
◇ニッセイ緑の財団活動通信(2018年度11月号) ◇

🌳“ニッセイの森” 植樹・育樹活動

・イロハモミジ・ヤマザクラはいずれも順調に成育。
・イロハモミジのエリアは混みあっている箇所もあり１～３年以内の除伐を検討。

11/3(土) 【埼玉県】“ニッセイ美の山の森”つる切ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会(本部等)・皆野町
【協 力】埼玉県秩父農林振興センター 様

秩父広域森林組合 様

森の状況

つるが絡み付いていたモミジやヤマザクラ等の植栽木
が皆様のつる切作業でとても綺麗で見通しの良い森
となりました。

92名参加

2008年
協定開始

・植栽の約８割を占めるスギとヒノキは、順調に成長しているが密度が高く、立木の枝が重なりあっている。
・広葉樹エリアは残存率が低いが、カシ類のほか低木や竹（ハチク）の侵入が多く見られた。

11/10(土) 【兵庫県】“ニッセイ社の森”間伐・竹の除伐ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会(本店等)
【協 力】兵庫森林管理署・戸出木材 様

59名参加

ヒノキのエリアを中心に、暗くなっていた森を明るくする
ための伐採作業（間伐や、竹の除伐）を行いまし
た。見違えるほど明るい森となりました。

森の状況

・公的施設に隣接したアクセスのよい森。
・2009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。

11/10(土) 【石川県】“ニッセイ内灘の森”つる切ボランティア

【主な参加】“ニッセイの森”友の会(金沢支社)
地元の方々

【協 力】石川県県央農林総合事務所 様
内灘町役場 様
金沢森林組合河北支所 様

森の状況

植栽木に絡み付いている、つるを落とす作業を行い
ました。成長を阻害するつるを落としたことで、すっきり
とした森になりました。

67名参加

2009年
協定開始

🌳森林を愛する人づくり事業活動

【宮城県】ふれあい森林教室 56名参加

道具の使い方を事前に学び、昨年立て
た「南材の森」の看板周辺を中心に整備
活動を行いました。

【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

11/2(金) 

【大阪府】ニッセイ健康キッズ！ 32名参加

たくさんの親子にご参加いただき「私たちの
健康について」・「身近な自然について」学
んでいただきました。

【場所】日本生命病院
【協力】(公財)日本生命済生会

11/3(土) 

2000年
植樹
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🌳現地踏査活動

🌲岩見の森（秋田県）

・ミズナラ、コナラほか植栽木は順調に成育。
・本来ボランティア好適地であるが、水害による道路破損の為実施できない状況。

2008年植樹

🌳森林を愛する人づくり事業活動

【東京都】テーブルリース作り 22名参加

弊財団事務所のあるビル内にお勤めの方々
向けに、テーブルリースを作りを実施しました。
思い想いの素敵な作品を作りました。

【場所】虎ノ門ＮＮビル
【協力】虎ノ門ＮＮビル各企業 様

11/14(水) 

【宮城県】ふれあい木育教室 39名参加

福島県伊達市立小手小学校1～6年生の
児童が参加し、船・車・生き物等、思い想い
のクラフト作りを行いました。

【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

11/16(金) 

【千葉県】テーブルリース作り 7名参加

入居者向けにテーブルリース作りを実施し、
素敵な作品で一足早いクリスマスの雰囲気
を味わいました。

【場所】松戸ニッセイエデンの園
【協力】(公財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 様

11/19(月) 

