
緑の財団活動通信(‘19年度11月号)

🌳森林づくりボランティア活動

【石川県】“ニッセイ内灘の森” 補植ボランティア 113名参加11/9 (土)

🌳森林を愛する人づくり事業活動

【宮城県】どんぐり学校(@岩沼市立玉浦小学校) 80名参加11/12(火)

・日本海から強い潮風による被害の防止と地域住民の保健休養の目的で保安林に指定されている。
・一部区域では植栽木が減少していたため、今回のボラティアにて補植を実施。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(金沢支社)
【協力】石川県県央農林事務所・内灘町役場・

河北森林組合様

森の状況

爽やかな秋空の下、ボランティア活動を行うことが出来ました。
今回のボランティアでは海からの強い風の影響を防ぐ機能を強
化するためカシワの木の補植を行いました。

2009年協定開始

【大阪府】“ニッセイ東阪の森” 間伐ボランティア 55名参加11/16 (土)

・新たに協定を開始した森であるが、長らく手入れがされていないため、今後数年かけて間伐ボランティアを実施。
・長く手入れがされておらず、暗い森になっているが今後、間伐等の整備を実施することにより、明るい森にしていく予定。

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(本店)
【協力】南河内農と緑の総合事務所・大阪府森林組合 様

森の状況

今年よりニッセイの森として新たに仲間入りしたものであり、今回
がこの森での初めてのボランティア活動でした。間伐作業を行い、
密集していたスギ林が間引きされ、すっきりとした森になりました。

2019年協定開始

ドングリ学校の授業を行った後、種植えを行い
ました。児童の皆様全員が真剣に耳を傾けて
くださり、一生懸命苗木づくりに取組んでもらい
ました。(対象:岩沼市立玉浦小学校3年生)



緑の財団活動通信(‘19年度11月号)

活動では遊歩道づくりやロープワーク遊び、
植樹といった森づくり活動の他に学校に設
置するためのベンチづくりも行いました。

(対象:利府町立青山小学校４年生)

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 55名参加11/18(月)

※当月中に写真を送付いただいた学校等を掲載
樹木名プレート・学校の木のしおりの活用

7/4(木) 【北海道】帯広市立広陽小学校
プレート

樹木に興味を持って取り組んだことが、児童
たちの自信につながりましたとの感想をいただ
きました

昨年度～
1学期末

【群馬県】県立中央中等教育学校
プレート

環境委員会を中心に、樹木医の方をお招
きして樹木について学習後、プレートを作成
しました。

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 56名参加11/15(金)

森の中では葉っぱ遊びをしながら、遊歩道
整備や植樹、枝打ち除伐、丸太運びといっ
た森林整備を行いました。

(対象:仙台市立西山小学校5年生)

写真① 写真③

午前中は自然観察を行い、午後は参加者
各々が作成した植物名プレートの設置を行
いました。

(対象:喜楽会(日本生命OB・OG))

【東京都】自然観察会(@ニッセイ高尾の森) 21名参加11/20(水)
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🌳”ニッセイの森” 踏査活動

🌲久米の森（岡山県）

●ヤマザクラ（樹高8ｍ前後）は残存本数が多く順調に成長。
●ヒノキ（樹高12m前後）は内部が暗くなってきており、来年度
以降に間伐の実施を検討。

‘03年植樹

ヤマザクラの概況

🌲三和の森（広島県）

●ヒノキ区域は’16年のボランティアでの間伐等で適度な照度と密度
の森として順調に成長（樹高14m前後）。

●看板付近に植栽したヤマモミジにおいても順調に成長。

‘95年植樹

ヒノキの概況 ヤマモミジの概況

🌲三次の森（広島県）

ヒノキの概況

●ヒノキ、イロハモミジ、ヤマザクラはいずれも高い残存率で順調に成長。
●ヒノキは、前回の除・間伐から5年を経過しており、次年度以降に

2回目の除・間伐の実施を検討。

‘01年植樹

イロハモミジの概況 ヒノキの概況

🌲八頭の森（鳥取県）

●植栽したスギの残存率は高いものの、多雪地帯のため根曲りの
立木が多数存在。

●当地域の立木の成長状況としては標準的な状況。

‘93年植樹

8/27(火) 【福島県】白河市立白河第二小学校
プレート

環境委員会のとr組で、「校庭の樹木の名
前を全校児童がわかるようになってとてもよ
かったです」との感想をいただきました。

＜樹木名プレートとは＞
“ニッセイの森“の間伐材を利用し、樹木名プレートに加工し、学校等に寄贈する取り組み
を行っています。身近な自然に親しみ、森林を愛する人が増えていくことを目指しています。

