現
を目指しており、人々がいつまでも健康に暮らし続けら
れるよう、地球温暖化対策の推進や循環型社会の構
築など環境に関わる様々な施策を展開しております。
　その一環として、環境負荷の少ない石けんの使用を
推進しておりますが、今後も市内公共施設での使用を
進めるとともに、市民にも広報などを通じて石けんの
使用を推奨してまいります。
　皆様のご活動のますますのご発展を祈念いたしまし
て、挨拶とさせていただきます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

甲州市長　鈴木 幹夫

　甲州市は、秩父多摩甲斐国立公園の大菩薩連嶺の麓
に位置し自然環境に恵まれたまちです。この豊かな自然
を活かしブドウ、モモ、スモモ、サクランボなどの果樹
栽培が盛んで、日本トップクラスの果樹生産を誇ります。
又、ワイン醸造の発祥の地として歴史あるワイナリーも
数多く、ワインの一大生産地として知られています。
　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、市民や事業者と一体となり、環境美化活動
に取り組んでおります。
　貴会の「石けん運動」の取り組みは、市民の水環境
保全への意識を高めるうえで大変有意義であり、長年
にわたる運動に深く敬意を表します。今後、活動の輪
が一層大きく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 

甲府市長　樋口 雄一

　甲府市は山梨県の中央に位置し、富士山や、八ヶ岳、
南アルプス連峰の山々に囲まれ、日本遺産の御嶽昇仙
峡をはじめとする美しい自然環境と、県都として発展し
てきた都市的景観の織りなす風景から、「山の都」とも
称されています。
　本市では、安全でおいしい甲府の水道水が家庭に届
く仕組みなどを紹介する、子ども向けの冊子を作成し
配布するなど、子どもたちへの環境教育に取り組んで
おります。また、本年２月に「ゼロカーボンシティ」宣
言を行い、2050 年までに温室効果ガス排出を実質ゼ
ロとすることを目指しております。今後も、恵まれた自
然環境を次世代に引き継ぐために、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」の活
動の輪がますます広がることを、心から祈念申し上げ
ます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

韮崎市長　内藤 久夫

　本市は、山梨県の北西部に位置し、南アルプスユネ
スコエコパークに登録された鳳凰三山をはじめ、八ヶ
岳、そして富士山といった名峰のパノラマが展開してい
ます。
　また、古くから交通の要衝、甲州街道の宿場町とし
て栄えるとともに、富士川舟運の集積地として交易の
中心も担うなど、暮らしと川が繋がりあう歴史を有して
きました。周囲の山々からの湧水は、今なお市内の釜
無川や塩川の清流となり、豊かな自然を潤い続けてお
ります。
　この恵まれた水環境を保全し未来に引き継ぐことは、
私たちの大切な役目でありますが、貴会の長年にわたる
「せっけん運動」の活動の輪がさらに広がり、市民の環
境保護への意識の向上へと繋がることを心よりご期待
申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

富士河口湖町長　渡辺 喜久男

　富士河口湖町は、富士山の麓、河口湖、西湖、精進
湖、本栖湖の４つの湖を有する風光明媚な景観が広が
る自然豊かな町です。恵まれた自然環境を守りはぐく
み、末永く次世代へ引き継いでいくために、当町では、
クリーンエネルギーの利用促進、浄化槽設置促進事業、
町民との協働による清掃活動などの環境保全活動に取
り組んでおります。今後も地域一体となり、人と自然が
共生する環境に配慮したまちづくりに取り組み、環境に
やさしい暮らしを推進してまいります。
　貴会の長年にわたる「せっけん運動」の活動に心か
ら敬意を表しますとともに、この先も活動の輪が広く長
く浸透しますことをご祈念申し上げます。
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「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

北杜市長　上村 英司

　北杜市は山梨県北西部に位置し、八ヶ岳・甲斐駒ケ
岳・金峰山・瑞牆山など、世界に誇る山々に囲まれて
おります。山の麓から湧き出る水は、名水百選に3箇
所が選ばれ、ミネラルウォーター生産量の30％を占め
ており、豊かな自然環境に恵まれています。この素晴
らしい自然環境を、未来を担う子ども達に引き継ぐた
め、環境教育や水環境保全に積極的に取り組んでおり
ます。
　貴会の長年にわたる「せっけん運動」に敬意を表し
ますとともに、北杜市としましてもこの活動を広めてい
くよう心掛けてまいります。小さな思いが大きな実を結
び、ますます活動の輪が広がりますことを心からご祈
念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

南アルプス市長　金丸 一元

　南アルプス市は、かつて「月夜の弱い光でさえ日照り
を起こす」と言われるほど水を得ることが困難な地域
でした。徳島堰の開発による水環境の恩恵、重要性は、
歴史的にも実感しているところであり、清潔で美しい河
川、湖沼を次世代へと引き継いでいくことは、現代を
生きる私たちの重要な責務の一つであると認識しており
ます。
　今年度から第二次の計画開始となる「南アルプス市環
境基本計画」に則し、河川への不法投棄防止や適切な
家庭生活排水処理の実施の呼びかけなど、SDGsに考慮
した施策を市民、事業者とともに取り組んでまいります。
　結びに、貴会の長年にわたる活動に心から敬意を表
し、益 こ々の活動の輪が広まりますことをご期待申し上
げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

東郷町長　井俣 憲治

　東郷町は、「ちょうど級タウン東郷町」をコンセプト
として、立地・環境・子育てといった面で「ちょうどいい」
暮らしができるまちづくりを目指しており、水環境の保
全や安全でおいしい給食の提供のために、化学農薬・
化学肥料を使用しない町内の有機野菜を保育園・学校
給食に取り入れています。
　また、新型コロナウイルス感染拡大の初期の段階か
ら石けんでの手洗いの有効性を評価し、町内の子ども
達へ石けんを使った手洗いを呼び掛けております。
　長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、
今後よりいっそう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。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」 市長メッセージ  

豊田市長　太田 稔彦

　市制施行70 年を迎えた豊田市では、誰もが幸せを
感じる「わくわくする世界一楽しいふるさと」を目指し、
市民が市の魅力に改めて気付き、共に絆と信頼を深め
行動する「WE・LOVE・とよた」の取り組みを展開してい
ます。
　その取り組みの一つに、川の魅力を知る「身近な水
辺の環境意識向上プロジェクト」があります。川の水の
においや汚れなどの水質調査、川の景観や生き物など
参加者の感覚で評価します。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に
つなげていきます。
　貴会の活動は、水環境保全や市民の環境意識向上
に寄与するもので、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。
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「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

豊橋市長　浅井 由崇

　豊橋市は、石巻山を含む弓張山地や遠浅で干潟の
広がる三河湾、太平洋に面する表浜海岸など、それぞ
れの環境特性に合わせて多様な生態系や景観が形成さ
れる自然に恵まれた地域となっています。
　この豊かな自然を守り育てるため、生態系に配慮し
た水辺環境の保全やプラスチックごみによる海洋汚染
を防止するための取組みなどを市民とともに実施してい
ます。
　川や海といった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、更に広がることをご期待申し上げ
ます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

　日進市長　近藤 裕貴

　日進市は、名古屋市と豊田市の間に位置し、まちの
中心部を流れる天白川流域には緑が広がる、自然と住
環境が調和した住宅都市です。
　本市では日進市環境基本計画に基づき、環境まちづ
くりに関する様々な取り組みを行っており、自然観察会
や水生生物調査を実施しています。また、友好自治体
である長野県木祖村では、水源地の森林を守り育てる
ために、市民参加による育樹作業等を実施し、森林保
全等への市民意識向上に取り組んでいます。今後も様々
な事業を通して水環境も含めた、環境負荷の少ない地
域社会の形成に取り組んでまいります。
　貴団体の長年にわたる「せっけん運動」の取り組み
に敬意を表しますとともに、益々のご発展を心よりご
祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

みよし市長　小野田 賢治

　みよし市は、境川、三好池に代表される水辺環境や
緑豊かな自然環境に恵まれています。こうした良好な自
然環境を保全し、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。また、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。
　石けんによる手洗いは環境保全への貢献だけではな
く、新型コロナウイルスの感染防止に有効であるため、
この機会に広く周知されることを期待するとともに、長
年にわたる貴団体の「せっけん運動」の取り組みに敬
意を表し、ますますのご発展を祈念申し上げます。
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● 滋 賀 県

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

滋賀県知事　三日月 大造

　1977年、琵琶湖で初めて大規模な淡水赤潮が発生
したことをきっかけに、県民が主体となり、リンを含む
合成洗剤をやめて粉石けんを使う「石けん運動」が始
まりました。この運動にあらわれた県民の思いが通称
「琵琶湖条例」の制定につながり、条例施行１周年を
記念して7月1日が「びわ湖の日」と決定され、今年
は40周年の節目の年になります。
　7月1日には、琵琶湖を愛する皆様の「びわ湖との
約束」から生まれた琵琶湖版 SDGsである「マザーレイ
クゴールズ」を策定し、次世代に美しい琵琶湖を引き
継ぐため、皆様とともに様々な取り組みを進めていき
たいと考えています。
　長年にわたる貴団体の取組に敬意を表しますととも
に、益々の御発展を祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

大津市長　佐藤 健司

　貴会におかれましては、本年で発足41年目を迎えら
れましたことを心からお祝い申しあげます。本市は、比
良・比叡の山 と々美しい琵琶湖に抱かれ、地域ごとに
特色のある自然・歴史・文化・産業が息づく多様性が
あふれるまちとして発展してきました。
　貴会の環境保全運動が、本市にとってかけがいのな
い琵琶湖の保全の一助となってきたことに深い感謝を
申し上げます。
　長年にわたるご尽力に敬意を表しますとともに、今後
環境保全への取り組みの輪が一層広がることをご祈念
申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

近江八幡市長　小西 理

　近江八幡市は、琵琶湖最大の島である沖島、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、豊かな自然に恵ま
れています。
　先人達から引き継がれてきたこれらの自然環境を保
全し未来につなぐため、当市では環境基本計画を定め、
『～自然との共生、歴史と文化を次世代につなぐ～・近
江八幡市・持続可能な「水・緑・くらし」』という環境
像の実現を目指し、施策に取り組んでいます。今後も
市民・事業者との協働により、創意工夫をしながら環
境保全の強化に努めたいと考えています。
　長年にわたる貴団体の取組に敬意を表しますととも
に、さらに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」へのメッセージ 

草津市長　橋川 渉

　草津市は豊かな自然と歴史的遺産に恵まれ、東海道
と中山道が合流する交通の要衝にあたり、古くから宿
場町として栄えてきました。近年では、都市化と自然環
境との調和を重視し、環境の側面からも、住みよいま
ちづくりを推進しております。
　本市では、令和 3年 3月に「第 3次草津市環境基
本計画」を策定し、めざす環境像として「人とひと　人
と自然が織りなす　琵琶湖に開かれた環境文化都市　
くさつ」を掲げ、環境分野の取組の側面から経済・社
会の課題についても取り組み、持続可能なまちづくり
の実現に向けた取り組みを進めています。
　貴会の長年にわたり取り組んでおられる石けん運動
に敬意を表しますとともに、多くの方々の環境保全への
関心がますます高まること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 

湖南市長　生田 邦夫

　湖南市は、南に阿星山系を北に岩根山系を望む緑豊
かな丘陵地が広がり、市の中央を流れる野洲川など水
と緑に囲まれた自然環境に恵まれた地域です。
　本市におきましては、豊かな自然を未来に引き継ぐ
ため、「野洲川の清流・山々の景色・歴史が育む・うつくし
湖南」を目指すべき環境未来像とし、一人ひとりが環
境に対する意識を高め、未来を担う子どもたちに環境
にやさしい湖南市が引き継げるよう、取り組みを進め
てまいります。例えば、本市では年間5,000ℓの廃食
用油を回収しており、一部を石けん作り体験に活用し、
地域内での資源循環をすすめています。
　長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、
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」によせて 

　野洲市長　栢木 進

　野洲市は、緑豊かな里山と雄大な琵琶湖がつながる
自然豊かなまちです。豊かな自然環境を享受するととも
に、より良い状態で次世代に引き継ぐための行動計画
として、平成 28 年度に第2次環境基本計画を策定し、
市民・市民団体、事業者、行政などすべての個人や団
体が、それぞれの役割を果たしながら、様々な環境活
動に尽力しております。
　市では水環境保全のため、琵琶湖岸や家棟川流域
を中心に、清掃活動やヨシ群落の再生、ビワマスの遡
上などに市民や行政等が協働して取り組んでおります。
　長年にわたる環境保全活動に取り組まれてこられま
した貴団体に敬意を表しますとともに、41年目を迎え
られるこの活動の益々の発展を心よりご祈念申し上げ
ます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

東近江市長　小椋 正清

　東近江市は、鈴鹿山脈の源流から琵琶湖への水系、
肥沃な平野や点在する里山に多様性のある豊かな自然
を有しており、この自然資源を持続的に活用することに
より、豊かな生活と多様な文化などの地域資源を育ん
できました。
　当市では、「市民が豊かさを感じる循環共生型社会」
を将来像として掲げており、地域資源を活用し、その
価値についての気づきを与え、更には資源に対する保
全意識を高める当市ならではのエコツーリズムを推進
するなど、市民、事業者、市が協働して様々な環境施
策に取り組んでいます。
　長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、
貴会の活動を通じて多くの方々の環境保全への関心が
高まり、保全活動の輪が広がりますことを御期待申し
上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

彦根市長　和田 裕行

　彦根市は、琵琶湖の東北部に位置し、西は琵琶湖、
東は緑美しい鈴鹿山脈を望み、その鈴鹿山脈から流れ
を発する芹川、犬上川、宇曽川等が平野部を横断する
水環境豊かなまちです。
　本市では、令和 3年度から SDGs の実現を目指す
視点を踏まえた「第 3期彦根市環境基本計画および
地域行動計画」を策定し、水環境の保全のため、地
域河川・水路の水質調査や河川の美化活動、ホタル
の生育状況の調査などの事業に、市、市民、市民団体、
事業者が相互に連携し、協力し合って取り組んでい
ます。
　貴団体の長年にわたる活動に心から敬意を表します
とともに、環境保全への取組の輪が一層広がりますよ
う祈念いたします。
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● 京 都 府

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

日野町長　堀江 和博

　日野町は、町土の大部分は山地と丘陵地からなり、
集落や耕地は綿向山から発する日野川沿いの日野渓
と、竜王山から発する佐久良川沿いの桜谷に分布して
います。
　当町では、「一人ひとりが環境保全や美化意識をもち、
豊かな自然に囲まれ、快適な生活ができるまち」をめ
ざす姿として、美しい自然を次世代に継承していくため
に、　一人ひとりが環境保全や自然共生の意識を高める
取り組みを進めています。
　貴団体が長年取り組まれている活動に敬意を表しま
すとともに、水環境保全への関心がさらに高まりますこ
とを心より祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

守山市長　宮本 和宏

　守山市は、古くから琵琶湖と野洲川の恵みに支えら
れるとともに、美しい田園風景の広がる、水と緑のあ
ふれる自然豊かなまちです。
　本市では、かねてから積極的な市民活動により、ホ
タルの復活や赤野井湾の再生に向けた取り組みなどが
行われており、そうした熱い市民の思いと活動を次の
世代に引き継いでいけるよう、市民と一体となり環境活
動に取り組んでおります。
　また、令和 3年 4月にオープンした環境・健康・交流
をはぐくむ拠点である「もりやまエコパーク交流拠点施
設」を活用し、持続可能な社会の実現に向け、守山市
の特色を生かした環境学習事業を推進してまいります。
　最後に、貴会の長年にわたる水環境への取り組みに
敬意を表しますとともに、今後のますますのご発展を
祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

京都府知事　西脇 隆俊

　京都府では、ＷＩＴＨコロナ・ＰＯＳＴコロナ社会を
見据えた気候変動にも耐えうる持続可能で強靱な社会
経済システムへの変革が必要と考えており、「脱炭素社
会への移行」と「経済再生」を同時に達成し、未来に
夢や希望が持てる新しい京都づくりに向け取り組んで
まいります。
　「せっけん運動ネットワーク」の活動が、41年目を迎
えられることについて深く敬意を表しますとともに、活
動の輪がより一層広がりますことを心からお祈り申し上
げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

亀岡市長　桂川 孝裕　

　亀岡市は、市内を貫流する雄大な保津川をはじめと
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、2030 年までに市内から排出される使い捨て
プラスチックごみをゼロにすることを目指し、世界に誇
れる環境先進都市の実現に向け様々な取組を行ってま
いります。
　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。これまでの長きに亘る取組に対し
て敬意を表しますとともに、活動の輪がより一層広がり
ますことを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 

木津川市長　河井 規子

　平素は、行政運営にご理解とご協力を賜りありがと
うございます。
　また、日頃より様々な環境保全活動に取組んでおら
れる貴会の皆様に深く敬意を表します。
　さて、コロナ禍に対応した「新しい生活様式」の実
践が求められる中、せっけんの使用を推進する貴会の
活動は、感染症対策の取組としても、大変意義のある
ものと考えております。
　市といたしましても、皆様とともに、市のシンボルで
もある木津川の清掃活動など、環境保全活動並びに感
染症対策に取り組んでまいりたいと考えておりますの
で、引き続きご協力をお願いいたします。
　結びにあたり、貴会の益々のご発展とコロナ禍の早
期終息をご祈念申し上げ、私のご挨拶といたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

