
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2017年/11月号) ◇
🌳❝ニッセイの森❞ 育樹活動

11/11(土) 【石川県】❝ニッセイ内灘の森❞ つる切・遊歩道整備ボランティア

【場所】石川県河北郡内灘町西荒屋
【協力】石川県県央農林総合事務所、内灘町役場、金沢森林組合河北支所

55名の方々(日本生命金沢支社・地元住民の方々等)が参加しました。
「道が完成し、とても達成感があります」「森が非常に綺麗になり、とて
も愛着が湧いた。またここに来てみたい」といった声をいただきました。

・公的施設に隣接したアクセスのよい森
・平成21年にカシワとエノキを植栽し、その後継続的にボランティアを実施している

平成21年
植樹

🌳森林を愛する人づくり事業活動

ニッセイ千早の森(大阪府)での育樹活動は荒天の為残念ながら中止となりました

森の状況

樹木名プレートの寄贈活動(新規設置校の紹介)

【新規設置】
・10/27(金)宮崎市立瓜生野小学校(宮崎県・65名)
・10/30(月)八尾市立高美小学校(大阪府・82名)
・10/30(月)君津市立坂畑小学校(千葉県・12名)
・11/6(月)栃木県立盲学校(中等部)(栃木県・27名)
・11/13(月)共立女子第二中学校・高等学校(東京都・24名)
・11/15(水)豊岡市立竹野南小学校(兵庫県・22名)
・11/17(金)栃木県立足利特別支援学校(栃木県・44名)

現在41の学校・団体にご応募いただいています。

🌳現地踏査活動

11/3(金) 【宮城県】岩沼市長より感謝状を授与

千年希望の丘で森づくりを行っている財団事業に対して、
感謝状をいただきました！

🌳現地踏査活動

🌲三次の森（広島県)

↑ヒノキの状況 ↑ヤマザクラの状況

・植栽木は全て残存率は高く、順調に成育している
・特に入り口付近のヤマザクラの成育がよい

🌲佐賀富士の森①②（佐賀県)

🌲脊振の森（佐賀県）

・市街地より約１時間。公道のすぐ脇にある森
・ヤマモモがヤマグリのエリアにも入り込み、残存が

少なく なっている。その他の植栽木は順調に成育
している

・サザンカ以外の植栽は残存・成育ともに良好
・シロダモ、シロモジ、ハイノキ、マルバウツギ等
が自然発生している

平成10年
植樹

平成6年
植樹

↑ヤマザクラの状況 ↑ケヤキの状況

↑ヒノキの状況

平成7・13年
植樹

↑ヤマグリの状況

苗木の状況

11/22(木) 【宮城県】ふれあい森林教室(於:森から考えるESD学びの森)

利府町立青山小学校の方々を中心に合計59名の方々が
参加しました。森の整備活動やネイチャークラフト活動等を
行いました。
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🌳現地踏査活動