＜学校の木のしおりとは＞

‘19年度からの新しい取組みとして、自然観察等の教育活動に協力いただける
学校に、各学校オリジナルの「木のしおり」を提供させていただきます。

スギの概況① スギの概況②
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新たに“ニッセイの森”が増えました❕TOPIC

‘19年度、新たに3つの森において、契約手続きが完了し、ニッセイの森の仲間入りをしました。次年度に植樹を行いま

す。仲間入りした森を含め、“ニッセイの森“は全国で198か所となりました。

北空知の森①②北海道

盛岡駅から車で40分程度のところに位置し
ている。景観を地域の自然植生で彩るため、
カツラやカラマツ、ブナ、ミズナラを植樹予定。

盛岡の森岩手県

黒保根の森群馬県

約3.0haと広く、平坦で活動しやすい森で
す。トドマツを主体としながら、ナナカマド、ハ
ルニレ、エゾヤマザクラを植樹予定。

盛岡の森岩手県

赤木山麓の桐生市側に標高約750mに
位置している。スギやカラマツのほかに広葉
樹を植樹予定。

🌲因幡佐治の森（鳥取県）

●植栽したスギとヒノキは東区域の残存率は高い。
●ヤマザクラを植栽した林道沿いの区域はヤマザクラの残存木に加え、
コナラ、ウリハダカエデ、ユズリハなどが自然発生し森を形成。

‘98年植樹

🌲国分の森（鹿児島県）

●ヤマザクラ、イロハモミジなど広葉樹を植栽した森で、樹高は概ね
10mになっており順調に成長。

●下層にはフユイチゴ、テンナンショウほか多様な植生が発達。

‘96年植樹

ヤマザクラの概況 ヒノキの概況

ヤマザクラの概況 イロハモミジの概況

🌲佐世保の森（長崎県）

●ケヤキは細いが残存率は高い。また、キハダやアカガシ、ヤマザクラの
残存木は10m前後になっているものも多い。

●2年前に除伐を実施しツルや雑木が整理されたため、植栽木が目立
つようになっており、今後の成長が期待される状況。

‘93年植樹

ケヤキの概況 キハダの概況



‘19年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況①

■”ニッセイの森”での育樹・植樹活動
NO. 日程 ニッセイの森 場所 内容 主催支社(本店・本部) 参加者数

1 5/11(土) 湯布院の森 大分県 芽かき 大分支社 92名

2 5/18(土) 土佐山田の森 高知県 除伐 高知支社 58名

3 6/2(日) 希望の丘 宮城県 植樹・雑草抜き 仙台支社 152名

4 6/22(土) 社の森 兵庫県 竹除伐 本店 46名

5 6/29(土) 美の山の森 埼玉県 除伐 本部 68名

6 7/20(土) 富士の森① 静岡県 間伐 本部 79名

7 8/3(土) 苫小牧の森 北海道 下刈・除伐 苫小牧支社 61名

8 8/3(土) 鮭川の森 山形県 下刈 山形支社 82名

9 8/31(土) 阿寒の森 北海道 枝打 道東支社 雨天中止

10 9/7(土) 桂湖の森 富山県 下刈・つる切 富山支社 119名

11 9/7(土) 熱海の森 静岡県 除伐 平塚支社 37名

12 9/14(土) 関川の森 新潟県 除伐・間伐 新潟支社 34名

13 9/28(土) 豊橋の森 愛知県 枝打 愛知東支社 91名

14 9/28(土) 加茂川の森 岡山県 除伐・間伐 岡山支社 48名

15 10/5(土) 苗場の森 新潟県 下刈 長岡支社 雨天中止

16 10/5(土) 富士の森⑩ 静岡県 枝打 沼津・静岡・甲府支社 102名

17 10/26(土) ときがわの森 埼玉県 枝打 本部 雨天中止

18 11/9(土) 内灘の森 石川県 つる切・補植 金沢支社 113名

19 11/16(土) 東阪の森 大阪府 間伐 本店 55名

20 12/1(日) 長崎の森 長崎県 除伐 長崎支社

21 12/1(日) 熊本の森 熊本県 枝打 熊本支社

22 12/14(土) 都城の森 宮崎県 間伐 宮崎支社

23 12/14(土) 東市来の森 鹿児島県 除伐・間伐 鹿児島支社

1,237名参加



‘19年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況②

■日本生命・グループ会社との協業
NO. 日程 協業先の日本生命グループ 場所 ニッセイの森 イベント名 参加者数

1 7/23(火) (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ﾆｯｾｲｴﾃﾞﾝの園(千葉県) --- 夏休み自由工作ｲﾍﾞﾝﾄ 28名