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、今も人口の増加が続いています。
　本市では、この「緑に包まれた美しいまち」京田辺
を次世代につなぐため、今年2月に「ゼロカーボンシ
ティ」への挑戦を宣言したところです。
　この宣言をきっかけに、市民、事業者、市の連携の
もと、環境意識の一層の向上に努め、私の政策理念で
ある「いつまでも住み続けたいまち」の実現につなげ
てまいります。
　貴団体の「せっけん運動」は、水環境保全を中心に
広く環・境問題を考える活動であり、子どもたちの未来
のために、このネットワークがさらに発展することを大
いに期待しています。

「シャボン玉」月間に寄せて　　　　　　　　

久御山町長　信貴 康孝

　久御山町はかつて800 ヘクタールにも及ぶ豊かな漁
場の「巨椋池」がありましたが、幾度となく洪水に見舞
われ、国営第１号干拓事業により現在は府内屈指の京
野菜生産地としてのどかな田園風景が広がっています。
その一方で、第二京阪道路や京滋バイパス等の広域幹
線道路網が整備され、立地条件を活かした活発な産
業活動とともに町は発展してきました。
　農産物の生産も工業系の製造にも、良質な水は欠か
すことの出来ないものであり、その豊かな水環境を後
世に引き継ぐためにも、自然環境保全の意義や重要性
を伝え、町民や行政などが連携して環境保全に取り組
む必要があります。
　こうした中、水環境の保全につながる貴会の活動に、
改めて敬意を表しますとともに、より多くの皆様にせっ
けん運動の輪が広がりますよう心からご期待申しあげ
ます。
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● 大 阪 府

「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

　和泉市は大阪府南部に位置し、市の南部には和泉
山脈が連なり、和泉山脈を源流とした槇尾川、松尾
川、父鬼川及び東槇尾川といった河川が流れ、「いずみ」
の名に相応しい清らかな水源に恵まれたまちです。
　本市では生活排水対策の推進をはじめ、大津川水
域の3市1町で構成される大津川水域水質保全対策
協議会による河川の水質調査や水生生物調査、また水
質保全に関する広報・啓発活動を継続して行っており
ます。今後も唯一無二の水環境を次世代へ引き継ぐた
めに尽力して参ります。
　長年にわたる貴会の活動に対し、敬意を表しますと
ともに、今後のご発展とご活躍をご祈念申し上げる次
第です。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

泉大津市長　南出 賢一

　泉大津市は、大阪府の南部に位置し、市の南西部に
は、古くから市民の憩いの場として親しまれている大津
川が流れています。
　近年、不法投棄された容器包装ごみなどが河川や海
に流れ込み、マイクロプラスチックとなり河川や海の生
態系に影響を及ぼしていると言われています。泉大津
市では、「きれいにしよか！いずみおおつ」をキャッチ
フレーズにごみ拾い活動を見える化し、裾野を広げる
ため、ごみ拾いアプリPIRIKA（ピリカ）を用いて市民
や団体にごみ拾い運動の促進を展開しています。
　貴会のせっけん運動を通じた環境保全への取り組み
に敬意を表すると共に、今後も活動の輪がより一層広
がっていくことをご期待申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

泉佐野市長　千代松 大耕

　泉佐野市は大阪南部の泉州地域に位置し、市の南
東部は金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈
を擁し、和歌山県と接しています。本市は美しい山河、
緑あふれる恵まれた自然環境にあり、「泉佐野市環境
美化推進条例」を施行して生活環境の保全と都市環境
の美化に努めてきました。
　また令和 2年度より、大阪府からPRTR 法、大気汚
染防止法及びその他環境関連法令の権限移譲を受け、
化学物質管理などに関する業務を通じて、より環境の
保全に努めています。
　長年にわたり「せっけん運動」により水環境保全に
取り組んでこられた貴会の活動に敬意を表しますととも
に、今後の発展を心よりご期待申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

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、市民が身近な自然に触れ、美しい河川環
境を保全していくための取り組みとして、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、水環境への意
識向上に努めております。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
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。
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「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

大阪狭山市長　古川 照人

　昨年に引き続き、猛威を振るっている新型コロナウ
イルス感染症の影響により、手洗いがこれまで以上に
大きく注目されるようになりました。また、手洗いの徹
底は、感染症の予防対策に有効とされており、今後ま
すます手洗いに欠かせない石けんの利用の場が広がっ
ていくことでしょう。
　そのような中、貴団体におかれましては「石けんを使
おう！７月はシャボン玉月間」をはじめ、石けんの良さ
を地域に広めるさまざまな活動に尽力されておられる
ことに深く敬意を表しますとともに、今後も運動の輪が
より一層広がりますことをお祈りいたします。
　本市としても、市内全域にある水辺空間の魅力を高
めながら、さらなる環境保全に努めてまいります。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

貝塚市長　藤原 龍男

　貝塚市は、大阪府の南部に位置し、ブナ林を有する
和泉葛城山を源流に市の中心部に近木川が流れ、日本
の白砂青松百選にも選ばれた二色の浜がある水と緑に
恵まれた自然豊かなまちです。
　本市では、この豊かな自然を未来に引き継いでいく
ため令和元年 6月6日に「かいづかプラスチックごみゼ
ロ宣言」を行いました。パネル展や学校での環境授業
を通して、海ごみが海の生き物を傷つけていることを
知ってもらい、プラスチックごみの削減について自分た
ち一人ひとりができることを啓発し、自然環境を守る活
動を実施しています。
　大切な水環境が次の世代に引き継がれるよう、貴会
の長年にわたる活動が今後ますます発展することを心
より祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

柏原市長　冨宅 正浩

　柏原市は、大阪平野の南東部、大阪府と奈良県との
府県境に位置しています。市域の中心部を横断する大
和川は、奈良盆地の諸流を集め大阪平野を経て、大阪
湾へと流れています。以前は、常に水質ワーストランキ
ングの上位でありましたが、近年では水質が大幅に改

善され環境基準を達成していますが、河道内のごみの
散乱など新たな取り組み課題もあります。その一方で
は昨年から、新型コロナウイルス感染症により、予定し
ていた清掃活動や啓発活動なども実施することが困難
な状況となっております。
　このような中、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」に寄せて　　　　　　　  

交野市長　黒田 実

　本年11月3日に市制施行50周年を迎える交野市は、
大阪の北東部に位置し、市域の半分は山地で自然に恵
まれたまちです。本市では、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市民
協働で進めています。
　最近では、おびただしい竹と雑木で鬱蒼とした小川
周辺を市民ボランティアが複数年かけ整備活動を行う
ことで、川辺や中洲にも充分光が注ぐようになったこと
から、今後は動植物や水生生物が住みやすい環境にな
ることを期待しています。
　結びに、貴会の長年にわたる「せっけん運動」に敬
意を表しますとともに、今後ますますのご発展を祈念
いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

門真市長　宮本 一孝

　本市は大阪府の北東部に位置し、かつては網の目の
ように水路が張り巡らされ、門真れんこんが特産の河
内屈指の穀倉地帯でした。現在は都市化により、もの
づくりのまちとして重要な位置を占めるとともに、優れ
た交通利便性を活かした定住都市としての魅力を高め
る施策に取り組んでおります。
　21世紀は「水の世紀」といわれ、安全な水の確保
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、水の大切さを次世代に継承していきたいと考えて
おります。
　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。
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「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

河南町長　森田 昌吾

　河南町は、金剛・葛城の山並みと田園風景が広がる
豊かな緑に恵まれ、水越川や梅川などの清らかな流れ
に育まれた自然あふれるまちです。町では、先人から
受け継いだ恵まれた自然を守っていくために、「美しい
河南町基本条例」を制定し、毎年9月を「美しい河南
町推進月間」と定め、町内の一斉清掃など環境保全
活動を行い、美しいまちづくりを目指しています。
　新型コロナウイルス感染症予防としての日々の手洗い
は重要な位置づけにあり、自然環境に優しい石けんの
重要性は増していると考えます。水環境保全のための
長年にわたる貴会の「石けん運動」に対し、敬意を表
しますとともに、ご活動の輪が益々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 

河内長野市長　島田 智明

　河内長野市は、市域の約７割を森林が占める自然豊
かなまちであり、水源地としてのきれいな水と澄んだ空
気は、本市の最大の魅力です。この豊かな自然環境を
守るためには、市民一人ひとりが環境について学ぶとと
もに、社会全体でその課題を認識し、その解決策を考
えることが大切であると考えております。
　新型コロナウイルスの影響により、多くの環境関係
のイベントが中止となりましたが、市では家庭から出さ
れる廃食用油の回収とそれらを原料としたハンドソープ
を公民館等に設置するなどの取り組みを通して、自然
環境の保全や啓発活動に努めています。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
今後ますますのご活躍をご期待申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

岸和田市長　永野 耕平

　岸和田市は大阪府の南部に位置し、古くから城下町
として栄え、海あり、山あり、川ありと豊かな自然に恵
まれた伝統ある美しいまちです。
　環境月間に開催してきた「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より中止となりまし
たが、引き続き、市民の皆様と協働で、川をきれいに
するための清掃美化活動、美しく親しまれる港湾環境
をつくるための港湾美化啓発活動、川や海を豊かにす
るための里山再生にも積極的に取り組み、水環境の改
善のため、市民活動を支援するとともに啓発活動も充
実させてまいります。
　貴会の「せっけん運動」に敬意を表しますとともに、
運動の輪がさらに広がり、発展されますことを心よりご
期待申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

熊取町長　藤原 敏司

　近年、地球温暖化やプラスチックによる海洋汚染な
ど地球規模による環境問題が深刻さを増しており、こ
れまでのライフスタイルの見直しや人々の意識改革、
行動変容などSDGs の目指す持続可能な社会の実現が
求められております。
　熊取町では、『くまとりプラスチックごみゼロ宣言』
及び『熊取町気候非常事態宣言』の発出、『熊取町エ
コプロジェクト』を策定し、河川や海洋のプラスチック
ごみの削減や国が推進する3Ｒに「Refuse〔ﾘﾌｭｰｽ 〕゙：
レジ袋などを断る」を加えた4Ｒの推進に注力すると
ともに、河川の清掃活動やアドプト・ロードなどの美化
活動により命の源である水環境の保全活動にも取り組
んでおります。
　貴会の取組に敬意を表するとともに、人と環境にや
さしい『せっけん運動』が、子ども達の未来を守るた
めに、一人ひとりが今できることについて考えるきっ
かけとなる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　　　　　　　　　

四條畷市長　東 修平

　四條畷市は大阪府の北東部、奈良県との県境に位
置し、北生駒山系の豊かな緑と青く澄んだ室池の豊か
な水源にも恵まれた自然豊かなまちです。この豊かな
自然を後世に引き継ぐため、「四條畷市環境基本計画」
に基づき、「3Ｒの推進」をはじめとする、市民、事業者、
行政の協働による環境保全の取組みと水環境への意識
向上に努めております。
　このような中、貴会が新たに取り組まれる「香害」に
ついては、本市においても、健康被害を訴える声が寄
せられており、市 HP及び広報誌に掲載し、周知啓発
をしております。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、
活動の輪がより一層広がりますよう祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　  　

島本町長　山田 紘平

　島本町は、京都と大阪の境目に位置し、大阪府内で
唯一、環境庁（現環境省）認定「名水百選」に選ばれ
た地下水「離宮の水」や、和歌にも詠まれた清流「水
無瀬川」など、水に恵まれた自然豊かなまちです。来
年の大河ドラマにも登場する後鳥羽上皇もこの自然豊
かな地を愛し、離宮を置いていました。
　本町は、この豊かな環境を後世に繋ぎ、持続可能な
社会を実現するため、COOL・CHOICE をはじめとした
環境保全活動を住民・事業者・行政の協働により進め
ていきます。
　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、貴会のせっけん運動から水環境への関心
が高まり、環境にやさしいライフスタイルが広がってい
くことを心より祈念いたします。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

吹田市長　後藤 圭二

　吹田市は、北部のなだらかな千里丘陵と、南部の安
威川、神崎川や淀川がつくる低地から形成されていま
す。また、万博記念公園などみどり豊かな環境であり、
自然と住環境が調和したまちです。
　本市には9本の河川が流れており、水辺の環境保全
に関心を持っていただくために、市庁舎等に大型水槽
を設置し、琵琶湖や淀川水系に生息する淡水魚の展示
を行っています。魚たちが住み、人の心を癒してくれる
美しい水辺を大切に守り育てるため、今後も環境先進
都市として、様々な取り組みを実践してまいります。
　結びに、貴会の長年にわたる水環境の保全活動に心
から感謝の意を表しますとともに、より一層のご発展と
ご活躍を祈念申し上げます。

｢シャボン玉月間｣ に寄せて　　　　　　　  

摂津市長　森山 一正

　摂津市には淀川や安威川をはじめ多くの一級河川が
流れ、水辺がつくり出す豊かで上質な景観が市民にとっ
て憩いの空間となるなど、今も昔も河川から恩恵を受
け、歴史を重ねてまいりました。
　この自然豊かで美しい水景を守り、次世代へと引き
継ぐため、本市では一般家庭から出された廃食油を回
収し、石けんを作るという資源リサイクルに取り組んで
いるほか、環境に関わる様々な啓発活動を行っており
ます。今後も、水環境保全に対する市民の意識を高め
る取り組みを続け、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、長年にわたる貴会の活動に敬意を表します
とともに、今後益々のご発展とご活躍を心からお祈り
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 

泉南市長　竹中 勇人

　本市は日本と世界とを繋ぐ玄関口関西国際空港の対
岸に位置しています。山地部には和泉山脈から連なる
山々を擁し、また四季折々の花が市内各所で咲いてい
ます。都市としての利便性を備えながらも、水と緑に恵
まれた自然豊かな環境にあると言えます。
　本市では地域の貴重な資源として水や緑を守り、憩
いの場や観光の場として活用できるまちづくりを推進し
ています。豊かな自然を未来の世代へ引き継ぐために
は、環境問題に関心を持ち、自らの暮らしを見直すこ
とが重要と考えます。
　貴会の水環境保全への尽力に深く敬意を表しますと
ともに、今後ますます活動の輪が広がり、更に多くの
方が環境について考えるきっかけとなりますよう心から
お祈り申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

太子町長　田中 祐二

　太子町は、大阪府の東南部に位置し、二上山など
金剛生駒紀泉国定公園となる山々や、梅鉢御陵と呼
ばれる敏達・用明・推古・孝徳天皇陵と聖徳太子御
廟を有する豊かな自然と歴史に織り成されたまちで
す。この豊かな自然環境を守るため本町では、昨年
12月に「太子町プラスチックごみゼロ宣言」を行い、
水環境へのプラごみ排出抑制を推進しております。
今後も水環境の保全に対する取組を進めてまいりま
すので、皆様のお力添えをお願い致します。
　結びに、貴会の長年にわたる取り組みに敬意を表し
ますとともに今後ますますのご発展を心よりご祈念申し
上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

大東市長　東坂 浩一

　大東市は、大阪府の東部に位置し、飯盛山と生駒山
につながる金剛生駒山系を境に、東は奈良県に、西は
大阪市に接する、豊かな自然があふれる交通利便性の
高い地域です。
　本市には、新田開発とともに作られた水路の多く
が残され、大東八景のひとつである御領水路は大阪
ミュージアム構想に登録されるなど、水辺空間への親し
みは市にとって大切な財産となっています。また、川や
水路の財産を守るため、市民の皆様と協力し、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
んでいます。
　貴会の長年にわたるせっけん運動を通じた、水環境
の保全活動に敬意を表するとともに、貴会の活動が伝
播しますことを祈念いたします。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

高石市長　阪口 伸六

　高石市は、大阪府南部に位置し、面積は11.30 平方
キロメートルとコンパクトで閑静なベッドタウンです。本
市では、令和元年 6月に「たかいしプラスチックごみゼ
ロ宣言」、令和 3年2月に「高石市ゼロカーボンシティ
宣言」を行い、環境省「つなげよう、支えよう森里川
海プロジェクト」に賛同しております。また、持続可能
な循環型社会の構築を目指し、ごみの発生・排出抑制
を重視した4Ｒの取り組みを推進しています。海洋プラ
スチック汚染問題への理解を深め、プラスチックを含
めたごみ削減を目指し、市民へのエコバッグの使用の
推奨や意識啓発に努めてまいります。
　水環境保全に対する貴会の長年にわたる活動に敬意
を表しますとともに、今後も貴会の活動が広がり、一人
でも多くの方が環境への意識を高めるきっかけとなるこ
とをご祈念申し上げます。
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「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

