


福祉
【 自立 ・ 生き甲斐 ・ 所得対策 】

いのちの森づくり
その土地本来の木に
よる本物の森づくり

企業（労働）
【 企業緑化 ・ 企業の社会的責任（CSR） 】

環境
【 森林保全 ・ 温暖化対策 】

教育
【 学校緑化 ・ 人づくり 】





宮脇先生の写真+吹き出し
自然の森は、色々な種類が混ざり合っている。

好きな者だけを集めても駄目。
人間社会も同じ。

混ぜる、混ぜる、混ぜる！

いのちの森づくり
その土地本来の木に
よる本物の森づくり

横浜国立大学
名誉教授

宮脇 昭 先生



写真提供：エスペックミック株式会社



「しんわルネッサンス」南側斜面・植樹後２年目



「しんわルネッサンス」南側斜面・植樹後10年目

１０年で
こんなに
大きく
なりました！



宮脇昭先生のご指導と交流









約80種類・8万本の苗木を栽培



どんぐりブラザーズ
福祉施設間連携による森づくりチーム
進和学園

湘南の凪

県央福祉会

ﾊﾟｿﾎﾞﾗｻｰｸﾙ

よこすか黎明会

あすなろの会



どんぐりブラザーズ
育樹(除草）も大切な仕事！

進和学園

湘南の凪

ﾊﾟｿﾎﾞﾗｻｰｸﾙ

コスモス学園

よこすか黎明会

小田原支援センター

県央福祉会

大東作業所

キルク
あるが
みんなの広場

けいあい工房



進和学園「いのちの森づくり友の会」

私達の活動の趣旨にご賛同頂ける方々を募集
森づくり基金を創設・運営
⇒ 個人会員：1口 年 １，０００円より

団体会員：1口 年１０，０００円より

⇒ ①公共の「森づくり」に苗木を寄贈
②障害者の工賃に還元



苗は2～3年育てて植樹！ おかげさまで１６年目

苗木の出荷本数３０万本突破！（2021年3月末日現在）
2009 年度 出荷実績 ： 11,986本
2010 年度 〃 ： 24,243本
2011 年度 〃 ： 28,064本
2012 年度 〃 ： 39,650本
2013 年度 〃 ： 38,607本
2014 年度 〃 ： 22,489本
2015 年度 〃 ： 20,392本
2016 年度 〃 ： 26,132本
2017 年度 〃 ： 26,271本
2018 年度 〃 ： 22,910本
2019 年度 〃 ： 27,224本
2020 年度 〃 ： 16,268本

304,236本
内、「友の会」基金活用

125,570本



■植樹・育樹プロジェクト ～主な活動拠点～
① 湘南国際村めぐりの森（神奈川県横須賀市）

② 高尾小仏（盛土場の森林再生）（東京都八王子市）

「いのちの森づくり」 植樹活動事例１



■海岸防潮林 いのちを守る森の防潮堤

①東北被災地 （宮城県岩沼市・福島県南相馬市）

②遠州灘 (静岡県掛川市・浜松市）

「いのちの森づくり」 植樹活動事例２



■人工林（スギ・ヒノキ林）の混交林化
①時ノ寿の森 （静岡県掛川市倉間）

②花粉症対策プロジェクト （広島県神石高原町）

「いのちの森づくり」 植樹活動事例３



「いのちの森づくり基金」を活用した植樹活動
■公共スペースの森づくり

（県・市町村との連携）

国道134号線沿道 砂防林
神奈川県防災備蓄倉庫
秦野市千年の杜づくり
東京都豊島区グリーンとしま再生P.

東京都世田谷区二子玉川公園

小田原・荻窪森林再生P.

湘南平

■学校の森づくり
川崎市立西生田小学校
平塚市立太洋中学校
横浜市立新羽中学校
神奈川県立秦野曽屋高校
神奈川県立伊勢原高校
神奈川県立茅ヶ崎西浜高校
多摩美術大学八王子キャンパス



「いのちの森づくり」プロジェクト
苗木提供本数＆「友の会」基金の活用実績

苗木： ①販売 178,666本
② 「友の会」より寄贈 125,570本

「友の会」基金活用：2009～2020年度 累計： １億１４万円

３０４,２３６本

年 度 苗木提供本数 いのちの森づくり基金の活用実績 （2021年3月末現在）

事案数 苗木提供本数 活用基金（苗木代金・労賃・経費等）

２００９ １１，９８６本 ３ ２，７０４本 １，２０４，８００円

２０１０ ２４，２４３本 １７ ３，６７５本 ２，４６７，４１０円

２０１１ ２８，０６４本 ３０ ３，５３４本 ３，８３６，９１９円

２０１２ ３９，６５０本 ４０ １４，４７６本 ８，９９１，４１７円

２０１３ ３８，６０７本 ４０ １７，５９４本 ９，２６６，４２３円

２０１４ ２２，４８９本 ３９ １０，９６７本 １３，３３１，６５９円

２０１５ ２０，３９２本 ３０ ８，３８１本 １０，０１０，６９２円

２０１６ ２６，１３２本 ３０ １４，２０２本 １２，４９３，１８４円

２０１７ ２６，２７１本 ２５ １５，１３０本 １１，６６２，４７４円

２０１８ ２２，９１０本 ２７ １１，６８３本 ８，８０６，２４７円

２０１９ ２７，２２４本 ２６ １４，８８１本 １０，６９８，１４８円

２０２０ １６，２６８本 １７ ８，３４３本 ７，３７２，２５６円

合 計 ３０４，２３６本 ３２４ １２５，５７０本 １００，１４１，６２９円



「いのちの森づくり」派生事業／「里山ユニット」製作請負い

・発注企業：（株）ゴバイミドリ
①「里山ﾕﾆｯﾄ」自体の製作 ②周辺業務の「施設外就労」



学校の森づくり 事例紹介
神奈川県足柄上郡 開成南小学校

「森づくり」 は 「人づくり」



学 校
------学・木・交

▶ ・ 木にかこまれた
校しゃで・・

▶ 学び・・・

▶ 交わる・・・



『ほんものの森』のつくり
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日本の標高800ｍ以下はほぼ下記の樹種による森であったことが
証明されている。
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いのちの森づくり

まぜてうえる 近くにうえる

45ｃｍ

45ｃｍ45ｃｍ



『 いのちの森づくり』
の大切なことは？

『ほんものの森』は、

「きょうそう、がまん、ともにいきる」

⇒きびしい かんきょうで いきぬく
ことができる。

宮脇昭先生



『いのちの森づくり』
の大切なことは？

しぜんの森は、いろいろな
しゅるいがまざりあっている。

なかのよいものだけ、あつめても
ダメ、人間もおなじ。

まぜる、まぜる、まぜる！

宮脇昭先生



開成南小学校（2016.12.2）

3・4年生200名で18種類400本植樹



開成南小学校 学校の森づくり

1年生 2016年12月９日

トロ箱づくり

2年生 2016年12月９日

ポット苗づくり

3・4年生2016年12月2日

「いのちの森づくり」教室

校庭の緑地づくり

5・6年生 2016年10月13日

校庭緑化



開成南小学校
（2017.6.13）

園芸委員会30名で35種類496本植樹



立派な巨木も一粒のドングリから！


