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森を守り、育て、活かす
ふじのくにの森づくりにご参加ください。
静岡県では平成18年度に「しずおか未来の森サポーター」制度を設置しました。
この制度は、企業・団体の皆様が森林を育て活かす活動を支援するものであり、
スタート以来、多くの皆様に参加していただいています。
本冊子は、「しずおか未来の森サポーター」に参加いただいている皆様の活動を紹介し、
活動の輪を広げることを目的に作成しました。豊かな森林を活かし、
ふじのくにの森づくりを皆様と共に進めていきたいと考えております。
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TOPIC １ 「しずおか未来の森サポーター」認定証交付式
平成28年６月４日、クリエート浜松にて行われた「環境月間県民大会」において、
吉林副知事から新たに森づくり活動を始めた企業・団体へ認定証が交付されました。
●協定による活動
・ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
●協定によらない活動（ふじのくに森の町内会）
・一般社団法人プラスチックサイン協会
・遠鉄システムサービス株式会社
・サッポロビール株式会社東海北陸本部静岡統括支社
・株式会社静鉄ストア

TOPIC ２ 平成28年度に協定を結んだサポーター
ブリヂストンケミテック株式会社
天神山自然観察の森で、だれでも気軽に立ち寄れる『やさしい森づくり』

春は桜、秋は紅葉、バードウォッチや高台の東屋越しにみる絶景の富士山。
１年通期で楽しめる“天神山自然観察の森”において、より多くの人々が気軽に公園
に訪れ快適に森林散歩や自然観察ができるよう、弊社従業員だけでなく県や市と連携し
ながら、下刈り等の森林整備や施設の清掃を行っていきます。
公園をご利用される皆様が快適に散策できるように、また、いつでもリピート頂ける
様な健全な森林の育成に貢献してまいります。
活動場所：富士宮市 内容：東屋整備、下刈り、枝打ち、園内清掃、案内板表示板の掃除

ブリヂストンケミテック株式会社ホームページ http://www.bridgestone-bsct.co.jp/index.html
天神山自然観察の森ホームページ https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-080/fureai/
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TOPIC ３ 世界水準の森林管理の拡大
森林は、水源のかん養や山地災害の防止など、様々な働きを持っており、私たちの暮らしや産
業を支えています。森林の働きを将来にわたって最大限に発揮するには、環境や社会に配慮しつ
つ、経済的に持続可能な森林管理が重要です。

認証制度

森林認証マーク

森林認証制度
森林認証は、伐採・植栽・間伐な
どを繰り返す森林の循環利用と、
希少動植物の保護など適正な森林
管理を、第３者機関が国際規格に
基づき評価・認証する制度です。
森林認証には、「FSC 」、「SGEC」 、
Ｒ

認証材を使った製品には、持続可
能な森林管理の証であるマークが
付きます。

認証
森林管理を認証

森林所有者

認証
適切な加⼯・流通を認証

加⼯・流通業者

消費者

や「PEFC」などの制度があり、森林

各森林認証団体からロゴマークの使⽤許可を受けています

（製材、建築、製紙、印刷）

県の取り組み
県は、県土の３分の２を占める豊
かな森林を次世代に引き継ぐため、
県下全域で森林認証の取得を促
進しています。平成28年度には、
森林・林業の関係者が一丸となり
森林認証を取得する体制が整い
ました。

県内の森林認証
（H28.3時点）

「ふじのくに森の町内会」は、そ
の費用の一部を認証森林の間伐
に活用しています。サポーター企
業の皆様が、 「ふじのくに森の町
内会」の紙を購入することで、持続
可能な森林管理に貢献できます。
サポーター企業の皆様の取組が、
世界水準の森林管理に繋がるよう、
企業の森づくりを支援していきます。
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２－１

サポーター 一覧

（協定締結企業・団体 平成29年２月末時点）

平成27年度以降に協定を締結したサポーター
29
30

これまでに協定を締結したサポーター

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲
22

⑳
イオンリテール株式会社
東海・長野カンパニー
静岡事業部

静岡県立大学
環境サークルCO-CO

プラントイジャパン
株式会社

23

21

24

静岡巽ライオンズ
クラブ

25

静岡県西部森づくりCSR協働推進協議会
26

27

㈱アイジーコンサルティング、遠鉄システムサービス㈱、不二総合コンサルタント㈱、㈱丸山
コーポレーション、㈱リサイクルクリーン

株式会社技研測量

28

株式会社エンチョー
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協定期間終了企業：静岡パナソニック
ファミリー会、株式会社静岡第一テレビ、
アオキトランス株式会社、日本工営株式
会社名古屋支店、浜松北ロータリークラ
ブ、丸栄コンクリート工業株式会社