田尻町長　栗山 美政

　田尻町は大阪府の南部に位置し、降水量が少なく温
暖な、人口約 8,600人の町です。町内には田尻川が流
れ、毎年、町内のボランティアグループが主催し、行
政が協力する形での「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。・
　田尻町は、市街化区域内の汚水下水道整備がすべて
完了しています。引き続き、水洗化の更なる促進を図っ
ていくとともに下水道施設の適正な管理運営とあわせ
て、河川・海岸などの水質保全に努め、美しく快適な
居住環境づくりを進めていきたいと思います。
　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。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

忠岡町長　杉原 健士

　繊維産業の町として栄えてきた忠岡町は、平成の大
合併により現在は「日本一小さな町」になりました。町
北部を流れる大津川の豊かな水資源と共に発展し、近
隣の市とともに大津川水域水質保全対策協議会を設置
し、住民との協働で水質保全に努め、美しい大津川の
自然を守っていこうと尽力しています。
　新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から、い
ろいろな行事が見送られ、産業・経済活動の自粛など、
世界規模の予防を行っている中、せっけんでの手洗い
が改めて見直されているところであります。また、当町
では「打ち水」「みどりのカーテン」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、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。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

豊能町長　塩川 恒敏　

　豊能町は、大阪府内にあって町域の7割が山林であ
り、余野川、初谷川などの清らかな河川に恵まれた自
然豊かなまちです。
　本町では水と緑の環境保全の実現に向けて「第 4次
豊能町総合計画」を策定し、『人とみどりが輝くまち・
とよの』を将来像として、『町民と行政との信頼・協働
のまちづくり』の理念のもと、更なる環境保全に取り
組んでいるところです。
　一人ひとりのちょっとした配慮や行動の積み重ねの継
続が、次の世代、その次の世代のために水環境を守っ
ていくことにつながると考えます。貴会が続けられてい
る「せっけん運動」を通して、全国的に水環境保全へ
の意識が高まり、水環境保全活動の輪が広がっていく
ことをご期待申し上げますとともに、貴会のますますの
ご発展を心よりご祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

富田林市長  吉村 善美　

　富田林市は、大阪府の東南部に位置し、市の南北
に流れる石川をはさんで平野が広がり、古くからのま
ちなみが残る「寺内町」をはじめとするさまざまな歴
史文化や美しい田園風景が広がる自然環境に恵まれた
まちです。
　本市では、温室効果ガス削減の取組や、春の風物
詩として定着している「石川大清掃」を通じた水辺の美
化を推進するなど、里山等の自然環境保全、アドプト
プログラム（ロード、リバー、パーク）による美化活動
など、地域住民や団体、企業等との協働による環境保
全活動に取り組んでいます。
　貴会の、長年にわたる「せっけん活動」を通じた環
境保全活動に敬意を表しますとともに、今後ますます
のご発展とご活躍を心から祈念いたします。
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シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

寝屋川市長　広瀬 慶輔

　今年、市制施行70周年を迎えた寝屋川市は、大阪
府の東北部に位置し、市内面積約 24.7平方キロメート
ルの中に市名の由来でもある一級河川「寝屋川」が流
れる、人と自然が調和するまちです。
　さて、新型コロナウイルス感染症は、未だ収束の気
配が見えていませんが、当市は市民の皆様の不安を取
り除くべく、市民の皆様の命と健康を守ることを最優先
とした対策を講じております。
　「せっけん」を使用した手洗いは、新型コロナウイル
ス感染症感染予防対策の基本となるものであり、貴会
の活動は環境問題のみならず、健康問題にも大いに貢
献されています。
　貴会の活動に深く敬意を表しますとともに、今後ま
すますの御活躍と御発展を祈念いたします。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

能勢町長　上森 一成

　大阪の最北端に位置する能勢町は、府内でも有数の
自然に囲まれた地域であり、古くから「里山」と言わ
れる特有の自然環境の中で、多種多様な動植物と共存
してきました。これらの動植物は里山環境とともに守っ
ていかなければいけない大切なものです。
　本町では、令和 3年 3月に能勢町地球温暖化対策
実行計画（区域施策編）を策定し、2050 年までにエ
ネルギー起源の排出量ゼロを実現することに加え、能
勢町の持つ豊かな森林資源を整備・活用することによ
りゼロカーボンタウンを目指すことを目標に掲げまし
た。今後は、目標達成に向け、能勢町の町民・事業者
と共に都市部とも連携を図りながら取り組みを進めて
まいります。
　貴会の石けん運動を通じた日頃からの地道な活動
が、大きな環境保全につながることを期待申し上げる
とともに、今後ますますのご発展とご活躍を心よりご祈
念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

羽曳野市長　山入端 創

　羽曳野市は、大阪府の南東部に位置し、世界遺産（古
市古墳群）と日本遺産（竹内街道）があるまちです。
また、金剛・生駒山系の山なみに広がるぶどう畑をは
じめ豊かな緑と、石川や飛鳥川などの水辺が調和して、
美しいまちなみを形成しています。
　この豊かな自然環境の保全と美化意識の高揚を図る
ため、例年市民参加による河川大清掃「石川クリーン
作戦」や親子で自然に触れ合える「水辺の観察会」な
どの取り組みを行っています。　
　コロナ禍により手洗いの重要性が再認識されている
中、長年にわたる貴会の「せっけん運動」に敬意を表
しますとともに、SDGs の達成に大きく関わる皆様の活
動が今後ますます進展されますことを心よりお祈り申し
上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

阪南市長　水野 謙二

　阪南市は、海水浴や潮干狩り、ビーチバレーなど様々
なイベントが行われる美しい砂浜、ホタルが飛び交う山
沿いの河川など豊かな自然に恵まれており、大阪で唯
一生産を行う海苔や、カキの養殖・水ナスなど、海や
大地の恵みを受けた産品も多数あります。また、大阪
湾でも数少ないアマモの自生地は、保全・再生に向け
た活動により府内最大規模のアマモ場となっています。
　この豊かな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、「プラスチックごみゼ
ロ宣言」などの取り組みのほか、さらに昨年度「ゼロカー
ボンシティ宣言」も行い、SDGs の理念のもと環境保
全活動に努めています。
　結びに、貴会の長年の取組みに敬意を表しますとと
もに、今後ますますのご発展を祈念いたします。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

東大阪市長　野田 義和

　東大阪市は、東部に生駒山地がつらなり、西方は平
野が広がっており、平地には多くの河川が流れており
ます。このみどり豊かな自然環境と水をきれいに保ち、
次世代に引き継いでいくためには、一人ひとりが環境に
ついて考え、行動する必要があります。
　また、本市では、今年 3月に東大阪市第3次環境
基本計画を策定いたしました。この計画に沿って、豊
かな環境を創造し次世代に引き継げるよう、市の環境
保全の取り組みをより一層進めてまいります。
　貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します
とともに、今後さらに石けん運動の輪が広がりますこと
を期待し、貴会のますますの発展を心からお祈り申し
上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

枚方市長　伏見 隆

　枚方市は大阪、京都、奈良の中間に位置し、西には
豊かな水の流れを持つ淀川が流れ、東には生駒山系に
繋がる緑に溢れた里山が広がるなど、豊かな自然環境
に恵まれたまちです。
　本市では、この豊かな環境を後世に引き継いでいく
ため、「地域から地球へ、みんなでつなぐ豊かな環境
～住み続けたいまち・枚方～」をテーマに掲げ、市民・
市民団体・事業者・行政が連携協力し、さまざまな環
境保全活動取り組んでまいります。
　「せっけん運動」を通した、貴会の長年にわたる水環
境保全の取り組みに対し深く敬意を表しますとともに、
今後益々のご発展を心からお祈り申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

藤井寺市長　岡田 一樹

　藤井寺市は、大和川や石川が流れ、また大阪府初
の世界文化遺産に登録された百舌鳥・古市古墳群が広
がるなど、小さくも水や緑を身近に感じることのできる
まちです。
　本市では、下水道の整備をはじめ、大和川・石川クリー
ン作戦、ヤゴ救出大作戦などの実施による啓発活動を
行ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の
影響で、市民参加型の啓発活動は実施が難しい状況で

す。その中でも市民の環境意識を醸成するため、自宅
でもできる環境保全につながる取組みの周知を継続し
て実施しております。
　結びに、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「せっけん運動」の輪
が広がりますことをご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

松原市長　澤井 宏文

　松原市では、大阪初のセーフコミュニティ国際認証
都市として、地域の安心・安全のため様々な取り組みを
進めています。特に災害対策につきまして、市民の皆
様と共に力を入れて取り組んでいます。災害時において、
「水は命をつなぐ生命線」として重要なものです。その
ため水環境の保全は欠かせません。
　2月の生活排水対策推進月間では、生活排水による
水環境への負荷を抑えるため、「残さない・ふき取る・
流さない」をキーワードに、食品ロスの削減や洗剤の
適量使用などの啓発を行っています。
　「せっけん運動」を通じた貴会の長年にわたる水環境
保全の取組に敬意を表しますとともに、未来に向けた
活動が進展されることを心より祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

守口市長　西端 勝樹

　守口市は、大阪平野のほぼ中央部、淀川の左岸に位
置しており、市内には大規模な緑地である淀川河川公
園・鶴見緑地や緑と水に親しむ空間として西三荘ゆと
り道があります。
　本市では、まちの美化推進のため、市民団体等と連
携して、清掃活動や違反広告物の除去作業や環境配慮
行動の実践に向けた啓発等を行うとともに、プラスチッ
クごみゼロを目指し、住みよい生活環境を創るため「プ
ラスチックごみゼロ宣言」を行いました。今後も市民、
事業者、行政等のあらゆる主体が環境問題に関心を持
ち、脱炭素・循環型社会の構築と良好な環境の保全に
向けた取り組みを進めてまいります。
　貴会が取り組んでおられる水環境の保全をはじめと
した様々な活動は、環境への負荷を軽減した循環型社
会を実現させる上で必要不可欠であり、長年のご尽力
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。
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● 兵 庫 県

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

岬町長　田代 堯

　大阪府の最南端に位置する岬町は、海と山の豊かな
自然に恵まれ四季折々の情景が素晴らしい美しいまち
です。毎年６月の環境月間に全町一斉に実施していた
「環境美化行動」は、コロナ禍の中昨年に引き続き中
止となりました。しかし、美しい海をはじめとする豊
かな自然環境を守るため、地域住民をはじめ多くのボ
ランティアの方々が清掃活動に精励されています。今
後とも「輝くまち」を創造し、行政と住民による協働
の取り組みを進めてまいります。
　貴会が「石けん使おう！」と提唱する水環境保全活動
も、本年で41年目を迎えられました。かけがえのない
美しい自然環境を未来に引き継ぐため、「せっけん運動」
の取り組みが、一層拡がり発展されますことを心よりご
祈念申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

八尾市長　大松 桂右

　八尾市は大阪府の東部に位置し、都市部の中でも豊
かな水環境を身近に感じることのできる自然環境に恵
まれたまちです。河川の水質につきましては、公共下水
道の普及等により年々改善傾向にあり、環境基準を達
成しています。
　このような中、昨年度は気候変動、海洋プラスチッ
ク問題など、本市を取り巻く社会情勢等の変化を踏ま
え、八尾市環境総合計画及び関連計画の改定等を行
いました。今後とも、これらの計画に基づき、さまざ
まな環境施策を推進し、より良い環境を未来へつなげ
るよう努めてまいります。
　貴会の長年にわたる、水環境の保全に向けた取り組
みに敬意を表しますとともに、今後ますますのご発展
をご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ 

兵庫県知事　井戸 敏三

※・本メッセージは、井戸知事在任中の令和 3年 6月に寄稿

　風光明媚な多島美が広がる瀬戸内海。水質改善が
進み、「きれいな海」となる一方、窒素・リンなどの不
足により、漁獲量が減っています。「豊かな里海」とし
て再生するため、水質規制から水質管理への転換が求
められています。
　本年 6月、瀬戸内海環境保全特別措置法が改正さ
れ、兵庫県が先進的に取り組んできた栄養塩類の管理
が制度化されました。瀬戸内海全体で栄養塩類が供給
され、水産資源の回復につながることを期待します。
　コロナ禍のなか、帰宅後の手洗いをはじめ、家庭で
の感染防止の徹底が重要となっています。コロナ対策
としても、環境に優しい石けんでの手洗いを推奨いた
だき、豊かな自然を次世代につないでいきましょう。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

明石市長　泉 房穂

　明石市は、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。
　本市では、「SDGs 未来安心都市・明石」の創造を目
指し、人にも自然にもやさしい持続可能な社会の実現
に向けて、様々な取り組みを推進しております。
　長年にわたり、次世代にきれいな水と豊かな自然を
残していくための活動に取り組んでおられます貴会に
心から敬意を表しますとともに、今後ますますのご発
展を心からお祈り申し上げます。
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シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

芦屋市長　いとう まい

　芦屋市は阪神間の都市部に位置し、緑の山と青い海
に包まれたコンパクトで利便性の高い国際文化住宅都
市です。「人と環境とのすこやかな関わりを誇る都市・
あしや」の実現に向け、温室効果ガス実質排出ゼロを
目指し、本年 6月1日にゼロカーボンシティを表明する
など、様々な環境施策の取り組みを進めています。
　環境が人に快適な暮らしを提供してくれるという「共
生」の関わりを市民・事業者・市による参画と協働で
築き上げ、身近な「地域の環境」、さらには広域的な「地
球の環境」の課題に対し、施策の更なる推進を図って
まいりたいと考えています。
　結びに、貴会の環境問題への取り組みに深く敬意を表
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　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
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 25年 3
月には国から「環境モデル都市」に選定されました。
現在は、SDGs の視点も取り入れ、さらなる発展を目
指しています。
　世界的に猛威を奮う新型コロナウイルス感染症の対
策においても、石けんを使った手洗いが有効であり、
皆様には引き続きの環境活動と感染症対策へのご理解
とご協力をお願いいたします。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。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

伊丹市長　藤原 保幸

　伊丹市には東部に猪名川、西部に武庫川という2つ
の大きな川が流れており、昆陽池や瑞ヶ池、伊丹緑地
等の自然緑地に恵まれ、貴重な生物も多数生息してい
ます。
　これまでに市民との協働による自然環境の保全に取
り組んできましたが、その成果として、猪名川にはアユ
が遡上するようになり、きれいな水質を好む国指定特
別天然記念物オオサンショウウオも発見されるように
なりました。今後とも、貴重種オニバスの保護・育成や、
猪名川におけるヒメボタルの観察等、自然環境の保全
に取り組んでいきます。
　貴会の長年にわたる環境保全の活動に敬意を表しま
すとともに、せっけん運動の輪が広がることを心から祈
念いたします。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

猪名川町長　岡本 信司

　猪名川町は阪神間北部に位置し、町域の約 8割を
森林が占め、大野山や一級河川猪名川をはじめ豊かな
自然に囲まれた住環境を有しています。
　平成 30 年には新名神高速道路が開通し、今年度は
町南部に大型物流拠点が完成を予定している一方、旧
来の農村地域では、高齢化等による担い手不足から遊
休農地が増加し荒廃する等の課題も抱えています。こ
のように、状況が目まぐるしく変化する中ではあります
が、豊かな自然環境を大切に守りながら、住民の皆さ
んの生活環境の向上に向けて、日々取り組んでまいり
たい所存です。
　最後に、貴会の長年にわたる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
心からお祈り申しあげます。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

加古川市長　岡田 康裕

　加古川市は、いにしえより人々の生活と地域の発展
を支えてきた一級河川「加古川」をはじめ、北部の豊
かな緑、南部の播磨灘や数多くのため池など、美しく
多様な自然に恵まれたまちです。
　本市では、気候危機と言うべき現状を重く受け止め、
本年 6月に「加古川市気候非常事態宣言」を表明しま
した。重点的に進めていく施策の一つである、森林を
はじめとした里山、川、海の豊かな自然を保全する取
り組みは、貴会が進めるSDGs の「14．海の豊かさを
守ろう」の活動に通じるものであり、今後も環境先進
都市の実現に向け、さらなる取り組みを進めてまいり
ます。
　貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後ますま
すのご発展を心からお祈り申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

川西市長　越田 謙治郎

　川西市は、南北を縦断する猪名川渓谷と周囲を彩る
桜のエドヒガン、笹部や赤松にある農村風景を残す棚
田、そして特産品であるイチジク、クリ、モモなど、豊
かな自然環境に恵まれたまちです。私たちに恩恵を与
えてくれるこの豊かな自然を守り育て、緑豊かな美しい
まちを次世代に引き継いでいかなくてはならないとの思
いを強く感じています。
　また、基本的な感染症対策の一つとして、手洗いの
重要性が再認識されていますが、貴会が「見直そう！
せっけんパワー　変えよう！私の地球と未来」を合言
葉に活動を進めておられることは、たいへん意義深い
ことと考えます。
　貴会の長年にわたる活動に心から敬意を表しますと
ともに、より一層運動の輪が広がることを祈念申しあ
げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

