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🌳❝ニッセイの森❞ 育樹活動

10/14(土) 【新潟県】❝ニッセイ湯沢の森❞ 枝打・除伐ボランティア

【場所】新潟県南魚沼郡湯沢町土樽
【協力】中越森林管理署・見晴屋林業

88名の方々(日本生命長岡支社)が参加しました。「実施する前
と後で明るさが全然違い、とても達成感があります」「もっとた
くさん切りたいぐらい楽しかった」といった声をいただきました。

・植栽したスギは残存率も高く生育も良好
・ホウノキ、ダケカンバ、アオダモなどの高木が侵入、低木ではタニウツギ等が繁茂している

平成11・12年
植樹

🌳森林を愛する人づくり事業活動

ニッセイときがわの森(埼玉県)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

10/10(火) 日本生命 総合職１年目研修

総合職１年目156名を対象に林野庁 森林技術総合研修所の赤
堀所長による講義、 “ニッセイ八王子の森”での育樹活動、周辺
林道での自然観察を初めて実施しました。

・森林の重要性がわかり、地球環境を守る上で欠かせないと感じた（自然講義）
・間伐は大変な作業でしたが、とても達成感があったので、また参加したい（育樹活動）
・今まで知らなかった植物について詳しく説明していただき、植物に対して興味を持つことができた。(自然観察)

参加者の感想

樹木名プレートの寄贈活動(新規設置校の紹介)

【新規設置】
・10/2(月)兵庫県立南但馬自然学校(兵庫県・60名)
・10/2(月)秋田市立泉小学校(秋田県・90名)
・10/6(金)八尾市立亀井小学校(大阪府・24名)
・10/16(月)下野市立石橋小学校(栃木県・26名)

10/26・27・29
(木・金・日)

【宮城県】ふれあい森林教室(於:森から考えるESD学びの森)

3日間で、合計185名の方々が参加しました。ネイチャークラフ
ト活動や、将棋・コマ廻し等の遊び体験を行いました。

9/30-10/1
(土日)

【神奈川県】長野修平氏×❝ニッセイの森❞間伐材の活用

神奈川県にある「ezBBQ country 南足柄」にて木工クラフト

ワークショップを出展しました！31名の子供達が参加し、自分
オリジナルのマグネットやバッジ作成に夢中になって取組ん
でいました。

“ニッセイの森”の間伐材を活用した額縁の作成・送付

今年度育樹ボランティアに参加いただいた日本生命の各支
社へ、集合写真等と併せて発送させていただきました。

Facebook公式ページ 「フォロワー」1000名達成！いつもありがとうございます！
※2013年11月開始より4年で達成

10/4(水) 【千葉県】樹木名プレートの設置

千葉県浦安市にあるニッセイ総合研修所内の樹木(正面入口
付近の14樹種20本)に、樹木名プレートを設置しました。

現在37の学校・団体にご応募いただいています。
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🌳現地踏査活動

🌲黒羽の森（栃木県）

・植栽木は針葉樹・広葉樹ともに全種残存しており、
成林に向け十分な残存率。

・広葉樹エリアにサクラやアブラチャン等が自然発生
している

平成8年
植樹

🌲宇都宮の森①②（栃木県)

↑ヒノキの状況 ↑ヤマザクラの状況

🌲大田原の森（栃木県）

↑森の全景↑広葉樹エリアの状況

・市街地より30分ほどの位置にある森
・ヒノキをはじめとした植栽木は高い残存率
・手前の広葉樹エリアは湿地帯で活動がしづらい

・那須塩原駅から1時間ほどの立地にある、中～緩
傾斜の森
・コナラやクヌギ等、広葉樹の一斉林。いづれも高い
残存率となっている
・2018年度、除伐の育樹ボランティアを検討中

平成10・11年
植樹

平成20年
植樹

↑コナラの状況↑ヒノキの状況

🌲中津川の森（岐阜県)

🌲木曽の森（長野県）

・下部のヒノキは非常に残存率が高いため、今年度
中に除・間伐を実施予定

・上部の急斜面部分はヒノキの密度は低いが、
立木の間に広葉樹が自然発生

・緩傾斜の森で、植栽したヒノキは残存率が高く、
順調に成育

・他のエリアは多様な広葉樹が多く自然発生している

平成7年
植樹

平成10年
植樹

↑ヒノキの状況 ↑ホウノキの状況

↑ヒノキの状況 ↑広葉樹が自然発生

🌲川崎の森（宮城県）

・斜面の下部から上部にかけて、ケヤキ・ミズナラ・
クヌギ等の広葉樹を植栽しており、順調に成育

・ヌルデやイタヤカエデも見られ、ササ等の下層植物
も多く見られた

平成17年
植樹

↑ケヤキの状況 ↑ミズナラの状況

🌲外部委託調査の実施について(一宮の森(兵庫県)・伊豆の森(静岡県))

今年度より、成育状況が芳しくない森について外部委託
調査を行い、今後の対策の検討に役立てていきます。
10月は、

・一宮の森(兵庫県、10/20(金)実施)
・伊豆の森(静岡県、10/30(月)実施)

の2箇所に関して調査を行いました。
※6月に富士の森⑧で調査を実施済 ↑作業(土壌調査)の様子

🌲希望の丘（宮城県）

・東日本大震災による津波の被災地に、平成28年より
植樹を行っている

・現地の住民方による、丁寧な下刈りの効果もあり、概
ね順調に成育

・踏査後、住民協議会の方々と今後の進め方について
打合せを行った

平成28年
植樹

↑植栽木の状況
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２０１７年度　ニッセイ緑の財団活動計画 10月31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働イベント)

№ 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 千葉県
(ニッセイ総合研修所)

営業総合職・CS総合職新入職員向け 環境講座 144名

2 7/29(土)・30(日) 関連事業統括部 東京都
(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 千葉県
(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 大阪府
(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 宮城県
(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)
千葉県

(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 186名

10 12/5(火) (公財)日本生命済生会 大阪府
(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 大阪府
(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 静岡県
(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 千葉県
(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 宮城県
(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

27 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2回予定)

28 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

29 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

30 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

31 7/21(金) 宮城県 樹木名プレート設置　(利府聖光幼稚園) 124名

32 8/5(土) 千葉県 樹木名プレート設置　(緑町町会子供会) 50名

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 随時 - その他含め現在37団体が申込み済

39 4/1(土)・2(日) 岡山県 木工クラフトワークショップ 35名

40 5/13(土)・14(日) 栃木県 木工クラフトワークショップ 21名

41 5/20(土)・21(日) 山梨県 木工クラフトワークショップ 31名

42 7/15(土)・16(日) 山梨県 木工クラフトワークショップ 21名

43 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

44 11/19(日) 東京都 木工クラフトワークショップ

45 7/25(火)～27(木) 愛知県・ 三重県 学校の森サミット 260名

46 調整中 埼玉県・鳥取県他 ドングリ学校

合計 2969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

20 11/18(土) 大阪府 本店 千早の森

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 1070名