２－２

フィールドマップ

県内各地に企業の皆様が活動可能
な場所をご用意しています。
※

はサポーターの協定森林を示しています。
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活動候補地

22 牧之原市県有防災林

河津町 57

54

21

26 川根本町上長尾公有林、私有林◎
27 川根本町文沢私有林
◎
28 県民の森
29 口坂本県有林
30 コンヤ沢県有林
31 梅ヶ島湯ノ島市有林 20
32 富厚里市有林 24
33 静岡市大内地区 ⑱
34 静岡市由比私有林
35 富士宮市立白糸小学校学校林
36 富士宮市白糸財産区
◎
37 ふもとっぱら所有林
◎
38 富士宮市有林琴平山
◎
39 富士宮市有林大石平
◎
40 富士宮市有林明星山
◎
41 天神山自然観察の森 30
42 富士市有林 桑崎・大淵
43 富士市有林 桑崎 ④、⑫
44 沼津市植田私有林
45 千本県有林
46 香貫山生活環境保全林

東伊豆町

55 西伊豆町

23

1 細江県有林
2 大草山県有林 ⑦
3 高台中学校学校林
4 引佐県有林
◎
5 県立森林公園 21
6 都田県有林
◎
7 引佐町私有林
8 天竜林業高等学校林
9 阿多古県有林 ③
◎
10 光明県有林
◎
11 秋葉山県有林
◎
12 気多県有林
◎
13 天竜の森
◎
14 笠原小学校 学校林
15 袋井市 市有林
16 掛川市西大谷市有林
17 掛川市財産区有林 浜野
18 掛川市財産区有林 千浜
19 掛川市西大渕私有林
20 掛川市横須賀私有林
21 御前崎市白羽地区

伊東市

伊豆市
53

51 田中山県有林
52 旭小学校 学校林
53 あまぎの森
54 牛原山県有林
55 西伊豆町千年の森
56 稲取ふれあいの森
57 河津町有林 鉢の山
58 南伊豆万葉の森
59 南伊豆町加納私有林
60 浜松市立鏡山小学校林 ②
61 浜松市白羽町市有林 ①
62 オイスカ高等学校林 ⑨
63 新橋町多目的保安林 ⑩
64 遠州浜生活環境保全林 ⑭
65 浜松市天竜区佐久間町私有林
66 浜松市天竜春野町私有林
67 磐田市万瀬財産区 ⑤
68 磐田市敷地外四ヶ字財産区 ⑥、23
69 袋井市村松私有林
70 大東県有防災林
71 島田市川根町私有林
しずおか里山体験学習施設
72
「遊木の森」
73 中日本平
74 三保松原 ⑬
75 谷津山 ⑯

23 焼津市県有防災林 ⑰
48 丹那小学校 学校林
24 東光寺県有林
49 記念林県有林
25 藤枝市潮私有林
50 県立伊豆総合高等学校学校林
◎マークは、森林認証の取得森林を含むフィールドです。（森林認証の詳細は３ページ）
※表中の青色番号は４ページのサポーター番号です。
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76 賤機山
77 富士宮市麓私有林 ⑲
78 小堀谷の里 26
79 ｽｰﾊﾟｰ林道天竜線 27
80 富士宮市猪之頭 28
81 大須賀県有防災林 29
82 三島市字諏訪ノ台、五輪

