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● ポスターは全国の応募者の中から選ばれた、生活クラブ生協長野 町田千和子さんの作品をもとに
作成しました。

＊キャッチコピーは、グリーンコープ生協ふくおかの組合員からご提案いただいたものを採用させていただきました。

せっけん使おう！

行政からのメッセージ２０２
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せっけん運動ネットワーク（旧協石連）は、
せっけん使用を入り口に、水環境を守る視
点から幅広く暮らしを見直そうと活動する漁
協、農協、生協など全国 50 団体の協同組
合によって構成されている組織です。
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＊首長名は 2022 年 7 月現在ですが、選挙の実施時期などにより
一部入れ替わりがあります。ご了承ください。

シャボン玉月間の活動に取り組みました
せっけん運動ネットワーク代表幹事 高橋千佳
今年は、7 月のシャボン玉月間に寄せて、23 都道府県 413（昨年は 378）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、2022 年のシャボン玉月間のテーマを「せっけんからはじめよう。地球を守る小
さな一歩。」と掲げて活動を進めてきました。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通して人にも地球にもやさしい生活を続けることが大切と考えます。
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
れている中で、せっけん成分（脂肪酸ナトリウム・脂肪酸カリウム）が、PRTR 制度の指定有
害化学物質の候補に指定されるところでした。この矛盾を、せっけん運動を推進する仲間の
声で指定から外すことができました。
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。
化学農薬や、食べ物からだけではなく、化学物質過敏症、シックハウス症候群、電磁波過敏
症などにより苦しんでいる人がいることも事実です。環境過敏症は、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。
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。持続可能な未来社会に向けて、地域ごとにさまざまな施策がす
すめられていることに、大きな励ましをいただきました。これを機に各地の行政を担う皆さん
には、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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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

● 北 海 道
「シャボン玉月間メッセージ」

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

厚岸町長

若狭 靖

岩見沢市長

厚岸町は、厚岸湾・湖など水辺を中心に発展してき

松野 哲

岩見沢市は、広大な石狩平野に位置し、市内に利

た自然豊かな町です。

根別川や幾春別川などが流れる水と緑が共存した自然

厚岸湖・別寒辺牛湿原はラムサール条約登録湿地で

豊かな街です。その素晴らしい環境を守るために、
「岩

あり、その周辺地域を含め「厚岸霧多布昆布森国定公

見沢における優れた環境と市民の生活を守り高める条

園」に指定されています。

例」が定められ、毎年、利根別川沿いのごみ拾いを行

この豊かな自然、良好な環境を保全し、継承してい

うクリーン・グリーン作戦や、サケの稚魚放流の環境

くことが、私たちの最大の指名であると考えます。

保全活動が、市民団体を中心に活発に行われています。

名産品の牡蠣や牛乳、厚岸ウイスキーの生産には、

貴会の「せっけん運動」が、長年にわたる水環境保

きれいな水を守ることが最も大切であることから、
「合

全への意識の醸成に取り組まれてきたことに心から敬

成洗剤」から「せっけん」への切り替えを推奨する購

意を表するとともに、今後のますますのご発展をご祈

入助成制度を設け、水環境の保全に取り組んでいます。

念申し上げます。

水環境保全のため、
「せっけん運動」に取り組まれ
てきた貴会に敬意を表するとともに、運動のさらなる
ご発展を心よりご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて
恵庭市長
「シャボン玉月間」に寄せて
石狩市長

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

加藤 龍幸

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

石狩市は、一級河川「石狩川」が日本海に注ぐ最下

まれた住み良いまちです。

流域に位置し、清らかな水環境をはじめとするこの地

本市では、第３次恵庭市環境基本計画に基づき、本

の自然から多くの恩恵を受け発展してきました。
本市は、この豊かな自然環境を適切に保全し、将来

市の健全で恵み豊かな自然が、よりよく次世代のこども

の世代に継承することを目的に「石狩市環境基本計画」

達に受け継がれ、市民一人ひとりが安全で安心してくら

を策定し、大気環境や水環境の汚染がなく、誰もが安

すことができるよう、環境保全等の活動に取り組んで

心・安全な環境の中で、健康で快適に暮らすことがで

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

きるまちを目指し、様々な取組を展開しております。
そのような中、石けんの普及活動を通じて、水環境

める運動は、
「水環境」を保全していくうえで大変意義

保全に長年取り組まれている貴会に改めて敬意を表し

深いものであり、長年にわたる貴会の運動に改めて敬

ますとともに、今後ますます活動の輪が広がることを心

意を表しますとともに、この運動の更なる発展を心より

よりご祈念申し上げます。

ご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて

ちを持続し、次世代に引き継いでいけるよう、行政だ

江別市長

けでなく市民、事業者と共に連携し、環境への負担が

三好 昇

少ない循環型社会の形成や生物多様性の保全に向け
て取り組みを進めているところであります。

江別市は石狩平野のほぼ中心に位置しており、市内

貴会の長年に及ぶ水環境を守る様々な活動に敬意を

に広がる「野幌森林公園」は、大都市近郊に残されて

表しますとともに、活動の輪が一層広がりますようご祈

いる平地林としては世界的に珍しく、市民の憩いの場に

念申し上げます。

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

「シャボン玉月間」に寄せて

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

釧路市長

でいます。

蝦名 大也

長年にわたり、水環境の保全に尽力されている貴会

釧路市は、ラムサール条約に登録された多様な動植

の活動に敬意を表しますとともに、ますますのご発展

物が暮らす「釧路湿原」と、世界で唯一の大型球状マ

をお祈り申し上げます。

リモが生息する阿寒湖を有する「阿寒摩周」の二つの
国立公園に抱かれた豊かな自然と水環境に恵まれたま
ちです。
特に、阿寒摩周国立公園内の阿寒湖温泉が、令和 4

「シャボン玉月間」に寄せて

年 3 月に「ゼロカーボンパーク」の登録を受け、国立

小樽市長

公園の脱炭素化とサステイナブルな観光地づくりの実

迫 俊哉

現を目指すエリアとして、阿寒山系の美味しい水「くし
ろ阿寒百年水」によるマイボトル推進に取り組むなど、

小樽市は緑豊かな山々や美しい海などの恵まれた自

環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的

然と、先人たちが築いてきた歴史や文化が織りなすレ

に推進しております。

トロなまちなみとが調和した詩情あふれる港まちです。

同じく環境保全に取り組む皆さまの活動の輪が、益々

私たちはこれらの自然から多くの恩恵を受けていま

広がってまいりますことを心からご期待申し上げます。

すが、暮らしが豊かになるにつれ、知らず知らずのうち
に生活の基盤となる自然環境に負荷を与えていることも
見過ごすことはできません。
本市でも「小樽市環境基本計画」に基づき、市民・

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

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。

札幌市長

こうした中で、貴会の「石けん運動」をきっかけとして、
より多くの人々が自然環境へ関心を持ち、環境保全の

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

意識が高まっていくことを心より御期待申し上げます。

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。
この豊かな自然環境を守り、次世代に引き継いでい

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
北広島市長

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

上野 正三

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、環境保全対策に関

北広島市は石狩平野の南側に位置し、特別天然記念

する取組を進めております。

物「野幌原始林」をはじめとする緑豊かな自然に囲ま

これまでの「石けん運動」を通じた、貴会の長年に

れ、輪厚川等を中心とした親水空間は市民からも親し

わたる水環境保全活動に対する取り組みに深く敬意を

まれており、身近に触れ合える自然や心なごむ景観が

表しますとともに、今後ますます活動の輪が広がること

数おおくあるまちであります。

を御祈念申し上げます。

本市では、このような住みよい環境にいだかれたま
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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
当別町長

「シャボン玉月間」に寄せて

後藤 正洋

南幌町長

大崎 貞二

当別町は、札幌市の都心部から約 15 ～ 25㎞の距離

南幌町は札幌市から東に 25㎞圏域に位置し、千歳川・

に位置し、豊かな田園風景と緑輝く山々など、自然に

夕張川・旧夕張川の 3 つの川に囲まれた緑豊かな田園

恵まれたまちです。

文化の町です。

また、治水、利水、河川環境の保全を目的として完

本町では「地球温暖化対策実行計画」に基づき CO₂

成した当別ダムでは「当別ふくろう湖」が豊かな水を湛

の抑制に向けてエネルギー使用量の抑制目標を定め、

えており、その鏡のような水面に映える雄大な景色を

ゴミの減量化やリサイクルの推進など環境保全活動に

一目見ようと多くの方々が訪れています。

取り組んでいます。また、水環境保全については、公

こうした恵まれた水資源と緑を未来につないでいけ

共下水道や農業集落排水の充実を図り、未整備地域で

るように、自然環境の保全に取り組んでまいりたいと

は合併浄化槽の設置を促進し、水質汚染防止に努めて

思います。

います。

今後とも、みなさまの活動の輪が広がり、石けん運

その中で貴会が取り組まれている「せっけん運動」

動がさらに発展されますことをご期待申し上げます。

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。

● 宮 城 県
シャボン玉月間によせて
宮城県知事

シャボン玉月間に寄せて
村井 嘉浩

石巻市長

宮城県では、自然の水循環がもたらす恵みが現在か

齋藤 正美

東日本大震災以降、全国の皆様には心温まる御支援・

ら将来にわたって持続的に享受されるよう、
「みんなで

御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

つなぐ命の水～守り、育て、未来へ～」を基本理念と

石巻市は、東北最大の河川である北上川の河口に位

して、水循環保全基本計画を策定し、県民、事業者、

置し、世界三大漁場の一つである金華山沖漁場を抱え

民間団体等と協働・連携した取り組みを推進している

るなど水環境に恵まれた自然豊かな都市です。

ところです。

本市は、
「SDGs 未来都市」に選定されており、豊か

貴会の「せっけん運動」は、適切な自然の水循環に

な自然を未来へ引き継いでいくためにも持続可能な地

向けた身近な生活排水対策の一つとして、よりよい水環

域社会の実現に向けて、目指すべき環境像を「水と緑

境の保全に寄与しているだけでなく、全世界で猛威を

の大地

振るう新型コロナウイルス等の感染防止にも貢献してい

まちづくりを進めております。

新たなふるさとに」と定め、自然と調和した

る優れた取り組みに敬意を表しますとともに、今後、こ

結びに、貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表し

の運動の輪がますます広がることを祈念申し上げます。

ますとともに、
「せっけん運動」を通じて、水環境を守
る輪がこれからも益々広がりますことを心より御祈念申
し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「シャボン玉月間」によせて
岩沼市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
佐藤 淳一

加美町長

岩沼市は東に貞山運河、南に那須連山に源を発する

猪股 洋文

加美町は、宮城県の北西部に位置し、広大で緑豊か

阿武隈川が流れる水環境に恵まれたまちです。

な森林と、国内でもめずらしいミズバショウが群生する

商工業が盛んであり、公共下水道等の整備や合併

湿原地や、国の天然記念物鉄魚が生息する魚取沼など、

処理浄化槽の普及促進による生活排水処理対策をはじ

誇るべき自然の宝庫です。

め、水質事故防止など、水質保全に注力しております。

平成 17 年に制定しました加美町環境基本条例では、

また、事故発生時には関係機関と密に連携し、迅速な

この誇るべき自然の宝庫とは守るべき宝庫としておりま

被害拡大防止に努めております。

す。こうした自然環境を守ることは、地域だけでなく地

昨年度には「ゼロカーボンシティ」を宣言し、今後、

球という人類最大の財産を守ることにつながります。

豊かな自然を守り、安心して居住できるまちを次世代

皆様には、身近な生活排水対策の一つであるせっけ

に繋いでいくための取組を一層推進してまいります。

ん運動を通じて、より良い水環境の保全に取り組んで

結びに、長年にわたり水環境の保全に尽力されてい

いただいていることに深く敬意を表しますとともに、取

る貴会の皆様に深く敬意を表しますとともに、今後、活

組みの輪がなお一層広がりますよう心からご祈念申し上

動の輪が更に広がっていくことをご期待申し上げます。

げます。

シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間によせて

大崎市長

伊藤 康志

塩竈市長

本市は、ラムサール条約湿地の蕪栗沼・周辺水田や

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

化女沼をはじめとする豊富な自然環境に恵まれており、

す。また丘陵と入り江の織りなす変化に富んだ風景に

平成 29 年には「持続可能な水田農業を支える『大崎

恵まれており、海に面しているため比較的温暖な気候

耕土』の伝統的水管理システム」が世界農業遺産に登

で、住みやすい町でもあります。

録され、令和 4 年 5 月には、それらを生かした持続可

近年、地球温暖化に伴う異常気象や、プラスチック

能な地域づくりが「SDGs 未来都市」としての認定を受

類による海洋ごみ問題など、生態系を脅かす状況が世

けました。

界的な規模で生じております。
このような中、本市では今年度から第 6 次長期総合

また、恵まれた豊かな自然環境等の恩恵を享受し、
次世代へ引き継いでいくため、市民、事業者及び市の

計画に基づく新たなまちづくりがスタートします。自然

協働により、人と自然が共に生き、持続可能な循環・共

との共生を目指し、市民・事業者・地域と連携を図り

生型社会の実現に向けた取り組みを推進しております。

ながら、自然環境の保全と活用に努め、みどりと海を
守り育て、活かしていく取組を推進して参ります。

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

結びに、貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表し

の変革と豊かな自然環境を未来へ継ぐ活動になります

ますとともに今後の更なるご活躍とご発展をご祈念申し

ことをご祈念申し上げます。

上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
七ヶ浜町長

「シャボン玉月間」に寄せて

寺澤 薫

多賀城市長

七ヶ浜町は三方を海に囲まれ、豊かな自然に恵まれ

深谷 晃祐

本市は、奈良時代初期に陸奥の国府が置かれ、令

た風光明媚な町であり、古くから海と密接に関わり、

和 6 年には多賀城創建 1300 年を迎える、歴史のある

生活が営まれてきた本町にとって、水環境保全は重要

まちです。

な責務であると考えております。

市内西部には、特別史跡多賀城跡から続く加瀬沼公

かけがえのない財産である七ヶ浜の美しい自然、景

園、中心部には砂押川が流れ、自然豊かな環境を形成

観を将来にわたり保護、保全し、次世代に引き継いで

しております。また、北部を中心に、緑豊かな樹林地

いくためにも、今後も町民の皆様とともに豊かな自然と

が貴重な史跡群と一体となり、本市ならではの歴史的

水環境の保全に努めてまいります。

風致を形成しています。

結びに、長きにわたる水環境保全の取組に対し敬意

この自然豊かな環境を守り、持続可能で安心して暮

を表しますと共に、石けん運動の輪が更に広がりますこ

らせるまちを将来の世代にわたって引き継いでいくた

とをご祈念申し上げます。

め、本市では「ゼロカーボンシティ」を宣言しました。
2050 年までに市内の二酸化炭素排出量の実質ゼロを
目指してまいります。
結びに、貴会の長きにわたる水環境保全の取組に敬
意を表しますとともに、環境保全・改善への大きな推

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
仙台市長

進力となりますことをご期待申し上げます。

郡 和子

仙台市は、東北の中枢機能を有する都心でありなが
ら、東部沿岸や広瀬川などの親水空間、里山や豊か

「シャボン玉月間」に寄せて

な森林など、良好な自然環境に恵まれ「杜の都」の愛
称とともに受け継がれてまいりました。このような環境

登米市長

は、市民の皆様が主体となって育んできた大切な資産

熊谷 盛廣

であり、環境面から持続可能なまちづくりを進めるた

登米市は、市内を南北に流れる北上川をはじめ、ラ

め、世界的に喫緊の課題である地球温暖化対策やプ

ムサール条約湿地に登録されている伊豆沼・内沼、国

ラスチック資源循環等に率先して取り組んでいくととも

際Ａ級コースの長沼ボート場など豊かな自然環境に恵ま

に、
「笑顔咲く杜の都」の実現に向け、市民・事業者・

れた地域であります。また、昨年 NHK 連続テレビ小説

NPO など多くの皆様の協力をいただきながら、環境保

「おかえりモネ」のドラマの中では、森林資源に恵まれ
林業が盛んな地域であることもご覧頂けたと思います。

全に取り組んでまいります。

本市では、この豊かな自然環境を未来へ引き継ぐた

貴会の水環境保全活動に敬意を表しますとともに、

め、自然環境を守り育てるとともに、循環型社会を推

さらなるご発展をご祈念申し上げます。

進して環境と共生するための知識と経験を次世代に伝
え、生活に潤いとやすらぎを創造する社会を目指して
まいります。
貴会の長年にわたる水環境保全の活動に敬意を表
し、今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「シャボン玉月間」に寄せて
名取市長

「シャボン玉月間」に寄せて
山田 司郎

美里町長

相澤 清一

名取市は、奥羽山脈より流れる名取川、丘陵に源を

美里町は、宮城県北に位置し、奥羽山脈から続く江

持つ増田川、沿岸部には閖上港があり、市民の皆様が

合川と鳴瀬川が町内を貫流し、この二本の清流に育ま

水と触れ合える自然豊かなまちです。

れた肥沃な大地により、農業が発展した自然豊かなま
ちで、平成 29 年には「持続可能な水田農業を支える『大

本市では、
「愛されるふるさとなとり」を目指して、
第二次名取市環境基本計画に基づき、河川改修等にお

崎耕土』の伝統的水管理システム」が世界農業遺産に

ける関係機関等と連携した多自然川づくりの促進、か

認定されました。

わまちづくりによる名取川沿いの水辺環境整備の推進

『大崎耕土』では多様な動植物が生息・生育し、人

を実施し、恵み豊かな自然の保全と次世代への継承の

間と共生しながら暮らす環境が受け継がれており、この

ために日々取り組んでおります。

環境を次世代に継承するためには、水環境を保全する
取り組みが重要であると認識しております。

昨年度、市民団体と協働し、増田川流域を歩くため
の「増田川ハイキングマップ」を作成し、市民の皆様が

貴会の石けん運動への取組と、長年の水環境保全活

自然と触れ合うきっかけを創出しました。また、例年通

動に対して敬意を表しますとともに、活動の輪がなお一

り６月には「ホタル観察会」、７月には「水生生物観察

層広がりますよう心から祈念申し上げます。

会」を実施し、環境保全や自然保護に関する意識啓発
を図っております。
貴会の長年に渡る活動に敬意を表しますとともに、

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

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。

利府町長

熊谷 大

利府町は、宮城県のほぼ中央部に位置しており、ス
ポーツ・レクリエーションの拠点となる宮城県総合運動

「シャボン玉月間」に寄せて
東松島市長

公園「グランディ・21」があり、また緑あふれる県民の
森や特別名勝松島など、豊かな自然に恵まれた都市と

渥美 巖

自然が調和・共生している町です。
本町では、地球温暖化対策や環境保全に対する関

東日本大震災以降、全国の皆様には温かいご支援と

心を高めるため、環境イベントの開催や、子供会等の

ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
東松島市は宮城県の東部に位置しており、一級河川

資源回収活動の支援などを行っています。また、利府

の鳴瀬川・吉田川、二級河川の定川が流れ、日本三景

町障害者地域活動支援センターが作成・販売している

松島の一角を占める奥松島などの豊かな自然に恵まれ

環境石けんを、公共施設のトイレ等に設置し、福祉と

ており、平成 30 年６月には全国 29自治体の一つとして、

連携した環境保全事業にも取り組んでいるところです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の身近な対策で

被災三県では唯一「SDGs 未来都市」に選定されており

ある手洗いについても、自然環境に優しい石けんを使

ます。

うことでこの運動の趣旨が広く認知されることを期待し

本市では、美しい自然を次世代に継承していくため、

ています。

平成 29 年 3 月に策定した「東松島市第２次環境基本
計画」に基づき、
「誰もが安心して暮らせる自然豊かな

結びに、貴会の長年にわたるご活動に敬意を表します

環境未来都市」を目指し、市民・事業者及び行政が連

とともに、今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。

携し環境保全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。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「シャボン玉月間」に寄せて
涌谷町長

「シャボン玉月間」に寄せて
遠藤 釈雄

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

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』」の世界農業遺産への登

大海原、西に阿武隈高地、北は阿武隈川に囲まれた、

録や、宮城県の「自然環境保全地域」
「緑地環境保全

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

地域」の指定など、豊かな自然環境が残されている町

然環境の豊かな恵みを受ける権利とそれを守り未来に

です。

引き継ぐ責務があり、普段から、一人ひとりが環境を

この素晴らしい自然環境を後世に残していくために、

意識し、行動をおこすことが大切であります。

公共下水道の整備や浄化槽の設置に対する補助事業

本町では、第 2 次亘理町環境基本計画に基づき「人

を実施し、環境保全に関する取り組みを推進していき

と自然が共生できるまち」を目指し、町民、事業者及

たいと思っております。
未だに収束が見えない、新型コロナウイルス感染症

び行政と協働で、環境保全活動に取り組んでおります。

の身近な対策として石けんでの手洗いが定着していると

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します

ころですが、さらにこの運動を通して広く認知されるこ

ともに、水環境を守る「せっけん運動」の輪が更に広

とを期待しております。

がりますよう心からご期待申し上げます。

結びに、貴会の長年にわたる石けん運動への取り組
みに敬意を表しますとともに、今後ますますのご発展
をお祈り申し上げます。

● 栃 木 県
「シャボン玉月間」に寄せて
栃木県知事

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
福田 富一

大田原市長

相馬 憲一

栃木県は、北西部に那須・日光の山々が連なり、那

大田原市は八溝山系の豊富な森林を有し、市内を流

珂川・鬼怒川などの清らかな河川が流れる豊かな自然

れる那珂川や箒川、蛇尾川からもたらされる水資源を活

に囲まれております。

用した、肥沃な水田の広がる穀倉地帯です。豊かな水は、

本県では、この美しい自然環境及び水環境のさらな

産業だけでなく、ミヤコタナゴやイトヨ、ザゼンソウといっ

る保全に向け、栃木県環境基本計画に基づき様々な施

た希少な動植物を育む自然環境を支えています。

策に取り組んでおります。

本市では、
「かけがえのない環境を子どもたちに引き継

具体的には、水質汚濁の要因に応じた事業者指導や、

ぐために」をテーマに、大田原市環境基本計画を制定

生活排水処理施設の整備等の汚濁負荷対策の推進な

しています。市民、市民団体、事業者と協働し、環境保

どにより、今後も本県の清らかな水環境を次の世代へ

全活動や環境学習に取り組み、環境問題の解決、循環

と伝えていけるよう努めて参ります。

型社会の構築を推進しています。

貴会の活動により、地域における水環境保全の取組

貴会の水環境を守る環境保全運動に敬意を表しますと

がますます発展していくことをご祈念申し上げます。

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。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
小山市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

浅野 正富

塩谷町長

見形 和久

小山市は、中央を思川が流れ、市街地の周辺には農

塩谷町は、町のシンボルである高原山の中腹から湧

地や平地林の田園環境が広がる、素晴らしい自然環境

き出る、全国名水百選「尚仁沢湧水群」をはじめ、町

を有する田園環境都市です。また、コウノトリが生息す

の南側を流れる鬼怒川と東側を流れる荒川など、水の

る、渡良瀬遊水池では、ラムサール条約登録から 10

恵みを受けて栄えた自然豊かな町です。

年を迎え、節目の年を祝うかのように今年もヒナが生

今年は、過去最も早い梅雨明けによる水環境への影

まれ、これで３年連続のヒナ誕生となりました。

響が懸念されるところですが、尚仁沢湧水をはじめとす

この自然環境豊かな「田園環境都市 小山」を基本

る清らかな水と、大いなる高原山の自然により育まれる

に据え、持続可能な社会を実現するため、昨年、全国

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

菜の花サミットを本市で開催いたしました。今後も、こ

の維持・保全活動に積極的に取り組んでまいります。

の素晴らしい環境を、次世代へ引き継いでいけるよう

貴会が水環境保全のため長年にわたり取り組まれて

水環境の維持・保全活動に努めてまいります。

こられた「せっけん運動」に深く敬意を表するとともに、

貴会の活動に、敬意を表しますとともに、今後、益々

今後ますます活動の輪が広がりますことを心よりご期

活動の輪が広がることを祈念いたします。

待申し上げます。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
上三川町長

「シャボン玉月間」に寄せて

星野 光利

高根沢町長

日本人は、無駄遣いすることを「湯水のごとく使う」

加藤 公博

高根沢町は、鬼怒川、五行川、井沼川が流れ、広大

という表現をします。あまり良い意味で使う言葉ではあ

な水田地帯とそれらを取り巻く平地林や里山に加え、そ

りませんが、それだけ日本が飲める水に恵まれた国で

こに生息する多様な生き物など、豊かな自然環境に恵

あるということを示しているということなのでしょう。

まれております。

上三川町も河川や豊富な地下水の恩恵を受け、発展

今年 5 月には「高根沢町ゼロカーボンシティ宣言」

して参りました。先人たちが残してくれたこの環境を次

を行いました。2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼ

世代に引き継ぐことは、今を知る私たちの当然の義務

ロを目指します。

であります。本町では「上三川町環境保全条例」を制

先人から受け継いだ郷土を守り、希望の持てる町を

定し、水質の保全を図るとともに、町民の健康の保護

つくり存続させるという「まちづくり基本条例」の理念

を目指しております。

に基づき、本町の自然環境を生かした取り組みを、暮

水資源を守ることは、私たちの当たり前の生活を守

らしの便利さを継続しながら進めていきます。

ることにつながります。貴会の活動は今後とも必要不

貴会の推進する「せっけん運動」は、身近な水環境

可欠なものとなって参ります。今後、ますますの発展を

の保全活動として大変意義深い取り組みであり、長年

祈念いたします。

にわたる活動に深く敬意を表しますとともに、今後ます
ます環境保全活動の大きな推進力となりますことを心
より祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「シャボン玉月間」に寄せて

「シャボン玉月間」に寄せて

那須町長

平山 幸宏

日光市長

那須町は、雄大な那須連山と八溝の山並みが広がり、

粉川 昭一

日光市は、栃木県の約 4 分の 1 を占め、全国で 3 番

那珂川水系の一級河川である余笹川、黒川が流れるな

目に広い市域面積を有します。この広大な市域には、ラ

ど、とても自然環境に恵まれた町です。

ムサール条約に登録されている奥日光の湿原や鬼怒川

本町では、第２次那須町環境基本計画において望ま

水系の源流域等があり、おいしい水などの自然資源や

しい環境像とする「未来につなぐみどり輝くまち」を目

優れた自然環境に恵まれています。

指し、河川の水質調査、公共下水道事業の推進、合

当市では、この豊かな自然環境を守り育むため、第

併処理浄化槽の普及などに取り組んでいるほか、
「川を

2 次日光市環境基本計画を定め、目指す環境像を「多

きれいにする基金」を活用し、水と親しむイベントの

彩な環境交流を楽しみ、育む 持続可能な都市・日光」

開催や稚魚の放流を実施するなど、水環境の保全につ

として掲げています。この環境像を実現するため、ゴミ

いて努めているところです。

の減量化・資源化、外来種の除去活動、水環境学習事

長年にわたる貴会の環境活動に敬意を表するととも

業の推進等を関係機関と連携して自然と共生する環境

に、
「せっけん運動」の活動の輪がますます広がります

にやさしいまちづくりを進めてまいります。

ことを、心からご祈念申し上げます。

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。

「せっけん使おう！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

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

那須塩原市は那須連山の一角を占める山々、那須野

真岡市長

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

石坂 真一

真岡市は、清らかに流れる鬼怒川、五行川、小貝川

ています。

と緑に満ちた美しい里山がある豊かな自然に恵まれ、

この自然環境を次の世代に継承していくためには、

農業・商業・工業の調和のとれたまちとして発展してい

行政はもちろん、市民、事業者それぞれが環境に対す

ます。

る意識の向上を図り、互いに連携・協働して持続可能

本市の温暖な気候と肥沃な大地が、日本一を誇る「い

な社会の実現に向けた取り組みを継続していくことが

ちご」の産地を生み出しており、今を生きる者としてこ

大切であると考えます。

の豊かな自然を守り育て、快適な生活環境を次の世代

貴会の「せっけん運動」による水環境を守る活動は

へ引きぐ責務があります。

大変意義深いものです。長年にわたる活動に敬意を表

本市では「第 2 次真岡市環境基本計画 改訂版」の

しますとともに、今後、皆様の活動がより一層広がりま

基本目標の 1 つに
「健全な生活環境の中での暮らしアッ

すことを心からお祈り申し上げます。

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、今後益々広がることをご祈念申
し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

● 茨 城 県
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
茨城町長

「シャボン玉月間」に寄せて

小林 宣夫

取手市長

藤井 信吾

茨城町は、茨城県のほぼ中央に位置し、ラムサール

取手市は、茨城県の南端に位置し、利根川とその支

条約登録湿地「涸沼」をはじめとする水と緑と温暖な気

流である小貝川の二大河川が流れる水と緑に恵まれた

候が織りなす豊かな自然環境に恵まれた田園都市です。

地域です。

本町では、この貴重な地域資源を将来にわたって継

本市は、令和 2 年 8 月に茨城県内で初めてとなる「取

承していくため、茨城町環境基本計画を策定して、
「自

手市気候非常事態宣言」を表明しました。宣言により、

然を愛し、人も生きものも安らげるまち、いばらき』を

2050 年二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカー

将来像として掲げ、その実現に向けて、行政はもとより、

ボンシティ」として、気候変動を防止するための「緩和

町民や団体、事業者が相互に協力連携する協働の取組

策」と気候変動への「適応策」に取り組み環境への負

を実施しているところです。

荷が少ない持続可能なまちづくりを進めています。

貴会の「せっけん運動」による水環境の保全は、身

貴会が長年にわたる「石けん運動」を通じた水環境

近で大変意義ある取組であり、長年にわたる活動に敬

保全への取り組みに敬意を表しますとともに、引き続き

意を表しますとともに、今後も活動の輪がますます広

この運動の輪がますます広がり、大きく発展されます

がりますことを心よりご祈念申し上げます。

ことをご祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
つくばみらい市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

小田川 浩

水戸市長

つくばみらい市は、茨城県の南西部、東京都心から

高橋 靖

水戸市は、那珂川や桜川等の大小様々な河川が流れ、

40km 圏に位置し、鬼怒川、小貝川の 2 大河川が流れ

その地名の由来のとおり水の豊かなまちです。市の中

ています。小貝川沿いは広大な水田地帯が広がり、丘

心部には、多くの市民の憩いの場となっている千波湖と

陵部には畑地や住宅地等が形成されております。

その周辺の緑地、さらには梅の名所である偕楽園があ

本市では、この豊かな自然環境を次世代に引き継い

り、自然の魅力や、歴史的資源とまちとの調和は、本

でいくため、環境に配慮した水とみどり豊かなまちづく

市の大きな魅力です。

りを目指し、市民の皆様とともに、河川美化・浄化意

この豊かな自然環境を次世代に繋ぐため、
「豊かな水

識の高揚を図る取り組みを積極的に進めております。

と緑をみんなでつくる

未来へつなぐまち

水戸」を

貴会の長年にわたる水環境保全活動である「せっけ

目指し、水質浄化や生活排水対策はもとより、市民と

ん運動」に深く敬意を表しますとともに、今後ますます

の協働による河川、湖沼等のクリーン活動や保全活動

のご発展を心よりご祈念申し上げます。

等に積極的に取り組んでいるところです。
貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します
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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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「シャボン玉月間」に寄せて
守谷市長

「せっけんを使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
松丸 修久

龍ケ崎市長

守谷市は、茨城県の南西端、東京都心から 40km 圏

萩原 勇

龍ケ崎市は、茨城県南部、東京の北東約 45 キロメー

内に位置しながら、三方向を利根川、鬼怒川、小貝川

トルに位置する都市です。

に囲まれ、市街地を取り囲むように斜面林が連なるな

市の南部は利根川と小貝川に挟まれた沖積平野で、

ど、水と緑に恵まれた豊かな自然の保護と計画的な市

豊かな水田地帯が広がり、また、西部には白鳥が集う

街地開発の推進により、機能的で住みよいまちが形成

牛久沼があり、自然豊かな水辺環境を保っています。

されております。

きれいな水を保つことは美味しいお米など農産物の

本市では、第三次守谷市総合計画において「水と緑

生産には不可欠であるとともに、牛久沼における親水

のパワースポット もりや ～持続・創造・進化するまち～」

空間の活用など本市の魅力を高めるうえでも重要なこと

を市の将来像とし、この実現に向けて、施策である「環

と認識し、水質浄化キャンペーンによる意識啓発活動

境にやさしい生活の創出」に基づき、SDGs の目標達

や河川の水質調査を実施するなど、環境保全意識の醸

成につながる取組を進めております。

成に努めています。

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します

結びに、貴会の取り組まれている環境保全活動に敬

とともに、
「せっけん運動」の輪がより一層広がります

意を表しますとともに、今後の益々の発展をご祈念申

ようご祈念申し上げます。

し上げます。

● 埼 玉 県
シャボン玉月間に寄せて

「シャボン玉月間」によせて
埼玉県知事

朝霞市長

大野 元裕

富岡 勝則

埼玉県は「埼玉版 SDGs」を掲げ、
「誰一人取り残さ

朝霞市は東京都心から約 20 キロの距離にあります。

ない、持続可能な発展・成長をする埼玉づくり」を目指

また、市内には黒目川などの河川が流れ、河川沿いには、

しています。

斜面林や農地、湧き水が存在し、都市と自然が調和し
た武蔵野の面影も残ります。

その「埼玉版 SDGs」では「埼玉の豊かな水と緑を

当市では、本年「第３次朝霞市環境基本計画」を策

守り育む」を重点テーマとし、川の保全・共生のため、
県民、団体、企業が連携して取り組む活動を県が支援

定しました。この計画での望ましい将来の環境像は、
「み

する「SAITAMA リバーサポーターズプロジェクト」など

んなでつくる 水とみどりが豊かな 環境にやさしいま

を推進しています。

ち

朝霞」です。市では市民・市民団体、事業者との

協働により、この望ましい環境像を目指す取組みを進

河川や湖沼の環境を守る皆様の活動は、
「埼玉版

めています。

SDGs」につながるものです。私たちは、恵み豊かな自

貴会の長年にわたる水環境の保全活動に心から敬意

然を守り育み、安心・安全な環境を次世代に引き継い

を表しますとともに、美しい自然を未来世代へ引き継ぐ

でいかなければなりません。

活動がより発展されることを心から祈念いたします。

埼玉の川から未来への流れを創り出すよう、これか
らも共に頑張っていきましょう。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
伊奈町長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

大島 清

小鹿野町長

森 真太郎

伊奈町は、都心から 40km 圏内に位置し、計画的

小鹿野町は、埼玉県の西北部に位置し、日本百名山

な都市基盤整備やニューシャトルの運行など、住環境

の「両神山」、日本の滝百選の「丸神の滝」、平成の名

や交通利便性の向上する一方、綾瀬川付近一帯に田園・

水百選の「毘沙門水」など、多くの百選に選ばれる自

果樹園が広がり、人と自然が共存する魅力あふれる町

然が豊かな山間の町です。両神山より流れ出る小森川

です。

にはゲンジボタルとヘイケボタルが飛び交い、幽玄な

本町では、河川水質測定や合併処理浄化槽への転

光を放ってくれます。
「ホタルが生息するまち」は、町

換補助による生活排水対策の推進を行い、水環境保

の誇りです。

全に努めています。

また、下流域の小学生と、いのちの水の大切さや水

未だに猛威を奮い続ける新型コロナウイルス感染症

源地域への意識を高めていただくため、
「上下流交流事

拡大防止対策として、石けんの適量使用による手洗い

業」を 20 年以上にわたり続けています。この素晴らし

は非常に効果的なものです。

い自然環境を保ち、そして次世代へ伝えることは、私

SDGs を掲げ、人々の環境意識が高まる現在、貴会

たちの重要な責務であります。

の長年に渡る「石けん運動」の取り組みは、更なる活

貴会が推進する「せっけん運動」は、身近な環境保

動の輪の広がりが期待され、大変意義あるものです。

全活動として大変意義深いものがあります。貴会の活

今後も益々のご活躍を祈念いたします。

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
入間市長

シャボン玉月間によせて

杉島 理一郎

小川町長

入間市は、加治丘陵と狭山丘陵の豊かな緑や入間川

小川町には、笠山・堂平山に源を持つ槻川、市街地

や霞川、不老川等の水環境にも恵まれ、狭山茶の主

を貫流し槻川へ流入する兜川、八和田地区を流れる市

産地として広く知られるなど自然と産業が調和した活力

野川の３つの主要な河川があり、この清らかで豊富な

ある都市として発展してまいりました。

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

本市は、令和４年５月に内閣府の「SDGs 未来都市」

産業が栄えてきました。

に選出され、豊かな自然環境を守り、さらに経済、社

令和３年２月に、町の豊かな自然を子どもたちやそ

会の側面から持続可能な都市、
「健康と幸せを実感で
きる未来共創都市

の先の世代へ引き継ぐため、
「小川町ゼロカーボンシ

Well-being City いるま」に向けて

ティ宣言」を宣言し、SDGs の取組や二酸化炭素の吸

取り組みを始めたところです。

収源である森林の整備を行い、2050 年までに二酸化

貴会の取り組む「せっけんを使おう」活動は、本市

炭素排出量実質ゼロを目指す取組を進めています。

の豊かな水環境の保全や、昨今の新型コロナウイルス

貴会の活動により、１人でも多くの方が環境への関

感染防止の観点からも意義深いものと考えます。

心を持っていただくことで、より良い水環境を後世に残

今後とも市民との協働と生活排水対策の啓発・実践

していくことに繋がりますよう、ご期待申し上げます。

により、良好な水質を維持し生活環境の一層の向上を
目指します。また、他の取り組みと連携し、豊かな自
然環境を保全します。
貴会の長年にわたる取組に敬意を表しますとともに、
より多くの方々の環境問題への意識が高まることをご
期待申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
桶川市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

