
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度10月号) ◇

🌳森林を愛する人づくり事業活動🌳“ニッセイの森” 植樹・育樹活動

【宮城県】ふれあい森林教室 253名参加

・スギの一斉林。青森市内からもアクセスがよくボランティア適地。
・植栽したスギは順調に成育しており、成林に向けて順調。

10/13(土) 【青森県】“ニッセイ夏泊の森”間伐ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会（青森支社）
【場所】”ニッセイ夏泊の森”
【協力】青森森林管理署・森林組合あおもり 様

森の状況

秋晴れの爽やかな気候の中でボランティアを行うこと
ができ、予定していた間伐に加えて、倒した木を輪切
りにするコースター作りも行いました。

64名参加

1993年
植樹

・植栽したクヌギ、コナラ、ヒノキはいずれも順調に成育。
・歩道には自然発生したアラカシのほか、灌木・ススキなどが繁茂。

10/13(土) 【埼玉県】“ニッセイときがわの森”枝打ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会（川越支社）
【場所】”ニッセイときがわの森”
【協力】埼玉森林管理事務所 様

埼玉県中央部森林組合 様

41名参加

2007年
植樹

10/10(水) 日本生命新入職員研修 143名参加

枯れ枝が目立っていたクヌギエリアが、参加者の皆様
の枝切り作業により、綺麗で見通しの良い森となり
ました。小学生のお子様も懸命に取組んでいました。

全３回いずれも天候に恵まれ、森林づくり
活動や自然観察、ネイチャークラフト作りに
減災技術習得プログラム等の体験を行い
ました。

【場所】森から考えるESD学びの森
【協力】宮城県森林インストラクター協会 様

・日本が森林大国であるという話や、豪雨被害に関する話等興味深い内容が多く、最後まで集中して聞く
ことができました。

・社外貢献が求められている今の時代に、企業としてこのような取組みをしていることはとても素晴らしいと
感じました。

参加者の感想

日本生命の新入職員に向けて講義を行いました。「現在の
森林の状況と森林の果たす役割」・「ニッセイ緑の財団の事業
内容」についてお話をさせていただきました。

【場所】ニッセイ総合研修所
【協力】人材開発部

10/22(月) 水戸支社内勤向けイベント 22名参加

・“ニッセイの森”の間伐材がこのような形で再利用されることは素晴らしいことだと感じました。
・少し難しかったですが、楽しく作ることができました。園児たちの喜ぶ顔が見てみたいです。