２－３

活動報告

スマイルラベルの意味

静岡県と協定を結び、森林整備や環境教育な
どを行っている企業・団体30社の活動内容・状
況をご紹介します。
資金による貢献

労力による貢献

地域との連携

（平成28年度から新たに活動を始めた１団体を最初に掲載しています。）

ヤマハ株式会社

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
http://www.ympc.co.jp/

http://jp.yamaha.com

地域のくらしを守る海岸林に木を植えよう！

海岸防災林への植樹活動を行いました

当社の社会貢献活動の一環として、掛川市
沖之須地内の大須賀県有防災林へ植樹活動を
行いました。当日は、当社社員や家族に加え
地域の方々にも参加していただき、専門家の
指導を仰ぎながら防災林に適したクロマツや
ウバメガシ、ネズミモチなどの苗木を植樹し
ました。
当社は来年度以降も植樹活動を継続し、社
員の防災意識を高めるとともに、地域の皆様
が安心して生活できる環境の整備に貢献して
まいります。

松くい虫被害の深刻な遠州灘海岸のクロマ
ツ林に、ウバメガシ、トベラなど海岸の自然
環境に適した樹種の苗木を植え、海岸林の防
潮・防風・防砂などの機能保全に努めていま
す。年１回程度、グループ会社を含めた従業
員およびその家族や、一般からの参加による
植林活動を実施しています。またこの植林活
動に併せて、環境や生態系の保全などをテー
マとした講話を行い、参加者ひとりひとりの
環境意識の向上を図っています。

活動場所：掛川市 内容：植樹、下刈、育樹及び
これら活動に要する資金面の援助

活動場所：浜松市 内容：海岸のクロマツ林跡に
広葉樹等を植栽
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菊池建設株式会社

本田技研工業株式会社

http://www.kikuchi-kensetsu.co.jp

http://www.honda.co.jp

森林の命と、活かす技を伝えていきます

天竜川流域の水源を守る森づくり

豊かな森林資源に囲まれた鏡山小学校で先生
や生徒さんたちと一緒になって、学校林や木製
施設の整備、環境講演などを通じて、世代を越
えて木を大事にすることの大切を伝えてきました。
特に卒業記念のモニュメントや、木製の椅子の
作成などでは、木の性質や、活かす職人技のす
ごさも体感して、驚きとともに大事さを伝えること
ができたと思います。

弊社の創業地である浜松市で天竜川流域の水
源を守る為に、保全活動をしています。
年2回（春と秋）、社員とその家族・OBが、天竜
林業研究会の方々から御指導を頂き、林内に光
と風を入れる為に、参加者力を合わせ除伐、間
伐、枝打ち、下草刈り等に取り組んでいます。併
せて植樹や整地活動を進め、「水源の森」を未来
に引き継ぐ為、活動を進めます。

活動場所：浜松市 内容：鏡山小学校学校林に付
属する施設修繕

活動場所：浜松市 内容：間伐、枝打ち、下刈り
等の森林保全活動

東芝キヤリア株式会社

朝日住宅株式会社
http://www.ajg.co.jp

http://www.toshiba-carrier.co.jp

豊かな自然を守る、森づくり活動

東芝グループ150万本の森づくり

私たちは「ハウスメーカーとして森を守りたい」
「地域密着の企業として地元の森づくりに携わりた
い」という思いで、磐田市にある財産区有林を活動
エリアに選び、しずおか未来の森サポーターの活
動に参加しています。毎年７月、１０月に下草刈、２
月に間伐の年３回社員で万瀬の森の下草刈を地元
の皆様のご協力のもと行っています。斜面の雑草を
刈る作業は過酷でしたが、休憩時間に会話も弾み、
社員同士の交流を深めるよい機会となっています。
その奮闘ぶりをFacebookで紹介しています。
豊かな自然を守る、森づくり活動は、人と地球へ
のやさしい思いやり。
ハウスメーカーにできること、これからもずっと続け
ていきます。

東芝グループは創業150周年を迎える平成37年
までに世界中で150万本規模の森林を整備する
「150万本の森づくり」を展開しており、東芝キヤリ
アグループでも活動の一環として、「富士山こども
の国」で森づくり活動を実施しています。
過去に社員と家族が3,000本の植樹をし、その
後は苗木周辺の下草刈りや補植をして広葉樹の
成長を見守っています。今後も、子供達により良
い自然環境を引き継ぐため、森づくり活動を続け
て行きます。
活動場所：富士市 内容：広葉樹の植栽、育成

活動場所：磐田市 内容：間伐、植栽地の下刈り
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株式会社スクロール