神戸市長　久元 喜造

・　六甲山系をはじめとする豊かな自然に囲まれた神戸
は、1868 年の開港以来、諸外国との交流を重ねつつ、
開放的で創造性に富んだ独自の神戸文化を培ってきま
した。この都市と自然が調和した豊かで快適な生活環
境を後世に引き継いでいくため、特に化学物質による
環境への悪影響を最小化することを目的とした「PRTR
制度」により、事業者が使用する化学物質を適切に把
握し、それによって得られたデータを活用したリスクコ
ミュニケーションを推進しています。
　環境にやさしい石けんの利用を勧める貴会の活動
は、合成洗剤による環境リスクを低減させ、水環境の
保全に貢献する意義深いものであります。また、新型
コロナウイルス感染症の感染防止対策の一つである手
洗いにおいても非常に有用です。
　貴会の活動が市民の意識向上につながることを期待
いたしますとともに、今後ますますのご発展と関係者
の皆様の一層のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

三田市長　森 哲男

　三田市は、市域を北西から南へ貫流する武庫川へ北
部の山地を源流とする多くの支川が合流して豊かな水
資源を形成し、市民の生活と活動を支えています。
　近年、世界的規模で地球環境への関心が高まり、
当市も喫緊の課題として「ゼロカーボンシティ」への挑
戦を表明いたしましたが、これは持続可能な開発目標
SDGs の目標に大きく関わる取り組みです。貴会の活動
も同様に SDGs の目標の一つである安全な水について
の大きな取り組みであり、目標に向けて個々人が生活
の中で出来る行動をすることが持続可能な目標へ到達
する道であると考えます。
　シャボン玉月間の活動を通して、一層「せっけん運動
ネットワーク」の輪が広がることを祈念いたします。
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シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

高砂市長　都倉 達殊

　高砂市は、兵庫県内最大の河川である加古川の下流
に位置しており、その水利はすぐれた景観、肥沃な土
地となり、大きな恩恵を受けてきました。
　本市では、「環境にやさしい暮らしがあるまち」をめ
ざし、地球環境に配慮した持続可能な資源循環型社
会づくりを進めております。豊かで潤いのある水環境を
保ち、住みやすい自然環境と生活環境を次世代に引き
継いでいくため、市民や事業者、行政などが協働して
取り組んでいく必要が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、大きな期待
と関心が寄せられているところであり、潤いと安心な暮
らしがあるまちづくりのため、活動の輪がますます広が
りますことを心からご祈念いたします。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

宝塚市長　山﨑 晴恵

　環境に優しい暮らし方を求め、水環境の保全を始め
とした様々な環境問題に取り組んでおられる貴会に、
心より敬意を表します。
　本市では、昨年度、環境に優しい生活の実践方法に
ついて、市民の皆様に関心を高め、考えてもらえるよう、
オンライン上で「たからづか市民環境フォーラム」を開
催しました。また、今年7月には、市内を流れる逆瀬
川に生息する生物を調べ、水質を判定するイベント「水
辺の生き物探検」を開催する予定です。
　新型コロナウイルス感染症は、依然として収束が見
通せない状況にありますが、感染防止に不可欠な、石
けんを使った手洗いの大切さが、多くの方に浸透し、
長きにわたる貴会の活動の輪がいっそう広がりますこと
をご期待申し上げます。

「シャボン玉月間に寄せて」　　　　　　　　

西宮市長　石井 登志郎

　西宮市は夙川の桜並木や緑豊かな六甲の山並み、ま
た砂浜の残る甲子園浜や香櫨園浜など多くの自然を有
しております。
　本市では、こうした風光明媚な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
豊かな自然を維持・継承していくために、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。
　長年にわた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。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

三木市長　仲田 一彦

　三木市は、兵庫県の南東に位置し、加古川の支流、
美嚢川が中央部を東西に流れ、美嚢川周辺には平野
部が広がり、それを囲むなだらかな丘陵地と台地で構
成された緑豊かな自然に恵まれています。　
　本市では、このような自然豊かな環境を未来につな
ぐため、三木市環境総合計画において、「自然共生と循
環による『うるおい豊かな環境』を守りつなぐまち三木」
を環境像として設定し、市民や事業者の皆様の協働に
より環境保全に関する取り組みを推進しています。
　「石けん運動」を入口として環境保全を推進している
貴会の活動に共感するとともに、心より敬意を表しま
す。今後も貴会の活動がより一層広がることをご祈念申
し上げます。
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● 岡 山 県

● 鳥 取 県

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

境港市長　伊達 憲太郎

　境港市は、鳥取県西部の弓浜半島北端に位置し、ラ
ムサール条約登録湿地である中海、白砂青松の美しい
海岸線が続く美保湾、天然の良港と言われる所以であ
る島根半島を背にした境水道と、三方を海に開けた風
光明媚な景観を有しています。
　こうした美しい環境を後世に引き継いでいくため、公
共下水道整備を基本とした水質改善や、海浜・護岸清
掃、側溝水路清掃、廃食用油の再資源化などに加え、
新たに海洋ごみ対策の取り組みを始めており、このか
けがえのない海を守るための施策を着実に進めてまい
ります。
　長年継続しておられる貴会の「せっけん運動」に対し
て深く敬意を表しますとともに、今後も「せっけん運動」
の輪がますます広がりますことを心からご祈念申し上げ
ます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

浅口市長　栗山 康彦

　浅口市は、瀬戸内海に面した岡山県の西南部に位置
し、地勢は北の遙照山系から、南の瀬戸内海まで多様
で、自然条件に恵まれた地域です。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・事業者・
行政が連携して、環境保全に取り組んでいます。
　近年、化学物質が環境や人体に及ぼす影響が、世界
的に問題となっています。私たちの暮らしの中で、化学
物質をゼロにすることは難しいと思いますが、減らすこ
とは可能だと考えます。
　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。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

赤磐市長　友實 武則

　赤磐市は、岡山県中南部に位置しており、岡山県内
三大河川の一つ吉井川が流れ、「肥沃な大地」と瀬戸
内海特有の「温暖な気候」、「豊かな日照量」という気
温と湿度が安定している地域です。
　市ではこの豊かな気候を利用した、ワイン生産、地
元産米を利用した酒造りが有名です。農産物の生産も
盛んに行われており、特に桃やぶどうなどの果樹栽培
は全国的にも名を知られたものとなっています。この恵
まれた自然を次世代に引き継ぐため、今後も良好な環
境保全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』を通
して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。
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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　大森 雅夫

　岡山市が本年 6月に改訂した「第2次岡山市環境基
本計画」では、「豊かな自然環境と調和した持続可能
なまち　岡山」を望ましい環境像として掲げ、市民・
事業者・行政が連携し、かつ各自が主体的に環境保全
活動に取り組むことにより、潤いとやすらぎを実感でき
る良好な都市環境づくりを進めています。
　環境保全活動は、地道な活動を息長く続けることが
大切であり、貴団体が長年にわたり取り組まれている
「せっけん運動」を通じた水環境の保全活動に敬意を
表しますとともに、活動の輪がより拡がり、さらに発展
されることを祈念いたします。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

鏡野町長　山崎 親男

　鏡野町は、岡山県の北部に位置し、本町と鳥取県三
朝町の県境に整備した人形峠～伯州山～赤和瀬を縦走
するトレッキングコース「高清水トレイル」で豊かな自
然を楽しむことができます。また、岡山三大河川であ
る一級河川吉井川の水源地になっており、豊富な水資
源を活用した民間の水力発電施設が点在しております。
　本町では、環境保全のため、ごみの減量化・リサイ
クルを推進するほか、環境活動写真展を開催し、住民
の身近な環境対策をご紹介し啓発を行っております。
　コロナ渦で、手洗いの頻度が増加し、環境にやさし
い石けんの利用拡大を推進する貴会の活動に敬意を表
しますとともに、今後も活動の輪が大きく広がりますこ
とを祈念いたします。

「シャボン玉月間に寄せて」　　　　　　　　 

笠岡市長　小林 嘉文

　笠岡市は、瀬戸内海に面し、風光明媚でありながら
日本遺産に認定されている石材産業を有する笠岡諸島
など、自然と歴史文化が調和した魅力的な自然環境を
有しております。
　本市では、この豊かな自然環境を保全し、SDGs の
目標の一つである「住み続けられるまちづくり」を目指
すとともに、「笠岡市環境基本計画」の基本理念であ
る「みんなで残そう　水と緑の美しいまち”かさおか”」

の実現に向けた様々な施策を、市民や事業者と共に一
体となって取り組んでいるところであります。
　長年にわたり貴会が取り組まれている水環境の保全
活動に敬意を表するとともに、今後益々その輪が広が
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」へのメッセージ

吉備中央町長　山本 雅則

　岡山県のど真ん中に位置する吉備中央町は、岡山
県のへその町と称され、その中心に吉備高原都市を有
し、ブッポウソウを町のシンボルとした自然豊かな町で
す。初夏には、ゲンジボタルとヘイケボタルが飛び交い、
なかでも豊岡川では、ひときわ多くのホタルが川面を
乱舞し、幻想的な光景を見せてくれます。
　豊かな自然と深い関わりをもってきた本町では、水
環境保全の大切さを理解し、この良好な環境を次の世
代へ引き継いでいくため、環境保全に取り組んでいる
ところです。
　貴会の活動に対し心から敬意を表しますとともに、
石けん運動の益々のご発展を願い、メッセージとさせ
ていただきます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

瀬戸内市長　武久 顕也

　瀬戸内市は、西端には一級河川吉井川が流れ、西部
は平野部が広がり、東南部は瀬戸内海に面した丘陵地
となっており、豊かな自然と歴史に彩られたまちです。
　その大切な自然環境を守るための取り組みの一つと
して、ごみ焼却施設の燃料にバイオディーゼル燃料（廃
食用油を回収して製造した燃料）を利用しています。
また、市民団体が廃食用油を再利用した石けんを作り、
古紙回収へのお礼としてお渡ししています。
　これからも次代を担う子どもたちをはじめ市民が安心
して暮らせるよう、市民の皆様と共に、環境保全の取
り組みを推進してまいります。
　貴団体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。
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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

総社市長　片岡 総一

　総社市は、岡山県の南西部に位置し、その中心を岡
山三大河川の一つである高梁川が流れています。本市
は、この高梁川のきれいな水の恩恵を存分に受け、そ
の水を生かした食品会社などの企業を数多く誘致して
います。
　水は限りある資源です。蛇口をひねればきれいな水
が出ることが当たり前になっている今、私たちは、この
水環境について考えなければならない時が来ていると
思います。汚れた水は川へ流れ、最後は海へと行き着
きます。市民一人ひとりの取り組みが、大きなうねりと
なり、水環境を保全していくことにつながるものと確信
しております。
　皆様が長年実践されている「せっけん運動」もその
大切な取り組みのひとつであると感謝しております。こ
の活動の輪が広がっていくことをご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

津山市長　谷口 圭三　

　津山市は、市内中心部を岡山県三大河川の一つであ
る吉井川が貫流し、水と緑に恵まれる自然豊かな岡山
県北部に位置するまちです。
　本市では、この自然環境を守るため、住民の方とと
もに河川清掃に取り組むほか、子ども達に向けた環境
体験学習「水の学校」を開催するなど、環境保全活動
に積極的に取り組んでいるところです。
　貴団体の長年にわたる「せっけん運動」を通じた環
境保全の取組に敬意を表しますとともに、本活動の輪
が一層広がりますことを心より祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間活動」によせて 

備前市長　吉村 武司

　備前市は、岡山県の南東に位置し、島々に囲まれた
水資源豊かな土地です。その豊かな水資源を守るため
に海洋保全に取り組んでおり、地元漁業組合、学生ら
とともに ｢アマモ場｣ の再生活動を30 年以上行ってい
ます。コロナ禍において、より衛生環境の充実が求め
られる状況のなか、石けんを使用した手洗いの励行を
行うとともに、地球環境・生活環境保全のため、再生

可能エネルギーの活用、ごみの減量・再資源化や環境
美化等に取り組んでいく所存でございます。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」活動によせて 

真庭市長　太田 昇

　真庭市は、岡山県の北部で中国山地のほぼ中央部に
位置しており、北は鳥取県に接し、南北約50㎞、東
西約 30㎞と県下で最も大きな自治体です。市内中心
部を、蒜山高原を源流として旭川が流れており、市域
の8割を森林面積が占めています。市内には、豊かな
自然や歴史遺産など多彩な資源があります。本市では、
この豊かな自然環境を守り、未来に繋げるため、「SDGs
未来都市真庭」「ゼロカーボンシティまにわ」宣言など、
市民・事業者・行政が連携して様々な環境保全活動に
取り組んでいるところです。これまでの貴団体の活動に
感謝申し上げますとともに、今後の「せっけん運動」の
取組がより一層広がりますよう祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

美咲町長　青野 高陽

　美咲町は、岡山県の中央部からやや北に位置し、
岡山三大河川のうちの旭川、吉井川が流れ、二上山
をはじめとする山間地には、日本の棚田百選・大垪
和西と小山の棚田が広がっている自然豊かな町です。
　海から遠いわが町のポイ捨てが、川を流れ、瀬戸内
海の海ごみにつながることがあることを知ってもらおう
と、平成 30 年度から、海ごみの発生抑制に関する看
板設置や小中学生へのアンケート調査、展示パネル作
製など、未来の世代へ豊かな自然を残すための水環境
保全にも取り組んでおります。
　貴会の長年にわたるせっけんを入口とした環境問題
へのお取組に敬意を表し、益々のご活躍をご期待申し
上げます。
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● 広 島 県

「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

　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、「第2次廿日市市環境基本計画」を策定し、
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り組みを
推進しております。
　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。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

東広島市長　高垣 廣德

　東広島市は、緑豊かな山々に囲まれ、美しい田園風
景が広がり、瀬戸内海の多島美を望む海岸線を有する、
豊かな自然環境に恵まれたまちです。また、銘醸地と
しても知られており、複数の川の源でもある水の生まれ
るまちです。
　本市では、この豊かな水環境を次世代に引き継ぐた
め、公共下水道の整備や合併浄化槽の設置を推進する
ほか、環境学習により、市民へ河川の水質保全に対す
る意識向上のための啓発活動を行っています。
　せっけんを通じ、環境問題に広く目を向ける貴会の
活動に敬意を表しますとともに、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 

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、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。また、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。
　本市では、プラスチックごみによる生態系への悪影
響など近年顕在化する様々な環境問題等に取り組むた
め、SDGs 等の新たな視点を取り入れた、「第３次広島
市環境基本計画」を令和 3年 3月に策定しました。こ
の中で、「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、様々な施策を進めることとしています。
　長年にわたる、貴会の水環境保全活動に深く敬意を
表しますとともに、今後、活動の輪がさらに広がります
ことを祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ

府中町長　佐藤 信治

　府中町は、周りを広島市に囲まれ、人口5万2千人
が住み、たくさんの住宅が建ち並ぶまちですが、北東
部には水分峡森林公園という自然豊かな公園がありま
す。また、市街地には3本の川が流れており、身近に
ある自然環境を感じることができます。
　当町では、これらの自然環境を未来に残していくた
めに、平成 30 年度から住民と協働で行う生き物調査
を始めました。住民に町内の動植物を調査・報告して
いただき、調査結果を環境学習に役立てるとともに、
調査の過程で自然と触れ合い、自然に対する興味や問
題意識を持つきっかけになればと考えております。
　貴会の水環境を守る「せっけん運動」も、家庭でで
きる環境保全活動として、今後ますます広がりをみせ、
きれいな川を育むとともに、美しい自然環境が守られ
ることをご期待申し上げます。
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● 山 口 県

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

岩国市長　福田 良彦

　岩国市は、山口県東部に位置し、清流錦川や中国山
地、瀬戸内海といった豊かな自然に恵まれたまちです。
　本市では、この豊かな自然環境を守り、次世代へと
つないでいくため、水生生物の調査を通して自然を愛
する心を育む「親と子の水辺（海辺）の教室」や、植
物の成長を楽しみながら地球温暖化などについて考え
る「緑のカーテンキャンペーン」といった市民の方が参
加できる活動のほか、廃食油を利用した石鹸の販売を
市民団体と連携して行うなど、様々な取り組みを通じ
て環境保全意識の高揚を図っています。
　長年にわたり水環境の保全や環境意識の向上に貢献
してこられた貴会の活動に敬意を表すとともに、一層
活動の輪が広がることを祈念いたします。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

宇部市長　篠崎 圭二

　宇部市は山口県の南西部に位置し、瀬戸内海に面し
ています。市内を厚東川や真締川が流れ、北部に広が
る緑豊かな里地里山、南部海岸沿いに広がる干潟など、
多様な環境に恵まれたまちです。
　本市では、この多様で豊かな自然の「宝」を次世代
に継承し、持続可能なまちを実現するため、「親と子の
水辺の教室」、「プラスチック・スマート運動」など、水
環境の保全につながる取組を進めています。
　さらに、2050 年カーボンニュートラルに向けた脱炭
素社会の実現は、様々な環境問題の解決にもつながり
ます。一人ひとりが環境問題を「じぶんごと」としてと
らえ、行動に移していただくための働きかけも行ってま
いります。
　新型コロナウイルス感染予防のため、せっけんによ
る手洗いも定着してきました。貴会の、「せっけん運動」
を通じた長年にわたる水環境保全の取組に深く敬意を
表するとともに、この活動の輪がさらに広がりますこと
を心からご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　  