🌲雄勝の森（秋田県）

・植栽したスギは順調に成育しており、除間伐が必要な状況。
・広葉樹区域では植栽木に代わり、ホウノキ、スギ、ミズナラ、リョウブ等
多様な樹種が自然発生している。

2003年植樹

🌲日高の森（北海道）

・植栽したアカエゾマツ・ミズナラともに高い残存率で順調に成育。
・周辺の森では激しいシカ食害にあっているが、森内ではシカ柵効果で被害はみられない。

アカエゾマツの状況 ミズナラの状況

2010年植樹

🌲苫小牧の森（北海道）

・植栽木のミズナラは、成長が遅れているものが一部あるが多くは順調に成育。
・カラマツが自然発生し1m前後になっているほかダケカンバ、イタヤカエデ等がみられる。

ミズナラの状況 自然発生したカラマツ

2007年植樹

🌲豊橋の森（愛知県）

・ヒノキを植栽し順調に成育している森。
・2016年踏査時には林内の集材路跡は裸地だったが、現在はヌルデ、ヒサカキ等が
自然発生し繁茂している。

ヒノキの状況① ヒノキの状況②

2011年植樹

🌲設楽の森（愛知県）

・1993年と1994年の2回にわけてヒノキを植栽した森で順調に成育し
直径20cm前後になっている。

・シカ密度が高くアセビ以外にはほとんど下層植生はみられない。
ヒノキの状況① ヒノキの状況②

1993年植樹

🌲富士の森⑩（静岡県）

・植栽したヒノキは順調に成育している。
・確実な成林を目指して、枝払い・間伐等の保育を継続実施。

ヒノキの状況① ヒノキの状況②

2002年植樹

🌲熱海の森（静岡県）

・1994年にヒノキとケヤキを植樹した森。
・ヒノキ区域は、2016年に間伐を実施し、適度な明るさの森になっており
ケヤキ区域は、植栽木のほとんどが残存し立木間の成長に差が出てきている。 ヒノキの状況 ケヤキの状況

1994年植樹

ミズナラの状況 コナラの状況

スギの状況 ミズナラの状況
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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

10/10(水) 【北海道】幌加内町立朱鞠内小学校

空知森林管理署北空知支所の皆様のご協力のも
と「学校林の散策」と「樹木の学習」を行いながら、
樹木名プレートを設置しました。

21名参加

11月末時点で143校・団体にご応募いただいております！
10/11(木) 【愛知県】弥富市立白鳥小学校

校内に植えられている樹木の中から自分がプレート
を作成したい樹木を選択して、樹木名を調べて、プ
レートを作成しました。

18名参加

10/22(月) 【愛知県】春日井市立山王小学校

校庭の記念樹等に、全校児童が愛着を持てるよう、
児童の委員会活動の一環で樹木名プレートを作
成しました。

24名参加

10/10(水) 【千葉県】安房自然村等

安房自然村、布良崎神社、青木繁の「海の幸」記
念館の三か所に、作成した樹木名プレートを設置し
ました。

50名参加

10/12(金)・29(月) 【兵庫県】南但馬自然学校

施設内を散策し、樹木の学習をしながらプレートを
設置する活動を通して、児童たちから「生物多様性
を感じることが出来た」との感想をいただきました。

200名参加

11/12(月) 【和歌山県】海南市立加茂川小学校

委員会の活動の一環で、全校生徒が身近な自然
に関心を持てるように、樹木名プレートを作成・設
置しました。

11名参加

11/8(木) 【福島県】矢吹町立三神小学校

樹木を観察し図鑑や本等で調べて、各自書いたプ
レートの樹木はマイツリーになり、みんなが笑顔で自
然に親しむ良い活動になりました。

22名参加

10/11(木) 【栃木県】日光市立足尾小学校

総合的な学習の時間と図工の時間を使って、樹木
について調べ、一人一枚プレートを作成し、全校生
徒に披露しました。

17名参加

11/8(木) 【茨城県】つくばみらい市立板橋小学校

科学クラブ活動の取組みとして、学校にある樹木の
名前を調査し、樹木名プレートを作成・設置を行い
ました。

22名参加

樹木名プレート感謝の手紙

11/10(土) 【京都府】ＮＰＯ法人社叢学会

NPO法人社叢学会が行った「鎮守の森のたんけん
隊」で、地元の小学生を中心に大岩山探検をしな
がら樹木名プレートを設置しました。

30名参加

今月のTOPICS

『愛知県の弥富市立白鳥小学校』の環境委員会の皆様
から、樹木名プレート寄贈に関して御礼の手紙をいただき
ました。『たくさんの木の名前を知ることが出来ました。』・
『これからも自然を大切にしていきたいです。』といった感
想をいただきました。