NTN株式会社磐田製作所
http://www.ntn.co.jp

http://www.scroll.jp

豊かな自然を守る、

「大草山」を彩り豊かな森へと再生する活動

磐田市敷地での緑化活動

松くい虫被害を受けた名勝「大草山」を彩り豊
かな森へと再生するために、2009年から植樹や
下刈りなどの森づくり活動を行っています。2016
年４月には社員とその家族がヤマザクラの苗を植
樹、10月には東斜面の苗周りや遊歩道の下刈り
を行ったあと、子供たちを中心にどんぐりや木の
葉など秋の素材を使ったフォトフレーム作りを実
施しました。スクロールグループは、今後も桜色
に染まる大草山を目標に活動を継続してまいりま
す。

磐田市敷地にある「自然ふれあい広場」にて、
自然に満ちた快適空間を維持する為に、社員有
志による整備活動を展開しています。今年度は５
回を開催し延べ276名が参加し、ツツジや樹木類
の剪定及び下草刈りを行いました。この活動は
88回を重ね、自然保護の重要性を実感すると共
に、社員同士の親睦を深める良い機会となって
います。今後も参加者が笑顔で良い汗をかける
様に、工夫を凝らした活動を継続していきます。
活動場所：磐田市 内容：森林整備、広場の整備

活動場所：浜松市 内容：植樹、下刈り、森林環
境教育

静岡トヨペット株式会社

中村建設株式会社
http://www.eco-nakaken.com

http://www.shizuokatoyopet.jp

静岡県のみなさまとともに、
静岡の未来に向けた森づくり

静岡未来の森サポーター

静岡トヨペットではプリウスなどのハイブリッド
カーを成約していただいた際に、売上の一部を
基金として積み立てる『ハイブリッド基金』を設立
しています。その基金を静岡県の森林整備・環
境教育を行う団体の活動支援に使用しています。
地元の皆様と一緒に山の清掃活動や植樹等の
作業を続けていくことで、静岡県の魅力を再発見
し、後世に伝える活動に取り組む団体のお手伝
いをしています。この活動を続けていくことで地
域との深い結びつきを大切にしています。

オイスカ学校林において今年５月と11月に森の
整備活動を実施しました。活動は、オイスカ高校
の生徒、先生、父兄とともに実施し、木々の密集
した場所での間伐、倒した木の枝切、枝を落とし
た倒木のカットのほか、間伐材を利用して劣化し
た山道の階段補修を実施しました。
間伐作業の場所は谷あいの急峻な斜面であり、
足をすべらせるなどかなり大変な作業でしたが、
全員けがもなく無事作業を終えることができまし
た。

活動場所：静岡県内 内容：森づくり活動支援、
森林環境教育活動の支援

活動場所：浜松市 内容：森林整備、森林環境教育
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株式会社水野組

株式会社静岡リビング新聞社
http://www.s-liv.com

http://www.mizunogumi.co.jp

地元に根付く企業として、地域に貢献！

森づくり支援と環境意識の普及啓発

平成18年より近隣の国道で清掃や草刈など、
社員による地域貢献を行ってきました。平成21
年からは、「しずおか未来の森サポーター」とし
て、県と協定を結び海岸沿いの防災林での作
業歩道を中心に池の周りや保安林周辺の草刈
を行っています。また、地元中学校の職業体験
学習の一環としても共に作業を行っています。
活動を通じて地域住民の方々からも感謝のお
言葉を戴き、社員一同感激しております。

生活情報紙『リビング静岡』の紙面企画による
森の大切さ、重要性を発信しながら森づくり団体
を支援しています。
今年度もイベント会場での寄付金や紙面企画
の協賛金の一部を（公社）静岡県緑化推進協会
に寄贈し、静岡市立松野小学校学校林での森
林環境教育に活用していただきました。
また、『リビング静岡』紙面においても、森林づく
りに関する特集を組み、読者への意識啓発をし
ました。
活動場所：静岡県内 内容：資金を通じた森づく
り団体の活動支援、紙面による意識啓発

活動場所：浜松市 内容：下刈り、林内清掃

米久株式会社

株式会社清水銀行

http://www.yonekyu.co.jp

http://www.shimizubank.co.jp

世界文化遺産「三保松原」の景観維持活動

米久「富士山の、森の恵みに恩返し」

平成20年より、CSR活動の一環として三保松原
で植林・清掃活動を実施しています。
平成28年度も、入行内定者約70名が松くい虫
に強い70本のクロマツを植え込み、現在までで
植林したマツは1,690本となりました。
平成25年６月、三保松原は富士山世界文化遺
産の構成資産として登録されました。当行ではこ
の美しい景観を守るため、10月に下草刈りを行
い、12月に内定者による植林・清掃活動を実施
しています。