上関町長　柏原 重海

　上関町は、山口県の最南端に位置し、瀬戸内海の穏
やかな海と島しょ部に囲まれた自然豊かで美しい景観
に恵まれた町です。町には近年、道の駅や温泉、遊漁、
河津さくら、水軍祭りなどのイベントにより、たくさん
の観光客が訪れます。
　こうした活気あるふるさとを、次世代に繋げていくた
め、きれいで豊かな自然を残していくことは我々の責務
でもあります。そのためには、環境に負荷をできるだけ
かけず、環境にやさしい暮らし方を続けていく必要が
あります。
　水環境の保全や海をきれいにすることは、SDGs の
様々な目標達成に貢献するもので、美しい自然を残し
ていくためにも、町民一人ひとりが環境に配慮した行動
を心がけることが重要であると考えています。また、近
年ではマイクロプラスチックによる海洋汚染が身近な問
題となるなど、水環境へ深刻な影響を及ぼしています。
　貴会が取り組んでおられる「せっけん運動」の推進
活動には、心から敬意を表するとともに、多くの人への
運動の更なる広がりとますますのご発展を祈念いたし
ます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

下松市長　国井 益雄

　下松市は山口県の南東に位置し、瀬戸内海に面して
います。山や島の豊かな自然に恵まれ、末武川ダム（愛
称米泉湖）、温見ダムという二つの水資源を持つ住み
よいまちです。
　本市では、水源の重要性を再認識し、水源地域の
環境を保全することを目的としたダム周辺の清掃を地
元のボランティア団体と一緒に定期的に行っています。
　昨年、今年と新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り活動が行えていませんが、環境を守り次の世代に引
き継いでいくために、本市といたしましても継続して努
力を重ねていきたいと考えております。
　貴会の長年にわたる「せっけん運動」による水環境
保全活動に深く敬意を表しますとともに、今後ますま
すのご発展を祈念いたします。



石けん使おう！　7月はシャボン玉月間 行政からのメッセージ　2021

sekken undou network せっけん運動　No.191　2021.1073

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

山陽小野田市長　藤田 剛二

　山陽小野田市は山口県の南西部に位置し、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。市街地は南部の干拓地を中心に発展し
ており、人と自然と工場が密に調和した社会を形成し
ています。
　本市では、「人と自然が調和する安心のまち」をテー
マとしたまちづくりを目指し、「水辺の教室」や「環境展」
更には海・河川等の清掃を実施するなど環境保全意識
の高揚に努め、市民との協働により自然環境の保全を
推進することとしています。
　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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

下関市長　前田 晋太郎

　下関市は、本州の最西端に位置し、関門海峡を挟ん
で、東に周防灘、西に響灘と3方が海に開かれ、豊か
な自然と水環境に恵まれた土地です。
　そうした本市の環境を将来世代に引継ぎ、持続可能
な社会を実現するために、この5月に山口県内では初
の「ゼロカーボンシティ」を宣言いたしました。
　その他、市内業者の取組として、破棄されていた鯨
油を無添加石けんとして商品化した「Minke・Soap」が
令和３年度文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞したと
ころです。
　貴会の長年にわたる環境保全活動のように、本市に
おいても市民や事業者と一体となって環境負荷の少な
い循環型社会の構築に努めてまいります。せっけん運
動の活動の輪がさらに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」によせて 

周南市長　藤井 律子

　周南市は、南に瀬戸内海の島 と々北に中国山地の豊
かな自然が広がり、臨海部には日本有数の石油化学コ
ンビナートを有し、夜には無数の灯りが広がる工場夜
景を楽しむことができます。
　このように自然と産業が調和するまちだからこそ、

化学物質を取り扱う企業とその地域住民との対話が大
切と考えております。そのため、本市では企業と住民の
「地域対話」の支援を行っており、企業の取組紹介や
工場見学、地域住民の不安や疑問に企業が応える場を
設けるなど様々な事を通じて、相互理解を図っています。
　結びに、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、「せっけん運動」の輪が今後も更に
広がることを心からお祈りいたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ  

周防大島町長　藤本 淨孝

　周防大島町は、山口県東南部に位置し、瀬戸内海に
浮かぶ島では３番目の面積を有し、島と本土とは大畠
瀬戸を渡る大島大橋によって連結しています。
　本町では、このたび新たに「第二次周防大島町総合
計画」を策定しました。環境の将来像、「自然と共生し
た快適で活力あるまちづくり」を実現するため水環境
保全の取り組みを進めてまいります。
　水は、生命を維持するために不可欠な資源であり、
同時に使用するせっけんは、環境や体の衛生面におい
てやさしいと言われています。シャボン玉月間を通じて、
多くの方に関心が高まり、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。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて 

光市長　市川 熙

　光市は、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加え、「クリー
ン光大作戦」などの保全活動や環境学習に取り組んで
います。
　新型コロナウイルス感染症予防のため手洗いの重要
性が再認識されている今、人や環境に優しい「せっけん」
の利用促進に長年取り組んでおられる貴会の活動に改
めて敬意を表しますとともに、益々のご発展を心より祈
念申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

防府市長　池田 豊

　防府市は、山口県の中央部に位置し、瀬戸内海と中
国山地に連なる山々に囲まれた平野に一級河川「佐波
川」が流れる自然の恵み豊かなまちです。
　この防府で生まれ育ち、漂泊の俳人と呼ばれる「種
田山頭火」は、各地を旅する中で水を詠んだ句を数多
く残しています。

「あるいて水音のどこまでも　こころおちつけば水の音　
ふとおもひでの水音ばかり」

　本市では、山頭火の詠んだ情景を守り、将来の世代
に継承するため、毎年７月に開催する「佐波川一斉清掃・
市民一斉清掃」をはじめ様々な環境施策に取り組んで
います。
　水環境を守るための取組である「せっけん運動」を
はじめとする、貴会の長年にわたる環境保全活動に敬
意を表すとともに、活動の輪が更に広がりますことを心
から祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

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、多島美を誇る
瀬戸内海に面し、日照時間が長く、温暖な気候に恵ま
れた自然豊かなまちです。
　こうした自然環境を次世代に受け継いでいくため、夏
休みには小学生とその保護者を対象とした「親と子の
海辺の教室」を開催します。マイクロプラスチックの調
査・観察や海浜清掃を通じて、プラスチック製品が身
近な海や自然環境に与える影響への理解を深め、水質
保全の大切さを学習します。
　皆様の長年にわたる水環境の保全に向けた活動に敬
意を表するとともに、今後も「せっけん運動」の活動の
輪が広がっていきますことを心からお祈りいたします。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

　　　　山口市長　渡辺 純忠

　山口市は、椹野川をはじめとした多くの清流を有して
おり、河川流域一帯は、国の天然記念物「山口ゲンジ
ボタル発生地」をはじめ、豊かな生態系や貴重な植物
群落が数多く残されています。
　この豊かな水環境を保全していくため、市内の小学
生やその保護者を対象とした「水辺の教室」の開催な
どを通じての意識の啓発、河川流域住民との協働によ
る河川美化活動を通じ、次世代への自然環境の継承を
目指しているところです。
　貴会の長年にわたる活動「せっけん運動」は、自然
環境と共生する重要な活動であると感じており、これ
までの貴会の活動に対し、深く敬意を表しますととも
に、活動の輪がより一層広がることを心からお祈りいた
します。

「シャボン玉月間」メッセージ　　　　　　   

和木町長　米本 正明

　和木町は、山口県の最東端に位置し、一級河川小
瀬川を挟んで広島県と隣接し、東は瀬戸内海に面した
小さな町です。
　本町は、早くから公共下水道事業に取り組み、生活
排水処理率は99.5％です。町内の取り組みでは、和木
町生活学校の皆様が、食廃油をリサイクルして作った「し
らうお石鹸」は多くの方々に愛用されています。
　せっけんは、我々が生活する上で欠かすことのできな
いもので、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として
も、せっけんを用いた手洗いは有効とされています。こ
の機会に広く周知されることを期待するとともに、貴会
の水環境の保全活動に対し、心から敬意を表し、今後
益々のご発展とご活躍をご祈念申し上げます。
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● 福 岡 県

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

赤村長　道 廣幸

　赤村は、福岡県の東部に位置しており、英彦山を源
流とした今川が流れ、緑豊かな大自然に恵まれた村です。
　本村は、県内有数の良質米の産地で、特に美味し
いお米には欠かせない「きれいな水を後世に残す」を
キャッチフレーズに、行政と住民の皆様と協働して環
境保全に取り組んでいます。
　貴会の長年に亘る「せっけん使用運動」は本村にとっ
ても欠かせない取り組みであると深く敬意を表すととも
に、この活動の輪がさらに広がることを心より祈念申し
上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

芦屋町長　波多野 茂丸

　芦屋町は、町の中央を遠賀川が流れ、北側は響灘に
面し、美しく変化に富んだ海岸線となっており、毎年多
くの方が海水浴や釣り等を楽しまれております。
　このような恵まれた水環境を将来に引き継ぐため、
町では、「未来へと・みんなでまもり　みんなでつなぐ・
美しい芦屋の郷里」を環境像とした「芦屋町環境基本
計画」を策定し、町民 ･事業者・行政の協働により、
環境保全の意識を高め、海岸の清掃活動「ラブ･アース
クリーンアップ」や「町内一斉清掃」などに取り組んで
おります。
　貴会の長年にわたる、水環境保全の取り組みに敬意
を表しますとともに、今後ますます活動の輪が広がりま
すことを祈念いたします。

「せっけん使用運動」への応援メッセージ       

飯塚市長　片峯 誠

　本市では、環境基本計画において「ひと＋自然＋や
さしいまち＝いいづか」という将来像を掲げ、自然と
調和した住みよいまちの実現を目指しており、河川の水
質改善など水環境保全へ向けた取り組みを推進してい
ます。
　昨今、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
人々の生活様式が大きく変化する中で、貴会の長年に
わたる様々な活動が環境問題のみならず、人々の健康
に対しても大きく寄与されておりますことに深く敬意を
表しますとともに、今後、さらに活動の輪が広がります
ことを心よりご祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

糸島市長　月形 祐二

　糸島市は、北部と西部は玄界灘、南部は脊振山系の
雄大な山々に面し、県指定天然記念物「はまぼう」の
群落や、カブトガニが生息する泉川河口干潟、九州最
大のオオキツネノカミソリの群生地である井原山など、
多彩な自然環境を有しています。
　本市では現在、第2次糸島市地球温暖化対策実行
計画及び糸島市生物多様性地域戦略を編入した第2次
糸島市環境基本計画を策定し、環境保全を一層進めて
います。
　貴会の長年のご活動に深く敬意を表し、活動の輪が
さらに広がることを心よりご祈念申し上げます。
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応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　 

宇美町長　木原 忠

　宇美町は、一本松公園（昭和の森）などの豊かな自
然や、日本遺産に認定された「国指定特別史跡　大野
城跡」など、歴史・文化の資源が残る町です。
　近年、大規模災害が増える中、これからのまちづく
りの柱の一つとなる豊かな自然や、水環境の保全に今
後とも努めてまいります。
　貴会の長年にわたる水環境保全活動に心から敬意を
表しますとともに、今後ますますの活動の輪が広がりま
すことを祈念申し上げます。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　 

大川市長　倉重 良一

　大川市は、福岡県の南西部、筑後川が有明海に注
ぐ河口左岸の一角に位置しており、水と緑の豊かなま
ちです。本市では、「ずっと大川ずーっと大川」を感じ
られるまちを目指し、【創造・共生・共創】をまちづく
りのビジョンとし、SDGs（持続可能な開発目標）を取り
入れた「大川市第６次長期総合計画」を策定しました。
　基本目標に「人と自然に調和した都市空間を共創す
るまち」を掲げ、クリークをはじめとする河川の水質や
水辺環境の保全に取り組んでいます。
　貴会の水環境を守る取り組みとして、「せっけん使用
運動」に敬意を表しますとともに、今後この活動がま
すます発展していくことを心よりご祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

大野城市長　井本 宗司

　大野城市は、市内を流れる御笠川、牛頸川が中心
部で合流し、東北部には四王寺山や乙金山、南西部に
は背振山地の牛頸山を中心とする小連山が連なる自然
豊かなまちです。
　本市では、「2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を
目指す「ゼロカーボンシティ大野城」を宣言し、豊か
な自然環境を次世代に引き継ぎ、持続可能な社会を実
現することを目標に取り組んでいます。
　グリーンコープの長年に渡る環境保全活動に敬意を
表しますとともに、今後ますます活動の輪が広がります
ことを祈念申しあげます。

水環境保全に対するメッセージ　　　　　　 

大牟田市長　関 好孝

　大牟田市は福岡県の最南端に位置し、海と山に囲ま
れた自然豊かなまちです。本市では、「大牟田に住んで
みたい」と思っていただけるような、安心・安全で魅力
的な大牟田のまちの実現に向け、様々な取り組みを行っ
ています。
　その一つとして、本年 4月には、本市の生活排水処
理の指針となる「大牟田市生活排水処理基本計画」を
見直し、水洗化の更なる推進と河川水質の改善に向け
た啓発に継続して取り組むこととしています。
　良好な水環境の保全を図り、より良い環境を次の世
代へ引き継いでいく活動をされている貴会の取り組み
に対し、深く敬意を表し、皆様方の今後益々のご活躍
を心より祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

岡垣町長　門司 晋

　岡垣町は、北は響灘、南は孔大寺山系に彩られた自
然豊かな町です。
　町内には6カ所の水源と14本の井戸があり、町の
水道水は、水源の85％を井戸からくみ上げられる地下
水が占めるなど、おいしい水にも恵まれています。
　本町はこれらの環境を次世代へと引き継いで行くた
め、令和 3年 3月に「岡垣町第 6次総合計画」及び「岡
垣町第3次環境ビジョン」を定め、住民・事業者・行
政が一体となって環境保全に取り組んでいるところです。
　貴会の水環境を守る取り組みに深い敬意を表します
とともに、今後ますます運動の輪が広がることを心より
ご祈念申し上げます。
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

遠賀町長 　古野 修

　遠賀町は、豊かな自然・複数の河川を持つ「水と緑」
のまちです。町の東側が遠賀川に面していて、住民の
みなさんが持つ水環境への関心は高く、飲用と豊かな
農地を支える水は大変重要な役割を果たしています。
また、年2回の水質調査や遠賀川河川敷の清掃活動
の取組みを行っていて、他に遠賀川漕艇場での「おん
がレガッタ」の開催や絶滅危惧種のオニバス再生など、
水に関する事業やイベントも盛んです。貴会の「水環境
保全に対するせっけん使用運動」活動に敬意を表しま
すとともに、その活動の輪が大きく広がりますことを心
より祈念申し上げます。

せっけん使用運動への応援メッセージ　　　 

春日市長　井上 澄和

　春日市は、福岡都市圏に位置する住宅都市で、筑前
三大大池の白水池や複数の総合公園がある、水と緑あ
ふれる住みよいまちです。
　第3次春日市基本計画の中で「市民との協働による
環境のまちづくり」を掲げており、毎年春と秋に市内
全35地区自治会によるクリーン作戦を行うなど、住民、
行政が一体となって環境保全活動に取り組んでいます。
　貴会の長年の取り組みに敬意を表しますとともに、
今後活動の輪がより一層広がりますことを心より祈念い
たします。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

嘉麻市長　赤間 幸弘

　嘉麻市は、福岡県のほぼ中央に位置し、遠賀川の源
流を有する、緑に包まれた自然豊かなまちです。
　本市では、「山田川クリーン作戦」や「Ｉ・LOVE・遠賀
川 in 嘉穂」での河川清掃、合併浄化槽の設置にかか
る費用を一部補助する事業などを実施し、水環境保全
活動に取り組んでいます。
　今後も、次世代を担う子ども達により良い環境を引
き継ぐよう努めてまいります。
　貴会が取り組まれている「せっけん運動」を通じて、
水環境保全の理解が深まり、活動の輪がますます広
がっていきますよう心からご祈念申し上げます。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

川崎町長　原口 正弘

　川崎町では、第 6次総合計画において「住みたい、
住み続けたい川崎町」を目標に環境衛生の面から、水
質汚染防止の推進を掲げ、家庭からの生活排水による
公共水域の水質汚濁を防止し町民の生活環境を守り、
環境衛生の行き届いた環境づくりを取り組んでいます。
　本町の中央を南から北に中元寺川が流れています。
川沿いには美しい田園風景が広がり、自然豊かな町で
す。この財産を守っていくためにも貴会の長年にわたる
「せっけん運動」は、本町においても考えるべき取り組
みであるとともに、深く敬意を表します。今後ますます
活動の輪が広がっていくことを祈念いたします。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

苅田町長　遠田 孝一

　苅田町は、産業都市としての発展を機軸としながら、
先人から受け継いだ貴重な歴史、文化、自然などを継
承し、誰もが心豊かに暮らせるまちづくりを進めており
ます。
　まちづくりの中でこれまで様々な SDGs の取組みを
行ってきましたが、より一層推進していくために本年
６月１日に「苅田町 SDGs 推進本部」を設置しました。
SDGs 達成のためには、地域一体となっての取組みが
不可欠です。貴会の活動により、多くの皆様が水環境
に関心を持ち、活動の輪が更に大きく広がりますこと
を祈念申し上げます。
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

