
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

機能素材事業及びフィルムや樹脂など高分子事業に取り組む「ユニチカ株式会社」の労働組合「ユニチ

カ労働組合」が2箇所目の活動に参画します。

20年前に和歌山県「企業の森」第1号として、日高川町に誕生した「ユニチカの森」は、現在立派に育ち

森林となりつつあります。

この度、「ユニチカの森」での活動を延長するとともに、新たに「ユニチカの森２nd」において、今後

１０年間、植栽や下刈り等の森林保全活動に取り組みます。

ユニチカ労働組合の新たな活動により、「企業の森」の参画団体数は８9企業・団体、活動場所は １０３

カ所となります。

■活動地の概要

①活動地

「ユニチカの森」 （継続活動地）：日高川町高津尾地内 １．１７ha（民有林）

「ユニチカの森2nd」(新規活動地）：日高川町高津尾川地内 １．３５ha（民有林）

②実施計画

「ユニチカの森」では、継続して林内整備を実施

「ユニチカの森2nd」では、令和４年に地拵えを行い、令和５年春から植樹活動を開始

現場管理等については、紀中森林組合に委託する

■今後の予定
令和４年１０月１３日（木）１０：３０～

森林保全・管理に係る協定の調印式

・場 所：和歌山県庁本館３階 知事室

・出席者：ユニチカ労働組合 中央執行委員長

日高川町長

紀中森林組合代表理事組合長

農林水産部 森林・林業局 森林整備課
・本田 ０７３－４４１－２９７３

ユニチカ労働組合
野原 ０６－６２６１ー３３３５

和歌山県「企業の森」第1号で活動20年目の
ユニチカ労働組合が活動地を拡大

～2箇所目の活動に参画～

記者発表
令和４年10月11日

■ 参考
○ユニチカ労働組合

所在地 ：大阪市中央区本町４丁目6番28号
設 立 ：昭和48年（1973年）
事業内容：労働条件や環境の維持改善

教育活動、ボランティア活動他

活動地「ユニチカの森2nd」

活動地「ユニチカの森」

「企業の森」実施箇所位置図





「企業の森」事業参画企業・団体一覧　  

企　業　・　団　体　名（２箇所目は●　３箇所目は★） 協定締結日 活動地 面積 (ha)

1  ユニチカ労働組合　「ユニチカの森」  平成１４年１０月 日高川町
2.00

(内1.17を継続)

2  関西電力労働組合　「関労ふれあいの森」  平成１５年　９月 田辺市 0.76

3  森林ボランティア団体　「ゲンジの森」  平成１６年　４月 高野町 0.20

4  NPO法人和歌山野球振興協会・夢クラブ 　「野球の森」  平成１６年　４月 かつらぎ町 0.88

5  NPO法人原風景 　「原風景の森」  平成１６年　４月 かつらぎ町 0.52

6  ロータリークラブ　「ロータリー１００年の森」(募金方式）  平成１６年　５月 高野町 3.00

7  大阪ガス株式会社　「大阪ガスの森」  平成１６年　８月 田辺市 1.02

8  日本たばこ産業株式会社　「ＪＴの森 中辺路」  平成１７年　１月 田辺市 53.72

9  全日本空輸株式会社　「私の青空 関西空港・高野山ゲンジの森｣  平成１７年　４月 高野町 0.50

10  新日鐵住金㈱和歌山製鉄所　「新日鐵住金和歌山の森」  平成１７年　６月 田辺市 2.52

11  イオン株式会社、財団法人イオン環境財団　「イオンの森  調月」  平成１７年　７月 紀の川市 35.71

12  日本労働組合総連合会和歌山県連合会　「連合和歌山の森」  平成１７年１０月 日高川町 0.78

13  サントリー株式会社「サントリー　「天然水の森 湯の峰」  平成１７年１１月 田辺市 4.12

14  東京海上日動火災保険株式会社　「東京海上日動の森」  平成１７年１２月 紀美野町 1.11

15  セイカグループ　「セイカの森」  平成１８年　１月 日高川町 1.17

16  紀陽銀行・紀陽銀行従業員組合　「紀陽の森」  平成１８年　１月 日高川町 1.32

17  東洋紡株式会社　「東洋紡みらいの森」  平成１８年　２月 日高川町 0.75

18  積水ハウス株式会社　「積水ハウスの森」  平成１８年　３月 田辺市 2.64

19  ダイキン工業労働組合　「ダイキン工業労働組合の森」  平成１８年　４月 田辺市 1.42

20  高野熊野世界遺産連絡会　「空海の森」  平成１８年　４月 田辺市 1.00

21  パナソニック株式会社エコソリューションズ社　「パナソニック・田辺龍神 ながきの森」  平成１８年　７月 田辺市 20.58

22  公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会　「宅建の森」  平成１８年　９月 日高川町 1.13