当社は、平成21年より「富士山こどもの国」内の
森林保護活動を行っています。間伐や下草狩り
という活動を通じて、自然保護や地球温暖化防
止に対する米久グループ社員の意識向上を図り、
富士山の恵みに感謝する心を育んでいます。平
成28年度までで、この活動にグループ社員延べ
880名が参加しました。
美しく、豊かな森林資源を未来に引き継ぐため
に、今後も積極的な森づくり活動を、米久グルー
プ一丸となって継続していきます。

活動場所：静岡市 内容：植樹、下刈り、清
掃活動

活動場所：富士市 内容：間伐
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株式会社フジヤマ

「小さな親切」運動静岡県本部
http://www.across.pr.jp/kindness/

http://con-fujiyama.com

森づくり団体との協働で
豊な里山を守ります

遠州浜生活環境保全林はおらが守るぞー

活動場所は東西方向2,700mで幅は100ｍも
防潮堤の建設も始まり自然環境を含む状況が
大きく変化している場所です。昨年度は「下刈り、
林内清掃、林内パトロール」を中心とした活動
でしたが、今年度、防潮堤の工事が本格化して
林地への立ち入りが禁止されていることから、
防潮堤の工事を行っている土木事務所と共同
で６月18日、９月３日、11月５日の３回「カワラハ
ンミョウ生息地内の除草作業」を実施しました
（延べ203名参加）。

「小さな親切」運動は、次世代を担う子どもたち
に豊かな森林と里山を残すため、「しずおか未来
の森サポーター」の一員として活動しています。
県主催の「森づくり県民大戦」に参加する団体と
連携し、県内各地で植樹や下草刈り、竹の伐採等
の森林整備活動を行っています。また、「南海トラ
フ巨大地震」に備えた沿岸部の植樹活動を中心
に防災林や防潮堤づくりにも参加しています。平
成27年度は、57会場で1,241人が活動に参加しま
した。

活動場所：浜松市 内容：下刈り、林内清掃、林
内パトロール等

活動場所：静岡県内 内容：森づくり団体の支援、
悠久の森等の県有林における森づくり活動

しずおか信用金庫

東海ガス株式会社

http://www.shizushin.co.jp

http://www.tokaigas.co.jp

地域と連携、交流を通じて谷津山再生へ

地域を守る海岸防災林を未来へ繋ぐ

しずおか信用金庫では、静岡市中心市街地に
ある谷津山を市民の憩いの場、子どもたちの環
境教育の場として、未来へ継承するために活動
をしています。
活動内容は、下草刈りや竹の伐採等の整備活
動、体験イベント（谷津山の竹を使用した貯金箱
作り）等行っています。
１～３年目の職員の中でリーダーを決め、若手
職員を中心に取組みを続けており、今後も地域
との交流等を通じて、谷津山の再生に取組みま
す。

東海ガスは、お客さまとの交流や地域社会への
貢献のため、環境保全活動の一環として「焼津市
石津浜の海岸清掃と防災林の整備活動」に取り組
んでおります。
今年度は５月23日(土)にお客様・地元高校の皆
様を含む総勢304名で活動し、90リットルのゴミ袋
約1,000袋のゴミを回収することができました。
東海ガスとしては、地域の防災機能を維持する
ため、今後とも「海岸防災林」の整備活動に取り組
んでいきたいと考えております。

活動場所：静岡市 内容：下草刈り、植樹等の森
林整備、森林環境教育の実施

活動場所：焼津市 内容：草刈り、清掃活動
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テルモ株式会社

静岡県立大学環境サークルCO-CO

http://www.terumo.co.jp

http://cocococonature.wixsite.com/co-co

地域とともに守り育てる森づくり

自然との共生の魅力を伝達する学生団体

静岡市清水区大内をフィールドとして放置竹林
問題の解決に取り組んでいます。地元の方に土
地を貸して頂き、CO-CO森という活動の拠点を
持っています。
今年も地域の方々と一緒に春と秋に竹を伐採
した後の山に植樹を行いました。また学生を対象
としたキャンプを行い、自然と共生することの魅力
を他者へと伝える活動も行いました。
今後も環境問題への理解を深め、学生という立
場を生かした活動に取り組みたいと思います。