北九州市長　北橋 健治

　北九州市はかつて、市民、企業、行政が一体となっ
て公害を克服した歴史があります。近年では、公害克
服によって培われた技術や経験を活かした国際協力等
の取組が評価され、OECD から「SDGs 推進に向けた
世界のモデル都市」に、国から「SDGs 未来都市」に
選定されました。今後も、SDGsの達成に向けた取組を、
市民や企業の皆様と一丸となって推進してまいります。
　貴会のせっけん使用を通じた水環境保全の活動は、
SDGs の17のゴールのうち、ゴール14（海洋保全）を
はじめとする多くの目標達成を目指した取組であり、長
年にわたる「せっけん使用運動」に敬意を表するととも
に、今後の更なるご活躍を祈念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

鞍手町長　岡崎 邦博

　鞍手町では「美しく豊かな自然環境の保全整備」「快
適な住環境整備」を目指し、住民、事業者、行政が
協力して環境に対する負荷の軽減に努めています。ま
た、水環境の保全につきましては、公共下水道の整備
事業や小型浄化槽の設置補助事業などの取組みや啓
発を推進しています。　
　貴会が長年にわたり、取り組まれている「せっけん使
用運動」に対し、敬意を表しますとともに、この活動
が今後ますます地域に広がり、環境保全に対する意識
が高まりますよう心より祈念申し上げます。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　    

桂川町長　井上 利一

　桂川町は、福岡県の中央部、筑豊地域の南端部に
位置しており、６世紀に造られた国の特別史跡「王塚
古墳」を擁し「文化の薫り高い心豊かなまちづくり」を
基本理念として、人と自然が共生するまちづくりを推進
しています。
　豊かな自然環境を持つ本町では、生活雑排水の適
正処理に向けて合併処理浄化槽の設置を推進するな
ど、様々な取り組みを行っています。
　貴会の「せっけん使用運動」は浄化槽中の微生物、
ひいては環境にやさしく、豊かな自然環境の維持に期

待できます。
　この運動の輪がさらに広がっていきますことをご祈
念申し上げます。

応援メッセージ　　　　　　　 　　　　       

古賀市長　田辺 一城

　古賀市では「未来に引き継ごう　人と自然と愉しく共
生する・環（わ）のまち・こが」をめざし、市民や事業者、
環境保全を主な目的とする市民活動団体「ぐりんぐりん
古賀」との「共働の環」を広げ、水環境の保全を含め
たさまざまな環境施策を推進しております。
　貴会が取り組まれております「せっけん使用運動」
は環境保全に大変意義深い活動であり深い敬意を表し
ますとともに、この活動を通して多くの方が環境保全に
対する理解を深め、今後ますます活動の環が大きく広
がりますように心より祈念いたします。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

篠栗町長　三浦 正

　篠栗町は福岡都市圏の東部に位置し、森林が約 7
割を占め、町の中央を多々良川が横たわる水と緑の豊
かな町です。2009 年には森林セラピーの認定を受け、
心と体を癒す森林セラピー事業を展開しています。
　いつまでもきれいな川を後世に伝えるため、地域一
体での清掃活動の実施や、公共下水道、浄化槽の普及
を推進するなど、水環境の保全に努めています。
　「せっけん使用運動」は本町にとって大変有意義なも
のです。今後も貴会の取り組みがさらに発展し、この
運動がより充実したものになることを心から祈念いたし
ます。
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応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

志免町長　世利 良末

　志免町は、福岡都市圏のほぼ中央に位置し、町の中
央を宇美川が流れています。町では、町民、事業所が
一体となり、それぞれの立場で考え行動することができ
る環境美化や環境問題の高い意識を持つとともに、ご
みの減量化やリサイクル化などが進む環境負荷の少な
い持続可能な循環型社会が構築された、清潔で美しい
まちを目指しております。
　また、廃油を使って石けんをつくるボランティア団体
を支援しており、宇美川の水質検査を実施し良好な水
環境を得ています。
　今後も、貴会が長年取り組まれております「水環境
保全に対するせっけん使用運動」がますます広まりま
すことを心よりご祈念申し上げます。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

新宮町長　長﨑 武利

　玄界灘と立花山の自然美に囲まれた新宮町。都市機
能と豊かな自然の調和がまちの魅力です。
　本町では、令和 3年度から10 年間のまちづくりの
方向性を示す『第 6次新宮町総合計画』がスタートし
ました。
　町の魅力である恵み豊かな自然環境を守り活用しな
がら、次世代へ継承される持続可能な社会をめざすと
ともに、地域の特性を活かした誰もが暮らしやすい環
境づくりに取り組んでまいります。
　次世代の子どもたちに美しい自然をつなぎ豊かな環
境型社会を目指しておられる貴会の取り組みは、本町
の理念とも通じるものがあり、この運動の輪がより一層
広がりますよう心から祈念いたします。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

添田町長　寺西 明男

　添田町は、日本三大修験山である英彦山を有する自
然豊かなまちです。彦山川・今川・中元寺川の主要三
水系は、住民の生活用水や農業用水の水源として活用
されており、「添田町第６次総合計画」において水環境
の保全を重要施策として掲げ、合併浄化槽の普及促進
や河川環境保護活動に取り組んでいます。

　貴会の「せっけん使用運動」の取り組みが、多くの方々
の環境意識の向上や水環境の保全に貢献されておりま
すことに敬意を表しますとともに、より一層の活動の広
まりをご祈念申し上げます。

せっけん使用運動へのメッセージ　　　　 　

田川市長　二場 公人

　田川市には、神輿と山笠が川を勇壮に渡る姿が特徴
的な福岡県五大祭の一つである「川渡り神幸祭」があ
り、川と市民の関わりはこのまちに深く根付いており
ます。
　本市では、令和元年度から新たな浄化槽の補助制
度を開始し、合併浄化槽への転換件数が制度開始後
2年間で約10 倍に増加するなど汚水処理の取り組み
が進んでいるところです。
　貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表すると
ともに、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。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

太宰府市長　楠田 大蔵

　太宰府市は、令和発祥の都として元号の名のとおり
美しい調和を基調とした歴史的文化遺産に恵まれ、宝
満山や四王寺山の豊かなみどりと、その素晴らしい眺
望、御笠川、鷺田川や大佐野川の水辺とそこに生きる
多様な生きものたちなど、四季折々に表情を変える豊
かな自然に囲まれています。
　本市では、水環境保全のために御笠川や大佐野川に
おいて市民団体が主体となって河川の清掃活動を定期
的に実施するなど、生きものがすみやすく、人が親しみ
やすい美しい良好な水辺づくりに取り組んでいます。
　貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表しま
すとともに、今後ますます「せっけん使用運動」が発
展し、より一層活動の輪が広がりますことを心よりお祈
り申し上げます。
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「水環境保全に関するせっけん使用運動」応援メッセージ 

筑紫野市長　藤田 陽三

　筑紫野市は、「第三次筑紫野市環境基本計画」にお
いて「みんなでつくる・みどり輝くふるさと・筑紫野」と
いう環境像を掲げて、自然と都市機能が調和するまち
の実現を目指しています。
　本市の水と緑の豊かな自然を後世に受け継いでいく
ためにも、下水道整備による公共下水道の普及促進や、
河川の水質調査を行うとともに、次世代を担う子どもた
ちの水環境に対する意識を高めることを目標に市内河
川での生き物観察会を開催するなどの取り組みを行っ
ております。
　貴会が永年にわたり取り組まれている「せっけん運動」
は大変有意義な活動であり、皆様の努力に心から敬意を
表しますとともに、更なるご活躍をご期待申しあげます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

筑後市長　西田 正治

　筑後市は、福岡県南部に位置し、清流矢部川をはじ
め複数の河川から流れるきれいな水に育まれ、たくさ
んの穀物や野菜、果物などを生産しています。
　きれいな水を維持するためには、汚れた生活排水を
流さない、河川や水路の細やかな清掃を行うなど適正
な水の管理が必要です。
　当市では例年5月に、市民・事業者と行政が一丸と
なり「川と水を守る運動」を展開しています。この運動
は昭和55 年から水質保全と河川浄化を目指し、筑後
の自然やきれいな水環境を次の世代へと引き継ぐため
取り組んでいる大きなイベントです。残念ながら昨年と
本年は新型コロナ感染拡大防止により中止しましたが、
清掃活動については、今後も継続していきたいと考え
ています。
　貴会の長年の取り組みについて、心から敬意を表し
ますとともに、皆様の今後益々のご活躍を祈念申し上
げます。

「せっけん運動」応援メッセージ　　　　　　

那珂川市長　武末 茂喜

　那珂川市は、福岡県の西部に位置し、市の南部を源
流とする那珂川及び九千部・脊振山系からなる豊かな
自然に恵まれています。
　本市では、平成 26 年度に策定した「第2次那珂川
市環境基本計画」に基づき、環境施策を推進しており、
市のシンボルでもある那珂川・梶原川の水環境保全の
取り組みとして、毎年、アユの放流や「海の日」に市民・
事業者・行政が一体となった河川清掃活動などを実施
しております。
　貴会が取り組まれておりますこの「水環境保全に対
するせっけん使用運動」には大きな期待をいたします。
今後も、活動の輪が大きく広がりますことを祈念申し上
げます。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

中間市長　福田 健次

　中間市は、「人、水、緑、みんなでつたえよう・なかま」
を目指すべき環境像として定め、環境保全・創造に向
けた取り組みを推進しています。
　本市では昨年、持続可能な社会の実現に向け、世界
首長誓約への加盟をはじめ、各企業や大学と連携協定
を締結しました。また、庁舎内では無添加せっけんを
使用する等、環境負荷低減に向けた取り組みも積極的
に行っています。
　貴会が「せっけん使用運動」をはじめ環境保全運動
に長年取り組んでおられますことに深く敬意を表します
とともに、更なるご活躍を心より祈念申し上げます。
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「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

直方市長　大塚 進弘　　

　直方市は福岡県北部に位置し、緑豊かな福智山と南
北に流れる遠賀川、彦山川に代表される美しい自然に
恵まれた水と緑があふれるまちです。
　豊かな自然や歴史的・文化的な財産を次の世代に引
き継いでいくとともに、「自分だけ」、「今だけ」の豊か
さの追求ではなく、今後も継続して市民一人ひとりが豊
かさを感じられる都市を目指しています。
　貴会が長年取り組まれている水環境保全活動に敬意
を表しますとともに、「せっけん使用運動」のより一層
の活動の広まりを祈念いたします。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

久山町長　西村 勝

　久山町は、豊かな森林と蛍の飛び交う清流が、暮ら
しのすぐそばにある町です。福岡都市圏に位置しなが
らも守り継がれたこの環境は、本町の大きな財産です。
　今や、水環境は世界規模の問題ですが、私たちの日々
の小さな選択や行動が、未来を変える大きな力になる
と信じています。
　長きにわたり環境保全に取り組む貴会の活動に心か
ら敬意と感謝の意を表するとともに、おいしい水と空
気を将来世代に届けられるよう、共に挑戦いたします。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

広川町長　渡邉 元喜

　広川町は筑紫平野の南東部に位置し、耳納山地の緑
深い山々、温暖な気候に恵まれ、八女茶、いちご、ぶ
どうや梨などの豊富な農作物、久留米絣などの伝統文
化等を育む、豊かな自然に囲まれています。　
　豊かな自然を次世代へと受け継いでいくため、環境施
策のひとつに「自然と共生する快適なまち」を掲げ、公
共下水道の整備、家庭用小型浄化槽の設置に対する補
助事業など水質環境改善の取り組みを行っております。
　貴会が取り組まれている「せっけん使用運動」は、
一人ひとりが水環境について考え、豊かな自然を守り、
次世代に継承していく大変意義深い活動だと思います。
この活動の輪がさらなる広がりとなることを心よりご期
待申し上げます。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

福岡市長　髙島 宗一郎

　福岡市は「人と環境と都市活力の調和がとれたアジ
アのリーダー都市」をめざし、人と地球にやさしい、持
続可能な都市づくりにチャレンジしています。
　豊かな博多湾の環境を未来の世代に引き継いでいく
ため、市民・企業など多くの方 と々連携して、生物多様
性の保全や水底質の改善、二酸化炭素を吸収するはた
らきがある海草アマモの藻場づくりなど、博多湾の環
境保全創造に取り組んでいます。
　貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します
とともに、今後の更なるご活躍を心より祈念いたします。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

福智町長　黒土 孝司

　福智町は福岡県の中部から北東よりに位置しており、
町の中央部を流れる彦山川と中元寺川、標高901メー
トルの秀麗な福智山など、豊かな自然に彩られながら、
これらの魅力を生かしたまちづくりを展開しています。
　本町では、「田川郡東部地域、循環型社会形成推進
地域計画」基づき、住民・事業者・行政が一体となっ
て、地域環境ならびに命の源である水や森を守る環境
づくりに取り組んでいるところです。
　貴会の長年にわたる水環境保全活動に心から敬意を
表しますとともに、美しい自然を次世代へ引き継ぐ環境
活動の輪がますます広がっていくことをご祈念申し上げ
ます。
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応援メッセージ　　　　　　　　　　　　    

福津市長　原﨑 智仁

　福津市は、医療や交通に恵まれた住環境、新鮮で
美味しい農水産物と海や世界遺産などの観光資源を生
かしたまちづくりによって、子育て世代に人気のある元
気な都市です。松林や干潟、ウミガメが産卵に訪れる
砂浜などの豊かな自然環境は、一度失えばたやすく戻
らない本市の宝であり、「SDGs 未来都市」として、市
民とともに、守り・育む取り組みを続けてまいります。
貴会の「せっけん運動」に心から感謝申し上げ、今後益々
のご活躍を祈念いたします。
　

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

豊前市長　後藤 元秀　

　新型コロナウイルス感染拡大がパンデミックとなり世
界と時代を大きく変え、私たちの暮らしや仕事なども、
変えていかなければならない時代。この体験から学ん
だひとつが「自分の身の安全は自分で守る」、「できるこ
とから取り組む」ですね。
　細胞に侵入して感染していくウイルスが、石けんのも
つ界面活性作用で消滅していく、身近にある安全な石
けんの持つ偉大な力も知りました。今こそ、使わないな
んてありません。

応援メッセージ　　　　　　　　　　　　　

水巻町長　美浦 喜明

　水巻町は、遠賀川流域に広がる平地の北部に位置し、
町内には遠賀川をはじめ、堀川や曲川などが流れ、住
民の生活、文化と深い結びつきを持つ貴重な地域資源
であると同時に重要な役割を担っています。
　本町では令和 3年度より、今後の環境政策の礎とな
る第2期水巻町環境基本計画を策定し、これまでどお
り水環境の保全を重要なテーマとして取り組んでいくこ
とを決めています。今後も環境意識の啓発を行い、住
民・行政・事業所が一体となって取り組める体制づくり
を推進し、広域的な連携にも取り組んでまいります。
　貴生協の長年にわたる「せっけん使用運動」に深い
敬意を表するとともに、今後のさらなるご活躍をご祈念
申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

宮若市長　有吉 哲信

　宮若市は、福岡市と北九州市の両政令市のほぼ中間
に位置し、犬鳴川と八木山川が流れる、水と緑に恵ま
れた地域です。水環境については、宮若市環境基本計
画でも重要項目となっており、市民・企業・行政の協働
による遠賀川河川一斉清掃、不法投棄の防止や環境ク
リーン作戦などの取り組みを行っています。
　貴会の長年にわたる水環境を守る活動に敬意を表し
ますとともに、活動の輪がますます広がりますことを祈
念申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

宗像市長　伊豆 美沙子

　宗像市は2020 年に、内閣府が選定する「SDGs 未
来都市」に選ばれました。これは「宗像の海」が千年
以上に渡り、先人たちから大切に守り継がれてきたこと、
そしてその土壌として、豊かな自然環境を守ろうという
宗像人の想いが脈 と々受け継がれてきた賜物であると
考えております。
　・“Save・the・Sea”（海を守ろう）を合言葉に、海の環
境保全活動に積極的に取り組んでいる本市といたしま
しても、「せっけん使用運動」の想いに共感し、今後ま
すます本活動の輪が広がりますことを心から祈念いた
します。
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● 鹿 児 島 県

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

柳川市長　金子 健次

　柳川市は、福岡県南部、筑後平野の西南部に位置し、
北西は筑後川、南東は矢部川という一級河川が流れ、
南部は有明海に面しています。
　また、市内にはおよそ 930㎞に及ぶ掘割がめぐり、
独特な景観を醸し出し、特に水郷柳川の川下りは、四
季折々の風情があり観光客に楽しんでいただいていま
す。このように柳川市は、良好な水資源が欠かせない
まちであり、水環境の保全は生活、農漁業、観光など
すべてにおいての重要な政策となっております。
　貴会が市民生活者として水環境を守る活動に精力的
に取り組まれておられますことは本市にとっても非常に
ありがたいことであります。
　今後とも貴会の取組がさらに発展し、活動の輪がひ
ろがりますように祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　   　　　