🌲大和の森（島根県）

・植栽しているヒノキは残存率も高く、成林に向けて
順調に成長している

・現在はクマザサなどの下層植生も発生しているが、
５年前後で間伐が必要となってくる

平成6年
植樹

↑森の全景 ↑ヒノキの状況

🌲日原の森（島根県）

🌲鹿足の森（島根県）

・南向きの急斜面な森
・植栽木のうちスギとヒノキは順調な成育をしているが、

広葉樹（ケヤキ等）は散見される程度
・植栽木が少ない空間に自然発生したアカマツ、

ヤマザクラやヤマグリ、コシアブラなど様々な種類の
立木が占める

・斜面上部にヒノキ、下部の沢沿いにスギやケヤキ
などが植栽され、残存率が高い

・自然発生したイタヤカエデ、ホウノキ、ミズメ、ミズキ
なども大きくなってきている

平成6年
植樹

平成6年
植樹

↑スギ・ケヤキの状況

↑ケヤキの状況↑スギの状況

↑ヒノキの状況

🌲まんのうの森（香川県）

・植栽したヒノキとコナラはどちらも残存率が高く、
特にヒノキは成長が良好

・コナラ区域の隙間にはアカマツが自然発生しており、
林床にはススキ、アセビ、マメツゲ等が見られた

平成18年
植樹

↑ヒノキの状況 ↑コナラの状況

🌲小田深山の森（愛媛県）

・スキー場に近い中～急傾斜の森
・植栽したヤマザクラ、ケヤキは成育・残存ともに良好
・ヒノキ区域では立木密度が高く、今年度中に

に除間伐を実施予定

平成9年
植樹

↑ヤマザクラ・ケヤキ
の状況

↑ヒノキの状況

🌲川本の森（島根県）

・急傾斜だが、植栽木の残存率も概ね順調に成育
している

・下部の広葉樹ゾーンにツル植物が繁茂しているた
め、来年度、ツル切を実施予定

平成12年
植樹

↑ヒノキの状況 ↑ヤマザクラの状況
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２０１７年度　ニッセイ緑の財団活動計画 11月30日 時点

■ニッセイの森での育樹活動 ■森を愛する人づくり活動(日本生命・グループ会社との協業イベント)

№ 日程 協力先の日本生命グループ 場所 ニッセイの森 イベント名 参加人数

1 6/27(火) 人材開発部 ニッセイ総合研修所 営業総合職・CS総合職1年目向け 環境講座 144名

2 7/29(土)・30(日) 関連事業統括部 日本生命丸の内ビル 夏休み自由研究フェス！ブース出展 59名

3 8/2(水) (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ニッセイエデンの園 夏休み自由工作イベント 40名

4 8/5(土) CSR推進部 東京都 高尾の森 森の探検隊 52名

5 8/5(土) CSR推進部 兵庫県 社の森 森の探検隊 50名

6 8/5(土)・6(日) 関連事業統括部 日本生命本店東館 夏休み自由研究フェス！ブース出展 34名

7 8/10(木) 仙台支社 仙台支社 夏休み自由工作イベント 77名

8 8/15(火)・16(水) ライフプラザ丸の内(イオン幕張オフィス) イオンモール幕張新都心 ニッセイ緑の夏休み自由研究会 821名

9 10/10(火) 人材開発部・CSR推進部 東京都 高尾の森 総合職1年目研修 156名

10 12/5(火) (公財)日本生命済生会 日生病院 樹木名プレートの作成

11 12/8(金) (公財)日本生命済生会 日生病院 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース)

12 12/8(金) 沼津支社 沼津支社 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース)

13 12/8(金)・9(土) (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ニッセイエデンの園 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース)

14 12/19(火) 仙台支社 仙台支社 木工クラフトワークショップ(クリスマスリース)

■森を愛する人づくり活動(その他イベント)

日程 イベント区分 場所 ニッセイの森 イベント名 参加人数

15 5/25(木) 東京都 高尾の森 植物名プレート設置 17名

16 9/14(木) 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会 21名

17 10/21(土) 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会 雨天中止

18 4/16(日) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (一般親子が対象) 40名

19 4/18(火) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (.相馬市の中学校が対象) 116名

20 7/2(日) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (一般親子が対象) 45名

21 8/1(火) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (利府町の子ども会が対象) 42名

22 8/21(月) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (利府町のお子様が対象) 16名

23 8/31(木) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (南魚沼市の小学校が対象) 73名

24 9/11(月) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (新地町の中学校が対象) 84名

25 10/26(木) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (仙台市の小学校が対象) 48名

26 10/27(金) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (仙台市の小学校が対象) 61名

27 10/29(日) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (多賀城市のお子様が対象) 76名

28 11/22(水) 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室 (利府町のお子様が対象) 59名

29 調整中 宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室(残1回予定)