テルモは平成23年に協定を締結し、県内外より
社員や家族、また地元の中学生も参加し、富士
宮市麓地区“テルモ恵みの森”で森づくり活動を
行っています。毎年、春は陽入れや補植、秋は
郷土樹種による植林や鹿食害対策シェルターの
設置等を実施しており、今回は新たに間伐材の
ベンチ制作やウッドチップの道づくりも実施しまし
た。今後も森の豊かな恵みに感謝し森林を守り
育て、地域の憩いの場にもなる森づくり活動をし
ていきます。

活動場所：静岡市 内容：植樹、竹林整備、県民
参加によるワークショップの開催

活動場所：富士宮市 内容：植樹

プラントイジャパン株式会社

テイ・エス テック株式会社

http://www.plantoysjapan.co.jp

http://www.tstech.co.jp

未来のためにできることから一歩ずつ

「癒しの森」づくり活動

プラントイは、世界で初めてゴムの木をリサイク
ルしたタイの木製玩具メーカーです。当社は、プ
ラントイ製品を扱う輸入総代理店として日本市場
を担当しています。主な特徴は、樹齢25年が
経ったゴムの木は、通常、ゴムの樹液が採取され
ないため伐採されますが、その廃材を世界で初
めて木製玩具として再利用した点です。
当社は、タイにおける活動だけでなく、世界中
の森林の保護と育成のためにできることから少し
ずつ始めていきます。

テイ・エステック株式会社（浜松工場）は、企業
活動を行っている土地の面積分を全社活動『緑
の生態系保全活動』で地球に返す目的で協定を
締結しました。活動は県営林の松林が台風によ
る風倒木被害を受け、その森林を再生し地域の
皆様に愛される『癒しの森』をテーマに取り組ん
でいます。今年度の活動は、７月に社員ボラン
ティアによる従業員が参加し過去に植樹したエリ
アの下草刈りを行いました。２月には植樹活動を
計画しております。
今後も地域の皆様と共に活動に取り組んでい
きます。

活動場所：静岡市 内容：資金提供による協定森
林の整備

活動場所：浜松市 内容：植樹、下刈り
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イオンリテール株式会社

株式会社ブリヂストン

東海・長野カンパニー静岡事業部

http://www. bridgestone.co.jp

http://www.aeon.info

イオン「いのちあふれる森づくり」

ブリヂストンがあなたと育てる森の未来

ブリヂストンでは、工場など国内事業拠点の周
辺に「エコピアの森」を９箇所設置し、森林整備
活動に取り組んでいます。
磐田工場では、2012年より磐田市 獅子が鼻
公園内に「エコピアの森磐田」を設けて
毎年、従業員やその家族を対象に間伐や下草
刈りなどの森林保全活動や公園内の遊歩道整
備を行うと共に地域の皆さまを対象にした「森林
教室」を開催し、子どもたちへの 環境教育を
行っています。

イオン各店舗の近隣に住む子ども達を対象に
「環境」に関する様々な活動をしているイオンチ
アーズクラブ。地球温暖化防止や生物多様性保
全のため、県下店舗で力を合わせ「いのちあふ
れる森づくり」活動を進めています。
森の循環「植える」「育てる」「活かす」テーマに
平成27年度は市民の森や大谷崩れにて植樹や
下草刈り、地ならしを体験。森を健康にすることで
育まれる豊かな水や海の恵みを実感するとともに、
静岡の豊かな自然を愛し、守り育てることのでき
る人づくりを目的としています。

