
※ニッセイ緑の財団は、１９９３年７月４日に設立され、
　２０１１年４月１日に公益財団へ移行いたしました。

公益財団法人
　　ニッセイ緑の財団について

　当財団は “ 緑の保護、育成に努め、もって幅広く環境の
保全に資する ” ことを目的に 1993 年 7 月に設立され「森
林づくり」も 26 年目に入り、保有する森林は日々逞しい成
長を遂げております。

　事業の柱である『森林づくり事業』においては、設立時の
目標であった「ニッセイ100 万本の植樹活動」を 2002 年
に達成し、現在まで全国 195 箇所（456.9ha）、136 万本を
植樹して参りました。その後も継続的に植樹・育樹活動を
行っており、これまでのべ 3.6 万人がボランティア活動に参
加しています（2018 年 4 月時点）。

　もう1 つの柱である『森林を愛する人づくり事業』におい
ては、ふれあい森林教室・森の探検隊等の“ニッセイの森”
を活用した森林のめぐみに触れる活動を行っています。ま
た、森以外の場所でも、間伐材等の産物を活用した木工ク
ラフトワークショップや、他財団等とのコラボイベントを実施
しております。それらに加えて、2017 年度からは身近な自
然に目を向ける活動として、樹木名プレート（“ニッセイの
森”の間伐材を使用）の寄贈活動を展開中です。
　
　このような様々な事業を通じて、当財団が全国各地で森
林を守り育てる人々を集いながら、学び、想いを交わす基
点となることで、美しく緑豊かな森林と、森林を愛する人々
の心を、未来の地球へ引き継いでいきたいと願っています。

　引き続き皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、お願い
申しあげます。

公益財団法人ニッセイ緑の財団
理事長　尾崎　靖
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（2018年6月現在）

育樹（保育施業）

森林づくりボランティア活動・森林のめぐみに触れる活動

下　刈 ：  8箇所（約17ha） 間　伐 ： 18箇所（約40ha）
ツル切 ：  1箇所（約 1ha） 枝　打 ：  3箇所（約 4ha）
除　伐 ： 11箇所（約17ha）

その他、“ニッセイの森”間伐材等を活用したプログラムを開催。

2018年度　事業予定
“ニッセイ社の森”（兵庫県）

環境貢献度評価
　森林の機能は物質生産機能に止まらず、より根源的機能としての

「生物多様性保全機能」「環境保全機能」「文化機能」を有しています。
林野庁は 2003 年度より法人の森林について「環境保全機能」の一部
を下記の表の通り数値化しています。

＜“ ニッセイの森 ” の環境貢献度評価（2016 年度単年分）評価＞

便益

環境保全

水源涵養

山地保全

合　計

詳細 物量 内容説明評価額
（円）

ＣＯ2固定

流域貯水

水質浄化

洪水防止

土砂流出
防止

ｰ

230,624
m3/年

10.0765
m3/sec

5,416
m3/年

ｰ ｰ

1,709
ｔ/年 942万

761万

1,584万

2,763万

3,036万

9,087万

○２リットル・ペットボトル換算で、年間、
約１億１５３１万本分の降雨を貯水、
その水質を浄化しております。
⇒成人が必要とする飲料水は１日３リットル

と言われており、約２１０，６１２人分の年
間飲料水を賄っている計算となります。

○年間、約１,７０９ｔの二酸化炭素を吸収・
固定しております。
⇒約５，３４５人分の年間排出量に相当します。

○毎秒、約１０.１m3の洪水防止（河川に流
出する水量の平準化）に貢献しています。

○１０ｔダンプトラック換算で、年間、約９８１
台分の土砂流出を防止しております。

地域に拡がる森林づくり

森林を愛する人づくり

4/7（土）
4/22（日）
4/22（日）
5/5（土）
5/12（土）
5/12（土）
5/19（土）
5/19（土）
5/24（木）
5/26（土）
5/26（土）
5/28（月）
5/31（木）
6/3（日）

6/9（土）・10（日）
6/16（土）
6/16（土）
7/1（日）
7/7（土）
7/23（月）
7/24（火）
7/28（土）
7/28（土）

7/30（月）・31（火）
7/31（火）
8/4（土）
8/4（土）
8/5（日）
8/6（月）
8/8（水）
8/11（土）

8/14（火）・15（水）
8/25（土）
8/30（木）
9/1（土）
9/1（土）
9/8（土）
9/8（土）
9/11（火）
10/10（水）
10/13（土）
10/13（土）
10/23（火）
10/28（日）
11/3（土）
11/10（土）
12/2（日）