鹿児島市長　下鶴 隆央

　鹿児島市は、雄大な桜島や波静かな錦江湾など、世
界に誇れる素晴らしい自然を有しています。また、平
成の名水百選に選定された「甲突池」を源流とする甲
突川など、豊かな水環境は、市民に多くの恵みをもた
らすと同時に、憩いとやすらぎの場として親しまれてい
ます。
　本市では、これらの豊かな自然を次の世代に引き継
いでいくため、石けんの利用を促進する展示コーナー
を設けているほか、環境保全に関する調査や広報啓発
活動など、行政、事業者、市民が一体となった取り組
みを進めています。
　皆様方の長年にわたる「せっけん運動」を通した水
環境保全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ご期待申し上げます。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ 

八女市長　三田村 統之

　八女市は緑深い山々や、矢部川の清らかな水等、美
しい自然に恵まれた地域です。
　先人たちの知恵と努力により、守り育まれた水環境を
汚すことなく次世代へ引き継いでいくことは、私たちの
責務です。今後も市民、市民団体、事業所の皆さんと
行政が協働し水環境保全の取組みを進める所存です。
　貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表すると
ともに、この活動がより多くの方々の環境意識の向上
に繋がることをご祈念申し上げます。
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● 佐 賀 県

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

嬉野市長　村上 大祐

　嬉野市は「日本三大美肌の湯」で知られる名湯・嬉
野温泉に恵まれ、霧深い山々には茶畑が連なり、初夏
の水辺には蛍が群れ飛ぶまちです。こうした豊かな自
然環境に恵まれ、ともに生きるまちとして、水環境の
保全と人々のお肌にやさしい製品の推奨に努める貴団
体の活動理念に心から共感し、敬意を表します。
　嬉野市が誇る特産の「うれしの茶」は全国茶品評会
で、優良産地に贈られる「産地賞」に「蒸し製玉緑茶
の部」と「釜炒り茶の部」の2部門で選ばれる品質日
本一の産地です。そのお茶の味を決めるのも「水」です。
嬉野市内で採取した水をペットボトルにした「うれしの
の水」も市民・観光客に人気を博しています。
　貴会のますますの発展を心より祈念します。

「7 月はシャボン玉月間」によせて　　　　　

鹿島市長　樋口 久俊

　鹿島市は、西に多良岳、経ヶ岳、東にラムサール条
約湿地に登録された肥前鹿島干潟がある自然豊かなま
ちです。
　本市民憲章にある、『花と緑を愛し、伝統をいかして
美しいまちにしましょう。』を理念に、第７次鹿島市総
合計画においては、市内海域の保全及び干潟の調査研
究や環境教育プログラムによる次世代への啓発を行う
こととしています。また、下水道汚水事業の整備促進
や合併浄化槽の設置推進による水質汚濁防止も継続し
て取り組んでいきます。
　人にも環境にも優しい「石けん運動」の活動が生活
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。
　貴会の長年の活動に敬意を表しますとともに、ます
ますのご発展を祈念いたします。

「石けん使おう！ 7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

神埼市長　松本 茂幸

　人々の生活環境の保全と、より好ましい環境づくり
のためにご尽力されていることに心から敬意を表するも
のです。
　神埼市は、脊振山地を抱き、山の恩恵をいただき、
清流と肥沃な大地に育まれた人情味豊かな、歴史と文
化を営むまちです。
　合成洗剤が多量に使用された昭和50 年代には、神
埼市地域婦人会が中心になって EM 菌を活用した EM
ボカシやEM団子を作り、生活環境保全と改善のため
に食物残渣や水路の水質改善に努められたことが懐か
しく思い出されます。今日でも、環境の保全と改善へ
の思いは変わるものではありません。
　最後に、貴会のますますのご発展と人々にとって最
適な環境が維持できますことをご祈念申し上げます。



● 長 崎 県
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「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて 

大村市長　園田 裕史

　本市は、長崎県のほぼ中央に位置し、緑豊かな多良
山系と、「琴の海（ことのうみ）」と称されるほど波静か
な大村湾に囲まれたまちです。
　最近は、海に流出したレジ袋などプラスチック製品
の劣化によって発生した微細なマイクロプラスチック
が、海洋生物の生態系に大きな影響を及ぼすことが問
題視されています。大村湾においても、生息する多様
な海洋生物（スナメリ、カブトガニなど）の生態系を
守るため、マイクロプラスチック等の海ごみによる海
洋汚染は無視できない課題と考えています。
　そのため、水環境保全活動に対する意識の向上等を
目的として、子供たちへの環境教育やボランティア団体
によるエコ石けんづくり、マイバッグ持参運動、大村湾
沿岸一斉清掃等を行っています。また、他自治体に先
駆けて、下水道処理施設の高度処理化や合併処理浄
化槽の設置にも積極的に取り組んできました。その結
果、大村湾の水質は、近年、改善傾向にあります。今
後も引き続き、大村湾の水質改善に向けた取り組みを
進めていきます。
　最後に、長年に渡る貴会の水環境の保全活動に敬意
を表しますとともに、今後ますます活動の輪が広がりま
すことを祈念いたします。

シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　 　

佐世保市長　朝長 則男

　佐世保市は、「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟認
定を受けた九十九島湾や、リアス海岸と大小の島々か
らなる西海国立公園九十九島など、豊かな自然に囲ま
れた街です。さらに今年は、九十九島の大パノラマを
眼下に見渡すことができる「九十九島観光公園」の一
部供用を開始し、豊かな自然を体感できる場所が新た
に誕生しました。
　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、市民や事業者の皆さまによる積極的な取り
組みを進める「佐世保市環境基本計画」を策定し、よ
り一層の環境保全の推進に努めてまいります。
　長きにわたる貴会の水環境保全活動に心から敬意を

表しますとともに、活動の輪が一層広まりますことを祈
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 

島原市長　古川 隆三郎

　石けんの利用促進で、水環境の保全に取り組まれて
いることに敬意を表します。
　島原市は島原半島の中央に位置する普賢岳の東側に
位置しています。70ヵ所を超える湧水地があり、その
湧水量は一日20万 tといわれています。平成 3年の
普賢岳噴火災害から今年で30 年が経ちましたが、昔
も今も変わらず、普賢岳が島原市の水がめとして、湧水
の恵みをもたらしてくれています。
　現在は生活排水の流入等による水質の汚濁等や湧水
量の減少が懸念されていますが、この伝統ある島原の
湧水を守り育て後世に引き継いでいくためには、市民
一人ひとりが今まで以上に水環境の保全に努めていか
なければなりません。
　今後も水環境の保全向上に向けた活動がますます広
がっていくことを心より祈念いたします。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

時津町長　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。
　貴会の長きにわた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ることを
祈念いたします。
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● 熊 本 県

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

長崎市長　田上 富久

　長崎市は、山と海に囲まれた恵み豊かな自然環境と、
異国情緒あふれる文化遺産がおりなす魅力ある街です｡
毎年、夏季になると、日本一の清流として選ばれたこと
もある、そとめ神浦川河川公園では多くの親子連れの
笑顔で賑わいをみせています。
　本市では、この恵み豊かな水資源や自然環境の保全
を図るため、今年度に「長崎市第三次環境基本計画」
を策定することとしており、環境の保全と創造に関する
各種取り組みを市民及び事業者と連携・協働しながら、
計画的に推進していくこととしております。
　貴会が取り組まれる活動とともに、自然環境の保全
と市民の笑顔の輪が広がることを心より祈念申し上げ
ます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

天草市長　馬場 昭治　　

　天草市は周囲を美しい海に囲まれ、いにしえより自
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。
　市民が本市の豊かな自然に誇りと愛着を持ち続け、
後世に継承していくことができるよう、海や河川の水資
源はもとより、あらゆる自然環境を守っていくことが私
たちの使命であると考えております。
　せっけん運動は、市民が日々の生活の中で簡単に取
り組むことのできる素晴らしい環境保全活動であると
認識しております。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、この活動の輪が多くの方々に支持
され、世代を超えて一層広がりますことを期待し、貴会
の今後益々のご活躍ご発展をご祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

荒尾市長　浅田 敏彦　

　荒尾市には、小岱山やラムサール条約湿地に登録さ
れている荒尾干潟などがあり、自然環境に恵まれてい
ます。
　昨年度は本市にある、環境省管轄の「水鳥・湿地セ
ンター」でマイクロプラスチックの展示を行い、ごみに
よる自然への悪影響等の周知活動を行いました。私た
ちが生活するうえでごみは必ず出るものですが、このよ
うな活動を継続していくことで、ごみや自然環境に対す
る一人ひとりの意識が高まり、自然保護に繋ぐことがで
きると考えております。
　貴会の長年にわたる「水環境を保全する活動」に深
く敬意を表しますとともに、今後の更なるご発展とご活
躍を心より祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　   　　   

長与町長　吉田 愼一

　長与町は、町の中心を走る長与川沿いと丘陵に立ち
並ぶ団地、さらにその周りを山 と々大村湾に囲まれた、
自然豊かな町です。
　本町では、訪れたい、住んでみたいと思える町を創
るためには、豊かな自然や美しい景観といった資源を
最大限に活かし、町の活性化と魅力向上を図ることが
必要であるという考えのもと、第10次総合計画に沿っ
て、快適で持続可能な生活環境づくりを進めています。
町民が一丸となって取り組む町民一斉清掃をはじめ、
大村湾一斉清掃や長与川清掃といった活動を通して、
豊かな自然環境や自然景観を町の財産として保全して
おります。
　貴会の長年に渡る活動に深く敬意を表しますととも
に、ますますの御発展を祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

大津町長　金田 英樹　　

　大津町には、阿蘇の大自然に育まれた良質な地下水
を豊富に蓄えた地下水プールが存在し、すべての水源
が地下水で賄われています。
　本町においては、この豊かな水環境を守るために、
住宅への雨水貯留タンクや浸透ます設置への助成や、
転作前や稲刈り後の冬場の水田に水を張る湛水事業へ
の協力を行うなど、年間を通じた地下水涵養の取り組
みを行っております。
　貴会の長年にわたる水環境保全活動に対して深く敬
意を表すとともに、貴会の益々の発展と環境問題への
関心および保全活動が一層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」へのメッセージ  

菊池市長　江頭 実　

　菊池市は、菊池渓谷や日本の名湯百選に認定された
菊池温泉など、豊かな自然環境に恵まれた都市です。
豊富な水資源と肥沃な大地を活かした農林畜産業を基
幹産業としており、畜産業においては西日本有数の産
出額を誇っています。
　この素晴らしい自然を後世につないでいけるよう水
環境の保全に取り組んでいることに加え、「環境王国」
に認定されるなど、農業と自然の調和にも留意してい
ます。さらに、今年度は内閣府による「SDGs 未来都市」
にも選定されました。
　長年にわたり、水環境の保全に取り組んでいる貴会
の取り組みに敬意を表しますとともに、水環境保全活
動の輪がさらに広がりますようご祈念申し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

玉東町長　前田 移津行　

　玉東町は、菊池川の支流「木葉川」を始め、熊本名
水百選の一つ「年ノ神水源」や、木葉山・三ノ岳に囲
まれた、自然にめぐまれた町です。
　美しい景観を守りつつ、町民の皆様の生活環境を保
全するために、本町では合併浄化槽の更なる普及促進
を図っています。
　今後も合併処理浄化槽設置・転換に対する補助金制
度活用により、川の水質汚濁の最大原因である生活排
水対策を引き続き実施していきます。
　貴会の長年にわたる「石けん運動」を通じた、水環
境の保全活動に敬意を表するとともに、今後とも貴会の
活動がますます広がりますことをご祈念申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

熊本市長　大西 一史　

　熊本市は、水環境に恵まれた「日本一の地下水都市」
であり、74万市民の水道水源の100％を地下水で賄っ
ています。この地下水を後世へ確実に引き継いでいく
ため、本市では長年にわたり市民・事業者・行政が一
丸となり地下水保全活動に取り組んでおり、多くの効果
を挙げています。
　また、2022年 4月に本市で開催予定の国際会議「第
4回アジア・太平洋水サミット」において、これらの取
組や熊本地震からの復興をPRすることとしており、水
問題の解決を目指す多くの国々に有効なヒントとなれば
と考えています。
　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りま
すことを心から祈念いたします。
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「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

合志市長　荒木義行　

　石けんの利用促進を通じ、環境を守る取組みを推進
される貴団体に敬意を表します。
　さて、本市には、北に菊池川の支流である上生川や
塩浸川、南には坪井川支流の堀川が流れており、廃油
せっけんのPRや河川清掃活動などによる水環境の保
全に取り組んでいるところです。また、塩浸川では例年
ホタルの飛翔が見られております。
　このように、豊かな水環境に恵まれており、これを
次世代へ繋げていくことが私たちの使命であると考え
ています。
　最後になりましたが、貴団体のますますの活動の輪
が広がって行くことをご祈念申し上げ、メッセージとさ
せていただきます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ  

・玉名市長　藏原 隆浩　

　石けんの利用促進運動を通じ、美しい環境づくりに努
めておられます貴団体の活動に心から敬意を表します。
玉名市では、天水地区に石けん加工施設を設置してい
ます。この石けん加工施設は、一般の方も利用可能で
あり、廃油石けん作りなどが行われています。施設を
利用していただくことを通じて、水環境の大切さをより
身近に感じてもらうことができればと考えています。
　「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」を通して一人
ひとりが環境を意識し、暮らしを見なおすきっかけとな
ることを願っています。
　今後も貴団体のより一層のご活躍に心からご期待申
し上げます。

「石けん使おう！7 月はシャボン玉月間」メッセージ 

長洲町長　中逸 博光　

　長洲町は熊本県北西部に位置し、有明海に面した自
然豊かで、造船業やサッシ業等の企業を有する工業の
町であり、全国有数の金魚の町でもあります。
　この自然と産業が融和した環境を未来へ残すため、
当町では、福岡大学と熊本北部漁協と連携して干潟
再生への取り組みを行うなど、有明海などの水質保全
を図っております。また下水道普及率は県内有数の約

96％であり、生活排水の適正な処理による、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な活動である
と改めて認識しております。貴会の活動に敬意を表しま
すとともに、今後ますますのご発展とご活躍を心より祈
念いたします。

「石けんを使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

和水町長　高巢 泰廣

　和水町は、熊本県北西部に位置し、菊池川と緑の山々
などの豊かな自然と江田船山古墳や田中城跡などの歴
史的資源に恵まれている町です。また、初夏には町内
の数多くでホタルを鑑賞することができます。
　町民憲章の一つに「恵まれた自然に感謝し　環境に
やさしい　住みよいまちをつくります」とかかげ、この
恵まれた自然に感謝し、後世へ大切に受け継ぐため、
河川清掃等の環境活動に町全体で取り組んでいます。
　このような中、貴会の「せっけん運動」は、身近な
環境活動として大変有意義であり、この運動の輪が一
層広がるよう心からご祈念申し上げます。

「石けんを使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて 

南関町長　佐藤 安彦

　南関町は、熊本県北西部に位置し、関川・諏訪川と
いう県を跨ぐと河川名が変わるという珍しい川を持つ
町です。（熊本県では関川、福岡県では諏訪川）
　南関町では、環境への取り組みとして、町民からの廃
油回収や、一斉クリーン作戦、河川一斉美化活動を通じ
て、町民の環境意識向上に努めています。また、小・中
学生を対象とした環境学習を行い、子ども達が環境へ
興味を持ってもらうためのきっかけ作りを行っています。
　貴会が推進されています活動に敬意を表しますとと
もに、今後も益々のご発展とご活躍を心より祈念申し
上げます。
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2021「水環境保全に対するせっけん使用運動」
応援メッセージ

　　南阿蘇村長　吉良 清一　　

　南阿蘇村は、阿蘇カルデラの南部、阿蘇五岳と外輪
山に囲まれた南郷谷に位置し、中央を東から西へと流
れる白川の両側には、住宅地、商業地、耕地の大部分
が広がり、展望性のある田園風景が広がり、この豊か
な自然を村としても維持し、次世代に引き継ぐためには、
住民、事業者、行政が連携して取り組む必要がありま
す。今後も、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。
　現在のコロナ禍におきまして、手洗いの有効性が見
直される中、貴会による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。
　

せっけん運動ネットワークへのメッセージ　　

人吉市長　松岡 隼人　

　人吉市は、熊本県の南部に位置し、中心部を流れる
球磨川にはアユに代表される清流の生物が多く生息し、
水資源の恩恵を受けて発展してきた自然豊かなまちです。
　当市では、第2次人吉市環境基本計画において、「自
然環境と人間生活が共に輝く美しき千年都市ひとよし」
を目指す環境像に掲げております。施策の中では、美
しい球磨川を未来に残すため、市内の全小学校で水生
生物を用いた川の水質調査を実施するなど、河川に親
しみを持つ人材づくりに取り組んでおります。
　貴会が長年にわたり取り組まれている環境保全活動
に敬意を表するとともに、今後とも活動の輪がますま
す広がりますことを祈念申し上げます。