23  株式会社ＮＴＮ紀南製作所　「ＮＴＮ紀南　牟婁『和』の森」  平成１８年１０月 上富田町 1.00

24  花王株式会社和歌山工場　「花王の森　紀美野」  平成１９年　２月 紀美野町 0.70

25  東宝建設株式会社　「感謝の森」  平成１９年　２月 田辺市 0.70

26  三井住友信託銀行株式会社　「しんたくの森」  平成１９年　３月 日高川町 0.75

27  北越紀州製紙労働組合紀州支部　「北越紀州労組　虹の森」  平成１９年　３月 那智勝浦町 0.39

28  JA共済連和歌山　「JA共済　絆の森」  平成１９年１０月 日高川町 1.00

29  和歌山県印刷工業組合　「熊野再生の森」  平成１９年１０月 田辺市 0.50

30  モスバーガー共栄会関西支部　「湯の峰温泉　モスの森」  平成１９年１０月 田辺市 1.00

31  積水化学工業株式会社　「積水化学の森」  平成１９年１２月 田辺市 2.71

32  富士通株式会社　「富士通グループ・紀州龍神せせらぎの森」  平成２０年　２月 田辺市 1.38

33  西日本電信電話株式会社（ＮＴＴ西日本）和歌山支店　「輝きの森」  平成２０年　２月 田辺市 1.00

34  株式会社淺川組　「紀美野　あさかわの森」  平成２０年　２月 紀美野町 0.54

35  わかやま市民生活協同組合　「コープきょうどうの森」  平成２０年　２月 古座川町 0.34

36
 西日本高速道路株式会社
 西日本高速道路サービスホールディングス株式会社　「つなぎの森」  平成２０年　３月 田辺市 11.20

37  岩本電気産業株式会社　「集いの森」  平成２０年　３月 田辺市 0.50

38  有限会社光明電設　「希望の森」  平成２０年　３月 田辺市 0.50

39  大日本除虫菊株式会社　「未来の森」  平成２０年　９月 有田川町 1.92

40  田辺・西牟婁電気技術者協会　「電気の森」  平成２０年　９月 田辺市 1.63

41  済生会和歌山病院　「済生の森」  平成２０年１０月 かつらぎ町 0.51

42  上富田町水道協同組合　「水道組合・水源の森」  平成２０年１０月 上富田町 1.00

43  さわかみ一般財団法人　「１０１年の森」  平成２０年１１月 田辺市 2.21

44  和歌山県信用保証協会　「信用保証の森」  平成２０年１１月 有田川町 0.36

45  和歌山県オールトヨタ　「やすらぎの森」  平成２０年１２月 田辺市 1.92

46  株式会社富士住建　「富士住建の森」  平成２０年１２月 田辺市 2.51

47  株式会社資生堂　「椿の森」  平成２１年　２月 白浜町 2.59

48  株式会社えにし　「湯の峰温泉モス＆ナナズいにしえの森」  平成２１年　３月 田辺市 1.30

49  株式会社パンジー　「パンジーまごころの森」  平成２１年　５月 田辺市 2.25

50  中田食品株式会社　「中田食品　清姫の森」  平成２１年　７月 田辺市 3.50

51  株式会社NTTドコモ　「ドコモ紀の国・明恵峡の森」  平成２１年１０月 有田川町 0.93

52  有限責任監査法人トーマツ　「トーマツの森」 龍神村  平成２２年　１月 田辺市 0.50



「企業の森」事業参画企業・団体一覧　  

企　業　・　団　体　名（２箇所目は●　３箇所目は★） 協定締結日 活動地 面積 (ha)

53  ロータリークラブ　「ロータリー　熊野の森」 ●  平成２２年　４月 田辺市 1.33

54  紀南生コンクリート協同組合　「生コン組合『４０周年の森』」  平成２２年　６月 上富田町 0.87

55  本州化学工業株式会社　「本州化学の森・日高川」  平成２２年　９月 日高川町 1.32

56  和歌山県警備業協同組合　『和歌山県警備業協同組合「安全･安心の森」』  平成２２年　９月 田辺市 0.50

57  三菱商事株式会社　「三菱商事　芽ぐみの森」  平成２３年　４月 田辺市 17.42

58  パナソニック株式会社エナジー社　「パナソニック『えがおの森　紀の川』」  平成２３年　４月 紀の川市 4.37

59  特定非営利活動法人森のライフスタイル研究所　「熊野・木霊の森」  平成２５年　１月 田辺市 2.77

60  南海スチール株式会社　「１０年　あゆみの森」  平成２６年　２月 田辺市 0.51

61  丸紀木材工業株式会社　「６０年　感謝の森」  平成２６年　２月 日高川町 7.50

62  株式会社ジーアップキャリアセンター　「心海の森」  平成２６年１１月 田辺市 0.50

63  和歌山県漁業士連絡協議会　「漁民の森」  平成２７年　１月 串本町 0.57

64  ナカダ産業株式会社　「ナカダ産業まったくんの森」  平成２７年　２月 田辺市(中辺路町) 0.47

65  ナカダ産業株式会社　「ナカダ産業まったくんの森」 ●  平成２７年　２月 田辺市(龍神村) 0.23

66  株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ　「感謝の森」  平成２７年　２月 日高川町 0.37