小野 克典

春日部市長

岩谷 一弘

桶川市は、江戸時代後期、中山道６番目の宿場町と

春日部市は、美しい水面を有する大落古利根川や江

して栄え、近代は首都近郊の住宅都市として発展して

戸川など豊かな水辺環境に恵まれたまちです。本市で

きました。

は、
「自然と人とが共生し 未来につなぐ環境を みんな

JR 桶川駅を中心とした市の中央部に住宅地が広が

で育てまもるまち・春日部」を環境像として掲げ、環

り、郊外には荒 川、石川川、江川、芝川、綾 瀬 川、

境施策を推進しております。

元荒川などの緑豊かな水辺空間や緑地等の自然環境

また、水環境保全については、下水道供用開始区域

が広がっています。

における未接続世帯に対する個別訪問による普及促進

本市では SDGs の理念を踏まえ、豊かな自然環境を

や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に

次世代に引き継ぎ、持続可能なまちづくりを推進する

対する啓発、小学生へ生活排水対策グッズの配布を行

ため、公共下水道の整備や合併浄化槽の普及促進等、

うなど、水質汚濁防止に努めているところです。

市民・事業者・行政が一体となって水環境の保全に力

今後も皆様の積極的な石けん運動から環境問題に対

を入れて取り組んでおります。

する取り組みの輪がさらに広がり、美しい環境が次世

結びに、
「せっけん運動」をはじめとする、貴会の活

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。

動の輪が、今後ますます広がりますことを、心よりお祈
り申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて
加須市長

「シャボン玉月間」によせて
越生町長

角田 守良

加須市は、利根川をはじめ、ラムサール条約湿地に

新井 康之

登録されコウノトリも生息している渡良瀬遊水地、国土

越生町は、越辺川の清流と四季折々の花と山々に囲

交通省水の郷百選に認定されている浮野の里など豊か

まれた緑豊かな自然に恵まれたまちです。

な水辺環境に恵まれています。

本町は、平成 28 年 4 月 29 日に全国初の「ハイキン

本市では、これらの貴重な自然を次の世代に残すた

グのまち」を宣言しました。毎月第 2 土曜日に月例ハ

め、第２次加須市環境基本計画を策定し、
「豊かな自

イキングを実施し、豊かな自然の中で多くの方にウオー

然と快適な環境のまちづくり」を望ましい環境像と位

キングを楽しんでいただいています。

置づけ、市民との協働による、河川の環境美化活動や

豊かな自然環境を保全し、潤いと優しさのあるまち

絶滅危惧種であるオオモノサシトンボやオニバス等の

づくりは、自然環境保全に積極的に取り組む貴会の

保護を目的とした自然環境学習を行っています。また、

「せっけん運動」に通じるものです。

きれいな水の再生に向けて、各家庭への戸別訪問によ

貴会の長年にわたる「せっけん運動」への取り組み

る浄化槽の適正使用の啓発や合併処理浄化槽への転

に心から敬意を表しますとともに、今後も環境に優し

換促進に取り組んでいます。

い地道な活動が継続され、運動の輪がますます広がり

皆様の永年の活動に深く敬意を表しますとともに、

ますことを祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけんを使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
川口市長

世代へと引き継いでいくための取組を推進しています。
新型コロナウイルスの感染防止対策として、石けんに

奥ノ木 信夫

よる手洗いの重要性が増す中、環境にやさしい石けん
を広める運動は、水環境の保全を図る上で大変意義深

川口市は、荒川、芝川などの水辺空間や、見沼田ん

いものであります。今後「せっけん運動」の取組の輪が

ぼなどの緑地空間など、豊かな水と緑に恵まれています。

ますます広がることを祈念いたします。

本年 4 月には、この自然を活かし、水と緑のオアシ
ス空間を創出した公園「イイナパーク川口」と、首都
高速の川口パーキングエリアを連結した「川口ハイウェ
イオアシス」として、市内外の多くの方に利用いただけ

シャボン玉月間によせて

る憩いの場を開園致しました。
「都市と自然が調和した “人と環境にやさしいまち ”」

久喜市長

を将来の目指す姿に掲げ、今後も、生活排水対策の促
進、自然保護の推進など環境に配慮したまちづくりを

梅田 修一

久喜市では、市民・事業者・行政が一体となった「オー

推進して参ります。

ル久喜」で、持続可能で活力あるまちづくりを進めるた

皆様の永年の活動に深く敬意を表しますと共に、こ

め、昨年 4 月に久喜市
「ゼロカーボンシティ」宣言を行い、

れからも環境に優しい「せっけん運動」の発展をご祈

2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し

念申し上げます。

ています。
また、本市では自然環境保全のため、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、ごみの減量や水質汚濁の防

「シャボン玉月間」に寄せて
北本市長

止に取り組んでおり、今後も貴重な水環境を未来に引
き継ぐためにも、より一層の環境保全活動に努めてま

三宮 幸雄

いります。
長年にわたる貴会の活動に改めて敬意を表しますと

北本市は、大宮台地の北部に位置し、荒川沿いの高

ともに、益々のご発展を心よりご祈念申し上げます。

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

「シャボン玉月間」に寄せて

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

熊谷市長

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。

小林 哲也

熊谷市は、荒川、利根川という二大河川を有し、豊

貴会の長年にわたる水環境保全の活動に敬意を表し

かな水環境や自然環境に恵まれています。

ますとともに、今後、ますます活動の輪が広がりますこ

清流・元荒川には、希少魚の「ムサシトミヨ」が生息

とを心から御祈念申し上げます。

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
を楽しませてくれています。

シャボン玉月間によせて
行田市長

本市では、これらの水環境を後世に残していくため
に、様々な保全活動や啓発活動に努めています。

石井 直彦

貴会の「せっけんを使おう」という活動は、身近な水
環境の保全に大変意義深いものと考えています。長年に

行田市は、北に利根川、南に荒川の 2 大河川を擁し、

わたるその活動に心から敬意を表しますとともに、今後

星川沿いには、絶滅危惧種である「キタミソウ」の群

も活動の輪が大きく広がりますことを祈念いたします。

生地を有する水と緑に恵まれた自然豊かなまちです。
今年 1 月には「行田市ゼロカーボンシティ宣言」を行
い、SDGs の理念のもと、市民・事業者・行政が一体と
なり、先人から受け継いだ豊かな自然環境を守り、次
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シャボン玉月間に寄せて

事業者といった多様な主体と連携することで、良好な

鴻巣市長

水環境の保全と創造に取り組んでまいります。せっけ

原口 和久

んの適量使用についても、水環境の負荷低減には非常
に重要です。

鴻巣市は都心への通勤圏に位置し、市街地の開発

貴会の長年にわたる「せっけん運動」による水環境

が進む一方で、荒川をはじめとする河川に囲まれた田

保全への取り組みに敬意を表しますとともに、今後益々

園や、武蔵野の面影を伝える雑木林など、水と緑に恵

のご発展をお祈り申し上げます。

まれた自然環境豊かなまちです。
本市では、市名の由来の一つであるコウノトリをシン
ボルとして多くの生きものが成育できる、人にも生きも
のにも優しい環境づくりに努めています。今後も、水辺

「シャボン玉月間に寄せて」

や里山を生息環境とするコウノトリと共存する、安心、
安全な地域づくりを目指していきます。

坂戸市長

貴会の「せっけん運動」は、人と自然に優しい取り

石川 清

組みであり大変意義のあるものです。水環境の保全に

坂戸市は、武蔵野の緑と清流高麗川が織りなす恵み豊

尽力されている活動に深く敬意を表しますとともに、今

かな自然の恩恵を受け、今日まで発展してまいりました。

後この活動が益々広がりますことを祈念申し上げます。

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進めて

「シャボン玉月間」に寄せて

います。取り組みの一つとして、市内の環境学館いず

越谷市長

みにて、学校給食の廃食油を利用したリサイクル石け

福田 晃

ん作りの講座を継続して開催し、地域に環境にやさし
い石けんの普及を図っております。

越谷市では「水郷こしがや」と呼ばれる豊かな環境

貴会の長年にわたる『せっけん運動』への取組みに

を次世代に引き継ぐため、越谷市環境管理計画におい
て、本市の望ましい環境像を「みんなで創ろう

心から敬意を表しますとともに、今後ますます運動の

越谷

輪が広がりますことを祈念申し上げます。

の豊かな環境と未来」と定め、市民・事業者の皆様と
協働し、越谷市民が住み続けられる環境を保全・創造
することに努めております。
また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、

シャボン玉月間によせて

せっけんを利用したこまめな手洗いは、感染防止対策
のひとつとなっています。こうした状況を契機に、貴会

幸手市長

の長年にわたる
「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、

木村 純夫

幸手市は、江戸川・中川・倉松川など水辺環境に恵

活動の輪が一層広がりますようご祈念申し上げます。

まれ、田園風景が広がる自然豊かなまちです。また、
全国的な桜の名所である幸手権現堂桜堤があり、約１
㎞にわたり千本の桜が咲き誇ります。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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
さいたま市長

仙と、四季折々の花々を楽しむことができます。
本市では、豊かな自然と田園風景を次世代に継承す

清水 勇人

るため、市民・事業者・行政で連携し、河川の美化活
動や水質改善、温暖化対策など環境保全の推進に努め

さいたま市は、東日本と首都圏を結ぶ鉄道や高速道

ております。

路などの広域的な交通網が充実した都市して発展して

貴会の長年にわたる「せっけん運動」への取り組み

きました。一方で、見沼田んぼや荒川に代表される水

に敬意を表しますとともに、一人でも多くの方がご参加

と緑を有していることから、人と自然が共生した街づく

され、皆様の活動の輪が広がりますことをご祈念申し

りを目指しております。

上げます。

本市では、環境共生都市の実現を目指するために「第
2 次さいたま市環境基本計画」を策定し、市民・団体・
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シャボン玉月間によせて
狭山市長

「シャボン玉月間」に寄せて
小谷野 剛

白岡市長

藤井 栄一郎

狭山市は埼玉県内有数の工業都市でありながら、一

白岡市は、埼玉県の北東部に位置し、武蔵野の静

級河川入間川をはじめとする豊かな自然環境にも恵ま

かな面影を今に残す、緑と自然に恵まれた美しいまち

れています。

です。都心から 40 キロメートル圏内という立地条件に

近年、SDGs などの環境保全活動の輪が世界規模で

より、住宅都市としても発展し、今年で市制施行 10 年

広がるなか、本市では今年度ゼロカーボンシティの実

を迎えます。

現をはじめとする新たな基本目標を定めた「第３次狭山

本市では、白岡市第 2 次環境基本計画において「青

市環境計画」を策定しました。

空が広がる自然と豊かな心を育む持続可能なまちしら

この計画では、基本目標の一つとして、水と緑のネッ

おか」を目標とし、望ましい環境像の実現に向け、市・

トワーク形成を目指す「人と自然との共生」を掲げてお

市民・事業者の連携・協働により、美しい環境を守り

り、この目標の達成に向け、市民や事業者と協働しな

育て、未来へ引き継ぐため、真に豊かで快適かつ持続

がら、さらなる環境保全活動に取り組んでまいります。

可能な環境づくりを推進しております。

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表しま

貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬意を表し

すとともに、皆様の活動の輪がさらに広がりますよう心

ますとともに、今後も活動の輪がさらに広がりますよう

よりご祈念申し上げます。

ご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて
志木市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
香川 武文

杉戸町長

志木市は、全国で 6 番目に小さい市でありますが、

古谷 松雄

杉戸町は、大落古利根川や中川などの河川や水路が

市内の中心に「新河岸川」と「柳瀬川」が、東には「荒

町内を流下し、これらの豊かな水を利用した田園風景

川」が流れ、古くは舟運で栄えるなど、水の恵みを享

が広がり、雑木林や屋敷林など緑豊かな自然に抱かれ

受しながら発展してきました。

ています。

本年は、新庁舎が完成し、
「新河岸川」
「柳瀬川」の

当町では杉戸町環境基本計画において「子供たちが

水辺に位置し、本市のシンボルの一つであります「いろ

水遊びする美しい水環境と生きるまち」を水環境の目

は親水公園」もリニューアルオープンしました。新庁舎

標とし、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及啓

は、市民の安全を守るために、水害や地震などの様々

発等の施策を進め、水質の改善に取り組んでおります。

な災害に対し、安全性の確保と機能の継続が可能な、

こうした中、水環境を保全する貴会の取組は大変有

災害に強い庁舎であるとともに、屋上へのソーラーパ

意義であり、長年にわたる「せっけん使おう！７月はシャ

ネル設置や南側のバルコニーの一部を緑化するなど、

ボン玉月間」活動に敬意を表するとともに、この活動

環境面にも配慮した庁舎です。

が一人でも多くの方の「水環境」に対する意識向上につ

貴会の地道な環境活動による成果に心から敬意を表

ながり、環境保全の輪がさらに広がることをご祈念申

しますとともに、これからも「せっけん運動」や環境問

し上げます。

題への取組の輪が広がりますようご期待申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
草加市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

浅井 昌志

鶴ヶ島市長

齊藤 芳久

草加市は埼玉県の東南端に位置し、綾瀬川右岸沿

鶴ヶ島市は、関越自動車道と首都圏中央連絡自動車

いの草加松原は、国指定名勝「おくのほそ道の風景地

道が交わる交通の要所であり、また、都市と農村のバ

草加松原」となっています。

ランスが良いとても暮らしやすいまちです。

本市は「人と自然が共に生きるまち

そうか」の実現

本市では第２期鶴ヶ島市環境基本計画を策定し、
「里

に向け、第二次環境基本計画（第二版）に基づき環境

山と小川

問題に取り組んでいるところです。令和 3 年度は草加

の目指すべき環境像に掲げ、市民団体や地域団体と協

環境推進協議会との協働により、海洋プラスチック問

働で、緑や水辺、多様な野生生物を一体として保全す

題に焦点を当てた映画鑑賞会を実施する等、市民等へ

る活動を推進してまいりました。

周知を図りました。

風と緑と生きものと

共に生きるまち」を市

現計画期間の終了に伴い、今年度は令和 5 年度から

綾瀬川はかつて水質汚濁が著しかったものの、下水

始まる次期環境基本計画を策定し、引き続き環境保全

道の普及等により近年は水質改善が進み、多くの魚が

を推進していくとともに、地球温暖化対策に努めてま

戻ってまいりました。これも貴会が推進する水環境を

いります。

保全し、安全で健康なくらしが営める環境づくりと軌を

貴会の長年にわたる水環境保全への取り組みに敬意

一つにするものでございます。

を表しますとともに、今後も貴会のますますのご発展を

貴会の皆様が長年取り組まれている水環境の保全活

祈念申し上げます。

動に敬意を表しますとともに、今後も皆様方の活動が
さらに広がりますよう心からご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて
ときがわ町長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
秩父市長

渡邉 一美

ときがわ町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、3 本の

北堀 篤

一級河川の源となる森を抱え、
「水と緑の豊かな環境を
育てるまち

秩父市は埼玉県の北西部に位置し、県の面積のうち

ときがわ」を基本理念として掲げている、

水と緑に恵まれた自然豊かな町です。

15％を占めています。市域の 87％を森林が占め、その
ほとんどが秩父多摩甲斐国立公園や、県立自然公園の

町では、川の汚れの原因とされる生活排水を改善す

区域に指定されています。また、埼玉県を代表する河

るため、町設置型の浄化槽設置管理事業を町が主体

川である荒川の源流域に当たり、首都圏の水源地域と

となって実施しており、高度処理型の浄化槽を採用して、

しての機能を担っています。その豊かな自然をこれから

源流の町としてより良い水質の確保、水質保全に取り組

も守り伝えるため、今年度「ちちぶ環境基本計画」の

んでおります。

改訂を進めています。この計画は秩父地域全体で検討

豊かな自然環境を保全し、次世代に引き継いでいく

しており、今後の環境保全の指針となるよう、しっかり

ためには、環境負荷の少ないサステイナブルな地域社

と計画策定に取り組んでまいります。

会の形成が必要です。

せっけんの使用を通して環境保全に取り組まれる貴

長年にわたり、貴会が取り組まれている環境保全活動

会の活動が広がり、実り多いものとなりますよう、心か

に深い敬意を表しますとともに、この活動を通じて多く

らお祈り申し上げます。

の方が環境保全に対する理解を深め、今後ますます活
動の環が大きく広がりますよう心よりご祈念いたします。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
所沢市長

「シャボン玉月間」に寄せて

藤本 正人

滑川町長

貴会の長年にわたる環境にやさしい「せっけん運動」

吉田 昇

滑川町は、埼玉県の中央部、首都 60km 圏内に位

に、心から敬意を表します。

置し、今なお多くの緑が残る首都圏のオアシスとなっ

本市では、学校においても石けんを活用しています。

ています。町の中央を流れる滑川をはじめ 3 つの一級

また、私自身もシャンプーではなく石けんです。

河川と、国営武蔵丘陵森林公園や関東一といわれる約

また、市では、善きふるさとを創り、子どもたちに継

200 か所の「ため池（沼）」があり、谷津 ( やつ ) とい

承していくために、
「人と人との絆」
「自然との調和・共生」

う美しい景観が織りなす自然豊かな町です。

を大切な軸として中心に据え、マチに人を取り戻す「人

本町では、国の天然記念物ミヤコタナゴが棲める生

を中心にしたマチづくり」
「
、脱炭素・ゼロカーボンシティ」

息環境の回復に努めるとともに、農業集落排水事業や

を実現するための様々な取組を今、真剣に講じている

公共下水道等の生活基盤整備の充実を図り、水の浄化

ところです。

活動に積極的に取り組んでおります。

皆さまの活動の輪が今後さらに広がり、実り多いも

貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬意を表し

のとなりますことを、心よりお祈り申し上げます。

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」によせて
長瀞町長

「シャボン玉月間」に寄せて

大澤 タキ江

新座市長

長瀞町の中央部には荒川が流れ、町全域は埼玉県

並木 傑

立長瀞玉淀自然公園に指定されています。特に、岩畳

新座市は、首都近郊ながらも、武蔵野の面影を色

のある長瀞地区は、国の名勝 ･ 天然記念物 ｢長瀞｣ に

濃く残す平林寺境内林などの雑木林が広がるとともに、

指定されております。

柳瀬川、黒目川及び野火止用水が流れ、自然環境に
恵まれたまちです。

昭和 47 年に野上町から町名変更し、今年で 50 周年
となりました。水に関わるレジャー産業も活発で、水質

本市では、これらの自然環境を将来にわたって引き

は長瀞の生命線でもある重要な資源です。水質保全に

継ぐため、
「みんなで築く雑木林とせせらぎのある住み

は、町が行う環境美化清掃事業のほかボランティア団

よい環境のまちにいざ」を望ましい環境像に掲げ、令

体等による河川のごみ拾いなどの協力が不可欠であり、

和 4 年 5 月 20 日には、ゼロカーボンシティの宣言を

一層の呼びかけも必要と考えております。また、公共下

行い、市民、事業者及び市が協働で温暖化対策を始め

水道を推進し、さらに合併処理浄化槽の普及啓発をお

とする環境保全に向けた取組を進めています。
貴会の推進する「せっけん運動」は、身近な水環境

こなうことで、水質保全へ取り組んでまいります。

保全活動として大変意義深い取組であり、長年の活動

結びに、貴会の「石けん運動」の今後の更なる活動

に敬意を表するとともに、更なるご発展を心からご祈

が広がりますことをご祈念申し上げます。

念申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間に寄せて
鳩山町長

飯能市長

小峰 孝雄

新井 重治

鳩山町は、首都から約 50㎞圏に位置し、一級河川

飯能市は、埼玉県南西部に位置し、都心から50km

越辺川やその支流である鳩川が流れ、里山景観を残し

圏内という首都近郊にありながら、豊かな森林と美し

た豊かな自然環境と住宅団地や大学等の文教施設が

い清流に恵まれており、
「水と緑の交流拠点

調和した町です。

化都市

森林文

はんのう」を将来都市像としています。

本町では、豊かな自然環境を未来の子どもたちへ引

河川の上流域に位置する自治体として、このかけがえ

き継いでいくため、町内を流れる河川の定期的な水質

のない水源を守り次世代に引き継ぐために、埼玉県内

検査や公共下水道、町型合併処理浄化槽、農業集落

でいち早く合併処理浄化槽組合を設立し、浄化槽の適

排水等の生活基盤整備の普及促進など環境に配慮した

正な維持管理を推進しています。さらに昨年、近隣５

施策を実施しております。

市で「ゼロカーボンシティ共同宣言」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まいり

また、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の

ます。

一つとして、貴会が活動されております「環境にも優し

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、

いせっけん」による手洗いの重要性について町民へ再

「せっけん運動」の輪が一層広がりますことを心よりお

認識されており、環境に配慮された取り組みの一助と

祈り申し上げます。

なっていると感じております。
結びに「せっけん運動」を通じた長年にわたる貴会
の環境活動に敬意を表するとともに、今後ますますの
ご発展を心よりお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて
東松山市長
「シャボン玉月間」によせて
羽生市長

森田 光一

東松山市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、恵まれた
立地条件と交通体系を背景に、比企丘陵の緑と清流の

河田 晃明

織りなす美しい自然に囲まれた都市として発展を遂げ
てきました。

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

本市では、ホタルの里づくり事業をはじめとした地元

かなまちです。この豊かな自然環境は、私たち羽生市

住民と協働で取り組んでいる環境保全活動や、市内を

民の誇りであり、将来世代に引き継いでいく責務があり

流れる河川の水質調査等を通じた水辺空間の整備・保

ます。

全に取り組むことで、環境にやさしいまちづくりを推進
しております。

そのため、当市では今年 4 月に、
「羽生市気候非常
事態宣言」を行い、SDGs の目指す持続可能な社会の

皆様には、美しい自然を次世代に引き継いでいくた

実現に向けて、市民・事業者と連携・協力して気候変

め、また、新型コロナウイルス感染症予防の観点からも、

動対策に取り組むための強い決意を示しました。ゼロ

「せっけんからはじめよう。地球を守る小さな一歩」を

カーボンシティの実現に向け、
「2050 年までに温室効

合言葉に、ますます活動の輪を広げられることをご期

果ガス排出量実質ゼロ」を目指します。

待申し上げます。

貴会の長年にわたる活動により、一人でも多くの方が
環境への意識を高め、今後、ますます活動の輪が広が
りますことを心からお祈り申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間によせて

日高市長

谷ケ﨑 照雄

富士見市長

日高市は、首都近郊に位置しながら手軽に山登りが

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

楽しめる ｢日和田山」､ カワセミが飛ぶ清流「高麗川」、

市は、水田地帯として豊富な水を利用してきました。ま

500 万本の曼珠沙華が咲き誇る「巾着田」など、豊か

た、市民に潤い・安らぎ・癒しを与えてくれる湧水や緑

な自然に恵まれたまちです。

地が存在し、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。

この自然環境を維持し、次世代に引き継いでいくため

令和 4 年 3 月には、この地域資源である湧水と緑地

には一人ひとりの環境に対する関心や意識が大切です。

の保全・活用を目指すため、
「富士見市湧水と緑の活用

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

基本方針」を策定いたしました。今後も、貴重な自然

学生を対象に、豊かな自然の中での活動を通じて環境

を後世に引き継いでいくため、様々な取組みを進めて

について学習する「ひだかネイチャーキッズ」を開催し

まいります。

ています。また、河川などの公共用水域の水質を保全

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

するため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

とともに、
「せっけん運動」の輪が、大きく広がってい

転換を推進しています。

きますことを心よりご期待申し上げます。

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
ふじみ野市長
シャボン玉月間によせて

高畑 博

ふじみ野市は、北部の市境に沿って南北に新河岸川

深谷市長

が流れ、沿岸には斜面林などの自然環境が残され、周

小島 進

辺には水田が広がっているほか、西部地域では、武蔵
野の面影を残す畑や雑木林など、緑豊かな環境が保

深谷市は埼玉県の北西部に位置し、市北部に利根川、

全されています。

南部に荒川が流れる豊かな水環境を有しています。
「深谷ねぎ」をはじめとした多くの農作物は恵まれた

当市では毎年、河川の水質を継続的に調査し、その

水環境の恩恵を受け育てられており、水環境を守るこ

結果を「環境年次報告書」としてまとめ、ホームページ

とは、将来に向けた重要な使命であります。

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

水環境を含む自然環境の維持・改善には、自治体は
もちろん市民や事業者それぞれが進んで環境問題に取

の使用を推奨しております。

り組むことが求められます。現在、深谷市では「深谷市

   当市の目指す環境像である、
「みんなではぐくむ

環境基本計画」見直し作業を進めておりますが、啓発

豊かな住みよいまち

活動による意識の向上の重要性を強く感じております。

も各種施策を展開してまいります。

緑

ふじみ野」の実現に向け、今後

このような中で、長年取り組みを継続されている貴

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

会に心から敬意を表するとともに、益々のご発展をお

とともに、貴会の更なるご発展を心からご祈念申し上

祈り申し上げます。

げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

シャボン玉月間に寄せて

「シャボン玉月間」によせて
松伏町長

鈴木 勝

皆野町長

柴﨑 勉

松伏町は、埼玉県の東南部、都心から約 30km 圏
に位置し、江戸川・中川・大落古利根川の 3 本の河川

   皆野町は、埼玉県の西北、秩父地域の東北にあって

に囲まれた水と緑豊かな町です。

れた町であり、
「地球を守る先進の町」として資源循環

都心から 80km 圏域に位置する豊かな緑と自然に囲ま
の推進を心がけ、町民の皆さんとともに持続可能な町

本町では、昨年４月に本町を含む近隣５市１町で「ゼ

づくりを目指しております。

ロカーボンシティ」共同宣言を行いました。９月には埼

また、町立の幼稚園・各学校用に貴会の石けんを購

玉県東南部地域ゼロカーボンシティ推進協議会を設立

入し、今日まで使わせていただいております。子どもた

し、脱炭素社会の構築に取り組んでいます。

ちや先生からは、
「手が荒れなくてよい」という声も聞

町としても、太陽光発電システムや電気自動車等充

こえてきており、大変好評を得ています。

給電設備設置の推進、再生可能エネルギーへの切り替

貴会の皆様におかれましては、かけがえのない自然

えを促進するなど、一般家庭における脱炭素社会への

環境を後世に残すため、長年にわたり、水環境保全活

意識醸成を図る取り組みも行っております。

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

今後も、二酸化炭素の排出削減のみならず、豊かな環

します。

境保全のための活動や啓発の推進に努めてまいります。

今後とも、皆様の
「石けん運動」の輪がますます広がっ

貴会の長年にわたる環境活動への取り組みに心から

ていきますことを心よりご祈念申し上げます。

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」に寄せて

「シャボン玉月間」によせて
三郷市長

宮代町長

木津 雅晟

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

三郷市は、埼玉県の東南端に位置し、交通利便性の

じめとする豊かな水辺環境と、さいたま緑のトラスト保

高さや活力あるまちづくりなどにより人口増加と企業進

全第 5 号地である山崎山の雑木林など、多くの緑が共

出が続く一方、東に江戸川、西に中川が流れる水と緑

存する恵まれたまちです。

に囲まれた自然豊かなまちです。昭和 47 年 5 月に埼

当町では、この豊かで美しい自然環境を守り、次の

玉県内 37 番目の市として誕生し、今年で市制施行 50

世代に引き継いでいけるよう、町民と力を合わせた環

周年を迎えました。

境保全活動や、水辺環境の保全に繋がる合併浄化槽
の普及促進に努めております。

本市では、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

貴会が長年取り組まれている石けんを使用した手洗

に取り組むまち」を目指し、市民・事業者・市の協働

いは、身近でできる新型コロナウイルス感染防止対策

により、豊かな自然を身近に感じられるまちづくりとと

のひとつであると共に、地球の環境改善にも繋がる大

もに、環境負荷の少ない循環型社会の形成を進めてい

変意義のある活動と考えます。今後、活動の輪がます

ます。

ます広がることを、心からご祈念申し上げます。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
「せっけん運動」の輪がさらに広がりますことをご祈念
申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
三芳町長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

林 伊佐雄

横瀬町長

三芳町は、首都圏 30 ｋｍ圏という好条件に位置し、

富田 能成

横瀬町は、埼玉県西部、秩父地域にある人口 8,000

みどり豊かな武蔵野の雑木林や三富新田に代表される

人弱の小さな町です。都心か 70㎞圏内と簡単にアクセ

田園風景が広がる自然と都市機能が調和したまちです。

スできる場所にありながら、県内最大級の寺坂棚田や

近年、地球温暖化が進み、SDGs やカーボンニュー

美しい里山風景が残る緑と水の自然に恵まれたとても

トラルなどが注目される中、当町は昨年度に「ゼロカー

住みよいまちです。

ボンシティ宣言」を行い、脱炭素社会の実現を始めと

当町は、四季折々の美しい景観のなか、多様な幸せ

した環境問題に町を上げて取り組んでおります。また、

が花開く「カラフルタウン」をめざして、私たちの誇り

生活排水の適正処理のために、公共下水道供用開始区

である武甲山や横瀬川、澄みわたる空気を次世代に引

域内での接続率の向上及びその他地域での合併浄化

き継げるよう努め、生活排水浄化の促進や、町民と連

槽の普及促進により生活排水処理率の向上に努めてい

携し環境保全運動等を実施するなど、環境との共生に

ます。

も努めています。

貴会の活動の輪がますます広がり、未来へつながる

貴会の長年にわたる活動は、環境保全にとって大変

美しく豊かな自然を守る一歩となりますようご祈念申し

意義深いものです。今後もますますのご発展とご活躍

上げます。

を心よりご祈念申し上げます。

シャボン玉月間によせて

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
八潮市長

大山 忍

吉川市長

八潮市は、埼玉県の南東部に位置し、中川、綾瀬川、

中原 恵人

吉川市は、東に江戸川、西に中川が流れ、古くから

大場川などの水辺豊かな環境に恵まれたまちです。ま

水の恵みを享受してまいりました。昔から「吉川に来て、

た、市民にとって最も身近な自然として親しめる水辺空

なまず、うなぎ食わずなかれ」といわれ、市内の料亭

間の創出を図るため、
「水と緑にふれあえる、環境にや

では川魚料理が堪能でき、近年では地域の飲食店にも

さしいまち八潮」の実現を目指しております。

その広がりをみせています。

本市では、環境保全について、各種イベントを通じて

このような「川の郷」を次世代へ受け継いでいくため、

生活排水対策の普及啓発や河川浄化対策を推進するな

公共下水道への接続や浄化槽の維持管理の啓発、合

ど、豊かな水辺環境の保全に努めており、環境月間で

併浄化槽への転換促進により水質の保全を図っており、

は、地球温暖化対策としてゴーヤの苗を配布し、グリー

健全な水環境の保全に向けて引き続き取り組んでまい

ンカーテンに関する取組を行いました。

ります。

貴会が取り組まれている「せっけん運動」は、水環

最後に貴会の長年にわたる活動に敬意を表し、
「せっ

境を保全する活動として意義深いものであり、長年に

けん運動」を通じて、ますます活動の輪が広がります

わたる活動に敬意を表しますとともに、今後のご発展

ことを心よりご期待申し上げます。

をご祈念申し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

シャボン玉月間

町長メッセージ
吉見町長

「シャボン玉月間によせて」
宮崎 善雄

嵐山町長

吉見町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、東部に荒川、

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

南西部に市野川が流れる、水と緑に囲まれた自然豊か

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。この豊富な水資源は、多くの恵みをこの地

な町です。都心から約 1 時間、アクセスも良く、
「蝶の

にもたらし、私たちの生活に憩いと潤いを与えてくれて

里らんざん」として多くの方に親しまれています。当町

います。

ではこの環境を守るため、生活排水処理基本計画に基

本町では、この豊かな自然や水資源を未来につな

づき、平成元年より流域関連公共下水道、そして平成

げるため、様々な取組を行っており、その一つとして、

24 年より県内唯一の PFI 方式による、町管理型理浄

2050 年までに町内の二酸化炭素の排出量実質ゼロを

化槽整備推進事業を進めています。また、本年 3 月に

目指す「吉見町ゼロカーボンシティ宣言」を表明しまし

はゼロカーボンシティに向けた取り組みを始めたところ

た。今後も SDGs やゼロカーボンシティの実現に向け

です。

た取組を進めるとともに、水環境の保全に取り組んで

さて、昨今のコロナ禍においては、こまめな手洗い

まいります。

が励行されており、石鹼の需要が高まっております。貴

長年にわたり「せっけん運動」を通して、水質保全活

会の長年にわたる「せっけん運動」への取り組みに敬

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

意を表しますとともに、活動の輪が広がりますことご祈

もに、今後、より一層活動の輪が広がりますことを心よ

念申し上げます。

り祈念いたします。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

シャボン玉月間に寄せて
寄居町長

和光市長

花輪 利一郎

柴﨑 光子

和光市は、埼玉県の南端にあり、東京都に隣接しな

埼玉県北西部に位置する寄居町は、町中央を流れ

がらも、荒川沿いの農地、斜面林や湧き水など豊かな

る荒川や風布川（ふうっぷがわ）・日本水（やまとみず）

自然に恵まれた土地です。また、鉄道 3 路線が乗り入

を始めとした多くの河川・水路が流れており、
「名水百

れる和光市駅や東京外環道の 2 つのインターチェンジ

選」
「水の郷百選」
「水源の森百選」に認定された豊か

を擁する、利便性の高い住宅都市として発展を続けて

な水環境を有しています。

います。
当市では、第五次和光市総合振興計画にて、将来

この恵まれた水環境を守り後世へと残していくため、
本町では公共下水道や農業集落排水の整備、公設浄

都市像「みんなをつなぐ

ワクワクふるさと

和光」を

化槽設置の推進等、生活排水処理の整備事業に注力

打ち出し、様々な施策を行う中で、次世代に伝えるべ

しております。

き財産である湧水と緑地などの自然環境を守り、育て、
生かし、市民が身近に豊かな自然を感じられるよう取

水環境を守るために石けんへの切り替えを広げてい

り組みを進めております。

く、貴会の長年にわたる取り組みは大変有意義なもの

貴会の長年にわたる活動により、多くの方が環境へ

であり、心から敬意を表するとともに、活動の輪が今

の意識を高め、より良い水環境を将来世代に残してい

後ますます広がることをご期待申し上げます。

くことに繋がりますよう、ご期待申し上げます。
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「シャボン玉月間」に寄せて
蕨市長

賴髙 英雄

蕨市は、日本一小さく、コミュニティが豊かな特性を
活かし、市民の皆様との協働で、花いっぱい運動や環
境への負荷を減らす取り組みなど、循環型で美しいま
ちづくりを推進しています。
水環境の保全に向けては、洗剤の使い過ぎを控え、
なるべく石鹸洗剤を使うことを第 2 次蕨市環境基本計
画に掲げながら取り組んでおり、今年度は、第 3 次と
なる環境基本計画の策定作業を進めていますが、今後、
脱炭素社会への取り組みをはじめ、持続可能な都市の
実現に向け、SDGs の目標でもある「安全な水」を守る
活動についても一層取り組みを進めていこうと考えてい
ます。
「せっけん運動」は、一人ひとりが水環境保全のため、
日常で取り組むことのできる有意義なものです。この取
り組み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。

● 千 葉 県
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
千葉県知事

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

熊谷 俊人

旭市長

米本 弥一郎

千葉県は、美しい海岸線、緑豊かな房総丘陵、様々

旭市は千葉県の北東部に位置し、南部は九十九里浜

な生物が生息・生育する里山や里海など、豊かで多様

に面し、北部は干潟八万石と呼ばれる房総半島屈指の

な自然環境に恵まれています。

穀倉地帯が広がっています。基幹産業である農業や水

将来にわたり、この豊かな環境の恵みを享受できる

産業が盛んで、首都圏における食料供給基地として大

ようにしていくことは、私たちの重要な責務です。

きな役割を担っています。

河川・湖沼・海域は、県民の憩いの場や漁場として

本市では、
「環境基本計画」を策定し、水環境につ

県民に豊かな恵みをもたらしており、多様な生物が生

いては市内河川の定期的な水質検査や合併処理浄化

息・生育できる水環境の保全が必要です。このため、

槽への転換促進、下水道による生活排水の適正処理等

本年 3 月に策定した総合計画に基づき、国や市町村と

により河川の水質改善に取り組んでおります。

連携しながら、河川や手賀沼・印旛沼を生かした環境

豊かで美しい景観と環境資源を次世代へと引き継い

整備に向けた取組を進めています。

でいくため、今後も市民の皆様や事業所等と協力のう

「せっけん運動」を通じて水環境を守ろうとする皆様

え環境保全に努めていく所存であります。

の活動が充実したものになりますよう、心からお祈り申

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します

し上げます。

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」によせて
我孫子市長

「シャボン玉月間」によせて
星野 順一郎

市原市長

我孫子市は、手賀沼と利根川の水系に抱かれた水と

小出 譲治

市原市は、千葉県の中央に位置し、母なる養老川や

緑の自然豊かな住宅都市として発展してきました。

のどかな里山が広がるとともに、臨海地区には国内有

市ではこれまで、市民の健康や良好な水環境を守る

数の石油化学コンビナートが連なり、また内陸部に大型

ため、石けんの利用を推進してきました。家庭や学校、

商業施設や住宅街が立地するなど、自然と産業、そし

事業所などから排出される廃食油を回収し、NPO 団体

て人々の生活が調和した街として発展を続けています。

が石けんにリサイクルする資源循環に取り組み、学校

この豊かな環境を守り、次世代へと引き継いでいく

や保育園での食器洗浄等に石けんを使用しています。

ため、2050 年カーボンニュートラルの実現と地域経

イベントなどで石けんの使い方や環境との関わりについ

済の持続的発展の両立に向けて、市民・企業・行政が

ての啓発にも努めています。

一体となり、対話と連携を通じて地域課題を解決し、

今後も、市のシンボルである手賀沼を守り、きれい

「SDGs のシンボルとなるまち」の実現に取り組んでい

な水と豊かな自然環境を将来に継承していくために、

ます。

環境に負荷を与えない暮らしを推進してまいります。

皆様におかれましては、引き続き水環境改善へのお

結びに、貴会の今後の益々のご発展を心よりお祈り

力添えをお願いするとともに、石けんを通じた水環境

申し上げます。

保全活動の輪がより一層大きく広がりますことを心から
御祈念申し上げます。

「せっけんを使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
市川市長

「シャボン玉月間」によせて

田中 甲

印西市長

市川市は、千葉県の北西部に位置し、江戸川を挟ん

板倉 正直

で東京都に隣接し、緑地が広がり、南は東京湾に面し

印西市は、千葉県の北西部に位置し、里山に代表さ

ており、緑地と水辺の自然環境に恵まれた環境・文教

れる豊かな自然と利根川、印旛沼、手賀沼に囲まれ、

都市として発展してまいりました。この貴重な緑地と水

豊富な水資源に恵まれた田園風景が広がるとともに、

辺の自然環境をいつまでも大切に守っていかなければ

都市機能が集積された千葉ニュータウンを有した自然

ならないと考えております。

環境と都市環境が調和したまちです。

現在、本市は、第三次市川市生活排水対策推進計

本市では、令和 4 年 3 月に策定した第 3 次印西市

画を推進しており、市民との協働のもと、生活排水対

環境基本計画に基づき、各種環境施策に取り組んでお

策を進め、良好な水環境の確保に努めています。

り、水環境の保全に向けては、高度処理型合併処理

貴会の長きにわたる活動に対し、深く敬意を表しま

浄化槽の普及促進や使用済み廃食用油の回収などの取

すとともに、今後、活動の輪がより一層広まることを心

組を推進しております。

より願っております。

今後も、市民・事業者・行政の三者協働により、自然
と暮らしが調和した社会の構築を目指してまいります。
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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シャボン玉月間によせて
浦安市長

