
緑の財団活動通信(‘19年度10月号)

🌳森林づくりボランティア活動

【静岡県】“ニッセイ富士の森” 枝打ボランティア 102名参加10/5 (土)

🌳森林を愛する人づくり事業活動

親子で自然素材を飾り付けたマグネット・
バッジ作りを夢中になって行いました。

(協力:ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ作家 長野修平氏)

【神奈川県】ウラヤマフェスティバル2019 46名参加
9/28(土)
-29(日)

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 71名参加10/6(日)

・富士山周辺で’92年からヒノキ、ミズナラ、ブナなどを植栽して、現在は10か所(約19ha)で森づくりを実施中
・間伐した木材は『樹木名プレート』に加工し全国の小中学校等へ提供している

【主な参加】”ニッセイの森”友の会(沼津・静岡・甲府支社)
【協力】静岡森林管理署・富士森林組合様

森の状況

沼津支社・静岡支社・甲府支社の３支社合同で枝切作業を
行いました。作業前は枝で見通しの悪かった森が綺麗で見通し
の良い森になりました。

2002年植樹

森づくりと自然観察では、虫捕りや葉っぱ遊
びをしながら、モニュメント前の整備や遊歩
道づくり、丸太運びなどの活動を行いました。

(対象:ネッツトヨタ仙台従業員親子)

【大阪府】ニッセイ緑の環境講座(@日本生命病院) 84名参加10/19(土)

樹木図鑑作家の林将之先生をお招きし、
自然と動物や昆虫との関わり方など、とても
わかりやすい講演を行っていただきました。

(対象:告知にて募集)



緑の財団活動通信(‘19年度10月号)

※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

＜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。

7/3(水) 【北海道】帯広市立稲田小学校
プレート

森林調査員の方を招いて帯広の植物に
ついて詳しく学習したあと、プレートの作成
と設置をしました。

8/18(日) 【福井県】越前市北日野地区の住民
プレート

県や市の支援を受けて進めている「村国
山魅力アップ」事業の一環として、日本生
命福井支社も協力しました。

９/27(金) 【北海道】芭露学園
プレート

今年度も森林管理署の方に協力いただ
いて、樹木図鑑を見ながら葉の形などを
手掛かりに樹木を探し、設置しました。

自然観察や森づくり体験を班ごとに渡された
ミッションカードをクリアしていく形で行いました
(対象:ソニー株式会社・多賀城市の親子)

【宮城県】ふれあい森林教室(@森から考えるESD学びの森) 54名参加10/27(日)

遊歩道づくりやヒノキの植樹、ベンチ設置と
いった森林整備の他に「減災体験プログラ
ム」で薪割りや井戸掘りの体験をしました。
(対象:仙台市立南材木町小学校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) 56名参加10/28(月)



緑の財団活動通信(‘19年度10月号)

🌳”ニッセイの森” 踏査活動

🌲紋別の森（北海道）

●トドマツを主体として、一部にミズナラやヤマザクラを植栽した森。

●トドマツの残存率は高く、樹高6～10ｍに成長。

‘99年植樹

トドマツの概況

🌲むつの森（青森県）

●植栽木のうちミズナラとヒバは残存陸が高く順調に成長。
●ケヤキ区域は湿地化し、ハンノキ、ヤナギ、フサザクラなどが
自然発生。

‘05年植樹

ブナ・ミズナラ区域 ケヤキの概況

🌲富士の森②～⑨（静岡県） ‘94年～'02年植樹

🌲北房の森（岡山県）

●ヒノキは西側では急斜面部分の一部を除き順調に成長。
●ヤマグリ、コナラ、ヤマザクラエリアに、ネズミモチ、シロダモ、アオキなどが
自然発生。

‘99年植樹

🌲新見の森（岡山県）

●’13にボランティアで枝打ちを実施して風通しが良好な森になっている。

●ケヤキ等を混植した区域は植栽木に自然発生木が混じり森を形成。

‘02年植樹

🌲神郷の森（岡山県）

●針葉樹は順調に成長しており、大きなものでは直径20センチ、
樹高18メートル程度になっている。

●ヤマザクラとケヤキは立木毎に成長に差があるが残存本数は多く、
順調に成長。

‘94年植樹

🌲金峰の森（熊本県）

●下側は林道、上側は登山道に沿って伸びる西向き斜面に
７種類の広葉樹を植栽した森

●クスノキ、タブノキ、センダン、ヤマザクラサクラなどが順調に成長。

‘99年植樹

ミズナラの概況

③と④のヒノキの概況 単木ネットの設置状況

●植栽木は順調に成育しているが、一部シカ害が懸念されるエリアには
単木ネットを設置する等して対応。

●間伐したヒノキは樹木名プレートに加工し全国の小中学校等へ提供。

ケヤキエリアの概況 ヒノキの概況

ヒノキの概況 ケヤキエリアの概況

ヒノキの概況 ケヤキの概況

クスノキの概況 センダンの概況



‘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

19 11/16(土) 東阪の森 大阪府 間伐 本店

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

1,069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 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

5 11/24(日) ビオキッズ 東京都(世田谷公園) ---

6 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) ---

7 --- ドングリ学校 各参加校 --- ---

8 --- 木工クラフトワークショップ 各会場 --- 192名

9 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

10 7/30(火) 26名

11 8/24(土) 40名

12 8/26(月) 98名

13 9/10(火) 82名

14 9/14(土) 30名

15 10/6(日) 71名

16 10/27(日) 54名

17 10/28(月) 56名

18 11/15(金)

19 11/18(月)

20 3/21(土)

21 4/21(日)