12/15（土）
12/15（土）

補植等
自然体験
自然体験
自然体験

枝打
除伐
間伐
間伐

自然体験
間伐
枝打

自然体験
自然体験

植樹・雑草抜き
間伐材活用

除伐
下刈

自然体験
間伐

間伐材活用
間伐材活用
自然体験
自然体験
サミット

間伐材活用
下刈
下刈

自然体験
間伐材活用
間伐材活用
自然体験

間伐材活用
自然体験
自然体験
除伐等
除・間伐

つる切/枝打
除伐

自然体験
自然体験

間伐
枝打

自然体験
自然体験

下刈・除伐等
枝打・間伐・除伐

枝打
枝打
除伐

員弁の森②

高尾の森自然観察会
ふれあい木育教室
常陸太田の森
大田原の森
飛鳥の森
軽井沢の森

賀茂の森
まんのうの森

希望の丘
木育ひろばinチ・カ・ホ
知内の森
伊豆の森

富士の森

夏休み自由研究フェス（埼玉）
森の探検隊（高尾の森）
森の探検隊（社の森）
学校の森サミット
夏休み自由研究フェス（名古屋）
支笏湖の森
山形の森

夏休み自由研究フェス（東京）
夏休み自由研究フェス（大阪）
ふれあい木育教室

桂湖の森
関川の森
平泉の森
加茂川の森

夏泊の森
ときがわの森

美の山の森
社の森
熊本の森
筑前の森
脊振の森

三重県いなべ市北勢町悟入谷国有林
宮城県宮城郡利府町
東京都八王子市下恩方町滝ノ沢国有林
宮城県宮城郡利府町
茨城県常陸太田市折橋町横川入国有林
栃木県栃木県大田原市北野上字塩ノ草国有林
奈良県吉野郡大淀町中増高取山国有林
長野県北佐久郡軽井沢町長倉長倉山国有林
宮城県宮城郡利府町
広島県東広島市黒瀬町国近茂助山国有林
香川県仲多度郡まんのう町下福家国有林
宮城県宮城郡利府町
東京都八王子市下恩方町滝ノ沢国有林
宮城県岩沼市
北海道札幌市　札幌駅前通地下歩行空間
北海道上磯郡知内町湯の里湯の里国有林
静岡県伊豆市湯ヶ島湯ヶ島国有林
宮城県宮城郡利府町
静岡県富士宮市粟倉富士山国有林
千葉県松戸市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
東京都八王子市下恩方町滝ノ沢国有林
兵庫県加東市社町朝光山国有林
福井県若狭町
名古屋市東区東桜
北海道千歳市西森丸山国有林
山形県東村山郡山辺町虚空蔵外６ 国有林
宮城県宮城郡利府町
東京都千代田区丸の内
大阪府大阪市中央区今橋
宮城県宮城郡利府町
千葉県千葉市
宮城県宮城郡利府町
宮城県宮城郡利府町
富山県南砺市桂
新潟県岩船郡関川村下関大沢国有林
岩手県西磐井郡平泉町上ノ林国有林
岡山県加賀郡吉備中央町加茂山国有林
宮城県宮城郡利府町
東京都八王子市下恩方町滝ノ沢国有林
青森県東津軽郡平内町茂浦月泊山国有林
埼玉県比企郡ときがわ町都幾山国有林
宮城県宮城郡利府町
宮城県宮城郡利府町
埼玉県秩父郡皆野町皆野
兵庫県加東市社朝光山国有林
熊本県熊本市貢町小萩国有林
福岡県朝倉郡筑前町大谷国有林
佐賀県神埼市脊振町脊振山国有林

日　付 施業等 開　催　地
名　称 場　所

ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）

ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）

ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）
高尾の森自然観察会

（日本生命OG・OB対象）

ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）

ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）

ニッセイ緑の木育・自由研究会
（イオンモール幕張新都心）
ふれあい木育教室

（森から考えるESD学びの森）
ふれあい森林教室

（森から考えるESD学びの森）

ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）

ふれあい森林教室
（森から考えるESD学びの森）
ふれあい森林教室

（森から考えるESD学びの森）

自然体験会（高尾の森）
（日本生命新入職員向け）

木育・夏休み自由研究イベント
（松戸ニッセイエデンの園）

NISSAY GREEN FOUNDATION
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1‒21‒17 虎ノ門NNビル8F
TEL：03（3501）9203　FAX：03（3501）5713
Mail： info@nissay-midori.jp

“ニッセイ軽井沢の森”（長野県）

“ニッセイ知内の森”（北海道）

公益財団法人

日々の活動の様子をFacebookや
ホームページで紹介しています。
ぜひご覧ください！

ホームページは
こちら

ニッセイ緑 で 検索Facebookは
こちら

※2018年4月時点の予定です。最新の日程や詳細の情報につきましては
ホームページでご確認ください。



“熊本の森” 〈熊本支社〉 “社の森” 〈明石支社・本店〉 “桂湖の森” 〈富山支社〉

“岩見の森” 〈秋田支社〉

“相模の森” 〈町田支社・本部〉“伊豆の森”〈沼津支社〉

“希望の丘”〈仙台支社〉“湯沢の森”〈長岡支社〉

“標茶の森”〈道東支社〉“支笏湖の森”〈札幌支社〉

“土佐山田の森” 〈高知支社〉“徳地の森” 〈山口支社〉“田野の森” 〈宮崎支社〉 “別府の森” 〈大分支社〉

“ニッセイの森”づくりは、適地適木を原則として、針葉樹だけではなく、広
葉樹を取り入れた多様な森林づくりを実施しており、２０１８年４月現在、
植樹本数は約１３６万本（国有林１３１万本（うち広葉樹は４３樹種、４９
万本で植樹本数の３７％）・その他５万本）になりました。