「シャボン玉月間」によせて
内田 悦嗣

柏市長

太田 和美

感染症や食中毒の多くは手を介することが多く、せっ

柏市は、柏駅周辺や柏の葉キャンパス駅周辺といっ

けんを使った手洗いは誰もが容易に実践することでき

た都市基盤が整備された地域がある一方で、沼南地域

る効果的な予防策であることから、浦安市では令和 3

のように緑豊かな地域も存在し、特に手賀沼に面した

年 12 月に、
「より良い手洗い環境づくりの推進に関す

自然豊かな地域は市民の憩いの場となっています。

る条例」を制定し、毎月 15 日を「手洗いの日」と定め、

手賀沼は昭和 30 年代以降、生活排水等により水質

正しい手洗いについて、市民の方々への普及促進に努

の悪化が進みましたが、千葉県、関係市、環境団体、

めています。

漁業協同組合等と連携して水質の浄化に取り組んでお

こうした中、環境にやさしいせっけんの使用を広める

り、水質の改善が進んでおります。今後もこれらの団体

貴会の運動は水環境の保全のみならず、身体の健康を

と協働し、手賀沼を始めとした水環境の保全に取り組

守るために大変意義深いものであり、改めて大切な取

んでまいりたいと考えております。

組と考えております。

最後になりましたが、貴会の水環境を保全する活動

結びに、貴会のこれまでのご尽力に敬意を表します

に敬意を表するとともに、ますますのご発展をお祈り申

とともに、さらに活動の輪が広がりますことを、心から

し上げます。

ご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

シャボン玉月間によせて
御宿町長

勝浦市長

石田 義廣

照川 由美子

勝浦市は、千葉県南東部に位置し、太平洋に面した

本年 4 月に全町公園課を設置しました。目的は、美

温暖な気候の漁師町として古くから栄えており、海岸線

しい自然環境の中にある我が町にとって、街並みや海浜

は岩礁・砂浜と変化に富んだ風光明媚な景勝地も多い

景観はもとより町内全域が公園のように美しい町であっ

自然豊かな街であります。
近年、市内を流れる浜勝浦川につきまして、水質汚

てほしいという願いを込めての設置であります。

濁と悪臭が問題となっておりましたが、その対策として

町民の皆様のご協力をはじめ、町が一丸となってより

令和元年度より水質浄化用バイオ資材の河川への投入

一層美しい町の実現に専念します。
公共用水域における水質の改善、メキシコ記念公園

を継続的に実施し、現在のところ水質・悪臭ともに改

のバリアフリー化、月の沙漠記念公園の改善整備、御

善傾向を示しており、今後も積極的に生活環境保全へ

宿駅裏遊休地の環境改善、美しい自然景観に配慮した

の取り組みを推進してまいります。
貴会は長年にわたり水環境の保全に取り組まれてお

人工景観の形成を目標に資源の掘り起こしと磨きに力

り、
「せっけん運動」による環境保全活動に敬意を表し

を注ぎます。

ますとともに、より一層活動の輪が広がることをご祈念

水質の改善は、様々な環境改善の根元であり、非常

申し上げます。

に重要な要素です。町民の皆様お一人お一人のご協力を
お願いするとともに、事業の推進に努めてまいります。
皆様の「せっけん運動」に心から敬意を表します。
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シャボン玉月間によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
鎌ケ谷市長

栄町長

芝田 裕美

橋本 浩

栄町は、利根川や印旛沼をはじめとする恵まれた水

鎌ケ谷市は、千葉県の北西部に位置し、丘陵の起状

環境や、里山などを有する自然環境に恵まれたまちです。

をもつ北総台地に広がる総面積 21.08 平方キロメート

この豊かな自然環境を守り、限りある資源を大切に

ル、人口は令和 4 年 4 月１日現在で、109,699 人（住

するとともに、次の世代へと引き継いでいくため、当町

民基本台帳人口）の都市です。

では公共下水道の適正な管理や、補助制度を活用した

本市の河川は、手賀沼に注ぐもの ( 手賀沼流域 )、
印旛沼に注ぐもの（印旛沼流域）、東京湾に注ぐもの（真

合併処理浄化槽の普及、水質保全に関連した啓発や清

間川流域、海老川流域）とそれぞれの水源地をなして

掃などの各種活動を推進し、良好な水質の保全に努め

います。そのため、浄化対策を進めることの重要性を

ながら今後も引き続き、町民、事業者、行政が協力し、

認識し、公共用水域・家庭雑排水処理施設の水質調

環境負荷の軽減や、恵まれた自然環境の維持・保全に

査などを継続して実施しています。

取り組んでまいります。

最後になりましたが、貴会の環境保全に対する取り

結びに、貴会の長年にわたる活動に対し深く敬意を

組みに敬意を表するとともに、ますますのご発展をお

表するとともに、水環境の保全に繋がる活動の輪が広

祈り申し上げます。

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

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ
木更津市長

佐倉市長

渡辺 芳邦

西田 三十五

木更津市は、東京湾アクアラインを通じて都心に近

佐倉市は、千葉県北部に位置し、印旛沼や谷津をは

接しながら、里山・里海に囲まれた自然豊かなまちで

じめとする緑豊かな自然の恵みに囲まれ、都市の利便性

あり、本年 11 月 3 日には市制施行 80 周年の節目を迎

を備えた、暮らしやすく歴史と文化に育まれたまちです。
本市では、この豊かな恵みをもたらす自然環境を保

えます。
本市では、2016 年に施行した「オーガニックなまち

全するための取り組みのひとつとして、印旛沼の水質汚

づくり条例」により、自然に寄り添い、学び、経済が

濁の改善につなげるため、印旛沼周辺の清掃活動など

循環する自立した共生社会をめざし、3 つの基本理念

を行っております。

に沿い、地域一体となって持続可能なまちづくりに取り

昨年８月には、2050 年までに市内の二酸化炭素の

組んでおります。環境の保護・保全は一人ひとりの日々

排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の実現

の生活や企業活動における環境負荷低減に関する意識

に向けて取り組むことを宣言し、更なる環境負荷の軽

と行動の積み重ねという考えに基づき、今後とも自然

減に向け、
『オール佐倉』で取り組みを推進してまいり

環境に配慮した取組を推進してまいります。

ます。
結びに、貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表す

結びに、貴会の活動に対し、深く敬意を表しますと

とともに、今後のご活躍とご発展をご祈念申し上げます。

ともに、この「石けん運動」の輪が一層広がりますこと
をご祈念申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

の重要な使命であると考えております。

山武市長

本市では、令和 4 年 2 月に、
「ゼロカーボンシティ」

松下 浩明

の実現に向けチャレンジしていくことを表明し、将来像
である「良好な環境を未来へつなぐ持続可能なまち」を

山武市は千葉県の東部に位置し、日本有数の砂浜海

目指し、市民・事業者・行政が一体となってオール白井

岸である九十九里浜のほぼ中央にあり、砂浜と松林が

で環境問題に取り組むこととしております。

連なる海岸部、田園風景が広がる平野部、サンブスギ

貴会の日頃の水質保全活動に敬意を申し上げますと

が生い茂る丘陵部により構成され、良好な自然景観を

ともに、ますますのご発展を御祈念申し上げます。

形成しています。
本市は、基本構想に「将来に渡って持続可能で魅力
あるまちづくり」を掲げており、環境分野においては、
令和 2 年にゼロカーボンシティを表明し、環境問題に

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

取り組む姿勢をより明確にしております。今後も豊かな
自然環境を保全するためより一層の力を注いでまいり

匝瑳市長

ます。

宮内 康幸

長年にわたり、水環境の保全に取り組まれている貴

匝瑳市は、千葉県の北東部に位置し、北部は谷津

会の活動に敬意を表するとともに、今後の更なるご発

田が入り組んだ台地を形成し、里山の自然が多く残さ

展をご祈念申し上げます。

れています。また、南部は田園地帯が広がり、南端は
九十九里海岸に面しています。
市では、この恵まれた自然環境をかけがえのない貴
重な財産として、後世に引き継いでいくため、市内８河

シャボン玉月間によせて
酒々井町長

川の水質測定を定期的に実施するとともに、合併処理
浄化槽の設置促進やＥＭ菌（有用微生物群）を活用した

小坂 泰久

水質浄化対策等を行い水質保全に取り組んでおります。
新型コロナウイルスの感染予防対策として、
「石けん

酒々井町は、印旛沼の恩恵を受け、豊かな自然と緑

での手洗い」が推奨される中、貴会の日頃の活動の成

に囲まれた環境の中 130 年余りの歴史を歩んでまいり

果に対し心から敬意を表しますとともに、今後も、更

ました。

に活動の輪が広がりますことを祈念いたします。

今年度スタートした、第 6 次総合計画では「自然と
共存し環境に負荷をかけないまちづくり」の一環として
「水質の浄化」を目標として掲げており、家庭雑排水
処理と公共用水域の浄化対策に努めてまいります。

シャボン玉月間によせて

こうした中、貴会の「せっけん運動」など日常生活に
密接に関わる活動は、まさに未来を見据えた環境保全

袖ケ浦市長

への取組であり、引き続き、町民、民間企業、行政が
一体となり進めて行くことが重要と考えております。

粕谷 智浩

袖ケ浦市では、豊かな自然や優れた産業基盤を活か

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

し、自然と共生した持続可能な社会を築き、環境をよ

とともに、今後のますますのご発展を祈念申し上げます。

りよいものとして将来に引き継ぐとともに、市民の健康
で豊かな生活を実現するため、令和 2 年 3 月に「第 2
次袖ケ浦市環境基本計画」を策定し、各種施策を推
進しております。

『シャボン玉月間』によせて
白井市長

施策の推進にあたっては、市民、事業者、行政が協
働し、環境に配慮した生活や事業活動の実践への積極

笠井 喜久雄

的な取組みを展開することが重要と考えております。
こうした中、貴会が行っている石けん運動による水

白井市は、首都近郊の千葉県北西部に位置し、森林

環境を保全する取組みは非常に意義深いものであり、

をはじめとした里山、神崎川、下手賀沼などの水辺に

活動の輪が今後ますます広がりますよう心からご期待

囲まれた自然豊かなまちです。

申し上げます。

身近な自然における水質汚濁対策などの自然環境の
保全は、現在を生きる私たちの責務であり、行政として
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シャボン玉月間によせて

本市では、令和 4 年 4 月に新たな「富里市環境基本

千葉市長

計画」を策定しました。本計画に基づき、多岐にわた

神谷 俊一

る環境問題について、市民・事業者・行政が一体となっ
て環境保全活動を実施し、環境負荷の低減を図る持続

千葉市は、開花 70 周年となる世界最古の花大賀ハ

可能な社会の実現を目指していきます。

スや多様な生態系を有する谷津田、日本最長の人工海

みなさんの水環境に対する意識と実行力は行政とい

浜など、豊かな緑と水辺に恵まれています。

たしましても大変心強いところでございます。みなさん

環境への配慮が地球規模で強く求められる中、貴会

の活動が，さらに広がり発展されることを心から期待し

が長年にわたり水環境の保全活動に取り組まれている

ております。

ことはとても心強く、深く敬意を表します。
本市は今年、政令指定都市移行 30 周年を迎えまし
たが、この豊かな水環境を長く守り育むため、新たに
生物多様性保全の視点を盛り込んだ「千葉市水環境保

「シャボン玉月間」に寄せて

全計画（仮称）」の策定を進めています。
「シャボン玉月間」を契機に、水環境や生物多様性

流山市長

の保全活動が進展し、環境にやさしいライフスタイル

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

の輪が広まるよう、貴会のさらなるご活躍を祈念申し上

に千葉県で 20 番目の市として誕生し、昨年 1 月には、

げます。

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

「シャボン玉月間」によせて
東金市長

きました。
そんな関わりの深い河川の水質が改善してきている

鹿間 陸郎

ことは、大変喜ばしく、皆様の活動に改めて感謝いた
します。

東金市は千葉県のほぼ中央部に位置し、首都圏への

皆様の活動が、水質改善の礎となることを期待する

通勤圏にありながら、市の北西部の大地・丘陵部には

とともに、皆様の今後ますますのご活躍をお祈り申し

里地・里山の風景を残し、南東部には、田園地帯が広

上げます。

がる、自然豊かなまちです。
本市では、令和 4 年 3 月に策定した東金市第２次環
境基本計画に基づき、様々な環境施策を推進している
ところですが、その中において緑豊かな自然と生物多

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

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、子どもたちの向かう

成田市長

未来が変わらず、自然豊かとなることを願う内容を盛り

小泉 一成

成田市は、古くから印旛沼や利根川などから水の恩

込んでおります。

恵を受けてきた、自然豊かな都市です。

豊かな市民生活を過ごす上で欠かせないのは、良好

本市では、令和 3 年度に「生活排水対策推進計画」

な水環境の保全であり、その実現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

第 3 次計画を策定し、2 つの基本方針「水環境にやさ

が大きく広がることを心からご期待申し上げます。

しいまちづくりをする」
「水環境にやさしいひとづくりを
する」をもとに、生活排水の適正な処理の推進を図っ
ております。
貴会が身近な排水対策である石けん運動を通じて水

シャボン玉月間によせて
富里市長

環境の保全活動に取り組んでおられることへ敬意を表
するとともに、この活動が環境意識を高め、大きく発

五十嵐 博文

展されますことを期待しております。

富里市は、水系に沿って谷津田が広がり、斜面に見
られる樹林地のまとまりには、源流や豊かな生態系が
育まれている自然豊かなまちです。
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「シャボン玉月間」によせて

「シャボン玉月間」に寄せて
野田市長

松戸市長

鈴木 有

本郷谷 健次

松戸市は千葉県の北西部に位置し、また東京都と埼

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三方を河川に囲まれ

玉県に隣接する、人口 49 万人を超える首都圏の住宅

た多彩な自然環境に包まれたまちです。

都市として発展を続けております。その一方で、一級
河川である江戸川をはじめ数多くの中小河川が流れる、

また、コウノトリをシンボルとした人もコウノトリも暮

恵まれた自然環境が多く残るまちです。

らしやすい「自然と共生する地域づくり」をはじめ、様々
な野田市の魅力発信に取り組みながら、
「元気で明る

本市では、令和 4 年に新たに策定した「松戸市環境

い家庭を築ける野田市」の実現を目指し、まちづくり

基本計画」に基づき、人と生き物が共存しているまち、

を進めています。

健康的な日々を過ごすための環境が整ったまち、地球
の環境にやさしいまちを
「めざすまちの姿」と位置づけ、

さらに、令和 2 ～ 3 年度は新型コロナウイルス感染

総合的な環境行政を推進しております。

症の影響により中止となりましたが、令和４年度は江戸

長年にわたり貴会が取り組まれている環境保全活動

川クリーン大作戦を実施し河川環境の美化に努め、今

に敬意を表しますとともに、今後もこの活動の輪がより

後も豊かな水環境をつないでいきます。

一層広がる事を祈念申し上げます。

貴会の長年にわたる水質保全活動に敬意と今後益々
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

シャボン玉月間に寄せて
船橋市長

南房総市長

松戸 徹

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。

船橋市は、64 万人を超える大都市でありながら、東

「一人ひとりが考え、地域で守り、地域で創る環境の

京湾三番瀬や海老川などの貴重な自然があります。
これらの良好な環境を、市民、事業者とともに守り

まち 南房総」を掲げ、単独浄化槽から合併浄化槽へ

育てる行動へとつながるよう、令和 3 年 3 月に新たな

と転換する方への補助制度の拡充と、継続的な河川等

環境基本計画を策定しました。令和４年４月には、世

の水質調査を行い、水環境の保全を図っています。
また、昨年 8 月 31 日に「ゼロカーボンシティ」の表

界的に脱炭素社会の実現に向けた動きが加速する中、

明を行い、豊かで多様な自然に恵まれているこの環境を

ゼロカーボンシティ推進室を新たに設置しました。

未来へと繋いでいくための取り組みも始めたところです。

また、影響が懸念されている海洋プラスチックごみ

結びに、貴会の水質保全活動に敬意を表しますとと

問題について、市内の大学と連携し、三番瀬での調査、

もに、今後の更なるご活躍とご発展を祈念いたします。

効果的な対策の検討などを実施しております。今後も
未来を見据え、必要な環境政策を積極的に推進してま
いります。
長年にわたる貴会の取り組みに敬意を表し、今後益々
の活躍を期待します。
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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
八街市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

北村 新司

四街道市長

八街市は、千葉県の中心部に位置し、北総台地の

鈴木 陽介

四街道市は、千葉県のほぼ中央部に位置し、自然

肥沃な土壌環境を活かした農業が盛んであるとともに、

環境に恵まれた住宅都市として発展し、市域を流れる

多種多様な生物が生息する水辺や里山など緑豊かな自

４河川のうち３河川が印旛沼に流入しています。

然を有しています。

本市では、印旛沼の水質浄化と自然環境の再生を図

「豊かな自然と共生する街」を市基本構想の一つと

るため、千葉県や関係市町村、市民と協働した諸活動

し、市内河川等の水質測定や、公共下水道の整備・接

に取り組むとともに、単独処理浄化槽から高度処理型

続の推進、高度処理型小型合併処理浄化槽の設置促

合併処理浄化槽への転換補助制度や、河川水質調査

進などの生活排水対策に取り組み、また、使用済み植

などの各種事業を実施しています。

物性食用油の拠点回収を行い、水質の保全を図ってお

水環境の保全をはじめ人々の生活環境に関わる諸問

ります。

題の多くは、一人ひとりの日常生活や事業者の事業活

この恵まれた自然環境を維持し、次世代へ引き継ぐ

動に深く関わっており、健康で快適な暮らしのために

ためには、今、直面している環境問題に一つ一つ取り

は、私たち一人ひとりが環境に配慮し、発生する負荷

組み、市民一人一人が環境保全に対する意識の高揚を

をできるだけ少なくする生活を心がける必要があると考

図っていくことが重要であると考えております。

えます。

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

貴会の活動により、多くの方々の環境への関心が一

とともに、活動の輪が今後も大きく広がっていきますこ

層高まることを期待しております。

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 キロ圏の位置と交通の便、自然
環境の良さから首都圏のベッドタウンとして発展してきま
した。
市の南側は市街地が形成されており、中央には八千
代市のシンボル「新川」が南北に流れています。また、
市の北側には下総台地の豊かな自然があります。
八千代市では、新川の水質保全や自然を維持するた
め、河川の水質調査や合併浄化槽の普及促進による生
活排水対策、里山整備ボランティア人材育成講座 ( 里山
楽校 ) の開催やほたるの里の環境整備等により自然環
境を次世代に引き継ぐための活動をおこなっています。
改めて、貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますと
ともに、今後のますますのご活躍を心より祈念申し上げ
ます。
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● 東 京 都
シャボン玉月間によせて
昭島市長

シャボン玉月間に寄せて
臼井 伸介

足立区長

昭島市は北に玉川上水、南には多摩川が流れ、豊か

近藤 やよい

四方を川に囲まれた水と緑が豊かなまち、足立区。

な水と緑に恵まれたまちで、東京都内で唯一、深層地

この恵まれた自然環境は私たちの暮らしを彩る貴重な

下水 100％の水道水を飲むことができます。

財産です。

おいしい「あきしまの水」
のPRと、
使い捨てプラスチッ

2010 年頃まで全国ワースト１レベルにあった綾瀬川

クの削減を目的に、市内４駅の駅前に市オリジナル給

の水質。区民の方々や流域自治体と連携して国や東京

水スポットを設置し、マイボトルなどで身近にご利用い

都、埼玉県へ浄化施設の設置等を働きかけるとともに、

ただたいております。

区民一人ひとりが水質改善のための行動に力を尽くした

また、今年度よりスタートした新たな総合基本計画

結果、現在は水中の酸素量や透視度が、魚が住めるま

におけるまちづくりの基本施策、
「環境負荷を低減し、

でに改善されました。

水と緑の自然環境を守るまち」の実現に向けた取組を

また環境学習等を通じて、水環境への負荷低減を周

推進しております。

知するとともに、落書き・不法投棄やアスベスト対策の

貴会の長年にわたる水環境を保全する活動に敬意を

拡充など、生活環境保全にも取り組んでいます。

表しますとともに、それぞれの地域で自然環境の輪が

永年にわたる貴会の活動に敬意を表するとともに石

広がっていくことをご祈念申し上げます。

けん運動の更なる発展をご祈念いたします。

シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間によせて

あきる野市長

村木 英幸

荒川区長

あきる野市は、
「秋川渓谷の清流」や
「四季折々の山々」

西川 太一郎

荒川区では、区境を流れる隅田川の水質浄化に向け

が魅せる、水と緑の溢れるまちです。市内を流れる秋

様々な啓発活動を行ってまいりました。また、区内には、

川には、清流を象徴するアユやヤマメなどが暮らしてお

日本で最初の近代的な下水処理施設である「三河島水

り、いつまでも棲み続けられる環境づくりに力を入れ

再生センター」があり、生活環境と自然との調和を図

ています。

る取組も進められてきました。

この豊かな自然を保持するためには、きれいな水環

現在当区では、通年の環境講座「エコジュニアクラブ」

境を守る必要があります。

を開催し、その中で子どもたちが川や水について学ぶ

本市では、今年 3 月に「第 2 次あきる野市総合計画」

機会を提供しています。

を策定し、
「美しい自然と生物多様性の恵みを大切にし、

また、今年度からは、住宅の節水型トイレへの改修

みんなで守り育て伝えていくまち」を目指しています。

経費の助成を開始するなど、節水の推進にも力を入れ

地域の協力のもと、更なる清流・生態系の保全に取り

ているところです。安全な水の確保は SDGs にも掲げら

組んでまいります。

れた世界全体の重要な目標となっています。

貴会の石けん運動を通じた取り組みが、次世代への

貴会の今後の活動の更なる発展を御期待申し上げます。

豊かな自然の継承に繋がりますよう、心より祈念申し上
げます。

sekken undou network

36

せっけん運動

No.193

2022.9

行政からのメッセージ 2022

せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！７月はしゃぼん玉月間」に寄せて
板橋区長

「せっけん使おう！７月はしゃぼん玉月間」に寄せて

坂本 健

江戸川区長

今年、板橋区は区政施行 90 周年を迎えます。長い

江戸川区は、
「ゆたかな心

斉藤 猛

地にみどり」をテーマ

歴史の中で大切に築き上げてきた「ひと・まち・みどり・

に親水公園や親水緑道の整備に力を注いでまいりまし

文化」を将来につなぎ、成長し続けるまちを実現して

た。その結果、目標とする区民一人あたりの樹木数も

いきます。

10 本を達成し、水とみどりが豊かなまちとなりました。

当区では特に環境面に重点を置いており、2050 年に

本区は区民と共に
「水環境」を大切に守ってきました。

二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボンいた

また、今年「SDGs えどがわ 10 の行動」をまとめ、
「電

ばし2050」を表明しました。人と緑を未来へつなぐスマー

気も水も大切に使おう」という行動を盛り込みました。

トシティを推進し、持続可能な社会を構築するため、区

「水」は生命の源であり、日々の暮らしの中でなくては

民や区内団体と連携・協働して社会全体の自主的な行

ならない存在です。次の世代に綺麗な「水」を残すた

動変容を促すとともに、エコロジー、エネルギー、エコ

めに、今後も区民と一丸となって、
「水環境」を守って

ノミーが調和した取り組みを進めてまいります。

まいります。

末筆になりますが、貴会の長年にわたる環境問題へ

長年にわたる貴会の「せっけん運動」に、心から敬

の取り組みに対し、敬意を表しますとともに、活動の

意を表するとともに益々のご活躍とご発展を祈念申し上

輪がいっそう広がりますことを祈念いたします。

げます。

シャボン玉月間によせて
稲城市長

「せっけん使おう！７月はしゃぼん玉月間」に寄せて
髙橋 勝浩

青梅市長

稲城市は、多摩川の清流に代表される豊かな水と多

浜中 啓一

青梅市には、風光明媚な御岳渓谷を有する多摩川が

摩丘陵の緑につつまれたまちです。

市の中央部を流れ、その流れを担う多くの支流があり

三沢川沿いの桜をはじめ、上谷戸川の清流で育てら

ます。また北部にも、荒川水系の支流が多くあり、こ

れたホタルや大丸用水のせせらぎと草花、梨やぶどう

れらの水源である森林は、市の総面積の約６割にあた

畑等、水と自然に恵まれた環境です。

ります。

市では、毎年、多摩川や三沢川沿い等、市内の清

本市では、令和４年度施政方針において「ゼロカー

掃活動を市民の皆さんと行い、環境保全に対する意識

ボンシティ」を宣言し、この豊かな自然環境を未来に

を高めるとともに、美しい稲城の風景を次世代へつな

引き継ぐため、市民・事業者・行政が一体となって取

げるよう努めております。今後も、市民と行政が協力し、

り組んで行くこととしました。

やすらぎのあるまちづくりを進めてまいります。

昨今のコロナ禍において、こまめな手洗いが励行さ

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

れており、環境にやさしい石けんの重要性が再認識さ

とともに、活動の輪が今後も大きく広がりますことを心

れております。

よりご祈念申し上げます。

貴会の長年にわたる活動に対し心から敬意を表しま
すとともに、この活動の輪が大きく広がり、ますます発
展されますことを心より御祈念申し上げます。

sekken undou network

37

せっけん運動

No.193

2022.9

行政からのメッセージ 2022
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シャボン玉月間に寄せて
大田区長

シャボン玉月間によせて
松原 忠義

北区長

大田区の多摩川や東京湾沿いの干潟では「トビハゼ」

花川 與惣太

北区は、飛鳥山の桜や４つの河川に恵まれた緑溢れ

などの希少な生物が確認されており、自然豊かな洗足

る潤いのまちです。区では、
「海の豊かさを守ろう」を

池や旧六郷用水などの地域も、重要な生息空間です。

はじめとする SDGs の目標達成に向けて、現在、北区

私たちの生活は、自然環境から多くの恵みを享受し

版 SDGs として全庁横断的な施策展開に取り組んでい

ながら成り立っています。その恩恵は、生物の生息空間

ます。

を守るだけではなく、地域の美観や魅力を高め、潤い

また、昨年６月に表明した「北区ゼロカーボンシティ

と安らぎをもたらします。区は、このような自然環境を

宣言」を受け、今後、全てのプラスチックのリサイクル

次世代に引き継いでいくために、区民・事業者の皆様

に向けた取組みを進めるとともに、北区環境基本計画

と連携し、地域コミュニティの醸成を図り自然共生社会

の改定も予定しております。引き続き、区民や事業者

の構築を目指してまいります。

の皆さまとともに、地球環境への負荷を軽減する取組

石けんの利用推進をはじめ、貴会の長年にわたる環

みを全力で推進してまいります。

境保全活動に敬意を表しますとともに、活動の輪のより

貴団体における長年にわたる活動に深く敬意を表し

一層の広がりをご期待申し上げます。

ますとともに、活動の輪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
葛飾区長

「シャボン玉月間」に寄せて

青木 克德

清瀬市長

葛飾区では、区の特性である河川や緑豊かな環境を

澁谷 桂司

活かしながら美しい都市環境を創造するとともに、地

清瀬市は、都心へのアクセスが約 20 分という高い

球温暖化やそれに伴う気候変動に対応し、環境負荷の

交通利便性を持ちつつも、武蔵野の原風景たる雑木

少ない、自然にやさしいまちをつくるため取組を進めて

林、市内を流れる柳瀬川、空堀川、そして農地が織り

います。

なす豊かな自然が広がる住環境に恵まれた都市です。

今年は、第 3 次葛飾区環境基本計画を策定しました。

現在、SDGs の目標達成に向けた地球規模での取り

2030 年度までに温室効果ガス排出量 50％削減
（2013

組みが進むなか、清瀬市では市民の皆さんによる環境

年度比）することをはじめ、目標を新たにし、各環境

川まつりや市内一斉清掃、川の清掃などをはじめとす

施策を「オールかつしか」の連携・協働で、より一層

る環境保護活動が継続的に行われており、自然環境が

推進してまいります。

保たれております。

人にも環境にも優しい石けんの良さを広める、皆さ

「せっけん運動」は、自然環境を大切にする当市にとっ

んの運動と同様、私も引き続き、
「きれいな水」に囲ま

ても大変意義深いことであります。今後も、貴会がま

れた葛飾の自然を守る取組を進めていきますので、今

すます発展し、活動の輪が広がりますことをご期待申

年も一緒に頑張ってまいりましょう！

し上げます。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

シャボン玉月間によせて
国立市長

シャボン玉月間に寄せて
永見 理夫

小金井市長

国立市は、南部地域に多摩川、矢川をはじめとした

小金井市では、令和 4 年 1 月 1 日付けで、
「気候非

多くの河川、用水が存在します。また、青柳崖線沿い

常事態宣言」を表明いたしました。“ 黄金に値する豊

の「ママ下湧水群」は、崖線タイプの湧水としては都内

富な水が湧く井戸 ” が地名由来である本市は、多く残

屈指の湧水量で、周辺の自然環境である崖線樹林地の

る農地や屋敷林、広大な小金井公園や公共緑地などの

緑を含め、安らぎと潤いのある親水空間として役割を

豊かな自然環境と共に世界有数の設置率を誇る雨水浸

果たしており、
「常磐の清水」と共に東京の名湧水 57

透施設により環境保全されております。この財産を将

選に選ばれています。

来世代に適切に引き継ぐためにゼロカーボンシティの達

市では、こういった水環境の保全に向けて、雨水浸

成を目指します。

透ますの設置費補助金制度、河川等の水質分析、雨水

貴会が取り組まれる「せっけん運動」は、誰もが気

タンクのリユースなどの水環境保全施策に取り組んでい

軽に行うことのできる環境保全活動であり、SDGs の目

ます。

指す持続可能な社会実現のための取組みでもあります。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、

水環境保全への取組みに深く敬意を表すると共にこれ

「シャボン玉月間」を通じて、人々の環境保全意識がさ

らの輪がますます広がることを大いに期待いたします。

らに広がっていくことをご期待申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

シャボン玉月間に寄せて
江東区長・特別区長会会長

西岡 真一郎

国分寺市長

山﨑 孝明

井澤 邦夫

国分寺市は、国分寺崖線に象徴される緑や、多摩川

江東区は、令和 3 年 7 月に「ゼロカーボンシティ江

に注ぐ野川の水源となる湧水群等の豊かな自然が身近

東区」を表明いたしました。未来を担うこどもたちによ

に残る住宅都市です。

りよい環境を残すため、環境先進都市としてすべての

本市では、この豊かな環境を未来の子どもたちに残

区民や事業者と一丸となって、温室効果ガスの排出量

すため、今年 2 月に 2050 年までに温室効果ガス排出

を実質ゼロにする取り組みを進めます。2050 年ゼロ

量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」として、脱

カーボン、脱炭素社会の実現を目指すうえでも、せっ

炭素社会を目指すことを表明しました。

けんの使用は水環境を守り育むための、誰でもできる

また、環境配慮の取組の一つとして、市内施設で合

身近な行動のひとつであると考えます。まさに貴会の

成洗剤の使用を控え、純石けんの使用を推進していま

今年の合言葉「せっけんからはじめよう。地球を守る小

す。今後も市民や事業者の皆様の協力のもと、様々な

さな一歩。」に通じるものと思います。

環境施策の推進に努めてまいります。

貴会の長年にわたるせっけん運動に敬意を表します

結びに、貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表し

とともに、この運動の輪がより一層広がり、実り多きも

ますとともに、今後も更なる活動の輪が広がりますよう

のとなりますことを、心よりご祈念申し上げます。

祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
小平市長

シャボン玉月間に寄せて

小林 洋子

品川区長

小平市には、玉川上水、野火止用水、狭山・境緑

濱野 健

品川区は、台地や河川・運河による地形的成り立ちや、

道を軸とし、緑に囲まれた
「小平グリーンロード」があり、

湧水や寺社林・屋敷林といった歴史的変遷を伝える多

市民の憩いの場としてたいへん親しまれております。

様な水とみどりを有しております。

社会情勢は大きな変化の局面を迎えていますが、こ

本区では、令和 4 年 3 月に水とみどりの基本計画・

の多様で豊かな自然環境を将来に繋いでいくため、当

行動計画を改定し、
「水とみどりがつなぐまち」の実現

市では本年 2 月に、2050 年二酸化炭素排出量を実質

に向けて、水とみどりに親しめる環境整備や目黒川、

ゼロとする「ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。

立会川の水質改善等に取り組んでおります。

ゼロカーボンシティの実現を目指して、新しい生活様

せっけんによる手洗いは、感染症対策において重要

式の中で、一人ひとりが改めて環境との関わりを見直し、

性が再認識されておりますが、水環境面でも優れてお

環境に配慮した行動へと変容するよう、市民・事業者

り、貴会の活動は、非常に有意義なものと考えており

と協力・連携しながら、取組を進めてまいります。

ます。

最後に、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

長きにわたるご尽力に敬意を表しますとともに、この

とともに、今後も更なるご活躍とご発展を祈念申し上げ

ような活動を通じて多くの方々の環境保全への関心が

ます。

ますます高ま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」
狛江市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
松原 俊雄

渋谷区長

長谷部 健

狛江市は、比較的都心にアクセスしやすく、
「住宅都

地球温暖化による気候変動の影響が年々深刻さを増

市」として発展しながらも、多摩川や野川などの豊か

すなか、国や都は、脱炭素社会に向けた取組を加速さ

な水環境を有しているまちです。

せており、渋谷区においても持続可能な社会の実現に

本市では、2021 年 4 月に「狛江市ゼロカーボンシ

向け、
「渋谷区環境基本計画 2018」の改定に着手しま

ティ」宣言を行い、2050 年までに二酸化炭素排出実

した。

質ゼロを実現するため、市民や事業者と協働し一体と

本区は、ポイ捨てごみを拾う美化活動に取り組んで

なって取り組んでいます。

きており、さらに 7 月からは、すべてのプラスチック製

ゼロカーボンシティの実現を目指すうえでも、水環境

品を「資源」として回収しています。このように、プラ

の保全は重要な取組の一つです。恵まれた水環境を次

スチックごみの削減や資源の有効活用を行うことで、

世代に引き継ぐため、今後も地球環境に配慮した取組

河川や海洋汚染の環境改善につながることを期待して

を進めてまいります。

います。

結びに、長年にわたる貴会の活動に深く敬意を表し

結びに、貴会の長年のご活動に敬意を表しますとと

ますとともに、今後の更なるご活躍とご発展を祈念申し

もに、今後の皆様の更なるご発展を心よりご祈念申し

上げます。

上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
新宿区長

「せっけん使おう！ ７月はシャボン玉月間」に寄せて

吉住 健一

墨田区長

皆様の、長年にわたる「せっけん運動」に敬意を表

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

します。
新宿区においても、区内を流れる神田川と妙正寺川

が実感できる ” まちづくりを進めています。

は人々のうるおいとやすらぎの場となっており、水環境

「第二次すみだ環境の共創プラン」では、将来像を “ み

の保全は大変重要なことととらえています。今年度はコ

んなで創る環境にやさしい持続可能な「すみだ」” と位

ロナ禍において休止していた神田川親水テラスの一般

置付けて、“ 水と緑が暮らしに寄り添うまち ” を目標の

開放なども開催を予定しており、区はこうした場を活用

一つに掲げています。その達成に向けた取組みとして、

した水環境の保全に関する普及啓発をさらに進めてい

水の循環を通して、環境問題について学ぶ体験型学習

きます。

「水の循環講座」を実施するなどの普及啓発に努めて

また、今年度予定している第三次環境基本計画の改

います。

定の中でも、引き続き水環境をはじめとした環境保全

より良い水環境を未来に引き継ぐために、貴会の活

に取り組んでまいります。

動の輪がさらに広がり、発展していくことを心より御期

皆様方の「せっけん運動」を通じた水環境保全の活

待申し上げます。

動が、今後も社会においてますます発展し、次世代へ
続いていくことをご期待申し上げます。

「７月はシャボン玉月間」に寄せて
世田谷区長

シャボン玉月間に寄せて
杉並区長

保坂 展人

世田谷区では、世田谷区気候非常事態宣言を表明し、

岸本 聡子

2050 年までに区内の二酸化炭素の排出量を実質ゼロに

杉並区では令和 3 年 11 月に 2050 年までに温室効

する脱炭素社会を実現するため、現在、地球温暖化対

果ガス排出量を実質ゼロにする「2050 年ゼロカーボン

策地域推進計画の見直しを進めています。また、気候

シティ」を宣言し、環境基本計画等に基づき、脱炭素

危機から区民の生命と財産を守り、気候変動を食い止

のまちに向けた取組や自然環境の保全等の施策を展開

める施策を安定的・継続的に行うための財源を確保して

しています。なかでも、河川に関する取組としては、水

いくため基金を創設しました。

生生物の生息状況等の確認を行う河川生物調査を実

貴会が展開している「石けん運動」も、持続可能な社

施し、区民の皆様に河川の役割や機能の周知を図ると

会に繋がる重要な取り組みであり、環境保全への貢献と

ともに、四半期ごとの河川水質調査や、川に関する生

ともに、新型コロナウイルスの感染防止対策にも有意義

き物及び水質の調査、清掃を行いつつ理想の川を考察

なことであると考えます。

する環境学習等、良好な河川環境の保全等に取り組ん

毎年、粘り強く継続されている「石けん運動」の取り

でいます。

組みに敬意を表しますとともに、今後のますますのご発

長年にわたる貴会の水環境保全の取組に敬意を表す

展を祈念申し上げます。

るとともに、更なる発展をされますようご祈念いたします。
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「シャボン玉月間に寄せて」～地球がよろこぶ毎日に～
台東区長