「石けんを使おう！7 月はシャボン玉月間」市長メッセージ

八代市長　中村 博生

　八代市は、日本三急流の一つである球磨川や、その
伏流水である地下水など、豊富な水資源の恩恵を享受
し、利用しながら、農業や製造業を中心に発展してま
いりました。本市では、この豊かな水環境を次世代に
引き継ぐため、生活排水対策等の推進を通して水環境
の保全を図っているところです。
　昨年は、「令和 2年 7月豪雨」により、本市坂本町
をはじめ、球磨川流域が甚大な被害に見舞われました。
一日も早い被災地の復興に取り組んでいく所存です。
　コロナ禍の現在、貴会の「せっけん運動」の取り組
みは、水環境の保全だけではなく、感染症予防に対し
ても大変有効と考えます。今後もますます水環境保全
活動の輪が広がることを心から祈念いたします。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ 

山鹿市長　早田 順一　

　山鹿市は豊かな水資源や緑深い山々に恵まれた自然
環境、装飾古墳や豊前街道に代表される歴史環境、各
地に湧出する温泉や四季を彩る祭りといった生活環境
等、誇るべき環境資源に恵まれております。
　この豊かな環境の源は、市内中心部を流れる菊池川
とその支流であり、古代から続くストーリーは《米作
り、二千年にわたる大地の記憶　～菊池川流域「今昔
『水稲』物語～」》として日本遺産に登録されておりま
す。このような環境資源をよりよい形で次世代に引き
継ぐため、今後も生活排水対策や水環境を保全するた
めの意識向上に努めてまいります。
　貴会の取り組みに敬意を表しますとともに、せっけ
ん運動の輪がより一層広まることを心より祈念いたし
ます。
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● 大 分 県

「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、豊かな水
質資源の恵みを受ける、美しい山と海に囲まれたまち
です。この豊かで美しい環境資源は次世代へ継承して
いかなければなりません。
　本市では、公共下水道の集合処理区域外への合併
処理浄化槽の普及促進をはじめ、水質環境の改善にも
取り組んでいるところですが、今後も市民や事業者と
連携し、引き続き自然環境の保全に取り組んでまいり
ます。
・貴会の長年にわたる水環境の保全活動へのご尽力に
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。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

臼杵市長　中野 五郎

　臼杵市は、大分県の東南部に位置し、先人より受け
継がれてきた国宝臼杵石仏や古い町並み、恵まれた自
然環境を生かし化学肥料・化学合成農薬を使わずに栽
培される「ほんまもん農産物」など、豊かな自然と歴史、
文化の調和のとれたまちです。
　本市では、「豊かな自然環境で市民が潤い、活力あ
ふれるまち」を基本的な政策に掲げ、市民・事業所・
行政が一体となって自然と共生できる生活環境を守り
続けられるよう取り組んでおります。その中において、
全国で取り組む「せっけん運動」は、将来にわたる水
環境保全を考える貴重な機会になるものと考えており
ます。
　貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、
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。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

大分市長　佐藤 樹一郎

　大分市は、高崎山をはじめとした緑深き山々、水量
豊かな大野川と大分川の二大河川、豊穣な豊後水道に
面した美しい海岸線など素晴らしい自然環境に恵まれて
います。
　本市では、「大分市環境基本計画」において、「いつ
までも人と自然が共生し　安心して暮らせるまち　おお
いた」を望ましい環境像として掲げ、その実現に向けて
市民・事業者・行政が連携し環境保全に取り組んでお
ります。
　40年の長きにわたり、安全・安心で環境への負担の
少ない石けん利用の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。また、コロナ禍において、手洗
いは一層重要性を増していることからも、この活動の輪
がさらに広がりますことを心よりご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

杵築市長　永松 悟

　杵築（きつき）市は、瀬戸内海に面した九州北東部
にある人口3万人ほどの小さな自治体です。別府湾と
近接する守江湾の干潟には生きた化石と呼ばれるカブ
トガニの生息地があり、河川環境の美化活動に取り
組む市民団体などが清掃活動などに取り組んでいるほ
か、廃食用油を原料とする石けんづくりに取り組む団
体も複数あり、市民の環境意識は非常に高いと思って
います。
　貴会の進める「せっけん運動」は本市の取組みに通じ
るもので、日常生活の中で取り組める水環境保全運動と
して意義ある活動と認識しております。貴会の長年にわ
たる活動に深く敬意を表しますとともに、今後も貴会の
活動の輪がさらに広がることをご祈念申し上げます。
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シャボン玉月間に寄せて　　　　　　　　　

佐伯市長　田中 利明

　佐伯市は、大分県の南東部に位置する九州で一番広
い面積をもつまちです。
　山・川・海の豊かな自然環境のもと、美しい景観が
広がっています。ユネスコエコパークにも登録された、
祖母・傾・大崩山系や希少生物のアカメが生息する一
級河川番匠川、日豊海岸国定公園に指定されている、
約 270㎞にも及ぶ美しいリアス海岸など、後世に残して
いかなければならない数多くの自然があり、これからも
大切に守っていきたいと考えています。
　貴会のせっけん運動は、市民が環境保護活動につい
て考える素晴らしいきっかけになると考えております。
この運動がますます広がり、環境保全活動の取り組み
が一層発展されますことを心から御祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

津久見市長　川野 幸男

　津久見市は、豊後水道に面した津久見湾を囲うよう
にして伸びるリアス式海岸と、山地斜面のみかん栽培
の段々畑、市街地には、石灰の岩肌がむきだしになっ
た採掘場跡や鉱山など独特な景観を有しています。
　本市では、令和 3年 3月に改訂した「第5次津久見
市総合計画」に基づいて、これらの資源を次世代に引
き継いでいくため自然資源を活用した環境教育の充実
を図っています。その一環として、市内を流れる津久
見川周辺にて生徒や市民のみなさんとともに水辺環境
利活用のワークショップや夕涼み会を開催し、河川の
環境整備を進めているところです。
　貴会の活動に敬意を表しますとともに、ますますご
発展されますようご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて　　　　　　　   

中津市長　奥塚 正典

　中津市は大分県の北西部に位置し、市の中央を清流・
山国川が流れ、北は海の幸豊富な周防灘に面し、南は
緑豊かな耶馬渓の山々が広がる、自然の魅力あふれる
まちです。
　本市では平成 31年 3月に「中津市環境基本計画」
を策定し、人と自然が共存する「環境共生都市なかつ」

の実現に向けて、様々な環境施策を行政・市民・事業
者と協働・連携して取り組んでいます。その中の水環
境保全の取り組みの一つとして、家庭からの廃食用油
を原料に廃油せっけんを製作、市民に無料配布するな
どしてご利用いただくことで、水環境保全への意識醸
成にもつなげているところです。
　長年にわたり「せっけん運動」の活動を通じて、水
環境の保全に取組まれている貴会に敬意を表するとと
もに、今後もその活動の輪がより一層広がりますようご
祈念申し上げます。

「７月はシャボン玉月間」に寄せて　　　　　

日出町長　本田 博文

　日出町は、大分県の国東半島の付け根に位置し、別
府湾に臨む、海と山に囲まれた自然豊かな町です。棚
田やため池といった田園・里山風景もあり、これら自
然環境は貴重な財産となっています。町民アンケートに
おいても、「豊かな自然」が、他に誇れる、地域の資源、
住み続けたい理由の上位となっています。
　この恵まれた自然環境を将来に引き継ぐため、今年
度策定した日出町総合計画後期基本計画にも「人と自
然が共生する緑豊かな美しいまち」をめざす姿として
掲げています。
　今年 40 年目を迎える貴会のシャボン玉月間の活動に
敬意を表しますとともに、今後ますます活動の輪が更に
広がっていきますことを心よりご祈念申し上げます。

「７月はシャボン玉月間」に寄せて　　　　　

日田市長　原田 啓介

　日田市は、筑後川の上流域にあたる大分県の西部に
位置し、阿蘇、くじゅう山系や英彦山系の美しい山々
に囲まれた盆地のまちです。これらの山々で育まれた
豊富な水に恵まれていることから「水郷（すいきょう）
ひた」と呼ばれています。
　本市は、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普
及など生活排水処理対策に早くから取り組んでおり、
また本年度から「水郷ひた河川を美しくする条例」を
施行し、河川環境への意識向上に努めております。
　貴会の水環境保全活動に敬意を表しますとともに、
ますますのご発展とご活躍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　　　　　　　  

豊後大野市長　川野 文敏

　豊後大野市は、ユネスコパークに認定された祖母傾
山系に抱かれ、清流大野川が中央に流れる自然豊かな
ところです。また稲積水中鍾乳洞や原尻の滝などの名
勝地や、菅尾石仏や普光寺磨崖仏などの史跡にも富み、
私たちに生活に彩や恵みを与えてくれます。
　当市ではこれまでも市内各地域の住民の方々やボラ
ンティアの方々により河川沿いの清掃や草刈などが行わ
れ、維持されてきました。これからもこの豊かな自然と
水環境を維持し後世に残したいと思っております。
　貴会の長年にわたる水環境の保全活動に深く敬意を
表し、これからもこの活動が多くの人たちによって引き
継がれていきますよう、心からご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

豊後高田市長　佐々木 敏夫

　豊後高田市は、大分県の北東部、国東半島の西側
に位置し、豊かな自然と歴史文化などの地域資源が豊
富なまちです。
　令和 3年 3月に、国東半島西部に位置する真玉海
岸が国の登録記念物（名勝地関係）に登録されました。
真玉海岸は、干潟に連続する洲と澪が海に沈む夕陽を
演出する絶景スポットです。このような自然を将来の世
代に継承するべく令和 2年2月に「豊後高田市環境基
本計画」を策定し、持続可能な開発目標（SDGs）の取
り組みを進めているところです。
　長年にわたる貴会の水環境を守る活動に敬意を表し
ますとともに、運動の輪がさらに多くの皆様に広がりま
すようご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間によせて」　　　　　　　    

別府市長　長野 恭紘

　別府市は、阿蘇くじゅう国立公園に属する由布・鶴
見岳を背後に別府湾へと広がる扇状地で、緑豊かな
山 と々波静かな別府湾に囲まれた風光明媚な日本有数
の温泉地です。別府市の温泉は、源泉数 2,856 孔、
湧出量は毎分102,975Ｌにも及びます。
　当市は、自然と共生し環境への負荷の少ない循環型
社会の実現を目指し、環境保全に関する施策の総合的、
計画的な推進を図るため、別府市環境基本計画（第2
次）を策定し、「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推進して
おります。
　貴会の長年の取り組みに敬意を表するとともに、今
後も自然環境を保全する活動を主体として、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。

「シャボン玉月間」によせて　　　　　　　  

由布市長　相馬 尊重

　由布市は、日本名水百選の男池湧水群をはじめ、山
下の池・小田の池の湿原植生や由布川峡谷など、豊か
な水と緑がもたらした優れた自然環境に囲まれ、様々
な恵みを受けています。
　本市では、これまで、未来を担う子どもたちに豊か
で美しい環境を引き継ぐため、関係者の皆様と連携し、
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、改善に向けて
取り組みを進めていくことは、将来にわたり、きれいな
水環境を守っていくことにもつながってまいります。
　そのような中、現在、貴会が取り組まれている「せっ
けん運動」は、一人ひとりの心がけによる自然環境保護
活動として大変意義深く、心から敬意を表する次第です。
今後も、貴会が益々発展され、環境保全活動の輪がさ
らに広がっていくことを心からご期待申し上げます。
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● 宮 崎 県

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　　

国富町長　中別府 尚文　

　国富町は、宮崎県のほぼ中央部に位置し、町中心部
の南側には清流本庄川、北側には山紫水明な法華嶽
地域から流れ出る深年川のふたつの一級河川があり、
清らかで豊富な水が人々の生活や産業を支えています。
　本町では、この恵まれた水環境を良好な状態で次世
代に引き継ぐため、「国富町河川をきれいにする条例」
を基に、公共下水道への接続推進や合併浄化槽設置
推進などの施策を進めているほか、町内の団体が参加
するクリーン国富で清掃活動を実施するなど、水環境
の保全に取り組んでいます。
　貴会の運動が拡大し、水環境の保全に対する人々の
関心がさらに高まり、目的が達成されますことを心から
ご期待申し上げます。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて 

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
よる廃油石けん作りなど、市民の皆様にも環境に配慮
した取り組みにご協力いただいております。
　水はすべての命の源であります。長年にわたり水環
境の保全にご尽力されている貴会の「石けん運動」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。

シャボン玉月間メッセージ　　　　　　　　 

　西都市長　橋田 和実

　西都市は、九州山脈を背後に奥日向東米良を源流と
する一ッ瀬川などの河川が市内を貫き、最終的には日
向灘、太平洋へと流れていきます。この豊かな水資源
に恵まれ、古代から人々が生活し、特別史跡の西都原
古墳群や伊東氏の都於郡城跡、近代では児玉久右衛
門によって築かれた杉安井堰など、現在へと豊かな環
境が継承されてきています。また、井堰築造などによ
り、飛躍的に農業が発展し、日本有数の農業生産地帯
となっています。
　本市では、平成 24年に策定した西都市環境基本計
画に基づき生活排水対策を進め、合併処理浄化槽の
普及促進や水質測定を実施するとともに、市民、事業
所への環境意識啓発を行ない、川や池の水環境保全
に取り組んでいるところです。
　結びに、貴会のせっけん運動などの水環境を守る活
動により、水環境保全活動の輪がより広がることをご
祈念申し上げ、また、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」メッセージ　　　　　　  

延岡市長　読谷山 洋司

　延岡市は、ユネスコエコパークに登録された祖母・傾・
大崩山系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。
　本市では、人と自然との共生が将来にわたり確保さ
れることを目指して、令和３年度を初年度とする「第3
次延岡市環境基本計画」を策定しました。この計画に
基づき、国土交通省による水質現況調査において、７
年連続で全国トップクラスの水質に輝いている五ヶ瀬川
に代表される豊かな水環境を確保するため、引き続き
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まいります。
　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 

三股町長　木佐貫 辰生

　三股町は周囲を山々に囲まれ、東西を沖水川が流れ
ています。色彩豊かな植物と初夏にはホタルを鑑賞す
ることができるなど、「花と緑と水のまち」として発展し
てきました。
　本町ではこの豊かな自然環境を守り、継承していく
ために、7月の第１日曜日には「クリーンアップみまた」
と銘打ち、町民が一体となって河川周辺などの清掃活
動を行っています。また、町と委託契約を交わした河
川浄化等推進員による河川パトロールや、公共下水道
の整備、合併処理浄化槽への転換促進など、様々な取
り組みを行っています。
　貴会が取り組まれている環境保全に向けた活動に敬
意を表すとともに、今後ますます活動の輪が広がります
ようにご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて　　　　　　　　   

都城市長　池田 宜永

　宮崎県南部に位置する都城市は、雄大な霧島連山
や鰐塚山系に囲まれる緑豊かなまちで、母なる大淀川
や豊富な地下水の恵みを受けて発展してきました。
　この豊かな自然や水環境を今後も持続させるため、
本市では公共下水道の整備や合併浄化槽の設置を促
進するとともに、環境学習の面からも、市民一人一人の
意識向上を目的に、河川の水質改善に繋がる啓発活動
にも取り組んでいます。
　貴会におかれましては、せっけん運動を通じ水環境
保全に大きく寄与していただいており、心から敬意を
表します。今後も「せっけん運動」の輪が一層広がり、
発展されますことを御期待申し上げます。

シャボン玉月間によせて     　　　　　　　   　　　　　          

宮崎市長　戸敷 正

　宮崎市は、太陽と水と緑に囲まれ、豊かな自然と温
暖な気候に恵まれた都市です。特に、市の中心を流れ
る大淀川は「母なる川」として市民の生活と密接な関
係があり、産業及び経済の発展にも重要な役割を担う
貴重な水資源であります。
　本市では、この豊かな自然環境を守り、次世代に引
き継ぐため、河川浄化等推進員による河川パトロール
やホタルの里づくり支援のほか、子どもたちを対象に
環境学習を実施するなど、市民・事業者・行政が連携
してさまざまな環境保全活動に取り組んでおります。
　貴会の長年にわたる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
よりご祈念申し上げます。



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。
＊マスクは、非塩ビ素材を使用しています。

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」に
下記自治体から後援・協賛をいただきました。

協　賛
【埼玉県】皆野町

後　援
【北海道】北海道・札幌市・小樽市・江別市・石狩市・北広島市・恵庭市・当別町・

厚岸町・古平町・釧路市・釧路町・岩見沢市・南幌町・中標津町
【宮城県】宮城県・石巻市・岩沼市・大崎市・女川町・加美町・塩竈市・七ヶ浜町・

仙台市・多賀城市・登米市・名取市・東松島市・美里町・涌谷町・亘理町
【埼玉県】伊奈町・小川町・北本市・越谷市・白岡市・長瀞町・滑川町・蓮田市・深谷市・

ふじみ野市・皆野町・三芳町・寄居町・嵐山町・和光市
【東京都】三鷹市・町田市
【神奈川県】神奈川県・川崎市・茅ヶ崎市・二宮町・秦野市・平塚市・藤沢市・松田町・

南足柄市・山北町
【大阪府】河内長野市