ふれあい木育教室

34名

22 5/5(日) 243名

23 6/14(金) 30名

24 6/21(金) 15名

25 8/24(土)-25(日) 206名

26 9/19(木) 107名

27 11月頃

28 12/7(土)

29 1/19(日)

30 2/16(日)

2,698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 11 岡山県 倉敷市立下津井西小学校 13名

2 群馬県 高崎市立城山小学校 20名 12 福島県 喜多方市立第三小学校 33名

3 熊本県 熊本県立聾学校 41名 13 北海道 帯広市立稲田小学校 93名

4 千葉県 君津市小糸公民館 51名 14 東京都 共立女子第二中学校高等学校 28名

5 岡山県 倉敷市立第一福田小学校 28名 15 福井県 日本生命福井支社(県支援外山整備事業) 20名

6 千葉県 印西市教育センター 58名 16 高知県 横浜新町まちづくり協議会 23名

7 大阪府 高槻市立阿武山小学校 39名 17 佐賀県 唐津焼の里育成協議会 55名

8 岡山県 倉敷市立下津井東小学校 11名 18 東京都 港区立青山中学校 12名

9 岡山県 倉敷市立粒江小学校 19名 19 東京都 八王子市立上柚木中学校 27名

10 岡山県 倉敷市立第四福田幼稚園 47名 20 北海道 湧別町立芭露学園 33名

711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 茨城県 つくばみらい市立豊小学校 〇

2 岩手県 八幡平市立安代小学校 〇 31 東京都 港区立高松中学校 〇

3 福島県 いわき市立上遠野小学校 〇 32 北海道 札幌市立白石小学校 〇

4 岡山県 倉敷市立二万小学校 33 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校 〇

5 岡山県 倉敷市立上成小学校 〇 34 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校 〇

6 岡山県 倉敷市立柳井原小学校 〇 35 北海道 札幌市立羊丘中学校 〇

7 岡山県 倉敷市立南浦小学校 〇 36 和歌山県 田辺市立上秋津小学校 〇

8 岡山県 倉敷市立本荘小学校 〇 37 栃木県 小山市立若木小学校 〇

9 岡山県 倉敷市立乙島小学校 〇 38 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校 〇

10 岡山県 倉敷市立玉島小学校 39 千葉県 松戸ニッセイエデンの園 〇

11 岡山県 倉敷市立薗小学校 〇 40 栃木県 上三川町立北小学校 〇

12 大阪府 阿武山たつの子認定こども園 〇 41 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校 〇

13 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 〇 42 北海道 北斗市立谷川小学校 〇

14 千葉県 市原市立市西小学校 〇 43 福岡県 福岡市立早良小学校

15 愛知県 北名古屋市立師勝北小学校 〇 44 福岡県 福岡市立有住小学校 〇

16 群馬県 キンダ－学童・かんな学童 〇 45 福岡県 北九州市立大積小学校

17 福島県 幼保連携型認定こども園ひかり 〇 46 福岡県 福岡市立春吉小学校 〇

18 北海道 帯広市立広陽小学校 〇 47 福岡県 北九州市立葛原小学校 〇

19 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 〇 48 静岡県 静岡県立川根高等学校 〇

20 栃木県 壬生町立壬生北小学校 〇 49 東京都 葛飾区立一之台中学校 〇

21 北海道 北斗市立市渡小学校 〇 50 東京都 葛飾区立上千葉小学校 〇

22 青森県 野辺地町立野辺地小学校 〇 51 岡山県 総社市立総社中央小学校 〇

23 東京都 江戸川区立大杉東小学校 〇 52 東京都 葛飾区立半田小学校 〇

24 栃木県 壬生町立睦小学校 〇 53 滋賀県 大津市立真野小学校

25 東京都 青梅市立第四小学校 〇 54 福岡県 北九州市立中井小学校

26 千葉県 木更津市立富来田小学校 〇 55 東京都 葛飾区立宝木塚小学校

27 栃木県 佐野市立葛生南小学校 〇 56 東京都 八王子市立秋葉台小学校

28 千葉県 船橋市立飯山満小学校 〇 57 鹿児島県 霧島市立国分西小学校

29 北海道 石狩市立八幡小学校 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 18 兵庫県 兵庫県立南但馬自然学校 〇

2 岡山県 倉敷市立玉島小学校 19 千葉県 松戸ニッセイエデンの園 〇

3 千葉県 袖ヶ浦市立長浦小学校 〇 20 栃木県 上三川町立北小学校

4 千葉県 市原市立市西小学校 21 和歌山県 那智勝浦町立太田小学校 〇

5 愛知県 岡崎市立形埜小学校 〇 22 北海道 北斗市立谷川小学校 〇

6 福島県 福島県立石川支援學校たまかわ校 〇 23 広島県 宮島学園

7 栃木県 壬生町立壬生北小学校 〇 24 福岡県 福岡市立有住小学校

8 北海道 北斗市立市渡小学校 〇 25 福岡県 北九州市立大積小学校

9 東京都 江戸川区立大杉東小学校 〇 26 福岡県 北九州市立葛原小学校

10 千葉県 木更津市立富来田小学校 27 東京都 葛飾区立一之台中学校

11 北海道 石狩市立八幡小学校 28 鳥取県 倉吉市立北谷小学校 〇

12 東京都 港区立高松中学校 〇 29 岡山県 総社市立総社中央小学校

13 北海道 札幌市立白石小学校 〇 30 滋賀県 大津市立真野小学校

14 宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校 31 福岡県 北九州市立中井小学校

15 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校 32 東京都 八王子市立秋葉台小学校

16 和歌山県 田辺市立上秋津小学校 33 鹿児島県 霧島市立国分西小学校

17 栃木県 小山市立若木小学校 〇 34 宮城県 希望の丘