呼びしてご講演いただき、さらに両先生と対談もさせ
ていただきました。対談を通し、私たち一人ひとりの取

服部 征夫

り組みが大切で、それらが積み重なれば大きな力にな
るということを改めて認識いたしました。なお、この様

台東区は伝統行事や名所旧跡が数多く残り、まちや

子は 現在も YouTube で配信しております。よろしけれ

暮らしの中に江戸の文化が息づいています。隣接する

ば是非ご覧ください。

隅田川は江戸時代、人や物資を運ぶ水運の大動脈とし

そして、今年度は、昨年度得た認識を活かしてみな

て庶民の生活を支えていました。

さんとさらに具体的な行動を起こしていく年にしていき

現在の隅田川は、
「隅田川テラス」として、遊歩道や

たいと考えています。

植栽を備えた親水空間、カフェやアート作品が設置さ

その一つとして 、日常生活で 誰もが取り組めること

れるなど、多くの方の憩い場として親しまれています。

として、エシカル消費があります。エシカル消費とは、
「便

台東区では貴重な水辺空間を未来に継承していくた

利さや利益だけを考えるのではなく、地球環境や社会、

め、ハゼ釣りや水辺観察などの水辺に親しめるイベン

倫理的・道徳的なことなどに配慮されたものを選ぶこ

トや、水質調査を通じて、水辺環境の向上と水質浄化

とで、社会的な課題解決につながる消費行動」をいい、

に対する意識啓発に取り組んでいます。

今回の寄稿テーマである「せっけん」の使用も、環境

結びに、貴会の長年の取組に敬意を表しますととも

や人に対する石けんのやさしさを考慮すると、まさにエ

に、今後ますますのご発展を心より祈念いたします。

シカルな消費行動になると考えています。
そして、このような行動をさらにたくさんの市民のみ
なさんが取り組み、広げていくことで、社会のライフス
タイルの変化にもつながっていくものと考えています。

シャボン玉月間によせて
立川市長

改めて、貴会の長年にわたる取り組みは気候問題の解

清水 庄平

決にも深く関わっていることに敬意を表し、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。

立川市は、多摩川の清流と玉川上水の分水によって
開拓された農地、武蔵野の雑木林など豊かな自然に恵
まれています。この自然を次の世代に引き継いでいくた
めには皆さん一人ひとりの取組はもちろん、地域、事

「シャボン玉月間によせて」

業者等との連携・協働した取組の推進が欠かせません。

中央区長

本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

山本 泰人

江戸時代以降、多数の水路が縦横に走る「水の都」

いくことや、市民意識や生活の多様化に応じた協働の

として発展してきた中央区にとって、水辺空間は貴重な

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

財産です。

います。

本区では、今年３月に、水と緑が持つ多様な機能を

環境や人にやさしい石けんの使用をはじめ、身近な

活用し、持続可能で魅力あるまちづくりを進めることを

活動を意欲的に続けてこられた貴会の活動に敬意を表

目的に「中央区グリーンインフラガイドライン」を策定

すとともに、今後ますます発展されることを心よりご期

しました。この中で、基本指針の一つとして「水と緑を

待申し上げます。

楽しみ、魅力とにぎわいにあふれたまち」を掲げ、区
民、事業者とともに、中央区ならではの魅力向上を図っ
ていきたいと考えております。
「せっけん運動」を通じて水環境の保全に取り組む

「シャボン玉月間」によせて
多摩市長

貴会の活動は、大変意義深いものであります。今後、

阿部 裕行

より多くの方々に、活動の輪がますます広がることを心
からご期待申し上げます。

多摩市は令和 2 年 6 月に気候非常事態宣言を行い、
今年で丸 2 年が経ちました。
昨年は、市民のみなさんに世界で起きている気候危
機について考え、身近な問題として捉えてもらうために、
国立環境研究所の江守正多先生や五箇公一先生をお
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「シャボン玉月間」に寄せて
調布市長

シャボン玉月間に寄せて
長友 貴樹

豊島区長

調布市は東京都のほぼ中央に位置し、都心に近い交

高野 之夫

SDGs 未来都市である豊島区は、昨年２月に
「ゼロカー

通至近な地域でありながら、深大寺周辺の緑や多摩川、

ボンシティ」を宣言し、今年 7 月「2050 としまゼロカー

野川などの豊かな水に恵まれたまちです。

ボン戦略」を策定しました。

市と市議会は、昨年 4 月、2050 年までに二酸化炭

私たちの日々の暮らしは自然がもたらす様々な恩恵

素排出を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指

を受けていますが、近年、気候変動により地球環境が

すことを宣言し、海のゴミを減らす「CHOFU プラスチッ

大きな危機を迎えています。本区は緑や公園の少ない

ク・スマートアクション」や太陽光発電の促進など、良

高密都市ですが、
「いのちの森」植樹活動や駒込発祥

好な環境を次世代に残すため、様々な取組を推進して

のソメイヨシノプロジェクトなど、都市と自然が調和し

います。

たまちづくりに取り組んでおります。

貴団体による水環境の保全活動は、持続可能な社会

今年は区制施行 90 周年を迎え、区民や事業者の皆

に繋がる重要な取組であり、長年にわたる活動に深く

様とともに、次の 10 年を見据え、環境未来都市実現

敬意を表しますとともに、今後もその輪が更に広がりま

に向けて更に歩みを進めてまいります。

すことを心からご期待申し上げます。

貴会の「石けん運動」を通じた環境への意欲的な活
動に敬意を表すると共に、この活動の輪が益々広がり、
大きく発展されますことを期待申し上げます。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
千代田区長

樋口 高顕

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

千代田区は、外濠・日本橋川・神田川等の豊かな

中野区長

水空間を活かすため、水質浄化に取り組んでおります。

酒井 直人

かつて、多摩の豊富な水が玉川上水として供給されて

「せっけん運動」を通じて、貴会が 40 年以上にわた

いましたが、現在は閉鎖水系になっています。そこで、

り水環境の保全活動に取り組んでこられたことに対し、

江戸の土木遺産でもある玉川上水を導水し、外濠の水

心より敬意を表します。

質浄化により、人やいきものに快適な環境を創出する

中野区は、令和 3 年９月に、新しい基本計画を策定

ことといたしました。

しました。この計画では、基本目標のひとつとして、
「安全・

コロナ禍において、
「きれいな水」による手洗いは、

安心で住み続けたくなる持続可能なまち」を定めるとと

感染予防に欠かせない日常となり、貴会の 40 年以上

もに、重点プロジェクトのひとつとして、
「子育て先進区

にわたる「石けん運動」は、益々重要な役割を担って

の実現」を掲げています。未来ある子どもたちに対して、

いただいております。

都市における貴重な自然とともに、安全・安心に住み続

貴会の活動が、更なる環境衛生の改善につながり、

けられる環境を残していくことは、自治体の責務である

ひいては、良好な地球環境の未来を築いていただくこ

と考えています。

とをご祈念申し上げます。

今後も、様々な団体等との協働を通じて、貴会の活
動がますます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
西東京市長

シャボン玉月間によせて
池澤 隆史

八王子市長

武蔵野の景観の中に、農地や屋敷林、雑木林があり、

石森 孝志

八王子市は、緑豊かな高尾山や陣馬山、その山並み

日常生活の中で自然と触れ合える良好な環境を次世代

から清らかな源流を集めて流れる浅川など、水と緑が

に引き継いでいくため、本市では、幼少期からの環境

形成する豊かな自然を持った魅力あふれるまちです。

学習に力を入れています。

本市では、この豊かな自然環境を生かし、水辺や緑

本年２月にはゼロカーボンシティ宣言をしました。地

地を活かしたまちづくりを進めるとともに、良好な水環

域全体で脱炭素社会の実現と環境負荷の少ないまちを

境を維持するために、湧水や水路などの環境保全に取

目指すとともに、地域住民の健康や環境保全をはじめ

り組んでいます。

とする「まち全体の健康」のため、市民・事業者の皆

これからも、市民・事業者・行政が一体となり、環

様とともに持続可能な社会の実現に向けた環境意識の

境に配慮したまちづくりを進めることで水と緑を守り、

醸成・協働の仕組みづくりや環境施策の推進に取り組

美しい自然環境を次世代へと引き継いでいきます。

んでおります。

結びに、長年にわたる活動に尽力されている貴会に

貴会の長年にわたる水環境を守る運動に敬意を表し

深い敬意を表すとともに、今後ますます「石けん運動」

ますとともに、より多くの皆様に活動の輪が広がります

の輪が広がることを、心より祈念いたします。

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

シャボン玉月間に寄せて
練馬区長

羽村市長

前川 燿男

橋本 弘山

羽村市は、清流多摩川に育まれ、武蔵野の面影が
残る水と緑に恵まれたまちです。

練馬区は、都心近くに立地し、大都市東京の魅力を

市では、現在そして将来の市民が、健康で安全な生

享受しながら、公園や農地、樹林地など、豊かなみど

活を営むことのできる良好な環境を確保するため、
「羽

りを楽しめる住宅都市です。

村市環境とみどりの基本計画」を策定し、その基本理

地域住民、学校、事業者、民間団体等、様々な主
体と協働し、
「エネルギー」
「清掃・リサイクル」
「みど

念には「人と自然との共生をめざし、川や緑を守り育て、

り」
「地域環境」の 4 分野を柱に、一歩一歩、脱炭素

水や空気や土を汚さず、健康で安全にくらし続けられる

を推進しています。本年 2 月には、2050 年の二酸化

まち 羽村」を掲げ、様々な事業を推進しています。
これからも羽村市は、水と緑を守り、環境に配慮し

炭素実質排出ゼロを目指すゼロカーボンシティを表明

たまちづくりを推進し、美しい羽村の自然環境を将来

し、実現に向けて計画を策定することとしました。

の世代に継承してまいります。

引き続き、区民・事業者の皆さんと力を合わせて、

石けん運動を通して、水環境を保全する活動をされ

みどりの風吹くまち練馬の実現に全力を尽くしてまいり

ている皆様のますますのご活躍を心からご期待申し上

ます。

げます。

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。
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シャボン玉月間に寄せて
東久留米市長

シャボン玉月間によせて
富田 竜馬

東大和市長

子どもたちが川遊びをする水、人々がのどを潤す水、

尾崎 保夫

東大和市は、北部一帯に都民の水瓶であり、市のシ

多くの人々が癒しを求め訪れる水。水は東久留米市と

ンボルでもある多摩湖を包含する緑豊かな狭山丘陵が

切っても切れない関係にあります。

広がっており、南部には野火止用水のせせらぎがある

かつて、市内を流れる河川が異臭を放つほど汚れて

自然環境に恵まれた住みやすいまちです。

いた時期がありましたが、東久留米市では平成 23 年

当市では、こうした豊な水と緑を確実に未来につな

に「湧水・清流保全都市宣言」を行い、市民・事業者・

いでいけるように、自然環境の保全に取り組んでいると

行政が力を合わせて、まちを潤す湧水と清流の保全に

ころです。

取り組み、市内の清らかな河川の流れは、様々な生き

そのような中、貴会の「石けん運動」は、日々の生

物を育み、現在では東久留米市のシンボルともいえる

活を通じた環境保全に資する活動として大変意義深く、

ものとなっています。

会員の皆様の長年にわたる取組に対し、改めて心から

こうした知識の普及啓発に取り組んでこられた貴会

敬意を表するものであります。

の活動に敬意を表しますとともに、今後の益々のご発

今後も、皆様の活動の輪が広がり、一人ひとりの環

展を心よりお祈り申し上げます。

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。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
東村山市長

シャボン玉月間に寄せて

渡部 尚

日野市長

東村山市は、都心からも近い里山の八国山緑地、花

大坪 冬彦

菖蒲や曼珠沙華といった季節の花を楽しめる北山公

貴会の長年にわたるせっけん運動とそのネットワーク

園、人権の森構想の実現に向けた活動が進められてい

は、緑と清流に象徴される日野市の環境を守ることに

る国立療養所多磨全生園など、豊かな緑に恵まれたま

大きな貢献をしていただきました。地球環境の汚染・

ちです。

危機が叫ばれている昨今、あらためて貴会の先駆性な

当市では「第 3 次東村山市環境基本計画」に基づ

運動に感謝申し上げます。

き、
「みんなで環境をまもり、豊かなこころを未来につ

日野市は 2019 年 7 月に SDGs 未来都市に選定され、

なぐまち」を目指すとともに、
「エコオフィスプラン東村

社会・経済・環境における持続可能性の実現のために

山」では「環境配慮物品の購入、その他環境への配慮」

様々な取り組みを始めております。とりわけ、環境にお

について掲げ、庁内でも石けんの使用を推奨するなど、

いては、現在の気候危機に対する非常事態宣言を行い、

さまざまな環境施策に取り組んでいます。

強い危機意識のもとで市民とともにその対策に着手し

また、SDGs に向けた取組みやコロナ禍で、人にも環

てまいります。その点でも貴会との連携・協働を一層

境にも優しい石けんの良さも改めて認識されてきており

深めてまいりたいと思います。

ますので、今後も石けんの使用や環境保全に努めてま

結びに、貴会のますますのご発展とご活躍を心より

いりたいと考えております。

お祈り申し上げます。

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。
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シャボン玉月間に寄せて
日の出町長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
田村 みさ子

福生市長

日の出町は、都心から 50㎞圏内に位置し、平井川

加藤 育男

福生市では、市民の皆様の環境問題への認識を深

の清流と緑豊かな自然あふれる町です。

め、意識の醸成を図る最大の機会として、
「ふっさ環境

かつては、都市化の波により汚れていた平井川も、

フェスティバル」を開催しています。

公共下水道の普及により、美しい清流が復活し、天然

コロナ禍においては、
「こんな時だからこそできるこ

の蛍が見られるなど、昔の美しい姿を取り戻しています。

とを」を合い言葉に、社会情勢等に左右されずに開催

また、日の出町内には、三多摩約 400 万人の生活ご

できるよう、地域の皆さんと共にリニューアルを図り、

み等の最終処分場となる施設があり、環境への関心が

環境配慮に率先して取り組む事業者・団体を紹介する

大変高く、環境調査や水質検査等を行い、水環境の

マップの作成や、YouTube などの SNS による動画配信

保全にも最大限務めています。今後についても、水環

を通じて啓発を行うなど、場所や時間にとらわれずに

境をはじめとする環境問題に一層取り組んでまいる所

誰もが参加できる形式で実施しました。

存です。

今後も、一人ひとりが環境について考え、市全体で

今後とも、環境に優しい暮らし方を求め、身近なと

地球環境の保全に取り組んでまいります。

ころから水質を改善していく「石けん運動」の輪が一層

結びに、貴会が行う「せっけん運動」を通じ、持続

広がりますよう心から期待するとともに、貴会がますま

可能な社会づくりが推進されますことを、心より御期待

すご活躍されることを祈念申し上げます。

申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
府中市長

シャボン玉月間に寄せて

高野 律雄

文京区長

府中市は、国指定天然記念物の馬場大門のケヤキ

成澤 廣修

文京区は、多くの大学や神社仏閣、庭園、史跡等が

並木や、春先に浅間山に咲くムサシノキスゲが市民や来

ある歴史と文化と緑に育まれたまちです。

訪者の心を和ませ、夏には多摩川で子どもたちが「水

本区を流れる神田川流域には、肥後細川庭園や湯島

辺の楽校」等を通して、自然の大切さや楽しさを学ん

聖堂など区民に親しまれる歴史的資源が点在し、それ

でいます。

をつなぐように緑に溢れた空間が創出されています。ま

本市は、昨年ゼロカーボンシティを表明し、地域と

た、都市における生物多様性が注目される中、多様な

連携した脱炭素の取組を推進するほか、自然環境の各

生物を育む環境として、重要な場所ともなっております。

種保全事業や大気、水質等の継続的な測定を行ってい

今後とも、文京区では、
「文 ( ふみ ) の京 ( みやこ )」

ます。

総合戦略の基本政策「環境の保全と快適で安全なまち

今後については、脱炭素の取組や水環境をはじめと

づくり」に向けて、環境負荷の少ない持続可能なまち

した環境問題により一層取り組んでまいる所存でござ

を目指し、次世代に良好な環境を引き継いでいく施策

います。

を進めてまいります。

貴会が長きにわたり水環境保全のため取り組んでこ

長年にわたる貴会の環境保全に向けた活動に敬意を

られた「せっけん運動」に敬意を表しますとともに、活

表するとともに、今後も活動のさらなる広がりとご発展

動の輪がより一層広がりますようお祈り申しあげます。

を心よりご期待申し上げます。
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「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
町田市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

石阪 丈一

瑞穂町長

町田市は、緑の回廊を形成する多摩丘陵の北端に

杉浦 裕之

瑞穂町は都心から西へ約 40km の距離に位置し、狭

位置しています。都心に近い立地にも関わらず、
「里山」

山丘陵に隣接する緑豊かな町です。町の中心部にはカ

の風景が残る豊かな緑と、住宅地や商業地が調和する

ルガモやカワセミなどの野鳥が観察され、町民の憩い

様は、本市の魅力の一つです。

の場となっている狭山池公園があり、この池を源流とし

市内には、境川、鶴見川、恩田川が流れ、その源流

た残堀川が東西に流れています。今年の 5 月には 2 年

もあり、青緑色とオレンジ色の体、長いくちばしと短い

ぶりに「残堀川ふれあいウオーキング」が行われ、多く

尾を持つ市の鳥であるカワセミをはじめ、多くの生きも

の町民が参加しました。川の流れを見ながらのウオー

のの重要な生育・生息の場となっています。これらの生

キングは、水環境への関心を深める良い機会となって

きものが、将来にわたって人々とともに暮らし、これか

います。

らも生息し続けられるよう、市民の理解を深めながら

貴会の「石けん運動」は水環境の保全に資するだけ

引き続き取り組んでまいります。

でなく、石けんによる手洗いを推奨することで新型コ

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、

ロナウイルスの感染予防対策にも繋がっていくと考えま

活動の輪が一層広がりますことを心より祈念申し上げ

す。今後とも活動の輪が一層広がっていくことを心から

ます。

期待しています。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
三鷹市長

シャボン玉月間に寄せて

河村 孝

港区長

武井 雅昭

三鷹市には、野川、仙川、神田川が流れ、井の頭

港区は、より良い水辺環境を未来に残すことを目的

恩賜公園、野川公園などの豊かな緑と水に恵まれた環

に、東京 2020 大会のレガシーとして「泳げる海、お

境があります。この環境を守るためには、私たち一人ひ

台場」の実現を目指しています。

とりが環境負荷の低減を心掛け、活動することが大切

「泳げるセーヌ」の復活を目指すパリ市や東京都とも

です。

連携し、課題解決に向けて積極的に取り組んでまいり

本市では、地球温暖化対策として、平成 30 年度に

ました。また、地域住民・企業との協働による海浜清

三鷹市地球温暖化対策実行計画（第４期計画）を策定

掃やお台場海苔づくり体験、区内の大学と連携した運

し、温室効果ガス排出量の削減に努めてきました。今

河学習など、水環境に対する区民の関心を高める取組

年度は本計画の第１次改定を行い、市民、団体、事業

も進めています。

者や、地域の様々な主体が連携・協働して施策を一層

今年は 3 年ぶりに海水浴イベント「お台場プラー

推進していけるよう取り組みます。

ジュ 」を開催します。お台場の取組が都市と水辺環境

貴会がこれまで継続されてきた水環境を保全する活

の世界的なモデルとなれるよう、引き続き水辺再生に

動は、大変意義深く、今後も活動の輪が広がり、益々

努めてまいります。

ご発展されることを心よりお祈りいたします。

今後も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。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
武蔵野市長

「シャボン玉月間」に寄せて

松下 玲子

目黒区長

武蔵野市では、地球規模の環境の変化を的確に捉

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

えながら、当市が誇る魅力の一つである緑をはじめ、

型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、昨年度に

水やエネルギーなどの資源を確実に守り、次世代に引

引き続き、お花見自粛の呼びかけをさせていただきま

き継いでいくことで、持続可能な環境都市の実現を目

した。来年こそは、見事な満開の桜を安全・安心に楽

指しています。

しめることを切に願っています。

また、令和 2 年度にオープンした「むさしのエコ re

さて、川の水環境を守るには、生活排水を汚さない

ゾート」を拠点として、環境情報の発信や、環境学習

家庭での工夫が大切です。洗い物のせっけんの使い方

及び体験の場・機会の提供を行い、市民や市民団体、

などで環境負荷は大きく変わるため、皆さんが取り組

企業等と連携し環境啓発の取組みを行っています。

むせっけんの普及は、目黒川の水環境を守ることにも

長年にわたり水環境を保全する取組みを続けてこら

つながる重要な活動と考えています。

れた貴会に敬意を表するとともに、
「シャボン玉月間」

私も、区政の重要課題の一つとして環境行政に取り

から水の循環や環境への関心が高まり、今後ますま

組んでいますが、今後とも、皆様の取組が益々発展し、

す環境にやさしいライフスタイルが広まることを心から

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

願っております。

上げます。

● 神 奈 川 県
「シャボン玉月間」に寄せて
神奈川県知事

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
黒岩 祐治

厚木市長

小林 常良

かけがえのない県民共通の財産である水環境を守

厚木市は神奈川県の中央部に位置し、市域の東側に

り、これまで築き上げてきた豊かな水資源を次の世代

相模川が流れ、西には丹沢山地の美しい山並みが広が

に引き継いでいくことは、私たちの責務です。

る、水と緑が豊かなまちです。相模川では６月になると

県では、
「良質な水の安定確保」に向けて、昨今の

鮎釣りが解禁され、夏の風物詩になっています。

土砂災害の頻発化、激甚化等の自然災害を見据えた

このふるさとの美しい自然環境や豊かな恵みを次世

林地保全対策の強化を加えつつ、これまでに引き続い

代に継承するためには、私たち一人一人が環境に優し

て「かながわ水環境保全・再生実行 5 か年計画」にお

い行動を取らなくてはなりません。本市では「環境に優

いて、森林の整備や水質向上のための生活排水対策な

しく、自然と共生するまち」を掲げた環境基本計画を

ど進めているところです。

策定し、市民・事業者・行政などが協働して様々な施

こうした取組や皆様の活動により、環境保全や水に

策を進めています。

対する県民一人ひとりの意識・関心がより一層高まり、

「せっけん運動」は誰でもできる身近で手軽な環境

豊かな水環境が次世代に確実に引き継がれることを期

活動の一つです。自然環境の保全にますます関心が高

待しています。

まる中、皆様の活動の輪が更に広がることを心から期
待しております。
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シャボン玉月間によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

綾瀬市長

古塩 政由

海老名市長

内野 優

綾瀬市は神奈川県のほぼ中央に位置し、いくつかの

海老名市は、圏央道の海老名インターほか、鉄道 3

中小河川が丘陵をぬうように流れ、カワセミやアユ、ホ

線の乗り入れにより交通の利便性が高いまちとして、発

タルが見られる緑豊かな自然環境に包まれています。

展しております。

当市の環境基本計画では「あやせの緑と水をみんな

加えて、海老名耕地と呼ばれる田園や相模川などの

で育み、環境にやさしい暮らしを実践し、安全なまち

水環境にも恵まれており、都市の中にも自然が残る美

づくりを進める」を基本テーマに掲げ、自然共生社会

しいまちでもあります。

の構築など６つの環境の将来像を設定しております。

市では、今年度から本格的に着手する SDGs の取り

これらの実現に向け、市民・市民団体・事業者・市が

組みにあわせ、市民とともに緑地や水質の保全、ごみ

一体となり環境の保全と創造に向けた取り組みを進め

減量化など、人と自然が調和したまちづくりを進めてい

ていきます。

るところです。

貴会の環境にやさしい「せっけん運動」は、水環境

貴会が取り組まれている「せっけん運動」は、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

負荷の軽減や市民の環境配慮意識の向上に大変有意

くの方々に、この活動の輪が広がりますことを心からお

義な活動であり、長年の活動に敬意を表するとともに、

祈り申し上げます。

今後も実り多いものとなりますよう心からご祈念申し上
げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
伊勢原市長

シャボン玉月間によせて

髙山 松太郎

大井町長

伊勢原市は、秀峰大山の麓や日向渓谷などに代表さ
れる、緑と水に恵まれた自然豊かなまちで、特に水環

小田 眞一

大井町は、丘陵部の山林や里山の豊かな緑、足柄

境は本市の貴重な資源です。

平野に恵みをもたらす酒匂川の清流、平坦部に広がる

本市の環境基本計画では、河川流域において水質

田園風景を有する、水と緑が調和した豊かな自然環境

汚濁の原因となる使用済油の適正な処理や合成洗剤等

にあります。

の使用抑制等を重点事業として位置づけており、環境

当町の環境基本計画では、
「ひとと自然が未来を築く

にやさしく自然分解性の高い石けんの適量使用の普及・

美しい町～おおい～」を望ましい環境像と定め、5 つ

啓発活動に取り組んでおります。

の基本目標、7 つのプロジェクトを重点施策として掲げ

今後もより良い水環境を将来に引き継ぐために、市

ています。これらの実現に向けて、酒匂川統一美化キャ

民・事業者・行政が連携して、環境保全への取組を進

ンペーンをはじめとした、町民・事業者・町が一体化し

めてまいりますので、ご協力を賜りますようお願い申し

た環境配慮活動が展開されるための仕組みづくりを推

上げます。

進しています。

貴会の水環境保全活動に敬意を表しますとともに、

貴会の長年に渡る活動に敬意を表しますとともに、

今後ますます活動の輪が広がりますよう祈念申し上げ

「誰もが気軽に参加できる」この活動の輪がますます

ます。

広がることを心よりご期待申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
小田原市長

川崎市長

守屋 輝彦

福田 紀彦

小田原市は、神奈川県西部に位置し、森里川海がひ

川崎市は、多摩川や多摩丘陵等の自然環境に恵まれ

とつらなりとなった豊かな自然環境を有しています。令

ています。これまでの下水道の普及による生活排水処

和 4 年 3月に策定した
「第 6 次小田原市総合計画」では、

理の推進、工場・事業場の排水処理設備の設置などの

2030 年の目指す姿として
「世界が憧れるまち“ 小田原 ”」

取組で、現在は水質が改善し、様々な生物を確認でき

を掲げ、SDGs の視点も踏まえ、
「生活の質の向上」
「地

るようになりました。
市民の皆様に良好な環境を実感し、できることから

域経済の好循環」
「豊かな環境の継承」をまちづくり

行動していただくことが更なる環境課題の解決や改善

の目標としています。

につながると考え、令和４年３月に川崎市大気・水環

今後も、豊かな水環境を将来の世代に引き継ぐため、
河川の水質調査や、市民との協働による環境の保全活

境計画を策定し、市民・事業者の皆様と共に取組を進

動、環境教育を推進していきます。
「せっけん」という

めています。

生活に身近な視点から、長年にわたり環境問題に取り

貴会が毎年実施している ｢シャボン玉月間｣ の取組

組む貴会の活動に改めて敬意を表しますとともに、更

は、身近な環境保全活動として大変有意義であり、改

なるご発展をご祈念いたします。

めて敬意を表しますとともに、今後とも貴会の活動がま
すます御発展されることを御期待申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ
開成町長

「シャボン玉月間」に寄せて

府川 裕一

相模原市長

当町は酒匂川流域に位置し、水路が網目のように張

本村 賢太郎

相模原市は、SDGs 未来都市に選定された都市として、

り巡らされているとても水と関わりの強い町です。
また、豊かな水利の恩恵を受けて毎年美しく咲くあ

2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、さがみ

じさいは、町の至る所で目にすることができ、
「あじさ

はら脱炭素ロードマップを策定するなど、持続可能な

いの町開成」として県内外に広く認知されています。

まちづくりを進めております。
本市は、首都圏に位置しながら、神奈川県民の水が

昨年は、日本初のゼロエネルギービルディングによる
庁舎を開庁させ、ゼロカーボンシティ表明を行うなど、

めとして欠かせない森林や湖、相模川の清流など、恵

環境施策により一層注力しています。その一環で、小

まれた自然環境を有する都市と自然がベストミックスし

水力発電所も平成 27 年に整備・公開しており、当町の

たまちです。この豊かな水源を守るために、森林の保

環境行政上「水」は不可欠なキーワードとなっています。

全に取り組むとともに、間伐した木材を「津久井産材」

このような事業を展開するための基盤整備として、町

として活用し、
森林環境の改善と資源の有効利用を図っ
ております。

内の河川・水路の水質検査や地下水のモニタリングを

こうした本市の取組は、貴会の水環境保全活動と大

継続的に行っております。
町の豊かな水環境を守り、未来にバトンをつなぐた

きく重なるものがあると受け止めており、貴会の長きに

めに、これからも町民、事業者及び行政が一丸となっ

わたる活動に敬意を表しますとともに、豊かな自然を次

て取組を続けてまいります。
「せっけん使おう！7 月は

代に継承できるよう、この保全活動の輪がより一層広

シャボン玉月間」は、そのための活動として大変有意

がることを祈念申し上げます。

義な活動であると思いますので、運動の輪が更に拡大
し、地球環境保全の大きな成果に繋がりますことを心
より期待いたします。
（＊このメッセージは、2021 年度開成町長から頂いた
内容です。昨年の機関誌に掲載を漏らしてしまい、大
変申し訳ありませんでした）
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
座間市長

シャボン玉月間によせて

佐藤 弥斗

茅ヶ崎市長

座間市が主な水源としている地下水は、相模野台地

佐藤 光

茅ヶ崎市は、湘南エリアの中央に位置し、市域の南

に降った雨水などが染み込み、湧水源や地下水源に

部は相模湾に接し、
北部は里山公園などの豊かな自然、

なっているものです。本市の「地下水・湧水」は、市民

中央部には商業エリアが存する、自然環境と都市環境

にとっての
「生命の泉」であり、近隣の住民にとっての
「環

の調和がとれたまちです。

境豊かな水辺のオアシス」となっています。

本市では、豊かな環境を次世代に引き継ぐ守るべき

大切な地下水・湧水を保全するために、平成 28 年

資産であると捉え、市民・事業者・行政が一体となり、

３月に「座間市地下水保全基本計画」の改定を行い、

環境を意識した様々な取り組みが行われているところ

健全な水循環の保全に取り組んできました。

です。

今後も、より良い自然環境を次世代に引き継ぐため

貴会の取り組む「せっけんを使おう」活動は、誰も

に、市民、事業者、行政で共に創る「共創」のまちづ

がすぐに取り組むことができ、身近な水環境の保全か

くりを進めてまいります。

ら感染症対策まで美しい自然を次世代に引き継ぐため

結びに、貴会の日頃からの環境保全活動に敬意を表

に大変重要なものであると考えます。

しますと共に、さらなる御発展を祈念申し上げます。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますととも
に、活動の輪がますます広がることを心よりご祈念い
たします。

シャボン玉月間によせて
寒川町長

木村 俊雄

「シャボン玉月間」によせて

寒川町は、県の中央を流れる相模川やその支流の目

中井町長

久尻川、小出川などが流れており、水と緑に育まれた
自然豊かな町です。

杉山 祐一

中井町は、神奈川県の南西部に位置し、県内でも稀

町では「環境と人が共生し、次世代まで良好な環境
が受け継がれ ” 新化 ” するまち

な湧水による厳島湿生公園、丘陵地に樹林地や農地、

さむかわ」を望まし

公園などが町全体に広がっており、水と緑に囲まれた

い環境像として環境基本計画を策定し、水環境の保全

自然豊かな町で、水道水は 100％地下水を水源とし

に向けた町民の皆さまの取り組みとして、合成洗剤か

ています。

ら環境への負荷が少ないせっけんへの切り替えを呼び

本町では、こうした自然豊かな環境を将来にわたっ

かけております。

て引継ぐため、町環境基本計画で「一人ひとりが主役

毎年７月をシャボン玉月間とし、長年にわたり取り組

となり 未来へつなぐ環境づくり ～今 私たちにで

まれている貴会の活動に敬意を表しますとともに「せっ

きること～」を基本目標に里山や水辺などの身近な環

けん運動」がますます発展し、地域における環境問題

境の保全から地球温暖化防止をはじめとした地球環境

への取り組みの一環として広がっていくことを心からご

の保全まで、町民一人ひとりが自ら行動し、より良い

祈念申し上げます。

環境を未来へ繋いで行くことを目指して取組を推進し
ています。

（＊寒川町からは、昨年度もメッセージをいただいてい

水環境の保全に取り組んでこられた貴会の長年にわ

ましたが、掲載が漏れてしまいました。大変申し訳あり

たる活動に敬意を表すとともに、シャボン玉月間の取

ませんでした）

組を通じて、より多くの方々に、みなさまの活動の輪
が広がりますことを心より願っております。
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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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

二宮町長 村田 邦子

葉山町長

二宮町は神奈川県の南西部に位置し、菜の花を代表

山梨 崇仁

葉山町では本年６月から「はやまエシカルアクション」

とする四季折々の花が楽しめる吾妻山や、町の中央を

の取り組みが始動しました。このプロジェクトは、自然

南北に流れる葛川、そして南部には相模湾を望む緑と

環境・人や社会・地域を思いやったエシカルな活動を

水に包まれた自然の豊かな町です。

推進しており、町でもきれいな川の水を守るために公共

当町では、豊かな自然を次世代に引き継ぐため、環

下水道事業の推進及び事業区域外では合併処理浄化槽

境基本計画に基づき、自然・社会環境を生かしながら、

の普及に努めています。

将来に残したい環境の保全や創出に向けて、町民・町

「せっけん運動」は、町民一人ひとりが環境に配慮し

民団体・事業者・町が一体となって取り組みを進めて

た活動について考える、まさにエシカルな行動を起こす

おります。

素晴らしいきっかけになると考えています。これからも

水環境の改善の重要性を深く認識され、人と環境に

この活動がますます発展されることを心より期待してい

やさしい「せっけん運動」を通じ、長年にわたり環境

ます。

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。

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

落合 克宏

平塚市は、市環境基本計画に「地球にやさしい、自
然にやさしい、人にやさしいまち

高橋 昌和

ひらつか」を掲げ、

環境の保全や創造に取り組んでいます。

秦野市は、北には神奈川県の屋根丹沢山塊が連なり、

今年 3 月には、2050 年までに平塚市における二酸

南方に渋沢丘陵が東西に走る、県下で唯一の盆地を形

化炭素の排出量の実質ゼロを目指し、
「ゼロカーボンシ

成し、中でも豊富な地下水は市内各所で湧き水として

ティ宣言」をしました。市民一人一人に、地球規模の環

潤いと恵みを与えて、まさに名水百選「秦野盆地湧水群」

境問題について関心を持っていただき、生活の中で環

が暮らしの中にある「名水の里」です。

境にやさしいことを考えてほしいと願っています。

こうした恵まれた環境を保全するため、
「第 3 次秦野

貴会の「シャボン玉月間」は、石けんの利用促進の

市環境基本計画」や「地下水総合保全管理計画」な

面から環境に配慮した行動を促す活動です。これによっ

ど環境負荷の低減や河川浄化の取組みにより快適な生

て消費者レベルの地球温暖化対策に一層の弾みがつく

活環境を創出しております。

ことを期待します。

貴組合におかれましても、環境負荷の少ない石けん

今後も、貴会によるせっけん運動の輪が広がっていく

の利用を呼び掛けることで、水環境保全につながる活

ことを祈念いたします。

動に長年にわたり取り組まれていることに敬意を表する
とともに、益々の発展を御期待申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
藤沢市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

鈴木 恒夫

南足柄市長

藤沢市では昨年、東京 2020 オリンピックのセーリ

加藤 修平

南足柄市は、
天与の自然に恵まれ、
当市発展の源は
「水

ング競技が 江の島で行われました。

と緑」、
「森林と水源」です。平成 7 年に「全国水源の

二度のオリンピックを経験したこの美しい海を後世に

森百選」
、平成 8 年には「全国水の郷百選」など数々

残し、SDGs の視点に基づき 20 年後を見据えた持続

の認定を国から受けております。豊かで良質な水は、

可能なまちづくりへの転換を進めるため、令和４年度を

幾多の先祖、先人の皆様が森林を守り、環境や水資

「新たなスタートの時」と位置づけて、市政運営に取り

源の保全に、今日まで力を尽くしてこられたお陰です。

組んでおります。

この水資源を健全に保つことが、持続可能な社会を
築く上で重要と考え、水源林の整備による涵養機能の

水環境面では、海・河川の保全に向け、様々な主体

保全に取り組んでいます。

とのマルチパ ートナーシップを大切にし、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。

また、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ながら、きれいな水と

こうした中、水環境保全に取り組まれております、貴

豊かな緑に配慮した魅力あるまちづくりを進めています。

会の活動に敬意を表しますとともに、今後、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

貴会の 41 年にわたる水環境の保全活動に改めて敬

ております。

意を表します。この活動を通じて、環境問題に対する
関心が一層高まることを念願し、今後も皆様の活動の
輪が益々広がることを、心からご期待申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
松田町長