活動場所：磐田市 内容：植樹、下刈り、間伐、
散策道整備、森林環境教育活動

活動場所：静岡県内 内容：森林整備作業

静岡巽ライオンズズクラブ

株式会社静岡銀行
http://www.shizuokabank.co.jp

http://www.shizuoka-tatsumi-lc.net

ダイラボウ＜巽の森大作戦＞

公益信託しずぎんふるさと環境保全基金

静岡巽ライオンズクラブでは森林の育成、維持
に力を入れております。
国土が狭く山が大きな割合を占めている日。し
かし、山を活用しない手はありません。
クラブでは＜巽の森大作戦＞と称し、ダイラボウ
で植樹を行います。この後、地元の人たちの協力
で、猪鍋、豚汁をいただき、大いに楽しい時間を
過ごさせていただいております。
ボランティアの人たちなど、約200人位が参加し
ます。今後この活動を維持発展させ森林の育成
発展に少しでも寄与したいと考えております。

「公益信託しずぎんふるさと環境保全基金」は、、
静岡県内で環境保全活動に取り組んでいる団体な
どに助成金を支給しています。
平成27年度は、24先の皆さまに300万円の助成を
行いました。これにより、平成５年の基金設立以来、
助成先はのべ522先、助成金の総額は6,620万円と
なりました。
今後とも、地域の皆さまの環境保全活動をサポー
トする活動を継続していきたいと考えています。
活動場所：静岡県内 内容：「しずぎんふるさと
環境保全募金」による資金を通じた森づくり団体
の活動支援

活動場所：静岡市 内容：植樹
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株式会社技研測量

株式会社エンチョー

http://gikensokuryou.main.jp

http://www.encho.co.jp

「地球環境保全」を目指して

林道を快適に利用してもらおう！

私たちは、主に林道に落ちている転石や枝木な
どの除去と汚れたカーブミラーの清掃を行ってい
ます。スーパー林道を活動拠点とし年に２、３回社
員全員で林道沿線の美化活動に出かけます。今
年度は５月と８月に全社員でカーブミラーや道路
及び側溝の清掃を行いました。 清掃後はとても
走りやすく快適になり満足のいく活動となりました。
安全で快適に走りやすいよう、だれもが利用しや
すい林道を目標にこれからも頑張っていきます。

「しずおか未来の森サポーター」として、富士
宮市にある田貫湖周辺の森林において間伐作
業を行っています。今年は全４回の活動のなか
で、間伐と草刈の作業を行いました。間伐材は
加工してリサイクルし、未来の森サポーターでの
木工クラフトや各店でおこなうお子様向けの工
作イベント等で再利用しています。
今後も未来の森サポーターの活動を通じ、環
境保全意識を高めていくとともに、ものを大切に
する心を育てていこうと思います。

活動場所：浜松市 内容：スーパー林道沿線の美
化活動

活動場所：富士宮市 内容：間伐、下刈り

静岡県西部森づくりＣＳＲ協働推進協議会
㈱アイジーコンサルティング、遠鉄システムサービス㈱、不二総合コンサルタント㈱、
㈱丸山コーポレーション、㈱リサイクルクリーン

「Power to the Forest」

http://plenteer.com

浜松地域の企業５社が森づくりＣＳＲトラストとして活動を始めて５年が経過しました。１企業では成し得ない
事、試みを展開しています。合同での新入社員研修の場、家族を交えての場、地域の方々とのふれあいの
場として、楽しめる社会貢献活動を実施しています。今年１年間でのべ200名を超える参加があり、荒れ果て
た産業林が森へと変わろうとしています。
今後も「森力の再生」を目指して取組んでいきます。
活動場所：浜松市 内容：里山保全・再生、下草刈り、施肥ダム作り、植樹、森林環境教育
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ふじのくに森の町内会参加企業・団体一覧