　２０１７年度より、身近な自然に目を向ける活動の一環として樹木名
プレート寄贈活動を開始しております。
　“ニッセイの森”の間伐材を「樹木名プレート」に加工して、全国各地
の学校や、団体等に寄贈をさせていただき、２０１７年度は４５校・団体
等からお申込みをいただきました。
　引き続き、寄贈先を募集中ですので、たくさんのお申込みをお待ちし
ています！

東  北 31箇所 21.6万本 80.2ha

関  東 24箇所 22.0万本 59.7ha

甲信越・北陸 13箇所 8.8万本 33.9ha

東  海 21箇所 13.0万本 44.2ha

近  畿 16箇所 9.6万本 32.3ha

中  国 21箇所 14.0万本 45.9ha

四  国 12箇所 8.3万本 27.9ha

九州・沖縄 40箇所 28.3万本 97.3ha

全国計
（うち国有林計）

195箇所 136万本 456.9ha
（187箇所） （131万本） （434.9ha）

北海道 17箇所 9.9万本 35.1ha

箇 所 数 植樹本数 面  積

国有林187箇所
※隣接している場合は、1箇所として表示
民・公有林等8箇所

※沖縄の“県民100万本植樹運動”に協力しております
 （与那古浜公園・大里内原公園の２箇所）

◆左記のボランティア活動と併せて、“ニッセイの森” に
直接来て森に触れる活動および、間伐材等の森から
の産物を活用する活動を行っています。

◆2017年度は4,939名の方々にご参加いただきました！

親子を対象に全国各地でワークショップを展開し、ナチュラルマグネットや、
キーホルダーを作りました。

夏休み中の子ども達を対象にして
万華鏡と竹灯りを作りました。

於：日本生命本店東館（大阪府）
    （２０１７年８月５日・６日）

於：イオンモール幕張新都心（千葉県）
    （２０１７年８月１５日・１６日）

於：札幌駅地下街（北海道）
    （２０１８年６月９日・１０日）

夏休み自由研究フェス！

木工クラフトワークショップ

地域に拡がる森林づくり “ニッセイの森”友の会と連携した森林づくり 森林のめぐみに触れる活動

◆“ニッセイの森”友の会とともに、地域の住民や子どもたちも参加して、下刈・枝打・間伐等のボランティア活動を毎年各地で
行っています。

◆2017年度は、17箇所の森で実施し、1,402名の方々にご参加いただきました！森林づくりを通して、緑豊な地球を次の世代へ
引き継げるよう、取組んでまいります。

間伐材等の産物の活用

“ニッセイの森”の活用

夏はオリジナルマグネットと竹灯り、
冬はクリスマスリースを作りました。

於：松戸ニッセイエデンの園（千葉県）
    （２０１７年１２月８日・９日）

ニッセイ聖隷健康福祉財団

仙台市や沼津市でクリスマスリース
作りを行いました。

於：日本生命沼津支社（静岡県）
    （２０１７年１２月８日）

日本生命支社でのイベント
新病院開院にあたり、壁や椅子の一部に
“ニッセイの森”の間伐材を活用しました。

於：日本生命病院（大阪府）

日本生命病院

“長崎の森” 〈長崎支社〉 “京丹波の森” 
〈京都西支社・京都支社・本店〉 “内灘の森” 〈金沢支社〉

下刈
枝打

間伐

除伐

樹木名プレート寄贈活動

活動の様子

親子を対象とした、森林整備体験や
ネイチャークラフト作りを行いました。

於：“森から考えるESD学びの森”（宮城県）
　 （２０１７年１０月２６日）

ふれあい森林教室
“ニッセイの森”を活用し、親子を対象に
自然体験活動を行いました。

於：“高尾の森”（東京都）
　 （２０１７年８月５日）

森の探検隊
“ニッセイの森”で、林野庁講義をはじめ、
林業体験や自然観察を行いました。

於：“八王子の森”（東京都）
　 （２０１７年１０月１０日）

日本生命新入職員研修
市民交流大学の受講生等を対象に
林業体験や自然観察を行いました。

於：“高尾の森”（東京都）
　 （２０１７年９月１４日）

自然観察会
自然観察会、木工クラフト、草笛の演奏等
自然と芸術が融合した野外活動を行いました。

於：“大多喜の森”（千葉県）
　 （２０１８年２月２４日）

大多喜の森イベント
ドングリの苗木作りを行っていただき、一部の
児童を希望の丘での植樹祭に招待しました。

於：北谷小学校（鳥取県）
　 （２０１７年１１月１６日）

ドングリ学校