本山 博幸
「シャボン玉月間」によせて

松田町は、神奈川県西部に位置し、町域の約 76％
の森林は貴重な水源林となっており、豊かな自然で育

山北町長

まれた湧き水や地下水、また酒匂川や川音川、中津川
などの清流は町内及び県内の水道の主要な水源となっ

湯川 裕司

山北町は町のおよそ９割が丹沢大山国定公園や県立

ています。

自然公園等を含む森林地域で占められた自然豊かな町

当町では、この水源林を守るため、また「SDGs 未

です。

来都市」として特にゴール 6「安全な水とトイレを世界

町では「人と自然が共に生きるまちづくり」をテーマ

中に」とゴール 15「陸の豊かさも守ろう」の達成を目指

として環境基本計画を策定しています。山北町の豊か

し、間伐材等を活用した木質バイオマス事業の推進に

な環境を今後の地域の財産と捉え、環境への負荷の少

よる森林の保全、貴組合のご協力による無添加のせっ

ないライフスタイルの啓発や、資源循環型のまちづくり

けんを配布するなど環境の保全を図っています。

といった持続可能な社会の実現を目指しており、環境

今後も豊かな自然を未来へツナグため、行政・町民・

にやさしいまちづくりを推進しています。

事業者等が一体となり、引き続き環境保全に向けて取

貴会のシャボン玉月間活動の取り組みは、環境保全

り組んで参ります。

につながる誠に有意義な取り組みであり、この取り組

貴組合が長年継続されてきた普及啓発や広く環境に

みに尽力される貴会に敬意を表しますとともに、より多

目を向けた活動に敬意を表しますと共に、今後ますま

くの方々に活動の輪が広がりますことを心より願ってお

す発展されますことを心からご祈念申し上げます。

ります。
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

● 山 梨 県
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
市川三郷町

甲州市長

遠藤 浩

鈴木 幹夫

市川三郷町は、甲府盆地の南西に位置し、南アルプ

果樹園に大地の恵みが実り、本格的な観光シーズン

スを源流とする釜無川と、秩父山系を源流とする笛吹

の幕明けとなる「フルーツ王国」甲州市は、年間を通

川が合流し富士川となる左岸に位置しています。四季

じて多彩なフルーツを堪能でき、歴史と風土の所産で

折々の自然が楽しめる四尾連湖や芦川渓谷、農産物な

あるワインや枯露柿等は高い品質と知名度を誇ってい

ど誇れる資源が多々あります。

ます。
市では、多くの市民の方に協力をいただき河川清掃

今年 SDGs を宣言した「神明の花火大会」は県内最
大級・打上数約二万発の大規模な花火大会です。美し

活動を実施し、水環境の保全に取り組んでおります。

い笛吹川河畔にて打ち上げられ、観覧者約二十万人以

一人ひとりが環境に関心を持ち環境資源を次世代に引

上を魅了します。SDGs の推進を図る中で、今後も水質

き継ぐため環境啓発活動を推進してまいります。
貴会の「石けん運動」の取り組みは、市民の水環境

保全の啓発活動や小学生への水道施設の見学や町民

保全への意識を高めるうえで、たいへん有意義であり、

の皆さまと地域の河川清掃に取り組んでまいります。

長年にわたる運動に深く敬意を表します。今後、活動

結びに、貴会の長年のご努力に敬意を表すと共に今

の輪が一層大きく広がりますことを心からご祈念申し上

後益々のご発展を心からご祈念申し上げます。

げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
上野原市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

村上 信行

甲府市長

都心部から電車や自動車で約１時間の距離にある上

樋口 雄一

野原市では、地域の発展と地域の宝である豊かな自然

甲府市は、富士山をはじめ、八ヶ岳、南アルプス連

との調和を図りつつ、
「将来に希望の持てるまち」を実

邦の山々に囲まれた盆地にあり、金峰山や国師ヶ岳か

現するために日々取り組んでいます。

ら流れる清流、御岳昇仙峡の渓流美など、山と川が織
りなす自然豊かな都市であります。

市内には、桂川（相模川）をはじめとした多くの河川
が流れています。その水質を保全することは、上野原市

本市では、この恵まれた自然環境を守り、育み、そ

民のみならず下流域の住民のためにも大切なことと強く

して次世代へ引き継いでいくため、市民の皆様との協

認識し、各種の水質検査でその状況を把握するととも

働のもと、水源環境の保全活動に取り組んでいるとこ

に、水源林の保全などにも積極的に取り組んでいます。

ろであります。
また、本年 3 月に、甲府市 SDGs 推進ビジョンを策

貴会が長年にわたり取り組まれている
「せっけん運動」
が、更に大きなうねりとなり、水環境の向上、ひいては「人

定し、今後は、ビジョンに基づき、多様な主体の皆様

にやさしい環境」の実現に繋がりますよう、心よりお祈

と連携を密にする中で、環境保全・循環型社会の形成

りいたします。

に取り組んでまいりたいと考えております。
こうした中、貴会が長年にわたり取り組んでおられる
「せっけん運動」は、誰もが日常の中で簡単に取り組
むことができる、水環境の保全において大変意義深い
ものであり、今後も、この活動の輪がますます広がり、
美しい自然環境が守られることを心から祈念申し上げ
ます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
中央市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

望月 智

韮崎市長

内藤 久夫

中央市は、市名のとおり山梨県のほぼ中心に位置し

韮崎市は、山梨県の北西部に位置し、南アルプスユ

ます。平地部に広がる田園風景や山間地域の果樹畑な

ネスコエコパークに登録された鳳凰三山をはじめ、八ヶ

ど豊かな緑と四季折々の美しい自然環境に恵まれてい

岳、富士山といった名峰のパノラマが展開しています。

ます。

また、古くから交通の要衝、甲州街道の宿場町とし

本市では、第 2 次中央市環境基本計画において「快

て栄え、富士川舟運の集積地として交易の中心も担う

適で健やかに暮らせる生活文化都市」を市のあるべき

など、暮らしと川が繋がりあう歴史を有してきました。

環境像として定め、市民、事業者、市がともに連携・

周囲の山々からの湧水は、今なお市内の釜無川や塩川

協力しながら環境保全対策に関する取り組みを進めて

の清流となり、豊かな自然を潤い続けております。

おります。

この豊かな水環境を保全し持続可能な社会を構築す

貴会が長年にわたり取り組んできた「せっけん運動」

ることは私たちの責務であります。貴会の長年にわたる

は、水環境の保全において大変意義深いものであり、

「せっけん運動」の活動の輪がさらに広がり、市民の環

その活動に改めて敬意を表するとともに、今後も活動

境保護への意識の向上へと繋がることを心よりご期待

の輪がより一層広がり、大きく発展することをご祈念申

申し上げます。

し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
都留市長

早川町長

堀内 富久

辻󠄀  一幸

早川町は山梨県の南西部に位置し、南アルプスの

都留市は、山梨県の東部に位置し、緑豊かな山々に

山々に囲まれた自然豊かな町で、町名の由来となって

囲まれ、富士山の豊富で清冽な湧水に恵まれた自然豊

いる町の中央を流れる早川を中心に、大小の渓谷が美

かなまちです。

しい景観を作り出しています。
町では、山と水を守り続けた先人に学び、自然と共

古くから城下町として栄え、今もその面影が息づいて
おり、桂川を始めとした多くの河川・水路が流れており、

に生き、資源を大切にすることに誇りを持つべく、長

水に慣れ親しむ生活が浸透しております。

期総合計画を上流文化圏構想と命名し、環境保全に取
り組んでまいりました。

環境意識の向上のため、河川のごみを取り除く、除

今後もこの恵まれた自然環境・水環境を後世に引き

塵機「まもるくん」を設置し、長期総合計画で策定さ
れている「繋ぎます！人と自然がいつまでも輝くまち」

継ぐべく、引き続き町民一体となって環境活動に努め

の実現に向けて取組んでおります。

てまいります。

貴会の長年にわたる「せっけん運動」におかれまして

結びに、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

は、SDGs に関わる先進的な活動に深く敬意を表します

とともに、今後ますます「せっけん運動」の取組みの

とともに、今後より一層活動の輪が広がりますことを心

輪が広がりますことを心よりご祈念申し上げます。

からご祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
笛吹市長

富士河口湖町長

山下 政樹

渡辺 喜久男

笛吹市は、豊かで美しい自然と肥沃な土壌を有する

富士河口湖町は、風光明媚な景観が広がる自然豊か

桃やぶどうの一大産地です。また、豊富な温泉と数多

な町です。町民がいきいきと活動できる、人と環境に

くの歴史的文化遺産がある地域です。

優しいまちづくり、魅力ある地域づくりに取り組んでお
ります。

本市は、
「第 2 次笛吹市環境基本計画」を策定し、

本町では、CO₂ 抑制対策、自然エネルギーの利用

市が目指す新しい環境像「水・花・緑・彩り豊かな桃
みんなで未来につなぐまち」の実現に向け、市

促進、地下水と湖の適正な利用促進と、毎月 1 日を「リ

民・事業者・行政が協働し環境の保全及び創造に取り

サイクルの日」として設け、ゴミの分別意識向上や資

組んでいます。また、
「笛吹市 SDGs 推進方針」に基づ

源循環の推進に努めております。

源郷

豊かな自然環境を守り育んでいくことは、私たちの大

き、SDGs 達成と持続可能な循環型社会の構築を目指

切な役目であります。今後も、人と自然が共生する良

しています。

好な環境維持に努めてまいります。

貴会が長年にわたり取り組んできた「せっけん運動」

結びに、貴会の長年にわたる「せっけん運動」の活

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し、活動の輪が益々広がることを

動に深く敬意を表しますとともに、活動の輪がよりいっ

御祈念申し上げます。

そう広がりますことを心からご祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
富士川町長

富士吉田市長

望月 利樹

堀内 茂

富士吉田市は、霊峰富士の北麓に位置し、海抜 750

富士川町は、山梨県の南西部に位置し、一級河川富

メートルに市街地を形成する高原都市です。

士川に沿って集落が発達してきました。西には、櫛形
山や源氏山などの 2,000 ｍ級の山々がそびえ、それら

その富士山に降る雨水や雪解け水は、25 年～ 40 年

を源とする戸川や大柳川などが町内を横断し、人々の

という長い歳月をかけて浸透し、富士北麓地域の地下

生活を潤してきました。

深くに湛えられており、飲み水などとして私たち市民の
生活を潤しております。

町では、この豊かな自然環境と人々のふれあいを尊
重し、次世代へ引き継いでいくため「暮らしと自然が輝

この恵まれた環境から生まれる清冽な水を次世代へ

く交流のまち」をまちづくりのビジョンとして、官民一

と引き継ぐことは私たちの責務であると考え、本市で

体となり、より快適な生活環境の保全及び公衆衛生の

は、地下水や河川の水質検査をはじめ、環境イベント

向上を図るため、環境美化に取り組んでいます。

において伏流水保全の啓発活動を行うなど、水環境の

貴会の長年にわたる「せっけん運動」を通じた環境

維持・向上に取り組んでいるところですが、志を同じく

保全活動に敬意を表しますとともに、今後ますますの

する者として、貴会のご活動によって取り組みの輪が尚

ご発展とご活躍を心からご祈念申し上げます。

一層広がりますことをご祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
北杜市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

上村 英司

山梨市長

高木 晴雄

北杜市は、山梨県の北西部に位置し、南アルプス・

山梨市は、甲府盆地の東部に位置し、市の一部が秩

甲武信 2 つのユネスコエコパークを有する山紫水明の

父多摩甲斐国立公園に含まれている自然豊かなまちで

地であります。八ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、瑞牆山、金峰山

す。恵まれた自然環境を次世代に引き継ぐために、人

に囲まれ、名峰の麓かの湧水は 3 カ所が名水百選に選

と自然が共生できるまちづくりを推進しております。

ばれております。この豊かな自然を次世代に継承するこ

本市では、新型コロナウイルス感染症対策として、

とは、私達の使命だと感じております。

市内の全世帯に固形せっけんの無料配布を行いまし

湧水が、清らかなまま海へと流れつくよう、自然を

た。体にも環境にも優しいせっけんを利用していただ

守り、育てる思いを持ち続けることが大切だと思います。

き、美しい自然の継承に取り組んでまいります。

市としましても、環境教育や水環境保全に積極的に取

貴会の「せっけん運動」の取り組みに心から敬意を

り組んでまいります。

表しますとともに、この運動がより一層広がりますこと

貴会の長年にわたる「せっけん運動」に敬意を表し

をご祈念申し上げます。

ますとともに、多くの皆様に本活動が広がり、持続可
能な社会への大きな成果へと繋がりますことを期待し
ております。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」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、益々この活動の輪が広まりますことをご期待申し上
げます。
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● 愛 知 県
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
知立市長

「シャボン玉月間」によせて

林 郁夫

豊田市長

太田 稔彦

知立市は、愛知県の中央に位置し、東海道の宿場町

豊田市は、市域の約７割に広大な森林を有し、中心

として古くから賑わい、交通の要衝として発展してきま

部には、矢作川や巴川が流れ、豊かな自然に恵まれた

した。これまで “人と環境にやさしく、健康で安心して

まちです。

暮らせるまちづくり ” を基本理念に取り組む中、昨年、

こうした自然環境を保全するための取組の一つとし

内閣府より「SDGs 未来都市」に選定され、持続可能な

て、本市では、地域住民と一緒に、地域を流れる川の

社会、誰一人取り残さない社会をつくるため、再生可

水質や生態系を調査するワークショップを実施してい

能エネルギーの導入・支援や省エネ活動の推進をし、

ます。市民一人ひとりが、個人や地域でできる環境を

2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指し、
「ゼ

意識した取組を考え、環境に配慮した行動をとること

ロカーボンシティ」を今年表明しました。今後も良好

で、市民・事業者・行政が一丸となって、持続可能な

な環境の維持に努めてまいります。

社会を目指してまいります。

貴会の「せっけん運動」の活動に心から敬意を表し、

貴会の活動は、水環境保全や市民の環境意識向上

この活動の輪がさらに広がり市民の環境保護への意識

に寄与しており、長年の活動に敬意を表しますとともに、

の向上へと繋がることをご祈念申し上げます。

活動の輪がさらに広がることをご祈念申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて

「シャボン玉月間」によせて
豊明市長

日進市長

小浮 正典

近藤 裕貴

日進市は、大都市近郊に位置しながら、まちの中心

豊明市は、愛知県のほぼ中央部、名古屋市南東部
に隣接する住宅都市です。名古屋市近郊といえども、

部を流れる天白川流域には緑が広がる、自然と住環境

緑豊かな自然環境が残り、特に市北部の二村山近くに

が調和した住宅都市です。

ある大狭間湿地では、8 月にはサギソウやハッチョウ

本市では日進市環境基本計画に基づき、環境まちづ

トンボ、9 月にはシラタマホシクサが見ごろを迎えま

くりに関する様々な取り組みを行っており、自然観察会

す。さらに県の天然記念物であり、夏に小さな赤い花

や水生生物調査を実施しています。また、友好自治体

を咲かせる食虫植物ナガバノイシモチソウが自生してお

である長野県木祖村において、水源地の森林を守り育

り、学名は「ドロセラ・トヨアケンシス・エム・ワタナベ」

てるために、市民参加による育樹作業等を実施し、森

です。湿地もナガバノイシモチソウもきれいな水が環境

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

保全に欠かせません。

荷の少ない地域社会の形成に取り組んでまいります。

貴会の長年にわたる水質保全に向けた活動に深く感
謝と敬意を表しますとともに、
「せっけん運動」が SDGs

貴団体の長年にわたる環境保全の取組に敬意を表しま

への市民の意識向上につながることを期待しておりま

すとともに、益々のご発展を心よりご祈念申し上げます。

す。この先もますます貴会の活動の輪が広まりますこと
を祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて
みよし市長

小山 祐

みよし市は、三好池、保田ヶ池、境川に代表される
水辺環境や、三好丘緑地、三好公園など緑豊かな自然
環境に恵まれています。
本市では、第 2 次みよし市環境基本計画において
「循
環・共生する持続可能なずっと住みたいまち」を将来
像に掲げ、市民や事業者、行政が一体となって協働に
よる環境保全活動に取り組んでいます。また、下水道
の整備普及に力を入れており、良質な水環境の保全に
努めています。
健康管理や公衆衛生を高めるのに手洗いが重要視さ
れている中、自然環境に優しいとされる石けんの使用に
ついて、この機会に広く周知されることを期待するとと
もに、貴会の益々のご発展を心より祈念申し上げます。

● 滋 賀 県
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
滋賀県知事

大津市長

三日月 大造

佐藤 健司

滋賀県は、明治 5 年 9 月 29 日に当時の滋賀県と犬

大津市は、琵琶湖や比良、比叡の山に代表される水

上県が合併し、現在の県域となって成立し、令和 4 年

と緑豊かな恵まれた環境の中で、先人の営みの集積に

9 月には 150 年の節目を迎えます。

より発展してまいりました。
本市では、令和 4 年 4 月より「大津市環境基本計

琵琶湖と共に歩んできた 150 年のなかで、高度成長
期には琵琶湖で淡水赤潮が発生し、これを機に県民が

画（第 3 次）」を施行し、
「環境人の輪で守る、育てる、

主体となってリンを含む合成洗剤の使用をやめて粉石

繋げる湖都大津～持続可能な未来のために～」を目指

けんを使おうという、
「石けん運動」が展開されました。

す将来の環境像として掲げ、河川の美化活動や琵琶湖

こうした県民の皆さんによる琵琶湖の保全・再生運動

の保全活動などへの支援等を行い、市民、市民団体、

は、県内外の様々な環境保全活動に広がり、引き継が

事業者、行政が一体となって環境保全活動の施策に取

れています。

り組んでおります。

貴団体の長年にわたる活動は、こうした運動をけん

長年にわたる御尽力に敬意を表しますとともに、今

引し、琵琶湖の保全に寄与するものであり、敬意を表

後環境保全への取組の輪が一層広がることを御祈念申

しますとともに、益々の発展を祈念いたします。

し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
近江八幡市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

小西 理

湖南市長

生田 邦夫

近江八幡市は、琵琶湖最大の島である沖島、西の湖

湖南市は、南に阿星山系を北に岩根山系を望む緑豊

やその周辺の水郷地帯を有するとともに、琵琶湖沿岸

かな丘陵地が広がり、市の中央を流れる野洲川など水

から広大な田園風景が広がるなど、豊かな自然に恵ま

と緑に囲まれた自然環境に恵まれた地域です。

れています。

本市では、
「第二次湖南市環境基本計画」を策定し、

当市では令和 4 年 3 月に「近江八幡市第 2 次環境

めざすべき環境未来像を「野洲川の清流 山々の景色 歴

基本計画」を策定し、その中で『～自然との共生、歴

史が育む うつくし湖南」として掲げ、その実現に向けて

史と文化を次世代につなぐ～ 近江八幡市 持続可能な

持続可能な開発目標である SDGs を盛り込むとともに、

「水・緑・くらし」』という目指すべき環境像を掲げ、環

地域循環共生圏の実現に向けて、市民・事業者・市が

境施策に取り組んでいます。

協働しながら様々な課題に取り組んでいるところです。

コロナ禍でこまめな手洗いが励行されている現在、

長年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」の果たす役割はより大きなものとなってい

多くの方々の環境保全への関心が高まり、保全活動の

ます。環境を守る「小さな一歩」として、より多くの方

輪が広がりますことと心より祈念いたします。

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。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
彦根市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
草津市長

和田 裕行

彦根市は、琵琶湖の東北部に位置し、西は琵琶湖、

橋川 渉

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

草津市は豊かな自然と歴史的遺産に恵まれ、東海道

水環境豊かなまちです。

と中山道が合流する交通の要衝にあたり、古くから宿

本市では、
「歴史と文化が暮らしにとけこみ ゆたかな

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

自然と共に歩む ふるさと彦根～川、湖、みどりと歴史

境の側面からも、住みよいまちづくりを推進しておりま

のまちを未来へ ひこね環境 SDGs ～」を目指す環境像

す。本市では、令和 3 年 4 月から「第 3 次草津市環

として掲げ、環境を軸とした持続可能で活力あふれる

境基本計画」をスタートし、経済・社会課題とも連動

まちづくりのため、市、市民、市民団体、事業者が相

した統合的な施策展開と、本市がこれまで大切にして

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

きた「環境文化」を市全体に根付かせることを目的に、

とともに、環境保全への取組の輪が一層広がりますよ

各種施策に取り組んでおります。

う祈念いたします。

貴会の長年にわたる「せっけん運動」の取組に敬意
を表しますとともに、この運動の益々の御発展を心よ
り御祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
東近江市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

小椋 正清

竜王町長

東近江市は、鈴鹿山脈の源流から琵琶湖への水系、

西田 秀治

竜王町は、日野川や祖父川、善光寺川等の水源に

肥沃な平野や点在する里山に多様性のある豊かな自然

恵まれ、美しい田園風景が広がる自然豊かな「緑と文

を有しており、この自然資源を持続的に活用することに

化の町」です。

より、豊かな生活と多様な文化などの地域資源を育ん

当町では、水質環境保全のため、河川の美化清掃

できました。

活動や廃油回収などを呼びかけ、住民の皆様と一緒に

当市では、
「市民が豊かさを感じる循環共生型社会」

取り組んできました。地球温暖化や環境問題への対応

を将来像として掲げており、地域資源を活用し、その

が急務となっている今、行政・企業・住民のそれぞれが、

価値についての気づきを与え、更には資源に対する保

次世代に美しい環境を残すという高い意識を持ち、一

全意識を高める当市ならではのエコツーリズムを推進

丸となって環境にやさしいライフスタイルの定着や環境

するなど、市民、事業者、市が協働して様々な環境施

保全活動に取り組めるよう力をいれてまいります。

策に取り組んでいます。

長年取り組まれてきた貴会の活動に敬意を表します

長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、

とともに、今後さらに活動の輪が広がり、水質保全に

貴会の活動を通じて多くの方々の環境保全への関心が

つながることを心よりご祈念申し上げます。

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。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
野洲市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
守山市長

栢木 進

野洲市は、北にびわ湖、南に三上山を臨み、家棟川

宮本 和宏

を代表とした河川がそれらをつなぐ豊かな自然とくらし
が調和するまちです。

守山市は、古くから琵琶湖と野洲川の恵みに支えら

本市では、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、

れるとともに、美しい田園風景の広がる、水と緑のあ

「第 2 次野洲市環境基本計画」に基づき、市民、市民

ふれる自然豊かなまちです。

団体、事業者との協働により、環境活動に尽力してお

本市では、かねてから積極的な市民活動により、ホ

ります。

タルの復活や赤野井湾の再生に向けた取組みなどが行

貴団体が取り組まれている
「水環境の保全」について、

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

本市においても市民団体や事業所と連携し、琵琶湖岸

動に取り組んでおります。

や家棟川流域を中心に、清掃活動やヨシ群落の再生、
生態系の生息に適した環境づくりなどに取り組んでおり

自然環境の保全・改善には「ヒト」と自然の関わりが

ます。

重要であり、今後も市民生活や農業・事業等における
環境に配慮した活動の促進、環境保全への関心の更な

長年にわたる環境保全活動に取り組まれてこられま

る醸成に向けて、環境への取り組みを推進してまいり

した貴団体に敬意を表しますとともに、ご活動の益々

ます。

の発展を心よりご祈念申し上げます。

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。
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● 大 阪 府
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
和泉市長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

辻 宏康

泉佐野市長

和泉市は、大阪府の南部に位置し、市の南部には和

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

泉山脈が連なり、和泉山脈を源流とした槇尾川、松尾

東部は金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈

川、父鬼川及び東槇尾川といった河川が流れ、
「いずみ」

を擁しており、和歌山県と接しています。本市は「泉佐

の名に相応しい清らかな水源に恵まれたまちです。

野市環境美化推進条例」を施行して、生活環境の保

本市では、
「和泉市生活排水対策推進計画～いず

全や都市環境の美化に取り組んできました。また、昨

みの清流いきいきプラン～」に基づく生活排水対策の

今の気候変動の現状を市民や事業者の皆様と共有し、

推進をはじめ、大津川水域の３市１町で構成される大

ともに地球温暖化対策に取り組むため令和３年に「泉

津川水域水質保全対策協議会による河川の水質調査、

佐野市気候非常事態宣言」を表明しました。ついては、

水質保全に関する広報・啓発活動を行っております。

今後も環境の保全に一丸となって取り組み、限りある

長年にわたる貴会の活動に対し、敬意を表しますと

資源を大切にして参ります。

ともに、今後のご発展とご活躍を心より祈念申し上げ

長年にわたり「せっけん運動」により水環境の保全

ます。

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、益々のご発展をお祈り申し上げます。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
泉大津市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

南出 賢一

茨木市長

泉大津市は、和泉山脈に源を発する槇尾川、大津
川の下流域にあり、広がりのある空間を持つ大津川は、

茨木市は、大阪府の北部に位置し、緑豊かな山並み

古くから市民の憩いの場として親しまれてきました。

と水系を有する美しいまちであり、市内には、動植物

市域の発展とともに、生活排水が主な原因となって

の豊かな生息・生育環境が育まれています。

川の汚れが目立ってきたことから、市では、適正な生

本市では、この豊かな環境を将来に引き継ぐことが

活排水処理の啓発を行うとともに、下水道の普及促進

持続可能な社会の実現に繋がると考え、水生昆虫など

に努めた結果、近年大津川の水質は改善され、豊かな

の観察を行う「親子で探してみよう！川の生きもの」や

水辺環境も戻ってまいりました。

「自然に親しむ探検講座」を開催し、自然との触れ合

一人ひとりの努力は小さなものでも、お互いの連携・

いから河川環境の保全を推進しています。市民団体と

協働しあうことで大きな力を生み出します。

協働して、水生生物などの生きものに関する調査員の

貴会が進めておられる「石けん運動」は、誰もが日

養成講座を実施し、市民の水環境への意識向上にも努

常生活の中で取り組むことができる、大変意義深いも

めております。

のであります。今後も、さらに活動の輪が広がり、一人

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、

でも多くの方の環境への関心が高まることを祈念する

今後とも、貴会の活動の輪がさらに広がりますことを

とともに、運動の継続と貴会の今後のご発展をご期待

願っております。

申し上げます。
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シャボン玉月間に寄せて

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
大阪狭山市長

交野市長

古川 照人

黒田 実

「せっけん運動ネットワーク」の皆様におかれまして

交野市は、大阪の北東部に位置し、市域の約半分は

は、せっけんの良さを広める環境保全活動に長年取り

山地で自然に恵まれたまちです。市の中心部を流れる

組まれておりますことに敬意を表します。コロナ禍にお

河川「天野川」や星にまつわる地名があります。
本市では令和 4 年 3 月に温室効果ガスの排出量実

いてせっけんによる手洗いが感染症対策に有効である

質ゼロを目指すことを表明しました。

と見直され、今後もさらに利用の場が広がっていくこと

この計画は
「脱炭素社会」
「資源循環」
「自然共生」
「生

でしょう。
大阪狭山市では、今年 4 月に副池オアシス公園がリ

活環境」の４つのビジョンを掲げ、自然豊かな “ かたの ”

ニューアルオープンしました。周辺の豊かな水とみどり

を次世代に引き継ぎ、未来への基盤をつくることとして

を一体的に利活用した魅力ある水辺空間を創出し、訪

います。

れる方にとっての憩いの場として長く愛されるよう願っ

結びに、貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意

ています。引き続き、よりよい水環境づくりに取り組ん

を表しますとともに、今後ますますのご発展を祈念い

でまいります。

たします。

貴団体におかれましては、運動の輪がより一層広が
りますことを心よりお祈り申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
門真市長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
柏原市長

宮本 一孝

本市は大阪府の北東部に位置し、かつては水路が張

冨宅 正浩

り巡らされ、門真れんこんが特産の穀倉地帯でした。
都市化が進んだ現在も、市の南部に位置する砂子水路

柏原市は、大阪の東部で、奈良県との府県境に位置

は桜の名所として親しまれています。

しております。市域の 3 分の２が山間部を占め、また、

近年、プラスチックごみによる海洋汚染が、さまざ

中央部には大和川が縦断しており、自然豊かな街であ

まな生物に深刻な影響を及ぼしております。

ります。
この豊かな自然を次世代に継承していくための取り

本市では、令和元年６月にプラスチックごみゼロ宣

組みとして、市民協働による清掃活動や啓発イベントな

言を行い、環境イベント等において、プラスチックごみ

どを予定していましたが、新型コロナウイルス感染症

問題について、周知・啓発を行い、排出抑制に取り組

予防の観点により、中止となりました。

んでおります。

昨今、新型コロナウイルス感染防止対策として、せっ

長年にわたり環境にやさしい石けんの使用運動を展

けんでの手洗いが改めて見直されています。このような

開されておられる貴会のご活動に敬意を表しますととも

中で、貴会は長年にわたり、せっけん運動に取り組ま

に、活動の輪がより一層広がりますことを心よりお祈り

れてきたことに敬意を表しますとともに、益々のご発展

申し上げます。

を心から期待しております。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
河南町長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

森田 昌吾

岸和田市長

永野 耕平

河南町は、金剛・葛城の山並みと田園風景が広がる

岸和田市は大阪府の南部に位置し、古くから城下町

豊かな緑に恵まれ、水越川や梅川などの清らかな流れ

として栄え、海あり、山あり、川ありと豊かな自然に恵

に育まれた、潤いと安らぎのある自然豊かなまちです。

まれた伝統ある美しいまちです。

本町は、令和 4 年 3 月 24 日に、2050 年を目途に

環境月間に開催してきた「きしわだ環境フェア」を 3

町内の二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質

年ぶりに開催することができました。引き続き、市民の

ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言

皆様と協働で、川をきれいにするための清掃美化活動、

し、住民や事業者の皆さんと一体となって環境に配慮

美しく親しまれる港湾環境をつくるための港湾美化啓

した取組を推進しています。

発活動、川や海を豊かにするための里山再生にも積極

日々の手洗いが、感染症予防として重要視されてい

的に取り組み、水環境の改善のため、市民活動を支援

る最近において、自然環境に優しいせっけんの重要性

するとともに啓発活動も充実させてまいります。

は増していると考えます。貴会の長年にわたる水環境

貴会の「せっけん運動」に敬意を表しますとともに、

を保全する活動に敬意を表しますとともに、活動の輪

運動の輪がさらに広がり、発展されますことを心よりご

がいっそう広がりますことを御祈念申し上げます。

期待申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
河内長野市長

シャボン玉月間によせて

島田 智明

熊取町長

藤原 敏司

河内長野市は、市域の約７割を森林が占める自然豊

近年、地球温暖化やプラスチックによる海洋汚染な

かなまちであり、水源地としてのきれいな水と澄んだ空

ど地球規模による環境問題が深刻さを増しており、こ

気は、本市の最大の魅力です。

れまでのライフスタイルの見直しや人々の意識改革、行

この豊かな自然環境を守るためには、一人ひとりが

動変容など SDGs の目指す持続可能な社会構造への転

環境について学ぶとともに、社会全体で課題を認識し、

換の機運が益々高まっています。

解決策を考えることが大切です。

熊取町では、
『くまとりプラスチックごみゼロ宣言』

そのため本市では、
「親と子のふれあい自然学習会」

及び『熊取町気候非常事態宣言』を発出、
『熊取町エ

の実施や、廃食用油の回収及びそれらを用いた「石けん・

コプロジェクト』を策定し、河川や海洋のプラスチック

キャンドル作り教室」の開催等により、環境保全と環

ごみの削減や国が推進する３Ｒに
「Refuse
〔リフューズ〕
：

境教育に努め、豊かな自然を次世代に引き継ぐための

レジ袋などを断る」を加えた４Ｒの推進に注力しており

取り組みを続けていきたいと考えております。

ます。今年度においては、使い捨てペットボトルの削減

改めて、貴会の長年にわたる活動に敬意を表します

を図るため町内公共施設にマイボトル用給水機を新た

とともに、今後益々のご活躍を祈念申し上げます。

に設置するなど、海と陸の豊かさを守る取り組みを進
めております。
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

シャボン玉月間によせて
東 修平

吹田市長

後藤 圭二

四條畷市は大阪府と奈良県の県境に位置し、北生駒

吹田市は大阪府の北部に位置し、北部には北摂山系

山系の豊かな緑と室池の豊かな水源にも恵まれた自然

を背景としたなだらかな千里丘陵と、南部には一級河

豊かなまちです。

川の安威川、神崎川や淀川が流れる低地からなる、自
然と住環境が調和したまちです。

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、市民、事業者、行政の協働に

本市では、環境基本計画に基づき、市内の河川や

よる植樹等の緑化活動や自然観察会など、様々な環境

水路の水質を定期的に測定しており、令和３年度はす

保全の取組みと水環境への意識向上に努めています。

べての測定箇所において、健康項目、生活環境項目共
に目標を達成するなど、水環境の保全に努めています。

暮らしの中で合成洗剤ではなく、せっけんを選ぶこ
とは、環境保全への身近な取り組みとして、大変意義

また、持続可能な社会の実現に向けて、今ある環境を

深いものであると考えます。

より良いものとして後世に引き継ぐために、様々な環境
保全に関する取組を総合的に進めています。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表するとともに、

結びに、貴会の長年にわたる水環境の保全活動に敬

活動の輪がより一層広がりますよう祈念いたします。

意を表しますとともに、
この活動が今後ますます広がり、
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。

「シャボン玉月間」によせて
島本町長

山田 紘平
令和 4 年度 ｢シャボン玉月間｣ に寄せて

島本町は大阪府内で唯一、環境庁（現環境省）認

摂津市長

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

森山 一正

大阪は古くから「水の都」と称され、人々の暮らしに

自然豊かなまちです。古くは後鳥羽上皇が離宮を置き、

河川が身近であります。とりわけ摂津市には、淀川を

最近では民間事業者の実施する住み続けたい街ラン

はじめ多くの河川が流れており、水辺がつくり出す豊か

キングで全国１位となるなど、多くの人に愛されてきま

で上質な景観が市民の憩いの空間となるなど、今も昔

した。

も河川からの恩恵を受け、歴史を重ねてきました。

本町は、この豊かな環境を後世に繋ぎ、持続可能な

この自然豊かな水景を守るため本市では、家庭から

社会を実現するため、住民・事業者・行政の協働によ

出された廃食油を回収し、粉石鹸を作るという資源リ

り環境保全活動を進めています。市民の立場から環境

サイクルに取り組んでいるほか、環境に関わる様々な

保全活動を長年続けられている貴会に深く敬意を表す

啓発活動を行っております。今後も、環境や水質保全

るとともに、貴会の活動を通して水環境への関心が高

に対する市民の意識を高める取り組みを続け、より良

まり、環境保全活動がより広がっていくことを祈念いた

い地球環境の保全に寄与するまちづくりを進めてまい

します。

ります。
結びに、貴会の今後益々のご発展とご活躍を心から
お祈り申し上げます。
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シャボン玉月間によせて
泉南市長

東八景」の一つ「御領水路」が「大阪ミュージアム」
に登録されるなど、川や水路などの水辺空間に対する

山本 優真

市民の親しみは深く、暮らしの中で大切な隣人となっ
ています。

泉南市の山間部は緑豊かな山並みの中に美しい清

これら市の財産である豊かな自然を未来の子ども達

流が流れ、海岸部には SENNAN LONG PARK があり、

に残すため、本市では、地域の皆様等と協力し、市所

隣接するタルイサザンビーチでは毎年様々なイベントや

有のボートによる河川清掃を行うなど水環境の保全に

大会を開催しています。

取り組んでいます。

本市では「泉南市きれいなまちづくり条例」に則り、

貴会の永年にわたる水環境の保全活動に敬意を表す

市民や事業所の皆さまと清潔できれいなまちづくりを

るとともに、貴会の益々のご発展を祈念いたします。

推進し、自然保全に取組んでいます。まちの景観やそ
こに住む人たちが変わっても、豊かな自然は不変でなく
てはなりません。
「せっけん運動」は、新型コロナウイ
ルス感染症対策の観点や SDGs 推進など、時代が進ん

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

でも変わらず続けることのできる取組みであり、大変意
義深いものと認識しております。

高石市長

貴会の水環境保全活動に敬意を表しますとともに、
今後益々この運動の輪が広まりますことをご祈念申し上

阪口 伸六

高石市は、大阪府南部に位置し、面積は 11.30 平方

げます。

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３年２月に「高石市ゼロカーボンシティ宣
言」を行い、高石市地球温暖化対策実行計画（区域
施策編）を策定しました。この計画では、市民・事業者・

「シャボン玉月間」に寄せて
太子町長

行政が一丸となり高石市全体で環境意識の向上を目指
しています。

田中 祐二

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

太子町は、大阪府の東南部に位置し、二上山など金

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

剛生駒紀泉国定公園となる山々や、梅鉢御陵と呼ばれ

とをご祈念申し上げます。

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。
近年、国内でも気候変動の影響が顕著化しておりま
すが、この豊かな自然環境を守り育んでいくため、本