参加者の感想

”ニッセイの森”の間伐材を活用して、日本古来の玩具である
「ぱたぱた板」の作成を行いました、作成した「ぱたぱた板」は、
保育園に寄贈しました。

【場所】日本生命水戸支社会議室
【協力】日本生命水戸支社

森の状況

10/23・28・30 計3回



◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度10月号) ◇

🌳現地踏査活動

🌲穴栗の森（兵庫県）

・スギの一斉林。植栽したスギは一部に根曲りは見られるものの、
多くが残存し順調に成育。

・２～３年後を目処に、間伐施業の実施を検討。
スギの状況① スギの状況②

樹木名プレートの設置
※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載

9/3(月) 【東京都】八王子市立山田小学校

栽培委員会の活動で、学校のキャッチフレーズ
「笑顔あふれる花の学校」にちなんで、美しい花が
咲く樹木を中心に設置しました。

25名参加

10月末時点で既に116校・団体にご応募いただいております！

🌲幌加内の森（北海道）

・植栽木のアカエゾマツは日当たりの違いによって成長に差がみられる。

・樹高10mを超えるミズナラ、ホウノキ、トドマツ、ダケカンバ、イタヤカエデ等
北海道の郷土樹種が上層を構成。

アカエゾマツの状況 自然発生したミズナラ

🌲足寄の森（北海道）

・トドマツとミズナラを植栽したがトドマツの一部を残して寒風害を受け
２０１４年にグイマツに改植した森。

・現在は、グイマツとトドマツが順調成育。グイマツは樹高５m程度
になっている。

トドマツの状況 グイマツの状況

🌲阿寒の森（北海道）

・植栽したトドマツは高い残存率を誇り順調に成育。

・カツラ、ウダイカンバなど当初から残っていた立木が大木に成長している
とともに、イタヤカエデ、ミズナラなどの自然発生木が点在。

トドマツの状況① トドマツの状況②

🌲甘木の森（福岡県）

・ケヤキのほか６種類の広葉樹を植栽しており、いずれも順調に成育。
特にヤマザクラとイチイガシは残存本数も多い。

・森には被害はないが、２０１７年の豪雨で、森に沿う林道が崩落。
２０１８年中に復旧工事が予定されている。

ヤマザクラの状況 イチイガシの状況

🌲小石原の森（福岡県）

・九州北部豪雨により被害を受けた森であるが、スギとヒノキの
針葉樹や、ヤマザクラ、ケヤキなどの広葉樹は順調に成育。

・モミジとカツラはほとんど残存していないが、ウリハダカエデ等が
自然発生している。

ケヤキの状況 スギとサクラの状況

🌲湯布院の森（大分県）

・植栽したクヌギは順調に成育している。２０１４年に除伐した根本から
萌芽が旺盛に発生。

・確実な成林を目指して、保育とシカ対策を継続実施。 クヌギの状況 平坦なクヌギエリア

🌲九重の森（大分県）

・植栽したヤマザクラ・ウリハダカエデと沢沿いの平坦な部分のケヤキは
順調に成育。

・ミズナラとミズメはほとんど残存率は低いが、エゴノキ・シロモジ等が
自然発生している。 ケヤキの状況 ウリハダカエデの状況

🌲豊前の森（福岡県）
・約１haの森が林道を挟んで３区域に分かれている。

・植栽木はシカの食害が大きいが、自然発生したイチイガシや
ウリハダカエデ等が１０m前後になって森を形成している。

イチイガシの状況 ウリハダカエデの状況

🌲八木山の森（福岡県）

・植栽したヤマザクラ・クヌギ・イチイガシは適度な密度で順調に成育。

・市道に沿って長く伸びる森で、春には地元の皆様のお花見の場所にも
なっている。

イチイガシの状況 クヌギの状況

9/26(水) 【茨城県】鉾田市立旭南小学校

総合的な学習の時間に自分の好きな木を見つけ、
「自分の木」とし、今後の樹木の成長を観察してい
ただきます。

27名参加

10/10(水) 【東京都】八王子市立高倉小学校

全校児童に学校の樹木に親しんでもらえるように、
果実のなる樹を中心にプレートを取り付けました。
イラスト入りの素敵なプレートに仕上がっています。

19名参加

1993年
植樹

1995年
植樹

2009年
植樹

1999年
植樹

1997年
植樹

2001年
植樹

1993年
植樹

1998年
植樹

1996年
植樹

1994年
植樹



■樹木名プレート設置状況

№ 設置日 場所 設置校・団体 参加者

1 5/12 大阪府 大阪府立園芸高等学校 88名

2 5/17 東京都 八王子市立中山中学校 9名

3 5/28 千葉県 君津市周南公民館 31名

4 6/9 高知県 高知市横浜新町まちづくり市民会議 44名

5 6/10 千葉県 浦安市エルシティ管理組合・自治会 57名

6 6/13 千葉県 君津市立松丘小学校 53名

7 6/19 千葉県 君津市立秋元小学校 60名

8 6/19 東京都 八王子市立浅川中学校 101名

9 7/3 東京都 八王子市上柚木中学校 13名

10 7/5 長野県 御代田町立御代田南小学校 100名

11 6月～7月 東京都 八王子市立みなみ野中学校 8名

12 8/5 新潟県 絵本の家「ゆきぼうし」 60名

13 8/22 茨城県 鉾田市立旭東小学校 62名

14 ー ー 日本自然保護協会協力分（22箇所） 547名

小計 1233名

■"ニッセイの森"での育樹活動

№ 日程 ニッセイの森 場所 内容 主催支社(本部) 参加者数

1 4/7(土) 員弁の森 三重県 補植等 四日市支社 雨天中止