宮城県岩沼市が、震災復興事業で整備を進めている
『千年希望の丘』に対しての弊財団の取組みが評価され、
３年連続で岩沼市長より感謝状をいただきました。ニッセ
イ緑の財団はこれからも広く社会貢献活動を推進して参り
ます。

『千年希望の丘』 感謝状

日本生命病院設立にあたり、入口ホールのウェルカムボード
やコリドーのベンチ、病院庭園の樹木名プレート等に、“ニッセ
イの森”の間伐材提供を行いました。これらの取組みが、間伐
材の利用を推進したこと、地域の環境意識を向上させたことが
評価され、受賞に至りました。１月に表彰式が行われます。

『間伐材コンクール』 審査委員長奨励賞受賞



■樹木名プレート設置状況

№ 設置日 場所 設置校・団体 参加者 № 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 14 10/10 北海道 幌加内町立朱鞠内小学校 21名

2 5/17 東京都 八王子市立中山中学校 9名 15 10/10 千葉県 安房自然村等 50名

3 5/28 千葉県 君津市周南公民館 31名 16 10/11 栃木県 日光市立足尾小学校 17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 17 10/11 愛知県 弥富市立白鳥小学校 18名

5 6/10 千葉県 浦安市エルシティ管理組合・自治会 57名 18 10/12・29 兵庫県 南但馬自然学校 200名

6 6/13 千葉県 君津市立松丘小学校 53名 19 10/22 愛知県 春日井市立山王小学校 24名

7 6/19 千葉県 君津市立秋元小学校 60名 20 11/8 茨城県 つくばみらい市立板橋小学校 22名

8 6/19 東京都 八王子市立浅川中学校 101名 21 11/8 福島県 矢吹町立三神小学校 22名

9 7/3 東京都 八王子市上柚木中学校 13名 22 11/10 京都府 NPO法人社叢学会 30名

10 7/5 長野県 御代田町立御代田南小学校 100名 23 11/12 和歌山県 海南市立加茂川小学校 11名

11 6月～7月 東京都 八王子市立みなみ野中学校 8名 24 ー ー 日本自然保護協会協力分（35箇所） 1157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 小計 2258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 4-11月(計13回) 706名

2 3/23

3 4-11月(計4回) - 327名

4 12/8 -

5 1/20 -

6 3/31-4/1 神奈川県 - 120名

7 5/12-13・26-27 長野県・山梨県 - 124名

8 8/25-8/26 千葉県 - 87名

9 9/8-9/9 福島県 - 51名

10 11/18 東京都 - 135名

11 11/25 東京都 - 160名

12 4/22 東京都 高尾の森 高尾の森自然観察会 34名

13 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

14 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

15 7/30-7/31 福井県 ー 学校の森・子どもサミット 248名

16 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

17 2/16 東京都 ー ニッセイ緑の環境講座

小計 3286名

木工ｸﾗﾌﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

宮城県 ふれあい木育教室

ふれあい森林教室森から考えるESD学びの森宮城県

2018年度ニッセイ緑の財団年間活動実績・予定

合計 5,997名
(2017年度11月末：3,374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
92名

21 11/10(土) 社の森 兵庫県 除伐等
本店

明石支社
59名

22 11/10(土) 内灘の森 石川県 つる切 金沢支社 67名

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 1018名

※当月迄に写真を送付いただいた学校等を掲載
※現在143校・団体等からの応募を受付済（日本自然保護協会含）