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

町では、昨年７月に「太子町ゼロカーボンシティ宣言」
を行いました。今後も自然環境の保全に対する取組を

田尻町長

住民の皆様と手を携えながら進めてまいりたいと考え
ております。

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

結びに、貴会の長年にわたる取組みに敬意を表しま

暖な人口約 8,600 人の町です。

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

市街化区域内の汚水下水道整備がすべて完了し、現

げます。

在は、汚水をできるだけ河川には流すことのないよう
に、水洗化の更なる促進を図り、水質の保全に努めて
います。
また、住民のボランティアグループも町内を流れる田

シャボン玉月間メッセージ
大東市長

尻川の清掃活動を実施しており、官民一体となって美
しく快適な居住環境づくりを進めています。

東坂 浩一

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

大東市は、大阪府の東部に位置し、市内に飯盛山と

り美しい自然を継承していくために、この運動の輪が

生駒山につながる金剛生駒山系が広がり、寝屋川や恩

広がっていくことを心から祈念申し上げます。

智川など多くの河川が流れる自然あふれる地域です。
また、新田開発の際に作られた水路が多く残り、
「大
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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
忠岡町長

「シャボン玉月間」によせて

杉原 健士

豊能町長

塩川 恒敏

繊維産業の町として栄えてきた忠岡町は、平成の大

豊能町は、大阪府内にあって町域の 7 割が山林であ

合併により現在は「日本一小さな町」になりました。町

り、余野川、初谷川などの清らかな河川に恵まれた自

北部を流れる大津川の豊かな水資源と共に発展し、近

然豊かなまちです。

隣の市とともに大津川水域水質保全対策協議会を設置

本町では水と緑の環境保全の実現に向けて「豊能町

し、住民との協働で水質保全に努め、美しい大津川の

総合まちづくり計画」を策定し、
『自然に抱かれた多様

自然を守っていこうと尽力しています。

性・創造性で未来が輝くまち とよの』を将来像として、

新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から、い

『緑の中で楽しく暮らせるまちづくり』の基本指針のも

ろいろな行事が見送られ、産業・経済活動の自粛など、

と、更なる環境保全に取り組んでいるところです。

世界規模の予防を行っている中、せっけんでの手洗い

一人ひとりの細やかな配慮や行動の積み重ねの継続

を改めて見直されているところであります。

が、次の世代、その次の世代のために水環境を守って

また、当町では「打ち水」
「みどりのカーテン」など

いくことにつながると考えます。貴会が続けられている

省エネ意識の啓発を行っており、人の営みの拡大と自

「せっけん運動」を通して、全国的に水環境保全への

然環境の保護の両立は、子どもたちの世代に住みよい

意識が高まり、水環境保全活動の輪が広がっていくこ

町を残していくために必要なことであり、未来への大き

とをご期待申し上げますとともに、貴会のますますのご

な課題となっています。

発展を心よりご祈念申し上げます。

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。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
富田林市長 吉村 善美
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
千早赤阪村長

富田林市は、大阪府の東南部に位置し、市の中央
を流れる石川をはじめとする豊かな自然環境や、
「寺内

南本 斎

町」などの歴史ある街並みを有する美しいまちです。

千早赤阪村には、千早川や水越川など、多くの河川

本市では、2020 年７月に「SDGs 未来都市」に選定

が流れています。大阪南部にある本村より流れていく

され、豊かな自然環境を守るために、市のシンボルで

水は、その後多数の地域を巡り、幾つかの河川とも合

ある石川やその支流を一斉に清掃する「石川大清掃」

流しながら、大和川へと辿り着く事から、水の起点の

を毎年開催しています。また、
「とんだばやしプラスチッ

一つと言えます。

クごみゼロ宣言」を行うなど水辺の環境保全に取り組
んでいます。

このように本村を流れている河川は、重要な位置に
あり、本村の象徴とも言える事から、豊富な水資源を

貴会の、長年にわたる「せっけん運動」を通じた環

有する金剛山を中心とした環境を守る「金剛山の里を

境保全活動に敬意を表しますとともに、ますますのご

守り育てる千早赤阪村環境条例」を制定しています。

発展と、美しい水辺や豊かな自然環境を守り育む活動
が広まりますことを心から祈念いたします。

貴会、せっけん運動ネットワークの活動もまた、環境
保護に貢献するものであり、これ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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「シャボン玉月間」に寄せて
寝屋川市長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
広瀬 慶輔

羽曳野市長

山入端 創

寝屋川市は、市内面積約 24.7 平方キロメートルの中

羽曳野市は大阪府の南東部に位置し、生駒・金剛山

に、市名の由来でもある一級河川「寝屋川」が市内を

系の山並みや石川・飛鳥川の水辺など豊かな自然に恵

流れる人と自然が調和するまちです。

まれ、これらを活かして栽培しているぶどうやいちじく

当市では、令和３年３月に「第３次寝屋川市環境基

は市の名産品となっています。

本計画」を策定し、“ 水やみどりを身近に感じるきれい

本市では「快適でうるおいのある 住みよいまち」を

な環境の中で人にやさしくなれるまち ” をめざすべき環

施策目標として環境保全意識の啓発活動を行っていま

境像とし、脱炭素社会や生活環境などに対し、５つの

す。石川の清らかな水をアルミ缶のボトルドウォーター

基本目標を掲げ、それぞれに施策の柱を設定して取組

「羽曳野のおいしい水」として配布することで積極的に

を進めているところです。

市の魅力である豊かな自然環境を PR し、SDGs の推

今後も引き続き、ごみ減量の促進や地域美観の向上

進にも努めています。

を図るため、市民の皆様と共に美しいまちづくりを推進

貴会が安全や環境に配慮した「せっけん運動」を長

してまいります。

年にわたり取り組んでこられたことに敬意を表しますと

結びに、貴会の長年にわたる環境活動に敬意を表し

ともに、皆様の活動が今後益々進展されますことを心

ますとともに、今後ますますの御発展を祈念します。

よりお祈り申し上げます。

「シャボン玉月間」によせて
能勢町長

「シャボン玉月間」によせて
上森 一成

阪南市長

水野 謙二

大阪の最北端に位置する能勢町は、府内でも有数の

阪南市は、海水浴や潮干狩り、ビーチバレーなど様々

自然に囲まれた地域であり、一部地域は「府立北摂自

なイベントが行われる美しい砂浜、ホタルが飛び交う

然公園区域」に指定されています。その豊かな自然や

山沿いの河川など豊かな自然に恵まれており、大阪で

生きものと共存することで、美しい「里山景観」が創ら

唯一生産を行う海苔など、海や大地の恵みを受けた産

れ、そして、このような里山は、雨水を蓄え、農作物

品も多数あります。

が育つ、自然の恵みを提供しています。

また、SDGs の達成に向けて優れた取組を提案する

本町では、2050 年までにエネルギー資源の CO₂ 排

都市として、本年５月に内閣府から「SDGs 未来都市」

出量ゼロを実現することに加え、能勢町の持つ豊かな

に選定されるとともに、特に先駆的な取組である「自

森林資源を保全・活用することで、ゼロカーボンタウン

治体 SDGs モデル事業」として「共創による新しい価値

を形成し、併せて、気候変動への適応も見据えた取組

の創造カーボンニュートラルの先にある Co- ベネフィッ

も進めることが求められています。

ト型未来都市に向けて」が選定されました。

そのためには、能勢町の町民・事業者と共に都市部

「ゼロカーボンシティ宣言」も行い、SDGs の理念の

とも連携を図ることが必要です。

もと環境保全活動に努めています。

貴会の石けん運動を通じた日頃からの地道な活動

結びに、貴会の長年の取組みに敬意を表しますとと

が、大きな環境保全につながることを期待申し上げる

もに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

とともに、今後ますますのご発展とご活躍を心よりご祈
念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
東大阪市長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

野田 義和

藤井寺市長

岡田 一樹

モノづくりのまち東大阪は、大和川の流路の付け替

藤井寺市は、大和川や石川が流れ、また大阪府初

え、新田開発、山麓地帯の水車を利用した地場産業の

の世界文化遺産に登録された百舌鳥・古市古墳群が広

発達など、水環境を利用することにより発展してきてお

がるなど、小さくも水や緑に恵まれたまちです。

り、水との関わりが深い地域です。

本市ではこれまで、河川の美化や水質浄化を図るた

市では、これまで工場排水規制や下水道整備を進

め、大和川・石川クリーン作戦、ヤゴ救出大作戦など

め、産業排水、生活排水の水質向上に取り組んでおり、

の実施による啓発活動を行ってまいりましたが、今の

さらに、市民の意識を高めていくには、長年にわたり、

ところ感染症の拡大は以前に比べると落ち着きを見せ

水環境の保全に努め、豊富な知識や経験を有する貴会

始め、市民参加型の啓発活動も少しずつ再開ができる

に中心的な役割を担っていただくことを心からお願い申

ようになっております。今後も、地球環境を守る取組

し上げます。

みを積極的に行ってまいります。

結びにあたり、長年にわたる貴会の環境保全活動に

結びに、貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を

敬意を表しますとともに美しい河川や豊かな自然を次

表しますとともに、今後ますます「せっけん運動」の輪

世代に引き継いでいけることを期待し、貴会のますます

が広がりますことをご祈念申し上げます。

のご発展を心よりお祈り申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」寄稿文

「シャボン玉月間」によせて
枚方市長

松原市長

伏見 隆

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、安心・安全のため、災害対策をはじめと

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

した様々な取り組みを進めています。災害時において、

繋がる緑に溢れた里山が広がるなど、豊かな自然環境

水は命をつなぐ生命線として重要なものであり、水環

に恵まれたまちです。

境の保全は欠かせません。

今年、市制施行 75 周年を迎える本市の発展は、長

本市では、公共下水道の整備、河川水質の測定を行

い間培われてきた市民との「協働」に支えられてきまし

い、生活排水による環境負荷を抑えるため、水環境の

た。これからも本市の豊かな環境を後世に引き継いで

保全に努めているところです。
今後も、次世代を担う子どもたちに、きれいな水環

いくため、令和３年に策定した第３次枚方市環境計画
に基づき、市民・市民団体・事業者・行政が連携協力し、

境を引き継げるよう、市民との協働により取り組んでま

様々な環境保全活動に取り組んでまいります。

いります。
貴会が、長年にわたり取り組んでおられる「せっけん

「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、

運動」に深く敬意を表すとともに、さらに活動の輪が

活動の輪が広まりますことを心からお祈り申し上げます。

広がりますことを心から祈念申し上げます。
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シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間に寄せて
岬町長

守口市長

田代 堯

西端 勝樹

大阪府の最南端に位置する岬町は、夕日百選の海と

守口市は、大阪平野のほぼ中央部、淀川の左岸に位

緑眩しい山々の豊かな自然に恵まれた素晴らしい美し

置しており、市内には大規模な緑地である淀川河川公

いまちです。

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。

本年は、コロナ禍で中止となっていた
「環境美化行動」
を実施し、全町一斉に身近な環境の清掃活動を行いま

本市では、まちの美化推進のため、市民・事業者・

した。また、本年 3 月「ゼロカーボンシティ宣言」を

行政等のあらゆる主体が環境問題に関心を持ちなが

行い、環境負荷の軽減に取り組んでいます。本町の宝

ら、脱炭素・循環型社会の構築と良好な環境の保全に

である美しい海をはじめとする豊かな自然環境を守る

向けた取り組みを推進してまいります。

ため、地域住民をはじめ多くの方々が清掃活動に精励

永きにわたり、貴会が取り組んでおられる水環境の

されています。今後とも「輝くまち」を創造し、住民協

保全をはじめとした様々な活動は、環境へ配慮した循

働による地域活性の取組みを推進してまいります。

環型社会を実現させる上で必要不可欠であり、これま
でのご尽力に敬意を表しますとともに、今後益々のご

本年で 42 年目を迎えられた貴会の水環境保全活動

発展を心からお祈り申し上げます。

に敬意を表しますとともに、美しい自然を未来に引き継
ぐための活動が、今後益々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

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
箕面市長

上島 一彦

八尾市は大阪府の東部に位置し、市内を河川、水路
が多く流れ、都市部の中でも豊かな水環境を身近に感

箕面市は、東西に横たわる山なみや田園風景など、

じることのできる自然環境に恵まれたまちです。河川の

豊かなみどりに囲まれた住宅都市として発展してきまし

水質につきましては、年々改善傾向にあり、環境基準

た。この恵まれた環境を守るため、本市では、市民、

を達成しています。

事業者及び市が協力して様々な取り組みを進めており、

また、海洋プラスチックごみの原因の一つである河

多くの市民に本市の自然環境に魅力を感じていただい

道内のごみ対策については、大阪府と流域の市で構成

ているところです。

される寝屋川流域協議会において、一体となってごみ

この恵まれた環境は将来に亘り維持保全すべき本市

削減に向けた取り組みを進めているところです。

の貴重な財産であり、今後さらに一人一人が意識して環

今後とも、さまざまな環境施策を推進し、より良い

境問題に取り組んでいただけるよう啓発活動を継続し、

環境を未来へつなげるよう努めてまいります。

緑豊かな自然環境維持保全に努めてまいります。

貴会の長年にわたる、水環境の保全に向けた取り組

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに

みに敬意を表しますとともに、今後ますますのご発展

より一層発展されることを心からご祈念申し上げます。
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● 兵 庫 県
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」メッセージ
兵庫県知事

シャボン玉月間に寄せて

齋藤 元彦

芦屋市長

SDGs の理念のもと、だれもが希望をもって生きられ

いとう まい

本市は六甲山の山並みと瀬戸内の海を間近に臨み、

る地域を将来世代に届けていくことは、私たちの責務

自然に恵まれた良好な環境をもつ都市として発展してき

です。こうした中、せっけん運動ネットワーク会員団体

ました。未来の世代へ美しい芦屋を継承し、持続可能

の皆様が、長年、水環境の保全に取り組んでおられる

なまちづくりを推進するため、昨年 6 月に温室効果ガ

ことに心から敬意を表します。

ス実質排出ゼロを目指した
「芦屋市ゼロカーボンシティ」

兵庫県では、栄養塩類の適正な管理によって、瀬戸

を表明し、市民・事業者の皆様とともに脱炭素社会の

内海を「豊かで美しい里海」として再生する取組を進

実現に取り組んでいます。

めています。本年 11 月には「全国豊かな海づくり大会」

環境の基盤である水と空気をきれいに保つことや、

を開催し、兵庫の先導的な取組を全国に発信するとと

一人ひとりが周囲の環境にも配慮して、身近な環境を守

もに、県民総参加の運動として展開していきます。

る生活スタイルを実践することが望まれる中、貴会に

これからも、環境に優しい石けんの推奨等を通じて、

おかれましては水質保全をはじめ持続可能な社会に向

ともに持続可能な地域づくりに取り組んでいただくこと

け様々な活動を継続され、心より敬意を表します。

を期待しています。

結びに、貴会の益々のご発展と運動の更なる広がり
を祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
明石市長

シャボン玉月間に寄せて

泉 房穂

尼崎市長

明石市は、明石海峡を望む風光明媚な海岸線や田

稲村 和美

畑、ため池などを有し、豊かな自然と水環境に恵まれ

尼崎市は、工業化により大きく発展しましたが、そ

たまちです。この明石の財産である貴重な自然環境を

の反面、公害問題に直面し、市民・事業者・行政によ

次世代へ引き継いでいくことは、我々の重大な使命で

り様々な取組が行われてきた歴史があります。

あります。

現在は、地球環境が危機的な状況であるという認識

貴会の今年の合言葉「せっけんから始めよう。地球

と地球温暖化対策の重要性を市民・事業者の皆様と

を守る小さな一歩。」が示すように、この美しい地球を

共有し、行動変容を促進するため、昨年６月「尼崎市

次世代へ引き継いでいくため、市民、事業者の皆様と

気候非常事態行動宣言」を表明し、2050 年の脱炭

ともに環境に配慮した取り組みを積極的に推進してま

素社会実現を見据え、2030 年の二酸化炭素排出量を

いりたいと考えております。

2013 年比で 50％程度削減することを目指した取組を

長年にわたり、生活者の視点から水環境保全活動に

進めています。

取り組んでおられる貴会に敬意を表しますとともに、今

貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意を表

後ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

しますとともに、より一層活動の輪が広がりますことを
心より祈念いたします。
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シャボン玉月間によせて
伊丹市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
藤原 保幸

加古川市長

岡田 康裕

伊丹市は猪名川と武庫川という大きな川が流れ、昆

加古川市は、いにしえより人々の生活と地域の発展

陽池や瑞ケ池、伊丹緑地等の自然緑地に恵まれたまち

を支えてきた一級河川「加古川」をはじめ、北部の豊

です。

かな緑、南部の播磨灘や数多くのため池など、美しく

これまで市民とともに自然環境の保全に取り組んだ

多様な自然に恵まれたまちです。

成果として、猪名川にはアユが遡上し、ヒメボタルや貴

本市では、未来の環境を持続可能に発展させるため

重種のオニバス、オオサンショウウオも確認されるよう

に、本年２月「加古川市ゼロカーボンシティ宣言」を

になりました。また、今年は昆陽池に国指定特別天然

表明しました。重点的に進めていく施策の一つである、

記念物のコウノトリが３羽飛来していることも確認され

森林をはじめとした里山、川、海の豊かな自然を保全

ました。今後もこの豊かな自然を維持し、後世に引き

する取組は、貴会が進める SDGs の「14．海の豊かさ

継いでいくために、自然環境の保全に取り組んでいき

を守ろう」の活動に通じるものであり、今後も環境先進

ます。

都市の実現に向け、さらなる取組を進めてまいります。

貴会の長年にわたる環境保全の活動に敬意を表しま

貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後ますま

すとともに、せっけん運動の輪が広がることを心から祈

すのご発展を心からお祈り申し上げます。

念いたします。

シャボン玉月間によせて

シャボン玉月間に寄せて
猪名川町長

川西市長

岡本 信司

越田 謙治郎

川西市は、市域を貫流する猪名川の清流があり、北

猪名川町は一級河川猪名川の源があり、緑豊かな山

部には「にほんの里 100 選」に選ばれた黒川の里山や、

林に育まれ、阪神間のベッドタウンとして周囲の自然環

「日本のダム湖百選」に選ばれた一庫ダムの知明湖など、
自然環境に恵まれております。

境と調和しながら発展してきました。この自然を守って
いくためには一人ひとりの環境への配慮が不可欠であ

この素晴らしい自然環境を守り育て、緑豊かな美し

り、町ではそのための情報発信や環境保全活動の支援

いまちを未来に引き継いでいかなくてはならないとの思

等に従前から取り組んでいるところです。

いを強く感じています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に有効な『手洗

このようなことから、貴会で、消費者が自らのくらし

い』が徹底される中、環境に優しい『せっけん運動』が

を見直し、美しい自然を未来世代へ引き継げるよう取

普及されることは、大変意義深いものと考えております。

り組まれている「せっけん運動」は、非常に意義深い

最後に貴会の美しい自然環境を未来に引継ぐための

ものであると認識しております。また、せっけんを使っ

長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、貴会の

た手洗いは新型コロナウイルス感染症対策の一つとし

活動を通じて環境保全への取組みの輪が広がりますよ

ても非常に有効であります。
貴会の長年にわたる活動に心から敬意を表しますと

う心からお祈り申し上げます。

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。
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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
神戸市長

シャボン玉月間によせて

久元 喜造

高砂市長

都倉 達殊

神戸市は緑豊かな六甲山や田園地帯、青い海と多く

高砂市は、兵庫県内最大の加古川の下流と播磨灘に

の河川を持つ、自然に恵まれた都市です。これらの素

面しており、その水利はすぐれた景観、肥沃な土地と

晴らしい自然を次の世代に引き継いでいくため、様々な

なり、大きな恩恵を受けてきました。

環境行政に取り組んでいます。

本市では、
「環境にやさしい暮らしがあるまち」をめ

この中で、水域における二酸化炭素の新たな吸収源

ざして、昨年度「2050 年高砂市ゼロカーボンシティ宣

として注目されているブルーカーボンの活用に向けて、

言」を行い、地球環境に配慮した持続可能な資源循環

神戸空港島等での藻場等の調査・分析を行っており、

型社会づくりを進めております。豊かな水環境を保ち、

生態系維持や二酸化炭素の吸収源の可能性を検証して

住みやすい生活環境を次世代に引き継ぐため、市民や

います。さらに、全国初の淡水域におけるブルーカー

事業者と協働して取り組んでまいります。

ボンの評価を確立するため、水草による二酸化炭素吸

コロナ禍での手洗いが励行される中、貴会の手洗い

収量の解析等も進めています。

活動や水環境を保全する活動に敬意を表し、潤いと安

結びに、環境保全や SDGs 達成につながる貴会の活

心な暮らしがあるまちづくりのため、活動の輪がますま

動に敬意を表しますとともに、ますますのご発展を祈

す広がりますことを心からご祈念いたします。

念申し上げます。

2022 年 シャボン玉月間によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
三田市長

宝塚市長 山﨑 晴恵

森 哲男

宝塚市は、里地里山が広がる北部地域と、六甲山系
や長尾山系に囲まれた南部の市街地からなる、豊かな

三田市には、武庫川をはじめ多くの川が流れ、市の

自然に恵まれたまちです。

中心には千丈寺湖があり、休日には水のレジャーを楽

本市では、新型コロナウイルス感染症の影響により

しむ親子づれや、湖周辺をサイクリングする人などにあ
ふれ、豊かな水資源が市民の憩いの場となっています。

開催を見送っていた、
「ホタル観賞の夕べ」を 3 年ぶり

近年、気候変動の影響などで地球環境への関心が

に一般社団法人宝塚ゴルフ倶楽部と共催で行い、水環
境保全の大切さを広くお伝えしました。

高まっています。当市では今年度から「第 5 次三田市

また、市内を流れる逆瀬川に生息する生物を調べ、

総合計画」がスタートし、SDGs の理念を活かし、次
の時代にも輝く三田市を目指しています。このことから

水質を判定するイベント「水辺の生き物探検」の開催

も市民・市内事業者・市が共に環境問題に取り組み、

を今年も予定しています。
新型コロナウイルス感染症につきましては、未だ予

三田市の豊かな水資源をはじめとする自然環境を次の

断を許さない状況にありますが、感染防止策として石

世代につないでいけたらと思います。
貴会の水環境の保全に向けた取り組みが、水環境

けんによる手洗いの大切さが、より多くの方に理解さ

保全への意識を高め、シャボン玉月間の活動を通して、

れ、長きにわたる貴会の活動がいっそう発展されます

一層「せっけん運動ネットワーク」の輪が広がることを

ことを心よりご期待申し上げます。

祈念いたします。
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「シャボン玉月間に寄せて」
西宮市長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
石井 登志郎

三木市長

西宮市は夙川の桜並木や緑豊かな六甲の山並み、ま

仲田 一彦

三木市は、兵庫県の南東に位置し、加古川の支流、

た砂浜の残る甲子園浜や香櫨園浜など多くの自然を有

美嚢川が中央部を南西に流れ、美嚢川周辺には平野部

しております。

が広がり、それを囲むなだらかな丘陵地と台地で構成

本市では、この恵まれた自然環境を守るために、平

された緑豊かな自然に恵まれているまちです。

成 15 年、全国に先駆けて環境学習都市宣言を行い、

本市では、SDGs の各目標への貢献やカーボンニュー

より良い地球環境を目指して、今日まで環境学習の施

トラルの実現に向け、市民、事業者等と連携をしながら、

策を進めてまいりました。先代から引き継いだ豊かな

環境保全に関する取組を推進しています。

自然を維持・継承していくために、PRTR 法を踏まえ、

「せっけん運動」を通して環境保全を推進している貴

今後も多様な主体とのパートナーシップを通じ、持続

会の活動に共感するとともに、心より敬意を表します。

可能なまちづくりを進めてまいります。

今後も貴会の活動がより一層広がりますことを御祈念

長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、

申し上げます。

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。
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● 岡 山 県
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

「シャボン玉月間」に寄せて

岡山市長

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

大森 雅夫

岡山市は、岡山連携中核都市圏の中心都市として、

三大河川の一つ吉井川が流れ「肥沃な大地」と瀬戸内

将来の世代に誇れる瀬戸内の豊かな海を守るため、令

海特有の「温暖な気候」、
「豊かな日照量」という気温

和 4 年 3 月に「岡山市海洋プラスチックごみ対策アク

と湿度が安定している地域です。

ションプラン」を策定し、
「資源循環」
「海洋流出対策」
、
、

市ではこの豊かな気候を利用し、果樹栽培やワイン、

「連携協働」を基本的な方針として、河川の流域の市

酒造りが盛んに行われています。

町村と市域を越えた連携を行い、海洋プラスチックご

この恵まれた自然環境を守り、次世代に引き継ぐた

み問題の解決に向けた取り組みを推進しています。

め、今後も海や河川の環境美化活動、環境保全活動

長年にわたり水環境を保全する運動に取り組まれて

を実施し、また、公共下水道等整備を推進し、水質の

いる貴会の活動に敬意を表しますとともに、豊かな自

保全に努めてまいります。

然を守っていくため、今後の活動がますます発展する

結びに、貴会の長年にわたる『せっけん運動』を通

ことを祈念いたします。

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。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
鏡野町長
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
浅口市長

山崎 親男

鏡野町は、岡山県の北部に位置し、中国山地を成
す山々に囲まれています。本町と鳥取県三朝町の県境

栗山 康彦

に整備したトレッキングコース「高清水トレイル」では、

浅口市は、恵まれた気候風土に培われ、歴史と文化

その山並みと豊かな自然を気軽に楽しむことができま

を育み、自然の恵みを活かした特色ある地域の発展を

す。また、一級河川吉井川の源流があり、初夏には町

遂げています。

内各所でホタルが飛び交う美しい光景を見ることがで
きます。

本市では、令和 4 年度に「第 2 次浅口市環境基本

このような豊かで美しい自然を守り未来世代へと繋

計画」を策定し、温室効果ガス排出抑制等の取り組み

げていくため、本町ではごみの減量化・リサイクルを

を進めていきます。

推進するほか、環境啓発写真及びカーボンニュートラ

多様化する環境問題や環境を取り巻く社会情勢の変

ルパネル展を開催し、啓発に努めています。

化に対応していくため、環境への負荷の少ない持続可

長年にわたり貴会が取り組まれている水質保全活動

能な社会を築いていくことが、これまで以上に必要とさ

に敬意を表しますとともに、今後益々活動の輪が広が

れています。

りますことを祈念いたします。

貴団体の、
「せっけん運動」に敬意を表すとともに、
運動のさらなる発展を心より祈念いたします。
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「シャボン玉月間に寄せて」
笠岡市長

本町では、下水道整備・合併浄化槽等の普及促進
による環境保全への取り組みを行っています。

小林 嘉文

貴団体が「せっけん運動」を通じた長年にわたる水
環境の保全活動に取り組まれていることに心より敬意

笠岡市は瀬戸内海に面し、風光明媚でありながら日

を表しますとともに、今後一層、取組の輪が広がるこ

本遺産に認定されている石材産業を有する笠岡諸島な

とをご祈念申し上げます。

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。また今年度、市制施行 70 年を迎えたと
ころでございます。
本市では、この豊かな自然環境を保全し、SDGs の

「シャボン玉月間」によせて

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

瀬戸内市長

“ 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

武久 顕也

瀬戸内市の南東部、牛窓地区周辺の海はその美しさ

体となって取り組んでいるところであります。

から、
「日本のエーゲ海」と呼ばれています。そしてその

長年にわたり貴会が取り組まれている水環境の保全

美しい海は、多様な海洋生物の生息地となっています。

活動に敬意を表するとともに、今後益々その輪が広が

本市では、その豊かな自然環境を守るため、市民の

ることをご期待申し上げます。

皆様に海岸清掃にご協力をいただき、市民と行政が協
力しながら水質の保全に努めています。また、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する取り組みを支援しており、循環

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ
吉備中央町長

型社会の推進もしています。
これまでの貴団体の活動に敬意を表しますとともに、

山本 雅則

今後さらに「せっけん運動」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。

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、

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

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。

総社市長

豊かな自然と深い関わりをもってきた本町では、水

片岡 聡一

環境保全の大切さを理解し、この良好な環境を次の世

総社市は、市の中心部を岡山三大河川の一つである

代へ引き継いでいくため、環境保全に取り組んでいる

高梁川が貫流し、この河川の本流・支流からの恵みに

ところです。

より、水と緑あふれる自然が豊かな岡山県南に位置す

貴会の活動に対し心から敬意を表しますとともに、

る都市です。総社市では、豊かな自然環境を次世代に

石けん運動の益々のご発展を願い、メッセージとさせ

残し、ホタルが飛び交う美しい景観を守っていくため

ていただきます。

河川の清掃活動や水辺環境を活用した環境学習の開
催、身近にできる生活排水対策の啓発などを行い、水
環境の保全に取り組んでいるところです。
貴団体が「せっけん運動」を通じた長年にわたり水

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
里庄町長

環境の保全活動に取り組まれていることに心より敬意
を表しますとともに、今後一層、取組の輪が広がるこ

加藤 泰久

とをご祈念申し上げます。

里庄町は岡山県南西部に位置し、緑あふれる自然豊
かな町で、古くから交通の要衝として経済・文化の交
流があり、時代の流れとともに姿を変えながら発展して
きました。多くの自治体で人口減少が進行している中、
人口１万人台を 20 年以上維持しています。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
津山市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」活動によせて

谷口 圭三

真庭市長

太田 昇

津山市は、北部を中国山地に接し南部を岡山県三大

真庭市は、岡山県の北部で中国山地のほぼ中央部に

河川の一つである吉井川が東西に貫流する、豊かな水

位置しており、北は鳥取県に接し、南北約 50㎞、東

と緑に恵まれた岡山県北の拠点都市です。

西約 30㎞と県下で最も大きな自治体です。市内中心部

本市では、この豊かな自然環境を守るための活動と

は蒜山高原を源流とした旭川が流れており、市域の 8

して、住民の皆様とともに河川清掃を実施しており、本

割を森林面積が占めています。市内には、豊かな自然

年度は約 1,500 名にご参加いただきました。

や歴史遺産など多彩な資源があります。

また、小学生を対象に体験型の環境学習「水の学校

本市では、この豊かな自然環境を守り、未来に繋げ

（川であそぶ）」を開催し、幼き頃より環境保全への意

るため、
「SDGs 未来杜市真庭」
「ゼロカーボンシティま

識向上を図るなど、地域一体でより良い津山を築くべく、

にわ」宣言など、市民・事業者・行政が連携して様々

各種取り組みを進めているところです。

な環境保全活動に取り組んでいます。

美しい環境を未来世代へと引き継ぐ貴団体の取組に

これまでの貴団体の活動に感謝申し上げますととも

敬意を表しますとともに、より多くの皆様にこの活動の

に、今後の「せっけん運動」の取組がより一層広がり

輪が広がりますよう心より祈念申し上げます。

ますよう祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間活動」によせて
備前市長 吉村 武司

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、

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

岡山三大河川のうちの旭川、吉井川が流れ、二上山

に地元漁業組合、学生らとともに「アマモ場」の再生

をはじめとする山間地には、日本の棚田百選に選ば

活動を 30 年以上行っております。

れている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。

また、海ゴミの回収や漂流物をアート作品として再利

2021 年 2 月には「ゼロカーボンシティ」宣言をし、

用する等、海洋汚染や環境保全を学ぶことにも取り組

地球温暖化対策、環境保全活動に取り組んでいると

んでいます。

ころです。

貴会の推奨する石けんによる手洗いは、地球環境・
生活環境保全に大変有意義であり、
「せっけんからはじ

また、ごみの減量化、リサイクルの大切さを広く

めよう。地球を守る小さな一歩。」の合言葉により、こ

町民に呼びかけ、町全体の意識を高めるよう啓発に

の取り組みが大きなうねりとなって広がっていくことを

力を入れており、町内一斉清掃の日を設け、町全体

願っています。

の取組みとなっています。
長年にわたる貴会の「せっけん運動」を通しての

最後に貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますと

取組みに敬意を表しますとともに、益々のご活躍を

ともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

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
美作市長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
萩原 誠司

和気町長

太田 啓補

美作市は、岡山県北東部の東は兵庫県、北は鳥取

岡山県南東部に位置する和気町は、三大河川である

県との県境に位置します。市北部には、氷ノ山後山

吉井川とその支流河川など水に恵まれた環境にありま

那岐山国定公園に指定されている後山があり、後山

す。古くは高瀬舟などで繫栄した街であり水との関係は

から湧き出るわき水は市を南北に流れる吉野川に注

深く、現在にいたっています。

がれています。

高度成長期に合成洗剤が広く使われはじめ、河川・

市の大半は山林に囲まれている中山間地域であり、

湖沼の汚染が拡がり社会問題化しました。本町では公

この恵まれた環境を守るため、下水道は、市内ほぼ

共下水道などハード面の整備を行うとともに、ゴミの分

すべての地域で普及を終え、河川水質の保全に努め

別・減量化とリサイクル促進など住民意識の改革に努

ています。

めてきました。

ごみ問題にも積極的に取り組んでおり、資源ごみ

今後においても環境に負荷を与えない施策を考え、

は 20 種類以上の分別を市民にお願いし、環境に対す

環境にやさしいまちづくりの実現を目指します。貴団体

る意識を高めることに努めています。

の益々のご活躍を祈念します。

貴団体の「せっけん運動」には深く敬意を表すと
ともに、環境保全の取り組みがますます広がること
をご祈念申し上げます。

● 広 島 県
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
大竹市長

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

入山 欣郎

呉市長

大竹市は、緑あふれる山々、流れ清らかな小瀬川、

新原 芳明

呉市は市域に島々が多く点在し、広島県内の瀬戸内

美しく穏やかな瀬戸内海の豊かな自然に恵まれた都市

海国立公園の陸地部面積の４割強を占める等、優れた

であるとともに、大規模工場が立地する臨海工業都市

景観や歴史的風土に所在しています。

として発展をしてきました。

漁業が盛んで、養殖かきの生産量が日本一となるな

かつては水質汚濁などの公害が問題となった時期も

ど、美しく恵み豊かな海の環境を有する一方、海洋プ

ありましたが、環境規制と事業者などの努力により、昨

ラスチック問題など水環境に関する課題がございます。

今では大きく改善しています。

このため、第 2 次呉市環境基本計画に引き続き、今

当市では、さらなる環境保全への取り組みのため、

年度策定を予定している第 3 次呉市環境基本計画にお

令和 2 年度に「第 2 次大竹市環境基本計画」を策定

いても、水環境の保全に積極的に取り組むこととして

しておりますが、貴会の「せっけん運動」も同じく環境

おります。

保全に資するものとして心より敬意を表するとともに、

貴組合が長年にわたり継続されておられる水環境の

活動の輪がより広がりますことをご祈念申し上げます。

保全活動は非常に心強いものであり、深く敬意を表す
るものでございます。今後とも、貴組合の活動が更に
発展するよう御祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」応援メッセージ
廿日市市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

松本 太郎

広島市長

松井 一實

廿日市市は、北は中国山地、南は瀬戸内海に囲まれ

広島市は、太田川河口デルタを流れる六つの川、南

た自然豊かなまちです。世界遺産を擁する宮島は、原

側の瀬戸内海、北側の緑濃い山々等、水と緑に代表さ

生林の残る自然豊かな島であり、絶滅危惧種ミヤジマ

れる自然に恵まれた都市です。特に市街地に占める川

トンボの生息する湿地は、ラムサール条約に登録され

の水面面積は全国でも有数の大きさで、
「水の都ひろし

ています。

ま」と呼ばれています。

本市は、６月９日に「ゼロカーボンシティ」に挑戦す

本市では、近年顕在化する様々な環境問題等への対

ることを表明し、
「第 2 次廿日市市環境基本計画」に

応や SDGs 等の新たな視点を取り入れた「第 3 次広島

掲げる環境の将来像「海と緑と人が育む環境創造都市

市環境基本計画」を令和 3 年 3 月に策定し、
「将来に

はつかいち」を実現するため、更なる環境保全の取組

わたって、豊かな水と緑に恵まれ、かつ、快適な都市

を推進することとしています。

生活を享受することができるまち」を実現させるための

貴会の「せっけん運動」は、水環境を保全する活動

施策を進めています。

として大変意義深いものであり、長年にわたる御尽力

長年にわたる、貴会の水環境保全活動に深く敬意を

に敬意を表しますとともに、今後ますますの御発展を

表しますとともに、今後、活動の輪がさらに広がります

祈念申し上げます。

ことを祈念いたします。

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
東広島市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

髙垣 廣德

府中町長

佐藤 信治

東広島市は緑豊かな山々から瀬戸内海まで豊かな自

府中町は、総面積 10.41km2 に 5 万 3 千人が住み、

然環境に恵まれ、その豊かな自然からもたらされる水

コンパクトで密度の高い市街地を形成していますが、

資源が銘醸地として称えられる本市をこれまで支えて

町北東部には日本の初代天皇である神武天皇が神武

きてくれました。

東征の際に水を汲んだと伝わる水分峡があるなど、豊

この豊かな水環境を次世代に引き継ぐために、令和

かな自然環境を身近に親しむことができる街でもあり

4 年 3 月に改訂した第 2 次東広島市環境基本計画で

ます。

は「市民一人ひとりが、ふるさとの環境をまもり・はぐく

本町では、
「第 2 次環境基本計画」において、” ひと
・

み・つたえるまち」を目標像に、新たな国際指標であ

まち・自然が共に生き、心豊かにくらすまち

る SDGs 等を踏まえた環境施策に取組みを始めたとこ

う ” を環境づくりの目標として掲げ、低炭素・自然共生・

ろです。

資源循環・協働の 4 つの基本理念のもと、住民・事業

『せっけん運動』を通じ、環境問題に広く取り組まれ

者・行政が連携して様々な環境保全活動に取組んでい

る貴会の活動に、目指す未来を同じくするパートナーと

るところです。

して敬意を表しますとともに、今後益々、活動の輪が

結びに、貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表し

広がりますことをご期待申し上げます。

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。
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● 山 口 県
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
岩国市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