30 5/25(木) 北海道 樹木名プレート設置　(札幌市立定山渓中学校) 34名

31 7/3(月) 東京都 樹木名プレート設置　(武蔵村山市立第二小学校) 22名

32 7/6(木) 東京都 樹木名プレート設置　(多摩市立連光寺小学校) 24名

33 7/21(金) 宮城県 樹木名プレート設置　(利府聖光幼稚園) 104名

34 8/5(土) 千葉県 樹木名プレート設置　(緑町町会子供会) 50名

35 8/31(木) 栃木県 樹木名プレート設置　(塩谷町立玉生小学校) 14名

36 10/2(月) 秋田県 樹木名プレート設置　(秋田市立泉小学校) 90名

37 10/2(月) 兵庫県 樹木名プレート設置　(兵庫県立南但馬自然学校) 60名

38 10/6(金) 大阪府 樹木名プレート設置　(八尾市立亀井小学校) 24名

39 10/16(月) 栃木県 樹木名プレート設置　(下野市立石橋小学校) 26名

40 10/27(金) 宮崎県 樹木名プレート設置　(宮崎市立瓜生野小学校) 65名

41 10/30(月) 大阪府 樹木名プレート設置　(八尾市立高美小学校) 82名

42 10/30(月) 千葉県 樹木名プレート設置　(君津市立坂畑小学校) 12名

43 11/6(月) 栃木県 樹木名プレート設置　(栃木県立盲学校(中等部)) 27名

44 11/13(月) 東京都 樹木名プレート設置　(共立女子第二中学校・高等学校) 24名

45 11/15(水) 兵庫県 樹木名プレート設置　(豊岡市立竹野南小学校) 22名

46 11/17(金) 栃木県 樹木名プレート設置　(栃木県立足利特別支援学校) 44名

47 随時 - その他含め現在41学校・団体が申込み済

48 4/1(土)・2(日) 岡山県 木工クラフトワークショップ 35名

49 5/13(土)・14(日) 栃木県 木工クラフトワークショップ 21名

50 5/20(土)・21(日) 山梨県 木工クラフトワークショップ 31名

51 7/15(土)・16(日) 山梨県 木工クラフトワークショップ 21名

52 9/30(土)・10/1(日) 神奈川県 木工クラフトワークショップ 31名

53 11/19(日) 東京都 木工クラフトワークショップ 120名

54 7/25(火)～27(木) 愛知県・ 三重県 学校の森サミット 260名

55 調整中 埼玉県・鳥取県他 ドングリ学校

合計 3374名

高尾の森関係

森林教室関係

間伐材提供イベント関係

樹木名プレート関係

その他イベント関係

№ 日程 場所 主催支社 ニッセイの森 参加人数

1 4/22(土) 兵庫県 明石支社・本店 社の森 55名

2 4/22(土) 宮崎県 宮崎支社 田野の森 59名

3 4/30(日) 大分県 大分支社 別府の森 65名

4 5/20(土) 神奈川県 町田支社・本部 相模の森 52名

5 5/27(土) 秋田県 秋田支社 岩見の森 63名

6 5/27(土) 高知県 高知支社 土佐山田の森 69名

7 6/4(日) 宮城県 仙台支社 希望の丘 206名

8 6/10(土) 北海道 函館支社 知内の森 雨天中止

9 6/10(土) 静岡県 沼津支社 伊豆の森 54名

10 7/8(土) 京都府 京都西支社・本店 京丹波の森 74名

11 8/26(土) 北海道 道東支社 標茶の森 58名

12 9/2(土) 北海道 札幌支社 支笏湖の森 125名

13 9/2(土) 岩手県 盛岡支社 大船渡の森 雨天中止

14 9/16(土) 岡山県 岡山支社 加茂川の森 雨天中止

15 9/23(土) 埼玉県 熊谷支社・本部 美の山の森 雨天中止

16 9/30(土) 富山県 富山支社 桂湖の森 102名

17 10/14(土) 新潟県 長岡支社 湯沢の森 88名

18 10/14(土) 埼玉県 川越支社 ときがわの森 雨天中止

19 11/11(土) 石川県 金沢支社 内灘の森 55名

20 11/18(土) 大阪府 本店 千早の森 雨天中止

21 12/3(日) 熊本県 熊本支社 熊本の森

22 12/16(土) 山口県 山口支社 徳地の森

23 12/16(土) 長崎県 長崎支社 長崎の森

合計 1125名