2 7/29(月) グループ事業推進部 大阪府 --- ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ夏休み自由研究ﾌｪｽ! 73名

3 8/2(金) グループ事業推進部 神奈川県 --- ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ夏休み自由研究ﾌｪｽ! 50名

4 8/9(金) グループ事業推進部 東京都 --- ﾆｯｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ夏休み自由研究ﾌｪｽ! 74名

6 9/18(水) 人材開発部 東京都 --- 日本生命 新入職員研修 145名

7 10/19(土) 日本生命病院 大阪府 --- ニッセイ緑の環境講座 84名

8 12/3(火) 苫小牧支社 北海道 --- 支社向けイベント

9 12/5(木) 仙台支社 宮城県 --- 支社向けイベント

10 12/7(土) (公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 松戸ﾆｯｾｲｴﾃﾞﾝの園(千葉県) --- 木工クラフトワークショップ

11 12/11(水) CSR推進部 丸の内ビル(東京都) --- 本部向けイベント

12 12/18(水) CSR推進部 本店東館(大阪府) --- 本店向けイベント

13 12/19(木) 御堂筋南支社 大阪府 --- 支社向けイベント

14 12/26(木) 代理店サポートセンター等 虎ノ門NNビル(東京都) --- ビル入居者向けイベント

15 2/15(土) 調整中 沖縄県 --- ニッセイ緑の環境講座

■その他イベント
NO. 日程 イベント名 場所 ニッセイの森 参加者数

1 5/25(土) 自然観察会(立川市の親子向け) 東京都 高尾の森 34名

2 7/17(水) 大分大学での環境講座 大分県 --- 69名

3 8/14(水)-15(木) ニッセイ緑の木育・夏休み自由研究会 千葉県(イオン幕張) --- 1,019名

4 9/22(日) カリタス女子高等学校文化祭(クラフト材の提供) 神奈川県 --- ---

5 11/20(水) 自然観察会(喜楽会(ニッセイ出身者)向け) 東京都 高尾の森 21名

6 11/24(日) ビオキッズ 東京都(世田谷公園) ---

7 1/18(土)-1/19(日) 木育ひろばinチ・カ・ホ2019 ブース出展 北海道(札幌駅) ---

8 --- ドングリ学校 各参加校 --- ---

9 --- 木工クラフトワークショップ 各会場 --- 192名

10 5/27(月)

ふれあい森林教室

宮城県
森から考える
ESD学びの森

30名

11 7/30(火) 26名

12 8/24(土) 40名

13 8/26(月) 98名

14 9/10(火) 82名

15 9/14(土) 30名

16 10/6(日) 71名

17 10/27(日) 54名

18 10/28(月) 56名

19 11/15(金) 56名

20 11/18(月) 55名

21 3/21(土)

22 4/21(日)

ふれあい木育教室

34名

23 5/5(日) 243名

24 6/14(金) 30名

25 6/21(金) 15名

26 8/24(土)-25(日) 206名

27 9/19(木) 107名

28 12/7(土)

29 1/19(日)

30 2/16(日)

3,022名参加



樹木名プレート(樹名板)

実施状況
NO. 場所 設置校・団体 参加者 NO. 場所 設置校・団体 参加者

1 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 60名 13 北海道 帯広市立稲田小学校 93名

2 群馬県 高崎市立城山小学校 20名 14 東京都 共立女子第二中学校高等学校 28名

3 熊本県 熊本県立聾学校 41名 15 北海道 帯広市立広陽小学校 26名

4 千葉県 君津市小糸公民館 51名 16 福井県 日本生命福井支社(県支援外山整備事業) 20名

5 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 28名 17 高知県 横浜新町まちづくり協議会 23名

6 千葉県 印西市教育センター 58名 18 佐賀県 唐津焼の里育成協議会 55名

7 大阪府 高槻市立阿武山小学校 39名 19 東京都 港区立青山中学校 12名

8 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 11名 20 東京都 八王子市立上柚木中学校 27名

9 岡山県 倉敷市立粒江小学校 19名 21 北海道 湧別町立芭露学園 33名

10 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 47名 22 群馬県 県立中央中等教育学校 150名

11 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 13名 23 福島県 白河市立白河第二小学校 20名