2 5/12(土) 常陸太田の森 茨城県 枝打 水戸支社 50名

3 5/12(土) 大田原の森 栃木県 下刈・除伐 宇都宮支社 61名

4 5/19(土) 軽井沢の森 長野県 間伐 長野支社 49名

5 5/19(土) 飛鳥の森 奈良県 除伐
奈良支社

本店
雨天中止

6 5/26(土) 賀茂の森 広島県 間伐 広島支社 77名

7 5/26(土) まんのうの森 香川県 枝打 高松支社 53名

8 6/3(日) 希望の丘 宮城県 植樹・雑草抜き 仙台支社 120名

9 6/16(土) 伊豆の森 静岡県 除伐
沼津支社

本部
雨天中止

10 6/16(土) 知内の森 北海道 除伐 函館支社 59名

11 7/7(土) 富士の森 静岡県 間伐
本部

沼津支社
雨天中止

12 8/4(土) 支笏湖の森 北海道 下刈 札幌支社 151名

13 8/4(土) 山形の森 山形県 下刈 山形支社 75名

14 9/1(土) 桂湖の森 富山県 下刈り・つる切 富山支社 雨天中止

15 9/1(土) 関川の森 新潟県 被害木整理 新潟支社 雨天中止

16 9/8(土) 平泉の森 岩手県 つる切/枝打 盛岡支社 雨天中止

17 9/8(土) 加茂川の森 岡山県 除伐 岡山支社 豪雨の影響により中止

18 10/13(土) 夏泊の森 青森県 間伐 青森支社 64名

19 10/13(土) ときがわの森 埼玉県 枝打 川越支社 41名

20 11/3(土) 美の山の森 埼玉県 つる切
本部

熊谷支社

21 11/10(土) 社の森 兵庫県 除伐等
本店

明石支社

22 11/10(土) 内灘の森 石川県 つる切 金沢支社

23 12/2(日) 熊本の森 熊本県 枝打 熊本支社

24 12/15(土) 筑前の森 福岡県 除・間伐
福岡総合支社

久留米支社

25 12/15(土) 脊振の森 佐賀県 除伐 佐賀支社

合計 800名

2018年度ニッセイ緑の財団年間活動予定

合計 4,548名

(2017年度10月末：2,969名)

■その他イベント

№ 日程 場所 ニッセイの森 イベント名 参加者

1 4-10月(計12回) 655名

2 11/2

3 4-10月(計3回) - 288名

4 11/4 -

5 11/19 -

6 12/8 -

7 3/31-4/1 神奈川県 - 120名

8 5/12-13・26-27 長野県・山梨県 - 124名

9 8/25-8/26 千葉県 - 87名

10 9/8-9/9 福島県 - 51名

11 11月頃 東京都 -

12 調整中 東京都 -

13 4/22 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会 34名

14 5/31 東京都 高尾の森 喜楽会(ﾆｯｾｲOG・OB会)自然観察会 30名

15 6/9-6/10 北海道(札幌駅) ー 木育ひろばinチ・カ・ホ2018 ブース出展 559名

16 7/30-7/31 福井県 ー 学校の森・子どもサミット 248名

17 8/14-8/15 千葉県(イオン幕張) ー ニッセイ緑の木育・夏休み自由研究会 705名

18 2/16 東京都 ー ニッセイ緑の環境講座

小計 2901名

木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

宮城県 森から考えるESD学びの森 ふれあい森林教室

宮城県 ふれあい木育教室

■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 参加者

1 7/23 (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 30名

2 7/24 関連事業統括部 大宮ソニックシティビル - 夏休み自由研究フェス！　ブース出展 47名

3 7/28 CSR推進部 東京都 高尾の森 森の探検隊 雨天中止

4 7/28 CSR推進部 兵庫県 社の森 森の探検隊 39名

5 7/31 LP名古屋 LP名古屋 - 夏休み自由研究フェス！　ブース出展 28名

6 8/6 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 56名

7 8/8 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 49名

8 10/10 人材開発部 東京都 八王子の森 日本生命　新入職員研修 143名

9 10/22 水戸支社 水戸支社会議室 - 支社内勤向けイベント(ぱたぱた板作り) 22名

10 11/3 (公財)日本生命済生会 日本生命病院 - 健康キッズ！

11 11/19 (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(クリスマスリース作り・住居者向け)

12 12/8 (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(クリスマスリース作り・子ども向け)

13 12/19 倉敷支社 倉敷支社会議室 - 支社内勤向けイベント(テーブルリース)

14 12/26 CSR推進部 丸の内ビル5F食堂 - 本部内勤向けイベント(ぱたぱた板作り)

小計 414名

※当月迄に写真を送付いただいた学校等を掲載

※現在116校・団体等からの応募を受付済（日本自然保護協会含）