福田 良彦

下松市長

国井 益雄

岩国市は沿岸部に工業地帯が発達する一方、中国山

下松市は山口県の南東に位置し、瀬戸内海に面して

地や清流錦川をはじめとした豊かな自然を有しています。

います。山や島の豊かな自然に恵まれ、末武川ダム（愛

例年 6 月に市内企業や各種団体の参加のもと開催し

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。

ている「岩国環境フェスタ」では、環境に関する展示
や体験講座などを通して環境保全への意識高揚を図っ

本市では、水源の重要性を再認識し、水源地域の

ています。昨年、一昨年は新型コロナウイルス感染症

環境を保全することを目的としたダム周辺の清掃を地

の影響により開催中止となっておりましたが、今年は関

元のボランティア団体と一緒に定期的に行っています。

係者のご協力のもと感染対策を講じ、無事開催するこ

昨年、一昨年と新型コロナウイルス感染症の拡大によ

とができました。引き続き、市民、事業者、市の協働

り活動を行えていませんでしたが、今年は感染防止対

での取り組みを推進してまいります。

策を講じて清掃活動を実施しました。環境を守り次の
世代に引き継いでいくために、継続して努力を重ねて

環境意識の向上や水環境の保全に長年にわたり取

いきたいと考えております。

り組まれてきた貴会の活動に敬意を表しますとともに、

貴会の長年にわたる「せっけん運動」による水環境

今後ますますのご発展を祈念いたします。

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。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
宇部市長

篠﨑 圭二

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

宇部市は、瀬戸内海に面し、北部の丘陵地には広大

山陽小野田市長

な小野湖が広がり、市内に厚東川や真締川が流れるな
ど、水辺環境に恵まれたまちです。

藤田 剛二

山陽小野田市は山口県の南西部に位置し、市の中央

この豊かな水辺環境を次世代に引き継ぐため、本市

部には北から厚狭川が、東部には北東から有帆川が、

では SDGs 未来都市として産官学民が一体となり、定

それぞれ南流して瀬戸内海（周防灘）に注いでいます。

期的な海岸や河川・湖の清掃活動を行うとともに、市

明治維新後、セメントを中心とした化学工業が発展し

民がより一層水辺に親しみを持つため、様々なイベン

ました。現在も工業都市として瀬戸内工業地域の一部

トや自然体験学習会を開催するなど、
「水環境の保全」

となっており、人と自然と工場が密に調和したまちと

に務めています。

なっています。

結びに、
「せっけん運動」を通じて環境保全活動に

この豊かな自然を次世代につないでいくために、水

取り組む貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますと

生生物の観察を通して、自然をいたわる優しい心を育

ともに、活動の輪がさらに広がりますことを心からご祈

む「水辺の教室」や、市民の皆様とともに地球温暖化

念申し上げます。

などについて考える機会となる「環境展」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。
また、本市では昨年度、第４次山陽小野田市率先実
行計画（山陽小野田エコオフィスプラン）を策定し、更
なる環境保全の取り組みを推進しております。
貴会の長年にわたる環境保全活動に深く敬意を表す
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。
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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
下関市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

前田 晋太郎

周防大島町長

下関市は本州最西端に位置し、関門海峡を挟んで、

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

東に周防灘、西に響灘と 3 方が海に開かれ、木屋川を

浮かぶ島では３番目の面積を有し、島と本土とは大畠

はじめ大小の河川が市内各所を流れるなど、豊かな自

瀬戸を渡る大島大橋によって連結しています。

然と水環境に恵まれた風光明媚な景観があります。

本町では、新型コロナウイルス感染症対策を重点課

この美しく潤いのある自然を未来の世代に引継げる

題とし、その中でも石けんの使用による手洗いは、地

よう、本市では、昨年５月に「ゼロカーボンシティしも

域を守り、家族を守り、そして自分を守るために欠かせ

のせき」の宣言を行い、2050 年までに温室効果ガス

ない「新しい日常生活」の基本的な行動としております。

排出量実質ゼロを目指すことを表明いたしました。脱

貴会の長年にわたる「せっけん運動」を通じ、石けん

炭素社会の実現に向けて、環境負荷の低減に積極的に

の使用を推奨し、環境・衛生活動にご尽力いただいて

取り組んでまいります。

おりますことに、
「シャボン玉月間」が更なる環境・衛生

貴会が取り組まれる石けん運動も、身近な環境保全

の関心につながりますことを心から祈念いたします。

活動として大変意義深いものであり、活動に対して深く
敬意を表します。そして、活動の輪がさらに大きく広が
ることを心から祈念しております。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
光市長
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
周南市長

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

藤井 律子

ど、水と緑に囲まれた自然豊かなまちです。
市では、令 和 4 年 3 月に「第 3 次光市 総合計画」

周南市は、南に瀬戸内海の島々と北に中国山地の豊
かな自然が広がり、臨海部には日本有数の石油化学コ

を策定し、市民一人ひとりが笑顔で心豊かに暮らし続

ンビナートを有し、夜には無数の灯りが広がる工場夜

けることができる「ゆたかな社会」を目指しています。

景を楽しむことができます。

その実現には、都市と自然が織り成す快適な生活環境

自然の豊かさと発展した産業が調和している本市で

の確保が重要なことから、下水道整備や浄化槽設置と

は、バイオマスや水素等、新エネルギーの利活用推進

ともに、市民による水質浄化に向けた実践活動の促進

に積極的に取り組んでいます。さらに、本市のパーパ

などの水環境の保全に取り組んでいます。
貴会の長年にわたる環境保全活動に心から敬意を表

スでもある「2050 年を乗り越えられる周南市になる」
ため、
「周南市脱炭素社会形成取組指針」を基に、市

しますとともに、活動の輪がさらに広がることを心から

民、事業者、行政の三者が一体となった取り組みを推

祈念いたします。

進しております。
長年継続しておられる貴会の活動に深く敬意を表し
ますとともに、今後も活動の輪がより一層広がりますこ
とをご祈念申し上げます。
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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
防府市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

池田 豊

山口市長

防府市を流れる一級河川、佐波川を讃える「合唱組

伊藤 和貴

山口市は、椹野川をはじめ多くの清流を有しており、

曲佐波川」の一節です。

北部の森林から南部の瀬戸内海に面するまで、豊富な
自然環境に恵まれたまちです。

♪「はるばるも

太古を流れ

本市では、昨年、2050 年までに温室効果ガス排出

千鳥啼く

川瀬の霧に あかあかと 萌える草木のたくましさ

量実質ゼロを目指す「山口市ゼロカーボンシティ宣言」

成れる大地の

を表明しました。

ああ

ああ

たくましさ
母なる川よ

今後も、市民・事業者・市が一体となり、本市の地

佐波川よ」♪

域資源を最大限活用しながら共に地域脱炭素の取組
この素晴らしい自然の恵みの大切さを忘れず、次世

を進めつつ、環境の基盤となる大気、水などを良好な

代を担う子どもたちに母なる川佐波川を受け継いでい

状態に保持・保全し、自然環境と調和した快適で安全・

けるよう、佐波川一斉清掃など自然環境の保全に取り

安心なまちを目指します。
結びに、貴会が長年にわたり推進される「せっけん

組んでおります。
貴会の長年にわたる環境保全活動に深く敬意を表し

運動」の活動に敬意を表しますとともに、活動の輪が

ますとともに、貴会の取組が一人でも多くの方の環境意

より一層広がりますことを心からご祈念申し上げます。

識の向上につながり、今後ますます貴会の取組の輪が
広がりますことを心から祈念申し上げます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
和木町長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて
柳井市長

米本 正明

和木町は、山口県の最東端に位置し、一級河川小

井原 健太郎

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。

山口県の南東部に位置する柳井市は、多島美を誇る

本町は、早くから公共下水道事業に取り組み、生活

瀬戸内海に面し、日照時間が長く、温暖な気候に恵ま

排水処理率は 99.5％です。

れた自然豊かなまちです。

町内の取り組みでは、和木町生活学校の皆様が、食

こうした自然環境を次世代に受け継いでいくため、
海洋プラスチックごみの問題に関する啓発パンフレット

廃油をリサイクルして作った「しらうお石けん」は多くの

を作成しました。また、海浜清掃活動を通じて、海辺

方々に愛用されています。

の状況を目の当たりにすることで、プラスチック製品な

石けんは環境への負荷が少なく、また、いまだ続く

どが自然環境に与える影響への理解を深め、水質保全

新型コロナウイルス感染拡大防止対策としても、石け

の大切さを学習しています。

んを用いた手洗いは有効とされています。この機会に広

皆様の長年にわたる水環境の保全に向けた活動に敬

く周知されることを期待するとともに、貴会の水環境の

意を表するとともに、今後も「せっけん運動」の活動の

保全活動に対し、心から敬意を表し、今後益々のご発

輪が広がっていきますことを心からお祈りいたします。

展とご活躍をご祈念申し上げます。
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● 福 岡 県
せっけん使用運動への村長応援メッセージ
赤村長

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

道 廣幸

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。

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

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

チフレーズに、今後も持続可能な社会の実現に向けて、
住民の皆様とともに全カで取り組んで参ります。

飯塚市長

貴会の長年に亘る「せっけん使用運動」は本村にとっ

片峯 誠

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

本市では、本年 3 月に策定しました第３次飯塚市環

に、この活動の輪がさらに広がることを心より祈念申し

境基本計画において「人＋自然＋やさしいまち＝いいづ

上げます。

か」という将来像を掲げ、うるおいのある快適な生活
環境の実現を目指しております。水環境につきましては、
汚水処理人口普及率の向上や水質改善の啓発活動を
推進することにより、市民が安心・安全に生活できる

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
朝倉市長

良好な水環境の整備に努めているところです。
貴会のせっけん使用運動が、水環境のみならず、様々

林 裕二

な環境問題に大きく貢献されていることに深く敬意を
表するとともに、今後、さらに活動の輪が広がりますこ

朝倉市は、筑後川とその支流の水に恵まれた緑豊か

とを心よりご祈念申し上げます。

なまちです。本市面積の半分以上を占める山林に育ま
れた豊富な水は、福岡市等の周辺地区へ供給され、水
源地としての役割を担っています。
本市では、令和４年１月 31 日に「ゼロカーボンシティ」

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

を宣言し、この豊かな自然環境を未来へ引き継ぐため、
より一層環境保全に取り組んでまいります。

糸島市長

貴会の長年にわたる水環境を守る活動に敬意を表す

月形 祐二

糸島市は、美しい自然のみならず、貴重な歴史・文

るとともに、今後ますます
「せっけん運動」の輪が広がっ

化や多様な産業など魅力あふれる地域資源を有してい

ていくことを心より祈念いたします。

ます。近年は、その豊かな自然や農林水産物を中心と
する「ブランド糸島」が脚光を浴び、多くの観光客に
訪れていただけるようになりました。

「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

本市では、第２次糸島市環境基本計画において、
「豊
かな自然と住みやすい環境を未来につなぐまちいとし

波多野 茂丸

ま」を掲げており、地球温暖化対策や、自然の保全と
共生、快適な生活環境の保全等、今後も積極的に環

芦屋町は、町の中央を遠賀川が流れ、北側は響灘に

境施策を推進していく所存です。

面し、美しく変化に富んだ海岸線となっており、毎年多

貴会の長年にわたる水環境保全活動に対しては深い

くの方が海水裕や釣り等を楽しまれております。

敬意と感謝の意を表しますとともに、今後の活動が更

このような恵まれた水環境を将来に引き継ぐため、

に発展していくことを心よりご祈念申し上げます。

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
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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
うきは市長

の水質や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

高木 典雄

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。

うきは市は、福岡県の南東部に位置し、南に耳納連
山、北に筑後川が流れる自然に恵まれた水と緑とフルー
ツのまちで、環境省の名水百選に選ばれた「清水湧水」、
林野庁の水源の森百選に選ばれた「調音の滝周辺」、

シャボン玉月間に寄せて

農林水産省の疎水百選に選ばれた「大石用水」を有し
ています。

大木町長

この豊かな水資源を次世代に引き継いでいくため、
地下水や河川の保全に必要な活動を継続的に行ってい

境 公雄

大木町は町民のみなさんと一体となって、子ども達

るところです。

が生きる時代に「つけ」を残さない「循環のまちづくり」

貴会の長年に渡る水環境を守る活動に敬意を表しま

に取り組み、大きな成果をあげてきました。

すとともに、活動の輪が大きく広がりますことを祈念申

その取り組みのひとつとして、平成 16 年から食用廃

し上げます。

油の分別収集を開始し、収集した食用廃油の一部は石
鹸として蘇らせ、農産物直売所「くるるん夢市場」や
天然温泉・大木の湯「アクアス」で販売しご好評いた
だいております。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
宇美町長

貴会の「水環境保全に対するせっけん使用運動」は
本町の理念とも通じるものがあり、深く敬意を表します

安川 茂伸

とともに、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。

宇美町は、面積の６割を森林が占めており、また、
日本遺産認定の「国指定特別史跡

大野城跡」を有す

るなど、自然と歴史の資源が多い町です。豊かな自然
が広がる一本松公園（昭和の森）では、三郡山系が育

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

んだおいしい水を地下 120 ｍから汲み上げ「河原のし
ずく」として給水所にて供給しています。

大野城市長

豊かな自然の恵みを次世代へ受け継いでいくため、

井本 宗司

森林保護、水環境保全に努めると共に、
「ゼロカーボン

大野城市は、古くから博多と大宰府を結ぶ交通の要

シティうみ」宣言に基づき、地域全体で脱炭素社会の

衝として栄え、市内を流れる御笠川、牛頸川が中心部

実現を目指していきます。

で合流し、東北部の四王寺山や乙金山、南西部の牛

貴会の長年にわたる水環境保全活動に心から敬意を

頸山に囲まれた自然豊かなまちです。

表しますとともに、今後ますますの活動の輪が広がりま

本市は、今年で市制 50 周年を迎え、豊かな自然環

すことを祈念申し上げます。

境を次世代へと繋ぐべく、
「2050 年二酸化炭素実質排
出ゼロ」を目指す「ゼロカーボンシティ大野城」を宣言
し、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。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
大川市長

貴会が長年にわたって行われてきた環境保全活動に
深く敬意を表しますとともに、その活動の輪が一層広

倉重 良一

まりますよう心より祈念申しあげます。

大川市は、福岡県の南西部、筑後川が有明海に注
ぐ河口に位置する水と緑の豊かなまちです。
本市では、第６次 総合計画において「ずっと大 川
ずーっと大川」と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に掲げています。
基本目標の柱として、
「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水辺
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応援メッセージ

長年にわたり水環境の保全活動をされています貴会

大牟田市長

の活動に敬意を表しますとともに、その活動の輪がよ

関 好孝

り一層広がりますことを心より期待しております。

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、
「大牟田に住みた
い」と思っていただけるよう、安心・安全で魅力的なま

応援メッセージ

ちの実現に向けた様々な施策に取り組んでいます。
そのひとつとして、子どもたちに美しい川や海を残す

遠賀町長

ために、本年４月から５年間で水洗化率の大幅向上を
目指す、
「水洗化促進キャンペーン」を行っています。

古野 修

遠賀町は町の東側に遠賀川、中央部を南北に同水系

次世代を担う子どもたちに良好な水環境をつなぎ豊

の河川が流れており、町内を水路の巡る豊かな自然環

かな循環型社会の実現を目指す貴会の取り組みに対

境を有する町です。おんがレガッタやラブアース活動、

し、深く敬意を表し、皆様方の今後益々の御活躍を心

オニバス再生等水に関わるイベント・事業も多く、町民

より祈念申し上げます。

の水環境への意識と関心の高い町でもあります。
令和４年３月に第２次遠賀町環境基本計画を策定し
「笑顔つなぐ 水と緑のまち おんが」を環境像として、
さらなる環境保全と継承に取り組んでいるところです。

「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

身近にある水がよりよい環境で次世代に受け継がれ
るためには、行政・町民が一体となって活動を継続す

門司 晋

ることが不可欠であります。
貴生協の「水環境保全に対するせっけん使用運動」

岡垣町は、北は響灘、南は孔大寺山系に彩られた自

へ長年の取り組みに敬意を表しますとともに活動の輪

然豊かな町です。

がより活発に広がることをご祈念申し上げます。

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、おいしい水に恵まれています。
本町ではこの恵まれた水環境を次世代へと引き継ぐ

せっけん使用運動への応援首長メッセージ

ため、町内の河川の草刈りや清掃、また海岸線を一斉
に清掃する「ラブアース・クリーンアップ」を実施する

春日市長

など、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。

井上 澄和

春日市は、福岡都市圏の中央部に位置しており、市

貴会の水環境を守る視点に賛同し、本町といたしま

街化された地域において自然環境が占める割合が福岡

しても、次世代にきれいな水と豊かな自然を繋いでい

県内で最も高い、水と緑あふれる住宅都市です。

くよう、努めてまいります。

本市では、豊かな環境を次世代へつないでいくため、
環境美化の活動や、ため池をはじめとする自然環境の
保全、緑化の推進、市民と行政との協働のまちづくり
による「クリーン作戦」などにより、生活環境の保全に

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
小郡市長

努めています。
貴会の長年の取り組みに敬意を表しますとともに、

加地 良光

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。

小郡市は、南北に縦断する宝満川の恵に支えられ、
美しい田園風景が広がる、水と緑の緑園都市です。ま
た、国特別天然記念物のコウノトリも毎秋飛来し、自
然の尊さを実感しております。
この大切な資源を未来へ引き継ぐため、資源循環型
都市の実現を基本方針とした「ごみ処理基本計画」を
定め、行政・市民・事業者が一体となって取り組んで
おります。
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シャボン玉月間に寄せて

に深く敬意を表しますと共に、
「せっけん運動」を通じ

粕屋町長

て環境問題に対する関心がより一層高まり、この運動

箱田 彰

の輪が広がりますよう心よりご祈念申し上げます。

町内に JR の駅が 6 つなど交通至便な所でありなが
ら、筑紫三大池といわれる大きさを誇る駕与丁池など
自然環境いっぱいの町が粕屋町です。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

水と緑などの自然環境を後の世代にしっかり繋いで
いくためには、今を生きる我々が未来まで持続可能な

苅田町長

社会について真剣に考えることが重要だと思います。そ

遠田 孝一

の意味では貴生協の「水環境保全に対するせっけん使

苅田町は、産業都市として発展してきましたが、白

用運動」の活動に感銘を受けるとともに深く感謝して

石海岸、平尾台、広谷湿原など豊かな自然も有してお

おります。

り、その自然環境は多様な生態系を維持し、町民生活

今後益々この運動が発展されますことを心から願っ

に潤いと安らぎを与えてくれています。人と自然のつな

ています。

がりを理解し、日々の生活の中で環境保全、自然共生
社会を意識した行動を推進してまいりたいと考えており
ます。
貴会の活動により、多くの皆様が水環境に関心を持

「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

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。

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。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

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、合併処理浄化槽の設置にかかる

北九州市長

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。

北橋 健治

国から「SDGs 未来都市」に選定されている本市は、

今後も、次世代を担う子ども達により良い環境を引

SDGs の達成に向けて、産学官民が一体となって取り

き継ぐよう努めてまいります。

組んでおり、市内のせっけん製造企業と SDGs 包括連

貴会が取り組まれている「せっけん運動」を通じて、

携協定を結び活動するほか、環境に配慮したせっけん

水環境保全の理解が深まり、活動の輪がますます広

系泡消火剤の共同研究等の取組を進めています。

がっていきますよう心からご祈念申し上げます。

せっけん使用を通じた水環境保全は、SDGs の目標
達成に貢献するものであり、貴会の長年にわたる活動
に敬意を表するとともに、今後活動の輪がより一層広
がりますよう祈念申し上げます。

せっけん使用運動へのメッセージ
川崎町長

原口 正弘

川崎町では、ボランティア団体の皆様と共に河川敷
の清掃作業を行うなど、自然の豊かさを次の世代に引
き継ぐための環境保全活動に努め、緑豊かなまちづく
りに取り組んでおります。
SDGs の 17 のゴールのうちゴール 14「海の豊かさを
守ろう」の観点から、海洋プラスチック問題など水環
境保全に向けた取り組みへの関心が高まっており、本
町でも引き続き河川敷の清掃など住民・事業者・行政
が一体となって水環境保全活動に取り組んで参ります。
貴会の長年にわたる水環境保全に向けた地道な活動
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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
鞍手町長

境保全につきましては、家庭用合併浄化槽の整備事業
の推進を行い、貴重な環境資源を守り、次世代へと引

岡崎 邦博

き継いでいく取り組みをしています。
貴会の「せっけん使用運動」は浄化槽中の微生物、

鞍手町は、福岡県の北部に位置し、町の東部を遠賀

ひいては環境に優しく、豊かな自然環境の維持に期待

川、町のほぼ中央を南北に西川が流れる緑豊かなまち

できます。この運動の輪がさらに広がっていきますこと

です。

をご祈念申し上げます。

本町では、第５次総合計画後期基本計画中に、
「人
と地球にやさしい地球環境を目指す」ことを掲げてお
り、行政、事業者、住民が共同して環境美化を推進す
ることとしています。また、公共下水道の整備や家庭用

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

小型浄化槽の設置に対する補助事業などの取組みや啓
発を通し、水環境保全を推進しています。

古賀市長

「せっけん使用運動」を通して、身近な環境問題を

田辺 一城

考える運動を長年に渡り継続されている貴会に敬意を

古賀市は、緑豊かな山々や、白砂青松の美しい海岸

表しますとともに、今後もこの活動が広がり、水環境

線を有する海、さらにこの海に注ぐ大根川、ホタルの

への関心が、より一層高まりますように祈念いたします。

舞う薬王寺周辺など豊かな自然に恵まれた魅力あふれ
る都市です。
令和４年度から、今後のまちづくりの礎となる「古賀
市第５次総合計画」がスタートし、
「未来の地球のため

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
久留米市長

に、日々の暮らしのなかでできることを考え、行動し、
持続可能で豊かな環境を次の世代に引き継ぐまち」を

原口 新五

めざすこととしております。
「水環境」を守る視点を切り口に、持続可能で豊か

久留米市は、九州一の大河「筑後川」、肥沃な大地「筑

な循環型社会を目指しておられる貴会の取組は、本市

後平野」、緑あふれる「耳納連山」等の豊かな自然に

の理念とも通じるものがあり、長年の取組に敬意を表し

恵まれたまちです。

ますとともに、この運動をきっかけとした多くの方々の

この恵まれた自然環境を保全し将来世代に引き継ぐ

環境意識の向上につながることをご祈念申し上げます。

ため、令和３年３月に第三次久留米市環境基本計画を
策定し、基本目標の一つである「自然共生社会の実現」
に向けて、生物多様性の保全と持続可能な利用の施策
を推進しています。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

貴会の活動によって、多くの皆様が環境問題全体に
関心を持ち、活動の輪がさらに大きく広がりますことを

篠栗町長

心より祈念します。

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、

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
桂川町長

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

井上 利一

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。

桂川町は、福岡県の中央部、筑豊地域の南端部に

「せっけん使用運動」は本町にとって大変有意義なも

位置しており、６世紀に造られた国の特別史跡「王塚

のです。今後も貴会の取り組みがさらに発展し、この

古墳」を擁し「文化の薫り高い心豊かなまちづくり」を

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

基本理念として、人と自然が共生する街づくりを推進し

ます。

ています。
町内には穂波川や泉河内川などが流れており、人々
の営みを支えてくれています。
本町では、様々な環境施策に取り組んでおり、水環
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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
志免町長

「水環境保全に対するせっけん運動」応援メッセージ

世利 良末

田川市長

二場 公人

志免町は、福岡都市圏のほぼ中央に位置し、まちの

田川市は、神輿と山笠が勇壮に川を渡る姿が特徴的

中央を宇美川が流れています。町では、2050 年まで

な福岡県五大祭の一つである「川渡り神幸祭」が行わ

に二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシ

れるまちとして広く知られています。本市では令和元

ティしめ」の実現に向けて、町民・事業者・行政が一体

年度から新たな浄化槽の補助制度を開始しており、合

となり環境にやさしく快適に暮らせるまちを目指し取り

併浄化槽への転換件数は３年間で 520 基に及ぶなど

組んでいく、
「ゼロカーボンシティ」宣言を行いました。

汚水処理の取組を進めているところです。

また、廃油を使って石けんをつくるボランティア団体

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表しま

を支援するなど、環境負荷軽減に向けた取組も行って

すとともに、今後ますます活動の輪が広がりますこと

おります。

を祈念いたします。

今後も、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」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。

「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
「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
新宮町長

楠田 大蔵

今年で市制施行 40 周年という節目を迎えた太宰府
市は、令和の都にふさわしく大宰府政庁跡を始め多く

長﨑 武利

の歴史的文化遺産を有し、宝満山、四王寺山や御笠川、
鷺田川、大佐野川など豊かな自然にも恵まれております。

玄界灘と立花山の自然美に囲まれた新宮町。都市機

本市では令和３年度に策定した「第四次太宰府市環

能と豊かな自然の調和がまちの魅力です。
この貴重な財産である自然環境と、誰もが安心して

境基本計画」に基づき、市民、自治会、NPO、ボランティ

暮らせる生活環境を持続させるため、住民、事業者、

ア、学校、事業者等との協働による河川の定期的な清

行政が一体となり「2050 年までに二酸化炭素排出量

掃活動などの水環境保全の取り組みを進めています。
貴会が長年にわたり取り組まれて来られました「せっ

実質ゼロ」を目指す町として「ゼロカーボンシティ」を

けん使用運動」に対し敬意を表しますとともに、今後

宣言し、環境問題に全力で取り組んでいます。

皆様方の活動がますます発展し、より一層その理想の

長年に渡る貴会の取組は本町の理念と通じるものが

輪が広がりますことを心よりお祈り申し上げます。

あり、この運動の輪がより一層広がることを心から祈
念いたします。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

「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

筑後市長

寺西 明男

西田 正治

筑後市は、第六次総合計画で「環境が守られたまち

添田町は、日本三大修験山である英彦山の麓に広が

づくり」を掲げ、例年５月に市民・事業者と行政が一丸

る自然環境の豊かな町です。町に流れる彦山川・今川・

となり「川と水を守る運動」として河川等の清掃活動を

中元寺川の清流の恵みは、生活や農業の文化を支える

行っております。

大切な役割を担っています。この先も、町民の安心と

コロナ禍で中止が続きましたが、今年は３年ぶりに

快適な生活を守るために水資源の保全を重要施策とし

実施でき、市内の河川や水路等の浄化につながりまし

て掲げ、合併浄化槽の設置や河川清掃活動を推進しな

た。この活動の継続により、筑後の美しい自然や水環

がら環境意識の向上を図っていく所存です。

境を次の世代へ引き継いでまいります。

貴会の長年にわたる「せっけん使用運動」に深く敬

貴会の長年の取り組みについて、心から敬意を表し

意を表しますとともに、人々の環境保全への関心がより

ますとともに、皆様の今後の益々のご活躍を祈念申し

一層広まることを心よりご祈念申し上げます。

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

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

藤田 陽三

直方市長

筑紫野市は、西は背振山系、東は三郡山系の一部

大塚 進弘

直方市は、福智山があり、遠賀川と彦山川が南北に

をそれぞれ形成し、中央部には平坦地ながらも分水嶺

流れる、自然に恵まれた水と緑があふれるまちです。

を抱え、御笠川・那珂川水系は北流し博多湾へ、宝満

しかし、遠賀川水系の水質は、生活排水などで決して

川水系は南流し有明海へそれぞれ注ぐ、水と緑の豊か

良い状況ではありません。

なまちです。

真の自然豊かな環境を未来へ繋ぐため、持続可能な

当市は皆様のおかげで、令和４年４月１日をもって市

社会の実現「SDGs 未来都市」として、合併浄化槽の

制施行 50 周年を迎えました。これからの 50 年のため

設置や下水道事業の推進、河川敷の清掃活動などの水

にも「みんなでつくる

環境保全に取り組んでいます。SDGs の 14 番目の「海

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

の豊かさを守る」ため、あらゆる関係者が取り組みを

ちの実現を目指してまいります。

進めることが重要だと考えます。
貴会が長年取り組まれている水環境保全活動に敬意

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、今後の益々のご発展を心よりご

を表しますとともに、更なるご活躍を期待いたします。

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

せっけん使用運動への応援首長メッセージ
武末 茂喜

久山町長

西村 勝

那珂川市は、福岡県の西部に位置し、市の南部を源

久山町は、豊かな森林と蛍の飛び交う清流が暮らし

流とする那珂川や九千部・脊振山からなる山々など豊

の身近にある町です。先人より守り継がれたこの環境

かな自然に恵まれています。

は、本町の大きな財産です。

本市では、令和元年度に策定した第 2 次那珂川市

今年３月、
「カーボンネガティブ＆ネイチャーポジティ

環境基本計画［中間見直し］に基づき、本計画のめざ

ブ」宣言を行いました。脱炭素への取り組みはもちろん、

す環境像の実現に向けて、市民や関係団体・事業者の

生態系の維持にも寄与する持続的な環境保全の仕組

皆様と協働で取り組みを進めているところです。

みづくりを目指します。

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します

貴会の長年にわたる「せっけん使用運動」に敬意を

とともに、今後の更なるご活躍を心より祈念いたします。

表するとともに、未来に向けて共に挑戦してまいります。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
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。
本市では令和４年１月 25 日、
「中間市ゼロカーボンシ
ティ宣言」を表明し、脱炭素社会の実現を目指していま
す。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
広川町長

地域計画」に基づき、住民・事業者・行政が一体となっ
て、地域環境ならびに命の源である水や森を守る環境

渡邉 元喜

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

広川町は筑紫平野の南東部に位置し、耳納山地の緑

表しますとともに、美しい自然を次世代へ引き継ぐ環境

深い山々、温暖な気候に恵まれ、八女茶、いちご、ぶ

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

どうや梨などの豊富な農作物、久留米絣などの伝統文

ます。

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

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

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、

福津市長

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。

原﨑 智仁

福津市は、この５年で人口が約１万人増加し、自然

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

環境、観光、農水産業、歴史・伝統、人々の暮らし

待申し上げます。

が、メディア等で紹介される都市として注目されるよう
になっています。これまで培われてきた市民共働の力、
SDGs 未来都市にふさわしい産学官連携の取り組みを
重視し、人が育ち、人が活躍し、選んでいただける、

シャボン玉月間に寄せて
福岡市長

支えていただける、活力と温かみのある都市と都市経
営を目指しています。

髙島 宗一郎

今後も、
「人も自然も未来につながるまち福津」を推
進してまいりながら、
「せっけん運動」をはじめ、貴会

福岡市は「人と環境と都市活力の調和がとれたアジ

と連携、共働してまいれますことを願っております。よ

アのリーダー都市」をめざし、人と地球にやさしい、持

ろしくお願い申し上げます。

続可能な都市づくりにチャレンジしています。
近年の気候変動への対応として、福岡市では「福岡
市地球温暖化対策実行計画」に基づき、市民・事業
者の皆様とともに脱炭素への取組みを推進しています。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

商品の購入やサービスの利用にあたっては、より環
境負荷の低いものを支持し選ぶよう、環境に配慮した

豊前市長

エシカル消費を心がける市民・事業者の方が広がって
いくことで、今後さらに福岡の環境が持続可能なものと

後藤 元秀

SDGs という言葉が日常使われるような時代を迎えて

なってまいります。

います。持続可能な社会、地球をつくるために我々は

長年、環境保全活動に取り組まれている貴会に敬意

何を考え、何をすべきなのか、が問われています。こ

を表しますとともに、今後の更なるご活躍を心より祈念

の SDGs の 17 の目標のうち、6「安全な水とトイレを世

いたします。

界中に」12「つくる責任、つかう責任」13「気候変動
に具体的な対策を」14「海の豊かさを守ろう」などは、
これまで、
「せっけん使用運動」に取り組まれてきたみ
なさんが訴えてこられたことではないでしょうか。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
福智町長

みなさんの呼びかけに呼応しておられる方々を含めて
多くのみなさんの参加が、活動が認知され、世界の中

黒土 孝司

心に据えられているということではないでしょうか。
世界を動かすのに「武力を使って従える」
「力で押さ

福智町は福岡県の中部から北東よりに位置しており、

えつけていうことを聞かせる」ではなく、コツコツと続

町の中央部を流れる彦山川と中元寺川、標高 901 メー

けてきた地味な運動が、世界に認められ、動かし始め

トルの秀麗な福智山など、豊かな自然に彩られながら、

たといってもいいのではないでしょうか。今日までのみ

これらの魅力を生かしたまちづくりを展開しています。

なさんの活動に改めて拍手と敬意を贈ります。

本町では、
「田川郡東部地域 循環型社会形成推進
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応援メッセージ

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ
水巻町長

美浦 喜明

柳川市長

金子 健次

水巻町は、遠賀川流域北部に位置する自治体です。

柳川市は、福岡県南部、筑後平野の西南部に位置し、

町内には、遠賀川をはじめ、堀川や曲川などが流れ、

北西は筑後川、南東は矢部川という一級河川が流れ、

住民の生活、文化と深い結びつきを持っています。こ

南部は有明海に面しています。

の豊かな水環境の保全のために、便利さのみを優先し

また、市内にはおよそ 930 ｋｍに及ぶ掘割がめぐり、

ない地球にやさしい生活様式に取り組み、資源循環型

独特な景観を醸し出し、特に水郷柳川の川下りは、四

社会の実現を推進しているところです。

季折々の風情があり観光客に楽しんでいただいていま

貴団体の長年に渡る「せっけん使用運動」に深い敬

す。このように柳川市は、良好な水資源が欠かせない

意を表するとともに、今後のさらなるご活躍をご祈念申

まちであり、水環境の保全は生活、農漁業、観光など

し上げます。

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。

「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

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

塩川 秀敏

宮若市は、福岡県北部に位置し、犬鳴川と八木山川
が流れる豊かな水と緑のまちです。

「水環境保全に対するせっけん使用運動」応援メッセージ

この豊かな自然環境を守るため、市民・企業・行政
の協働による河川一斉清掃や環境クリーン作戦、公共

八女市長

下水道及び浄化槽の普及促進など水環境の保全に努め
ています。また、令和４年度より「第二次宮若市環境

三田村 統之

本市は福岡県の南部に位置しており、矢部川の清ら

基本計画」の策定に取り組んでいるところです。

かな水と自然環境に恵まれた地域です。

貴会の水環境を守る長年の「せっけん使用運動」に

八女市では、第５次八女市総合計画の中で「美しい

敬意を表しますとともに、今後のさらなるご活躍を祈念

ふるさとづくり」を掲げており、市民・事業者・行政が

いたします。

一体となり市の財産であるきれいな森林・河川等を守っ
ていくよう様々な保全活動の取り組みを進める所存です。
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

「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

とともに、更なるご活躍を心より祈念申し上げます。

伊豆 美沙子

宗像市では 2022 年に、世界遺産「神宿る島」宗像・
沖ノ島と関連遺産群が登録 5 周年を迎えます。これま
で先人たちが千年以上に渡り、大切に守り継いできた
「宗像の海」を、次の世代を担う子供たちへ残していく
ため、今年は市民・企業など多くの方々と連携し、持
続的に海を守る取組を展開してまいりたいと考えており
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
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
鹿児島県知事

塩田 康一

鹿児島県は、世界自然遺産に日本で最初に登録され
た屋久島及び令和３年７月に登録された奄美大島・徳
之島を含む奄美群島をはじめ、日本で初めて国立公園
に指定された霧島や、国指定特別天然記念物であるツ
ル及び同年 11 月にラムサール条約湿地に登録された出
水ツルの越冬地など、多様で豊かな自然に恵まれてお
ります。
このすばらしい自然環境を将来の世代に継承してい
くため、当県では、各地域の住民団体等が実施してい
る水質保全活動を支援するなど、環境の保全及び形成
に向けた施策を積極的に推進しております。
「せっけん運動」を通して水環境の保全に尽力されて
いる貴会の長きにわたる活動に深く敬意を表しますとと
もに、その活動の輪が一層拡大することを期待いたし
ております。

● 佐 賀 県
シャボン玉月間に寄せて
嬉野市長

｢せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
村上 大祐

佐賀市長

坂井 英隆

嬉野市は「日本三大美肌の湯」で知られる名湯・嬉

佐賀市は、北部に脊振・天山山系のみどりあふれる

野温泉に恵まれ、霧深い山々には茶畑が連なり、初夏

山間地、南部には希少な生物の宝庫である有明海、そ

の水辺には蛍が群れ飛ぶまちです。こうした豊かな自

して、南北を貫く嘉瀬川水系と多くのクリークが張り巡

然環境に恵まれ、ともに生きるまちとして、水環境の保

らされた田園地帯という多様性に富んだ豊かな自然に

全と人々のお肌にやさしい製品の推奨に努める貴団体

恵まれています。

の活動理念に心から共感し、敬意を表します。

本市では、かけがえのない自然環境を未来の世代に

嬉野市が誇る特産の「うれしの茶」は全国茶品評会

引き継ぐために、多くの市民や企業が参加する河川の

で、優良産地に贈られる「産地賞」に「蒸し製玉緑茶

一斉清掃や生きものや自然に親しむ活動に取り組んで

の部」と「釜炒り茶の部」の 2 部門で選ばれる品質日

います。

本一の産地です。そのお茶の味を決めるのも
「水」です。

これからも市民、地域、団体や事業者などの皆様と

嬉野市内で採取した水をペットボトルにした「うれしの

手を取り合いながら、環境保全の取組みを進めてまい

の水」も市民・観光客に人気を博しています。

りたいと考えております。

貴会のますますの発展を心より祈念します。

貴会の長年に渡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まりますことを祈念
いたします。
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● 長 崎 県
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
大村市長