12 福島県 喜多方市立第三小学校 33名

907名参加

応募状況
NO. 場所 設置校・団体 発送済 NO. 場所 設置校・団体 発送済

1 福島県 郡山市立行健小学校 〇 30 東京都 港区立高松中学校 〇

2 岩手県 八幡平市立安代小学校 〇 31 北海道 札幌市立白石小学校 〇

3 福島県 いわき市立上遠野小学校 〇 32 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校 〇

4 岡山県 倉敷市立二万小学校 33 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校 〇

5 岡山県 倉敷市立上成小学校 〇 34 北海道 札幌市立羊丘中学校 〇

6 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 〇 35 和歌山県 田辺市立上秋津小学校 〇

7 岡山県 倉敷市立南浦小学校 〇 36 栃木県 小山市立若木小学校 〇

8 岡山県 倉敷市立本荘小学校 〇 37 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校 〇

9 岡山県 倉敷市立乙島小学校 〇 38 千葉県 松戸ニッセイエデンの園 〇

10 岡山県 倉敷市立玉島小学校 39 栃木県 上三川町立北小学校 〇

11 岡山県 倉敷市立薗小学校 〇 40 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校 〇

12 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 〇 41 北海道 北斗市立谷川小学校 〇

13 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 〇 42 福岡県 福岡市立早良小学校

14 千葉県 市原市立市西小学校 〇 43 福岡県 福岡市立有住小学校 〇

15 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 〇 44 福岡県 北九州市立大積小学校

16 群馬県 キンダ－学童・かんな学童 〇 45 福岡県 福岡市立春吉小学校 〇

17 福島県 幼保連携型認定こども園ひかり 〇 46 福岡県 北九州市立葛原小学校 〇

18 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 〇 47 静岡県 静岡県立川根高等学校 〇

19 栃木県 壬生町立壬生北小学校 〇 48 東京都 葛飾区立一之台中学校 〇

20 北海道 北斗市立市渡小学校 〇 49 東京都 葛飾区立上千葉小学校 〇

21 青森県 野辺地町立野辺地小学校 〇 50 岡山県 総社市立総社中央小学校 〇

22 東京都 江戸川区立大杉東小学校 〇 51 東京都 葛飾区立半田小学校 〇

23 栃木県 壬生町立睦小学校 〇 52 滋賀県 大津市立真野小学校 〇

24 東京都 青梅市立第四小学校 〇 53 福岡県 北九州市立中井小学校

25 千葉県 木更津市立富来田小学校 〇 54 東京都 葛飾区立宝木塚小学校 〇

26 栃木県 佐野市立葛生南小学校 〇 55 東京都 八王子市立秋葉台小学校 〇

27 千葉県 船橋市立飯山満小学校 〇 56 北海道 広島幼稚園 〇

28 北海道 石狩市立八幡小学校 〇 57 熊本県 九州ルーテル学院大学人文学部

29 茨城県 つくばみらい市立豊小学校 〇 58 大阪府 高槻市立真上小学校 〇



学校の木のしおり

実施状況

NO. 場所 設置校・団体 参加者 NO. 場所 設置校・団体 参加者

1 栃木県 栃木県立足利特別支援学校 75名 4 東京都 共立女子第二中学校高等学校 460名

2 岡山県 倉敷市立第五福田小学校 291名 5 福島県 喜多方市立第三小学校 104名

3 群馬県 高崎市立城山小学校 71名 6 千葉県 君津市周南公民館 21名

1,022名参加

応募状況

NO. 場所 活用校・団体 発送済 NO. 場所 活用校・団体 発送済

1 千葉県 松戸市立横須賀小学校 〇 20 栃木県 上三川町立北小学校

2 岡山県 倉敷市立玉島小学校 21 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校 〇

3 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 〇 22 北海道 北斗市立谷川小学校 〇

4 千葉県 市原市立市西小学校 23 広島県 宮島学園

5 愛知県 岡崎市立形埜小学校 〇 24 福岡県 福岡市立有住小学校

6 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 〇 25 福岡県 北九州市立大積小学校

7 栃木県 壬生町立壬生北小学校 〇 26 福岡県 北九州市立葛原小学校

8 北海道 北斗市立市渡小学校 〇 27 東京都 葛飾区立一之台中学校

9 東京都 江戸川区立大杉東小学校 〇 28 鳥取県 倉吉市立北谷小学校 〇

10 千葉県 木更津市立富来田小学校 29 岡山県 総社市立総社中央小学校

11 北海道 石狩市立八幡小学校 30 滋賀県 大津市立真野小学校

12 東京都 港区立高松中学校 〇 31 福岡県 北九州市立中井小学校

13 北海道 札幌市立白石小学校 〇 32 東京都 八王子市立秋葉台小学校

14 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校 33 宮城県 希望の丘

15 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校 34 北海道 広島幼稚園

16 和歌山県 田辺市立上秋津小学校 35 東京都 青梅市立第四小学校

17 栃木県 小山市立若木小学校 〇 36 熊本県 九州ルーテル学院大学人文学部

18 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校 〇 37 宮城県 岩沼市立玉浦小学校

19 千葉県 松戸ニッセイエデンの園 〇