３－１

（平成29年２月末時点）

参加しているサポーター企業・団体（継続利用含む）
公益社団法人静岡県緑化推進協会

日本製紙株式会社

菊池建設株式会社

静岡県環境保全協会

公益社団法人静岡県山林協会

株式会社静岡新聞社

静岡ガス株式会社

静岡県地球温暖化防止活動推進センター

日軽産業株式会社

公益社団法人静岡県産業廃棄物協会

静岡県下水道設計業協会

株式会社清水銀行

東芝機械株式会社

共和建設株式会社

不二木材工業株式会社

矢崎エナジーシステム株式会社 環境システム事業部

株式会社ＳＢＳ情報システム

静岡エネルギー・環境懇談会

公益社団法人静岡県造園緑化協会

株式会社明電舎

株式会社静岡教育出版社

シーラック株式会社

公益社団法人静岡県林業会議所

協立電機株式会社

ヤマハ労働組合連合会

一般社団法人静岡県猟友会

東芝キヤリア株式会社

「小さな親切」運動静岡県本部

笑呼キャンペーン実行委員会

しずおか信用金庫

田貫湖ふれあい自然塾

東罐興業株式会社

スター精密株式会社

株式会社長大

特種東海製紙株式会社

富士フィルム株式会社

株式会社 静岡第一テレビ

株式会社TOKAIホールディングス

鈴与建設株式会社

静岡市森林組合

安倍紙業株式会社

杉山智之建築設計事務所

静岡市立玉川小・中学校PTA

静岡県森林組合連合会

(一社)静岡県建設コンサルタンツ協会

ヤマハ株式会社

株式会社静岡博報堂

川良商店

株式会社BE BORN

スズキ関連労働組合連合会

スズキ労働組合

ヤマハ発動機労働組合

株式会社テレビ静岡

生活協同組合ユーコープしずおか県本部

マックスバリュ東海株式会社

静岡県信用農業協同組合連合会

第36回全国育樹祭静岡県実行委員会

株式会社静岡銀行

株式会社長大 静岡事務所

静岡県志太榛原地域森づくり連絡会

一般財団法人静岡経済研究所

花王カスタマーマーケティング株式会社

天星製油株式会社

静岡県地域女性団体連絡協議会

株式会社アイクリーン

芝田重機有限会社

公益財団法人静岡県グリーンバンク

株式会社ミサワホーム静岡

アオイネオン株式会社

芝浦セムテック株式会社

株式会社博展

株式会社エコノワ

遠鉄システムサービス株式会社

サッポロビール株式会社 東海北陸本部静岡統括支社

特定非営利活動法人ホールアース研究所

一般社団法人日本プラスチックサイン協会

静鉄ストア株式会社

現場からの感謝の声
「間伐に寄与する紙」の利用によって、間伐材を搬出している「静岡市
林業研究会 森林認証部会」の皆様からお話を伺いました。
「ふじのくに森の町内会」の助成によって、サポーター企業の
皆様からご支援いただいていることに大変感謝しております。

我々の管理・経営するSGEC認証森林において、間伐時の林地残材を減らす事
は主に資源の有効利用と生物多様性の保全に大きな効果があります。
現状、枝葉と大曲り材・傷材が残材のほとんどですが、枝葉は分解が早いた
め森の栄養分になったり表土流出の防止などに役立っています。大曲り材・傷
材は太く分解に時間がかかり長く残っています。それを少なくすることで間伐
により森に入る光を表土に当て下層植生を育成し、生物多様性を保全する事が
出来ます。
我々の森林認証は平成27年度末拡大し、部会は会員11名、面積2,273haと従来
の2.4倍となりました。より環境に配慮した森林管理が広がり、地域の森林機能
が十分発揮されるよう活動をしていきたいと思っています。
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ふじのくに森の町内会の仕組み

オフィスでできる社会貢献
通常の紙代（150円/kg）の約10％を未利用材活用促進費として上乗せした割高な紙を購入・使用することで、
製紙会社の原木購入価格にその費用を充て、未利用森林資源の地産地消が促進されます。
企業・団体の皆様が身近に使用する紙で、オフィスにいながら森林への貢献ができる仕組みです。

間伐に寄与する紙
ふじのくに
森の町内会
の紙

＝

従来の紙

＋

＝

通常の紙代

＋

間伐に寄与する紙

未利用材活用費（15円/kg）

これまでの搬出実績
東京ドーム約２４個分の面積の間伐ができました！
参加企業・団体

77社

間伐に寄与する紙
使用量

462,499kg

間伐促進費

6,937,483円

搬出可能量

794.36 m3
1,156.25m3
（3,055本）
（4,447本）

しずおか未来の森サポーター 企業の森づくりCSR情報2016
静岡県くらし・環境部 環境局 環境ふれあい課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL 054-221-2664 FAX 054-221-3278 E-mail fureai@pref.shizuoka.lg.jp

（平成21年10月～平成28年11月の累計）

搬出実績

915.97m3
（3,523本）
間伐面積 111.00ha

(平成29年3月発行）
この冊子は、林地に捨てら
れる木材を搬出し資源として
活用する費用が含まれてい
る紙を使用しています。