「シャボン玉月間」に寄せて

園田 裕史

島原市長

大村市は、長崎県のほぼ中央に位置し、東に多良岳

古川 隆三郎

石けんの利用促進を通し、全国の水環境の保全に取

県立自然公園、西は大村湾を望む自然豊かなまちです。

り組まれていることに敬意を表します。

本市では、環境保全活動に対する意識の向上を目的

島原市は島原半島の中央に位置する普賢岳の東側に

として、
「リバーウォッチング」
「大村湾ウォッチング」な

位置しています。市内には 70 カ所を超える湧水地が

どの子ども向けの川や海に触れる体験イベントをはじ

あり、市民の暮らしと水環境が密接に結びついており、

め、企業やボランティア団体と協働による「大村湾沿

湧水を生活用水として利用するなど、古くから水路が多

岸一斉清掃」、海ごみゼロウィークに伴う「空きかん回

く残され、水辺環境の整備が行われています。

収キャンペーン」などを実施しています。今後も、市民

近年では、本市においても水質汚濁や湧水量の減少

や企業・団体などと協働して大村湾の環境保全に向け、

が懸念されており、地域の豊かな自然環境を守り、後

継続的に取り組んでいきます。

世に伝えていくためには、一人ひとりが日々その恵みを

最後に、貴会の長年にわたる水環境の保全活動に深

意識し感謝しながら水環境の保全に努めていかなけれ

く敬意を表しますとともに、今後ますます「せっけん運

ばなりません。

動」の輪が広がっていくことを祈念いたします。

貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
今後ますます活動の輪が広がりますことを祈念いたし
ます。

シャボン玉月間に寄せて
佐世保市長

朝長 則男

「シャボン玉月間」に寄せて

佐世保市は、
「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟認

時津町長

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

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

れた街です。

差し、交通の要衝として賑わう一方、海・山に囲まれ

昨年 3 月には、九十九島の大パノラマを見渡すこと

た豊かな自然環境を活かし、鳴鼓岳自然公園や崎野自

ができる「九十九島観光公園」が一部供用を開始され、

然公園の施設整備など、賑わいと住みやすさのあるま

市民の皆様だけでなく、本市を訪れる観光客の皆様に

ちづくりに取り組んでいます。

も、これまでにない景観を体感していただいております。

また、漁業組合や NPO 団体と協働で行う海岸清掃

また、
「佐世保市環境基本計画」を策定し、
「自然と

や、内海である大村湾へ流入する５河川の水質調査を

共に生きるまち させぼ」を未来の子どもたちに受け継

毎年実施するなど、美しい水環境を次世代に引き継い

ぐため、さまざまな取り組みを進めております。

でいくための活動を積極的に行っています。

貴会の水環境保全活動に心から敬意を表しますとと

貴会の長きにわたる水環境を保全する取組みに敬意

もに、活動の輪が一層広まりますことをご祈念申し上

を表しますとともに、本活動の今後一層の発展を心よ

げます。

り祈念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

「シャボン玉月間」に寄せて

長崎市長 田上 富久

長与町長

長崎市は、山と海に囲まれた恵み豊かな自然環境と、

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

異国情緒あふれる文化遺産がおりなす魅力ある街です｡

並ぶ団地、さらにその周りを山々と大村湾に囲まれた、

また、ホタルの飛翔がみられる時期には、各地でホタ

自然豊かな町です。

ル観賞を楽しむことができ、積極的にホタルの飛翔情

本町では、訪れたい、住んでみたいと思える町を創

報を発信しています。

るためには、豊かな自然や美しい景観といった資源を

本市では、この恵み豊かな水資源や自然環境の保全

最大限に活かし、町の活性化と魅力向上を図ることが

を図るため、昨年度に「長崎市第三次環境基本計画」

必要であるという考えのもと、第 10 次総合計画に沿っ

を策定し、
「一人ひとりの環境行動の定着」を重点化方

て、快適で持続可能な生活環境づくりを進めています。

針の一つとしております。現在の自然豊かな長崎市を

町民が一丸となって取り組む町民一斉清掃をはじめ、

未来につなげるため、市民全体で環境行動に取り組ん

大村湾一斉清掃や長与川清掃といった活動を通して、

でいくこととしています。

豊かな自然環境や自然景観を町の財産として保全して

貴会が取り組まれる活動とともに、自然環境の保全

おります。

と市民の笑顔の輪が広がることを心より祈念申し上げ

貴会の長年に渡る活動に深く敬意を表しますととも

ます。

に、益々の御発展を祈念申し上げます。

● 熊 本 県
「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
天草市長

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて

馬場 昭治

荒尾市長

天草市は、雲仙天草国立公園や日本初の海中公園

浅田 敏彦

荒尾市は、東に小岱山、西にラムサール条約湿地に

である牛深海域公園に指定されている自然豊かな地域

登録された荒尾干潟がある自然豊かなまちです。

で、イルカやアマクササンショウウオなど多種多様な生

荒尾干潟は、ラムサール条約湿地に登録され今年で

物が生息しています。

10 年目を迎え、これからも荒尾干潟の学習拠点施設

市民が本市の豊かな自然に誇りと愛着を持ち続け、

である水鳥・湿地センターにおいて、干潟の魅力や重

後世に継承していくことができるよう、海や河川の水資

要性について発信するとともに、干潟環境に大きな影

源はもとより、あらゆる自然環境を守っていくことが私

響を与える河川の汚染を改善する貴会の活動を踏まえ、

たちの使命であると考えております。

水環境の保全に対する意識の向上を図りたいと考えて

コロナ禍の現在において、手洗いの推奨が再認識さ

おります。

れる中、せっけん運動は、市民が日々の生活の中で簡

貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表しますとと

単に取り組むことのできる素晴らしい環境保全活動で

もに、今後の更なるご発展とご活躍を心より祈念申し

あると認識しております。貴会の長きにわたる活動に対

上げます。

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。
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「シャボン玉月間」へのメッセージ
宇城市長

「せっけんを使おう！７月はシャボン玉月間」寄稿
守田 憲史

大津町長

宇城市は、熊本県のほぼ中央に位置し、美しい田園

金田 英樹

大津町は、世界有数のカルデラを有する阿蘇の玄関

風景や不知火海の文化に彩られた自然景観をはじめ、

口として、豊かな水資源や田園地帯、美しい森林に囲

初夏には市内各所にてホタルの乱舞が見られるなど、

まれた自然豊かな町です。町のすべての水源は、大自

清らかな水辺環境も残る自然豊かな地域です。

然にはぐくまれた良質な地下水を豊富に蓄えた地下水

この豊かな自然環境を次世代へ引き継ぐため、2017

プールによって賄われています。

年に「第２次宇城市環境基本計画」を策定し、水環境

町周辺では開発が加速していますが、豊かな水環境

対策として、合併処理浄化槽設置補助や地下水及び河

を守るため、町独自で住宅への雨水貯留タンクや浸透

川の定期的な水質検査を行っています。

ます設置への助成、転作前や稲刈り後の冬場の水田に

また、環境月間である６月には「市民環境美化運動」

水を張る湛水事業への協力を行うなど、年間を通じた

として、市内全域で道路や河川のごみ拾いや除草作業

地下水涵養の取り組みを行っております。

を実施しています。

貴会の長年にわたる水環境保全活動に対し深く敬意

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表する

を表するとともに、貴会の益々の発展と環境問題への

とともに、活動の輪がより一層広がりますよう心からご

関心及び保全活動の輪が一層広がることをご祈念申し

祈念申し上げます。

上げます。

「シャボン玉月間」に寄せて
宇土市長

「シャボン玉月間」によせて
元松 茂樹

上天草市長

堀江 隆臣

宇土市は、熊本県のほぼ中央部、広大な熊本平野の

上天草市は、熊本県の西部、有明海と八代海が接

南部に位置し、南には宇土半島の山々を、西には有明

する玄関口に位置し、四方が海で囲まれた自然豊かな

海を、北には緑川河口域の肥沃な土地が広がる自然豊

まちです。

かな都市です。

本市では、本年 6 月に上天草市「ゼロカーボンシティ」

本市には、国内現役最古の上水道
「轟泉水道」があり、

を宣言し、～できることから、はじめよう。やれること

日本名水百選に選定されている「轟水源」から石造の

から継続的にチャレンジ !! ～を合言葉に、市民・事業者・

水道管を使用し、総延長 4.8 ㎞にわたって現在でも生

行政が一体となり CO₂ 削減に取り組んでいます。

活用水として市民に利用されています。

また、内閣府から「2022 年度 SDGs 未来都市」に

このように水と共に長年歩んできた本市にとって、水

本市が選定され、水環境保全をはじめとする本市の豊

環境保全活動は、行政のみならず市民と共同で次世代

かな自然環境の保全に向けた取り組みに、より一層邁

へつないでいくことが私たちの使命であると考えており

進してまいります。

ます。

貴会の「せっけん運動」を通じた、長きに渡る水環

貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意を表しま

境保全に対する取り組みに深く敬意を表しますととも

すとともに、今後この活動がますます発展していきます

に、今後も更なる活動の輪が広がりますよう心から祈

ことを心よりご祈念申し上げます。

念申し上げます。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
菊池市長

玉東町では、町民と共同で取り組む使用済み食品油
の回収や、河川一斉清掃を通じて水環境への意識向上

江頭 実

に努めています。また、河川の水質汚濁の原因である
生活排水対策として、合併浄化槽の普及促進にむけた

菊池市は、菊池渓谷や日本の名湯百選に認定された

取り組みも行っているところです。

菊池温泉など、豊かな自然環境に恵まれた都市です。

貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後益々の

豊富な水資源と肥沃な大地を活かした農林畜産業を基

ご発展とご活躍を心より祈念いたします。

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。
河川監視活動や水質検査などに取り組んでいること
に加え、
「環境王国」や「SDGs 未来都市」に認定され

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

るなど、農業と自然の調和にも留意しています。この
恵まれた自然環境を次世代に引き継ぐため、カーボン

熊本市長

ニュートラルや地域の活性化を実現する取り組みを進
めてまいります。

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」

長年にわたる貴会の活動に敬意を表しますとともに、

であり、74 万市民の水道水源の 100％を地下水で賄っ

今後の活動が、より良好な環境の創出につながります

ています。この豊かな地下水を後世へ確実に引き継い

ようご祈念申し上げます。

でいくため、本市では長年にわたり、市民・事業者・
行政が一丸となって地下水保全活動に取り組んでおり、
多くの成果を挙げています。
こうした取組は、2022 年 4 月に本市で初めて開催

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
菊陽町長

された国際会議「第 4 回アジア・太平洋水サミット」で
も高く評価されました。今後、本市の取組を国内外に

後藤 三雄

発信することで、水問題に関する課題解決の一助にな
ればと考えています。

菊陽町は阿蘇から流れる白川の中流域に位置し、阿

貴会の水環境保全への取組を通して、より多くの皆

蘇山の噴火で堆積した、水を浸透しやすい土台により、

様が環境保全に関心を持ち、活動の輪が更に広がりま

地下には豊富な地下水が存在する水環境に恵まれた町

すことを心から祈念いたします。

です。水資源の恩恵を受け、本町では多様な農産物が
栽培され、また多数の国際的企業が立地しております。
この安全で良質な水環境を保全するため、町民の皆
様にご協力をいただき、河川の清掃活動や節水意識の

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

高揚に努め、雨水浸透桝や雨水タンクの購入には補助
金を交付しています。今後も、水のありがたさを認識し、

合志市長

熊本の宝である「地下水」の保全に取り組んでまいり
ます。

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

最後になりますが、貴会の活動の輪がこれからも広

される貴団体に敬意を表します。

がり、ますますご発展されますよう心よりご祈念申し上

さて、本市には、北に菊池川の支流である上生川や

げます。

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

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
玉東町長

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

前田 移津行

えています。
今後とも、貴団体のますますの活動の輪が広がり、

玉東町は、熊本市の西北に位置し、農業を基幹産業

「せっけん運動」がさらに発展されますよう心より祈念

とする人口 5 千人程の町です。幻の李 ( すもも ) と呼ば

申し上げます。

れる「ハニーローザ」は、生産量日本一を誇り、町の
特産品として人気を博しています。
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「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ
玉名市長

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

藏原 隆浩

環境活動として大変有意義であり、この運動の輪が一
層広がりますよう心からご祈念申し上げます。

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

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて

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

南関町長

近に感じてもらうことができればと考えています。

佐藤 安彦

「石けん使おう！７月はシャボン玉月間」を通して一人ひ

南関町は、熊本県北西部に位置し、関川・諏訪川と

とりが環境を意識し、暮らしを見なおすきっかけとなる

いう県を跨ぐと河川名が変わるという珍しい川を持つ

ことを願っています。

町です。
（熊本県では関川、福岡県では諏訪川）

今後も貴団体のより一層のご活躍に心からご期待申し

当町は、ホタルの里百選に 2 カ所選出されており、

上げます。

この良好な水環境を守っていくため、町民と共同で廃
食用油の回収や河川一斉美化運動の取り組みを行って
います。
また、小・中学生を対象とした環境学習や水生生物

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」メッセージ
長洲町長

教室等を通じて、環境の大切さをより身近に感じても
らうきっかけになればと考えています。

中逸 博光

結びに、長年にわたる貴会の活動に敬意を表すると
ともに、活動の輪がさらに広がりますことを心からご祈

長洲町は熊本県北西部に位置し、有明海に面した自

念申し上げます。

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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」へのメッセージ

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

氷川町長

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。

藤本 一臣

氷川町は、熊本県の中央部に位置し、中山間地域か

このせっけん運動は、新型コロナウイルス感染症予

ら平野部には町名の由来にもなっている清流氷川が流

防対策において、非常に重要な活動であると認識して

れており、豊かな水資源の恩恵を受けて発展して参り

おります。貴会の活動に敬意を表しますとともに、今後

ました。

益々のご発展とご活躍を心より祈念いたします。

この豊かな水資源を次世代に引き継ぐための取り組
みの一つとして、EM 発酵液の普及・啓発活動に取り組
んでおり、町内の全小・中学校を始め、地区の老人会
や子ども会等の地域団体や農家でも使用され、町全体

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」によせて
和水町長

で水環境の保全を図っているところです。
今後も、更なる生活排水対策を推進し、水環境の保

石原 佳幸

全に向け取り組んで参ります。
貴会の長年にわたる「せっけん運動」の取り組みに

和水町は、菊池川と緑の山々、江田船山古墳や田中

深く敬意を表すとともに、貴会の益々のご発展とご活

城跡などの歴史的資源を有しています。また、初夏に

躍を心より祈念申し上げます。

は町内の各所でホタルを鑑賞することができる豊かな
自然に恵まれた町です。
この恵まれた自然に感謝し、このふるさとを次世代
の子ども達に大切に受け継ぐため、町環境基本条例と
地球温暖化対策実行計画を策定し、町内一斉清掃や
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せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて
益城町長

さな一歩」とお聞きしました。
新型コロナウイルス感染症対策として手洗いが重要

西村 博則

視されている中、石けんの利用という身近な取り組み
を通して「自らの暮らしを見直し、美しい自然を未来世

益城町は、熊本県のほぼ中央北寄りに位置し、県庁

代に引き継ごう」とする貴会の活動に敬意を表し、今

所在地熊本市の東隣りに接しています。また、阿蘇くま

後益々の御発展を祈念いたします。

もと空港や九州高速道路 IC が町内にあり、交通利便
性が高いとともに美しい自然に囲まれた場所です。
熊本地震から 6 年が経過し、多くの皆さまに支えら
れながら、美しいふるさとの姿を取り戻すため、復旧・

せっけん使おう！7 月シャボン玉月間へのメッセージ

復興に全力で取り組んでいます。
阿蘇の伏流水などの自然に恵まれ、豊かな農産物

御船町長

を育む本町の源となる水環境を、これから 50 年後、
100 年後の未来の子供たちに引き継いでいくことが、

藤木 正幸

御船町は、九州のほぼ中央に位置し、3 つのインター

私達の使命であると思っています。

チェンジを有する交通アクセスに優れた町です。
また「く

貴会の長年にわたる「水環境保全活動」への取り組

まもと名水 100 選」に選定された「吉無田水源」を有

みに敬意を表すとともに、益々のご活躍を心より祈念

する自然豊かな町です。

申し上げます。

この豊かな自然を未来に残すため、御船町では町内
の小学生を対象に「わくわく環境教育教室」を実施し、
ごみの処分やリサイクルの方法を知ること、節水意識

せっけん使おう！7 月シャボン玉月間 首長メッセージ
南阿蘇村長

の向上への取組など環境保全について学習をする機会
を設けています。

吉良 清一

また、コロナ対策の一つに手洗いが推奨されており、
貴会の「せっけんを使おう」の取組は、水環境の保全

南阿蘇村は、熊本県北東部、阿蘇山カルデラの南

だけでなく感染症予防にも効果があり、一層重要性を

部地域に位置し、村内には、環境省の「名水百選」や「く

増していると認識しております。

まもと緑の百景」にも選定された白川水源や竹崎水源

この取組が大きく広がることをご祈念申し上げます。

などの湧水群があり、自然豊かな四季折々の変化に訪
れる人々の心を和ませてくれます。
本年には、内閣府地方創生推進室より「SDGs 未来
都市」に選定されました。豊かな自然を次世代へ引継

「せっけんを使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ

ぐため住民、事業者、行政が連携し、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。

八代市長

今後も貴会の活動の発展と環境問題意識向上の取り

中村 博生

本市は、九州のほぼ中央に位置しており、日本三急

組みの輪の広がることをご期待申し上げます。

流の一つである球磨川がもたらす豊富で良質な水資源
の恩恵を受けながら、農業や製造業を中心に発展して
きました。

「シャボン玉月間」によせて
南小国町長

そのような中、本市は、今年 5 月に、持続可能な人
と企業に選ばれるまちづくりの提案に関し、
「SDGs 未

髙橋 周二

来都市」に選定されました。
市民生活や社会経済活動に必要不可欠な水資源に

南小国町は、九州の中央部、熊本県の東北部に位置

ついても、SDGs の理念や目標等を踏まえ、将来にわたっ

しており、九州最大の河川である筑後川の源流が流れ

て持続的に利用できるよう、各種調査や生活排水対策

る自然豊かな町です。

等を継続し、その保全に努めてまいります。

本町といたしましては、この豊かな自然環境を次世代

最後になりますが、貴会の長年にわたる「せっけん

に受け継いで行こうと、水質検査や清掃活動等、環境

運動」に敬意を表しますとともに、今後も活動の輪が

保全に日々努めている状況です。

広がりますことを心より祈念申し上げます。

今年度、
「せっけん使おう！7 月はシャボン玉月間」
での合言葉は「せっけんからはじめよう。地球を守る小

sekken undou network

98

せっけん運動

No.193

2022.9

行政からのメッセージ 2022

せっけん使おう！ 7 月はシャボン玉月間

「せっけんを使おう！7 月はシャボン玉月間」へのメッセージ
山鹿市長

「せっけんを使おう！7 月はシャボン玉月間」に寄せて

早田 順一

山都町長

梅田 穰

山鹿市は豊かな水資源や緑深い山々に恵まれた自然

山都町は、緑川と五ヶ瀬川の源流地域で、九州のほ

環境、装飾古墳や豊前街道に代表される歴史環境、各

ぼ中央「九州のへそ」に位置します。国重要文化財「通

地に湧出する温泉や四季を彩る祭りといった生活環境

潤橋」や世界灌漑施設遺産「通潤用水」の保全、
「有

等、誇るべき環境資源に恵まれております。

機農業」の推進、河川周辺の一斉清掃や水質検査等、

本市では昨年度、第３次山鹿市環境基本計画を策
定し、
「人が自然と共生する温もりのあるまち

水環境を保全する活動に力を入れており、令和３年度

やまが」

には内閣府による「SDGs 未来都市」にも選定されまし

を目指す環境像に掲げました。この環境像を実現し、

た。恵まれた水環境を守り下流域に繋げることが、源

豊かな環境資源を未来に引き継ぐため、今後も生活排

流地域住民の使命であると考えています。

水対策や水環境を保全するための意識向上に努めてま

コロナ禍の中、貴会の環境にやさしいせっけんの利

いります。

用推進は大変重要な活動であると認識しており、貴会

貴会の取り組みに敬意を表しますとともに、せっけん

の永年に渡る「水環境を保全する活動」に深く敬意を

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。

表しますとともに、今後の更なるご発展とご活躍を心よ
りご祈念申し上げます。

● 大 分 県
「シャボン玉月間」によせて

「シャボン玉月間」によせて
宇佐市長

臼杵市長

是永 修治

中野 五郎

大分県の北部に位置する宇佐市は、駅館川をはじめ

臼杵市は、大分県東南部に位置し、豊後水道で採

とする様々な清流が織りなす、豊かな水質資源の恵み

れる海の幸や、化学肥料・化学合成農薬を使わずに栽

を受ける、美しい山と海に囲まれたまちです。

培される「ほんまもん農産物」等、恵まれた環境から
生み出される豊かな食と自然のまちです。

昨年度は、宇佐のかんがい用水群（平田井路・広瀬
井路）が「世界かんがい施設遺産登録認定」され、ま

昨年には、これまで築き上げた多彩な食文化が評価

た、院内町の両合棚田が「つなぐ棚田遺産」に選定さ

され、ユネスコ創造都市ネットワークの食文化部門に

れるなど、先人が創った水環境にまつわる農業遺産が

加盟が認められました。今後は、更に磨きをかけ、世

評価された年となりました。この豊かな環境資源を次

界の様々な都市と交流することによる本市の活性化を

世代へ継承し、引き続き自然環境の保全に取り組んで

図っていきます。
本市では来年、環境基本計画の中間年度を迎えま

まいります。

す。計画に掲げる「 環の心で

貴会の長年にわたる水環境の保全活動へのご尽力に

自然と共生するまち

うすき」の実現にむけて取り組んでまいります。

敬意を表しますとともに、今後ともますます活動の輪が

貴会の活動に敬意を表するとともに、活動の輪が一

広がることを心からご祈念申し上げます。

層広がりますよう心から祈念いたします。
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「シャボン玉月間」によせて
大分市長

景観と自然動物の保護のために地元の方々やＮＰＯ法
人とともに海岸清掃ボランティア活動を長年取り組ん

佐藤 樹一郎

でいます。
また本年１月、二酸化炭素排出が実質マイナスとな

大分市は、別府湾、高崎山をはじめとした山々、大

るカーボンネガティブを宣言しました。今後も豊かな自

野川、大分川の二大河川など海、山、川に囲まれた豊

然環境を末永く後世に継承するため、環境保全活動を

かな自然に恵まれており、私たちはこの貴重でかけがえ

推進していきます。

のない自然環境を将来の世代へより良い状態で継承し

結びに、貴会の長年の取り組みに敬意を表しますと

ていかなければなりません。

ともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。

  本市では、
「自然と共生する潤い豊かなまちづくり」を
基本的な政策に掲げ、市民・事業者・行政の連携のもと、
人と自然が共生する都市を目指し、環境保全の取組を
進めております。

「シャボン玉月間」によせて

  こうした中、貴会のせっけんの利用を進め、水環境を
保全する活動は、美しい自然を次世代に引き継ぐ本市

佐伯市長

の取組に大きく寄与するものと考えております。今後と
も貴会の活動の輪がより一層広がることを心からご祈念

田中 利明

佐伯市は、約 903 平方キロメートルと九州で一番広

申し上げます。

い面積をもつまちで、ユネスコパークにも登録された、
祖母・傾・大崩山系や希少性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、
リアス式海岸など、豊かな恵みに満ち溢れています。

「シャボン玉月間」によせて

本市では、
「さいきオーガニックシティ」の実現を掲

杵築市長

げ、自然と人間の共生はもちろん、持続可能な発展を

永松 悟

なしていく、佐伯版 SDGs を展開しているところです。
おわりに、貴会の長年に渡る活動に深く敬意を表し

杵築（きつき）市は、瀬戸内海に面した九州北東部

ますとともに、水環境保全活動の輪がさらに広がるこ

にある小さな自治体です。別府湾と近接する守江湾の

とを心よりご祈念申し上げます。

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
とする石鹸づくりに取り組む団体もあり、市民の環境

「シャボン玉月間」によせて

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

竹田市長

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。

土居 昌弘

竹田市は、大分県内を流れる大野川の源流に位置し

貴会の長年にわたる活動に深く敬意を表しますとと

ており、南は祖母・傾山系、北はくじゅう山系に囲まれ

もに、今後も会の活動の輪がさらに広がることをご祈

た自然豊かな地域です。それぞれの山々が育む湧水は

念申し上げます。

日本名水百選にも選ばれ、その恵みを活かした農業や
観光が基幹産業となっています。また、そこに息づく生
き物は多様性に富み、国立公園内には絶滅危惧種をは
じめ希少な動植物が生息しています。

「シャボン玉月間によせて」
国東市長

この豊かな自然環境を守り、次の世代に引き継ぐた
めに、環境を守る活動を一層推進していかなければな

三河 明史

らないと考えます。貴会のこれまでの活動に心から感
謝を申し上げますとともに、活動の輪がさらに広がるこ

国東市は、九州の北東部瀬戸内海に丸く突き出た国

とを心底から念願申し上げます。

東半島の東側に位置し、秀麗な山々や美しい海岸線が
瀬戸内海国立公園や国東半島県立自然公園に指定さ
れるなど豊かな自然環境に恵まれています。
本市では伊予灘・周防灘を望む海岸の風光明媚な
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シャボン玉月間によせて
津久見市長

「７月はシャボン玉月間」に寄せて
川野 幸男

日出町長

本田 博文

津久見市は、豊後水道に面した津久見湾を囲うよう

日出町は、大分県の国東半島の付け根に位置し、鹿

にして伸びるリアス海岸と、山地斜面のみかん栽培の

鳴越連山を背に別府湾を臨む、海と山に囲まれた自然

段々畑、市街地には、石灰の岩肌がむきだしになった

にめぐまれた町です。

採掘場跡や鉱山など独特な景観を有しています。

当町では、環境美化や環境保全活動のため、酒びん

本市では、
「第 2 次津久見市環境基本計画」におい

の回収ステーションの設置や段ボールコンポストセット

て、
「美しい津久見の環境を次世代につなぐまち」を望

の無料配布を開始するなど、町民、事業者、行政が連

ましい環境像に掲げ、その実現に向けて、市民・事業者・

携して、ごみの減量化やリサイクル推進に取り組んでお

行政が連携し環境保全に取り組んでいるところです。

ります。現在ある豊かな自然環境を次の世代へ引き継

貴会の長年の活動に敬意を表しますとともに、貴会

いでいくため、人と自然が共生する緑豊かな美しいま

が取り組む「せっけん運動」の輪が一層広がりますよう

ちづくりを推進していきます。

ご祈念申し上げます。

長年にわた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、貴会の活動を通じて環境保全活動
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。

「シャボン玉月間」に寄せて
中津市長

奥塚 正典
「７月はシャボン玉月間」に寄せて

中津市は大分県の北西部に位置し、生物豊富な中津
干潟や海に注ぐ雄大な山国川、また市域の大部分を占

日田市長

める緑豊かな耶馬渓の山々が身近にある、自然の恵み
を存分に感じられるまちです。

原田 啓介

日田市は大分県西部に位置し、阿蘇、くじゅう山系

本市では平成 31 年 3 月に「中津市環境基本計画」

や英彦山系の美しい山々に囲まれた盆地のまちで、こ

を策定し、市民・事業者・行政と協働しながら人と自

れらの山々で育まれた豊富な水が筑後川の上流域を形

然が共存する環境づくりに取組んでいます。

成しています。

活動のひとつとして、家庭で使用された廃食油を原

本市はこの豊かな水資源を次世代に引き継いでいく

料にした廃油せっけん製作があり、清掃イベントなどで

ため、令和 3 年度より
「水郷ひた河川を美しくする条例」

無料配布しご利用いただくことで、市民の日常生活の

を施行し、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普

中から水環境保全への意識醸成につなげているところ

及促進など、生活排水処理対策を積極的に進めており、

です。

今後も河川環境・河川水質の向上に向け着実に取り組

貴会におかれましては、長年にわたり「せっけん運動」

んでまいります。

の活動を通じて水環境の保全に尽力されていることに

貴会の長年にわたる水環境保全活動へのご尽力に敬

深く敬意を表するとともに、今後もますますのご活躍を

意を表しますとともに、今後ともますます活動の輪が大

ご祈念申し上げます。

きく広がりますようご祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」によせて

「シャボン玉月間によせて」

豊後大野市長

川野 文敏

別府市長

豊後大野市は、九州で唯一「ユネスコエコパーク」

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

と「日本ジオパーク」の両方に認定され、雄大で美し

見岳を背後に別府湾へと広がる扇状地で、緑豊かな

い大地と大野川をはじめとする清流が流れる、自然豊

山々と波静かな別府湾に囲まれた風光明媚な日本有数

かなまちです。

の温 泉地です。別府市の温 泉は、源泉数 2,854 孔、

また、昨年７月に「サウナのまち」を宣言し、自然を

湧出量は毎分 102,777 Ｌ にも及びます。

満喫できるアウトドア・サウナを活用したまちづくりを

当市では、自然と共生し環境への負荷の少ない循環

推進しています。

型社会の実現を目指し、環境保全に関する施策の総合

これらの美しい自然は、多くのボランティアや地域住

的、計画的な推進を図るため、別府市環境基本計画（第

民の皆様の活動により守られてきたもので、今後にお

2 次）を策定しています。
「共生」
「循環」
「国際的取組」
「参

きましても、
「豊かな自然・地域を未来へつなげる豊後

加」を 4 つの基本目標に掲げ、人と自然が共生するま

大野市づくり」の実現に向けて取り組んでまいります。

ちを目指して、多様な自然環境の保全を行うために多

貴会の長年にわたる水環境保全活動に深く敬意を表

様な主体と連携し、かけがえのない財産である自然環

し、これからもこの活動が多くの方々によって引き継が

境の保全に向けた取り組みを推進しております。

れるよう、心からご祈念申し上げます。

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、貴会の益々
のご発展と、
「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
豊後高田市長

佐々木 敏夫
「シャボン玉月間」によせて

豊後高田市は、大分県の北東部に位置しており、国
の登録記念物（名勝地関係）である「真玉海岸」や、

由布市長

花とアートの岬「長崎鼻」の美しい海岸があり、また、

相馬 尊重

国の重要文化的景観に選定された「田染荘小崎の農村

由布市を源流とし、湯布院・庄内・挾間へと貫流す

景観」では、クヌギ林が適切に管理され、涵養された

る大分川は、由布岳をはじめたくさんの緑豊かな山々

水源が水田農業や多様な生態系を育んでおり、里山と

の清流を集めながら、途中の棚田や人々を潤して別府

農村の美しい景観を形成されるなど豊かな自然に恵ま

湾へと注いでいます。

れたまちです。

今後も、由布市の財産である森や川を守り、後世に

この豊かな自然を未来につなぐため、
「豊後高田市

伝えながら、この地域が末永く続いていくための取り

環境基本計画」に基づいた持続可能な開発目標
（SDGs）

組みを進めていくことは、私どもの責務であります。

の取り組みを進めているところです。

そのような中、貴会が提唱されます自然と人にやさし

貴会の水環境を守る活動に敬意を表しますとともに

い「せっけん運動」は、一人ひとりの心がけによる自然

「せっけん運動」の輪がさらに広がりますようご祈念申

環境保護活動として誠に意義深く、深い共鳴を覚える

し上げます。

次第でございます。
貴会の長年にわたる活動に敬意を表しますとともに、
本運動の輪が益々広がっていくことを心より祈念申し上
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

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
中別府 尚文

高原町長

高妻 経信

国富町は、多くの緑に囲まれ、中心部の南北に一級

高原町は、宮崎県の南西部、霧島錦江湾国立公園

河川である本庄川と深年川が流れる、自然環境に恵ま

を境に鹿児島県と接する静かな山あいに位置していま

れたまちです。

す。霧島連山からの豊富な水、活火山との共生、高原
の神舞など「神武の里」伝説が数多く残る町です。

この豊かな自然環境を守り、育み、そして後世に引

本町では、
「第 4 次高原町生活排水対策総合基本計

き継ぐことは、私たちひとりひとりの日頃からの取り組

画」や「高原町地下水保全条例」を制定し、豊かな水

みが大事になります。
本町では、
「国富町河川をきれいにする条例」を制

環境を次世代に引き継ぐために合併処理浄化槽設置の

定し、公共下水道への接続推進や合併浄化槽設置推

推進や「クリーンアップ活動」等を通じて町民一体と

進などの生活排水対策を計画的に進めているほか、町

なって環境整備に取り組んでいます。
結びに、貴会の長年にわたる水環境保全活動に敬意

内の団体が参加するクリーン国富で清掃活動を実施す

を表しますとともに、せっけんからはじめる地球を守る

るなど、水環境の保全に取り組んでいます。

小さな 1 歩がやがて大きな輪を作り、さらなるご発展

今後、貴会による活動の輪が広がるとともに、人々

をされますことをお祈り申し上げます。

の水環境への関心がさらに高まることをご祈念いたし
ます。

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」によせて

「せっけん使おう！７月はシャボン玉月間」に寄せて
小林市長

日南市長

宮原 義久

髙橋 透

日南市は、宮崎県の南部に位置し、太平洋に面した
日南海岸や飫肥杉に囲まれ、飫肥藩伊東家 5 万 1 千

小林市は、宮崎県の南西部に位置し、
「名水百選」
にも選ばれた「出の山湧水」をはじめとした優良な水

石の城下町飫肥や港町の油津や南郷、森林セラピー基

資源の恵を受ける自然豊かなまちです。

地の猪八重渓谷など、歴史の町並そして、国内でもめ
ずらしいジャカランダが群生するなど豊かな自然に恵ま

この豊かな自然環境を次世代に引き継ぐために、
「水

れています。

資源保全条例」を制定し、貴重な財産である水資源の
保全に務めています。また、河川浄化等推進員による

本市では、
「未来につなぐ恵み豊かな自然と人とが共

河川パトロールや、家庭から出る廃食用油のリサイクル

生するまち にちなん」を目指して、令和 4 年 3 月に第

回収、女性団体による廃食石けん作りなど、市民の皆

二次日南市環境基本計画を策定しました。
この計画に基づき、公共下水道等の整備や合併処理

様にも環境に配慮した取り組みにご協力いただいてお

浄化槽への転換促進など生活排水対策を進めながら、

ります。

水環境保全に取り組んでいます。

長年にわたり水環境の保全にご尽力されている貴会

結びに、貴会のご活動に敬意を表しますとともに、

の「石けん運動」に敬意を表しますとともに、今後も貴

今後益々のご発展をご祈念申し上げます。

会の活動の輪が広がりますことを祈念申し上げます。
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「シャボン玉月間」メッセージ
延岡市長

シャボン玉月間によせて
都城市長

読谷山 洋司

池田 宜永

延岡市は、ユネスコエコパークに登録された祖母・

都城市は、雄大な霧島連山や鰐塚山系に囲まれる緑

傾・大崩山を含む九州山地を水源とする五ヶ瀬川水系

豊かな街で、母なる大淀川や地下水の恵みを受けて発

の豊かな水資源の恩恵を受け発展してきた「水郷のま

展してきました。

ち」です。

本市の地下水は、良好な水質、安定した水温や経済

工業都市でありながら、市の中心部を流れる五ヶ瀬

性等から高く評価され、市民が生活する上で非常に貴

川は、国土交通省の調査において、8 年連続で全国トッ

重な資源となっています。この豊かな自然や水資源を

プクラスの水質に輝いています。森林から沿岸までつ

今後も持続的に利用するため、本市では公共下水道の

ながるこの豊かな水環境を守るため、市の環境基本計

整備や合併浄化槽の設置を促進しています。

画において
「おいしい空気ときれいな水に包まれるまち」

また、市民一人一人の意識向上を目的に、環境学習

を目標に、公共下水道や浄化槽による生活排水対策と

等を通して、河川の水質改善に繋がる啓発活動にも取

ともに、多様な生物を育む森林・里山・水辺の保全に

り組んでいます。

も取り組んでまいります。

貴会におかれましては、せっけん運動を通じ水環境

結びに、貴会のご活動に敬意を表しますとともに、

保全に大きく寄与していただいており、心から敬意を

今後益々のご発展をご祈念申し上げます。

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
三股町長

シャボン玉月間によせて

木佐貫 辰生

宮崎市長

三股町は、宮崎県の南西部、都城盆地に位置し、

清山 知憲

大淀川水系の沖水川が町の中央を西流しています。
「花

宮崎市は、太陽と水と緑に囲まれ、豊かな自然と温

と緑と水のまち」をキャッチフレーズに、美しい自然と

暖な気候に恵まれた都市です。特に、市の中心を流れ

調和した良好な住環境により発展してきました。

る大淀川は「母なる川」として市民の生活と密接な関

本町では、この豊かな自然環境を守り、次世代に引

係があり、産業及び経済の発展にも重要な役割を担う

き継いでいくため、7 月の第１日曜日には「クリーンアッ

貴重な水資源であります。

プみまた」と銘打ち、町民が一体となって河川周辺な

本市では、この豊かな自然環境を守り、次世代に引

どの清掃活動を行っているほか、河川浄化等推進員に

き継ぐため、河川浄化等推進員による河川パトロール

よる河川パトロールや、子どもたちに環境学習を実施

やホタルの里づくり支援のほか、子どもたちを対象に

するなど、様々な環境保全活動に取り組んでいます。

環境学習を実施するなど、市民・事業者・行政が連携

貴会が取り組まれている環境保全に向けた活動に敬

してさまざまな環境保全活動に取り組んでおります。

意を表すとともに、今後ますます活動の輪が広がります

貴会の長年にわたる環境保全活動に敬意を表します

ようご祈念申し上げます。

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

「せっけん使おう！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】小鹿野町、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・大崎市・女川町・加美町・塩竈市・七ヶ浜町・仙台市・
多賀城市・名取市・東松島市・美里町・涌谷町・亘理町
【埼玉県】伊奈町・小鹿野町・小川町・越生町・加須市・北本市・越谷市・白岡市・
秩父市・長瀞町・滑川町・新座市・皆野町・蓮田市・日高市・深谷市・
ふじみ野市・三芳町・横瀬町・寄居町・嵐山町・和光市
【東京都】狛江市、三鷹市
【神奈川県】神奈川県・大井町・大磯町・小田原市・開成町・川崎市・寒川町・
逗子市・茅ヶ崎市・中井町・二宮町・秦野市・葉山町・平塚市・藤沢市・
松田町・南足柄市・山北町