67  楽天株式会社　「楽天の森」  平成２７年　３月 田辺市 16.60

68  わかやま市民生活協同組合　「コープきょうどうの森」 ●  平成２７年　７月 日高川町 0.53

69  関西電力労働組合和歌山地区本部　「関労和歌山いこいの森」  平成２７年　８月 田辺市 2.63

70  新日鐵住金株式会社和歌山製鐵所　「新日鐵住金和歌山の森」  平成２７年　９月 田辺市 1.76

71  桃山学院大学　「桃山学院大学　まなびの森」  平成２７年１２月 日高川町 0.50

72  関西大学　「関西大学の森」  平成２８年　１月 田辺市 3.58

73  株式会社第一テック　「繁栄の森」  平成２８年　１月 田辺市 0.50

74  コーナン商事株式会社　「コーナン　ＤＩＹの森」  平成２８年　２月 田辺市 1.90

75  積水ハウス株式会社　「積水ハウスの森」 ●  平成２８年　２月 田辺市 1.60

76  ＴＯＴＯ株式会社　「ＴＯＴＯの森」  平成２８年　３月 紀の川市 3.89

77  紀陽銀行・紀陽銀行従業員組合　「紀陽の森」 ●  平成２８年　３月 田辺市 1.54

78  中西金属工業株式会社　「ＮＫＣグループ　悠久の森」  平成２８年　８月 田辺市 3.22

79 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所　「みつびしでんき・有田川の森」  平成２８年１０月 有田川町 1.03

80 株式会社濱本組「はぐくむ森」  平成２８年１２月 田辺市 0.70

81 花王株式会社和歌山工場「花王の森　おいし」 ●  平成２９年　１月 紀美野町 0.82

82 株式会社NTN紀南製作所「NTN紀南　牟婁「和」の森」 ●  平成２９年　１月 上富田町 0.45

83 日本ルナ株式会社「日本ルナの森」  平成２９年　３月 紀の川市 1.99

84 大東化成工業株式会社「笑顔の森-DAITO KASEI-」  平成２９年１２月 田辺市 2.53

85 株式会社淺川組「紀美野 あさかわの森」 ●  平成３０年　２月 紀美野町 0.50

86 株式会社長谷工コーポレーション「長谷工の森林」  平成３０年　３月 田辺市 3.72

87 富士通株式会社「富士通グループの森Ⅱ（仮称）」 ●  平成３０年　７月 田辺市 0.26

88 和歌山オールトヨタ　「和歌山オールトヨタ やすらぎの森」 ●  平成３０年１０月 田辺市 1.40

89  わかやま市民生活協同組合　「コ－プきょうどう の森」 ★  平成３０年１２月 新宮市 0.56

90  フジ住宅株式会社　「フジ住宅 の森」  平成３０年１２月 日高川町 2.16

91  セキスイハイム近畿株式会社和歌山支店　「セキスイハイムの森・和歌山」  平成３１年　１月 日高川町 2.30

92  津田工業株式会社「切畑・津田工業の森」  平成３１年　２月 紀の川市 0.40

93  株式会社富士住建「富士住建の森 本宮町」 ●  平成３１年　３月 田辺市 3.00

94  ビーウィズ株式会社「ビーウィズの森」 令和元年　５月 日高川町 0.50

95  株式会社島精機製作所「シマセイキ 天野の里山」 令和元年１２月 かつらぎ町 1.91

96 公益財団法人ニッセイ緑の財団「ニッセイ国城の森」 令和２年２月 橋本市 3.15

97 南海スチール株式会社「ふるさと感謝の森」 ● 令和３年３月 田辺市 0.70

98 剤盛堂薬品株式会社「ホノミの森」 令和３年１０月 橋本市 7.59

99 紀州技研工業株式会社「ＫＧＫ紀州技研 継続の森」 令和３年１１月 田辺市 0.64

100 Sera Creations「龍の棲む森」 令和４年２月 田辺市 1.36

101 キクロン株式会社「にうつひめの森」 令和４年５月 かつらぎ町 3.11

102 ワコン株式会社「ワコンの森」 令和４年８月 田辺市 1.10

103 ユニチカ労働組合「ユニチカの森 2nd」 ● 令和４年１０月 日高川町 1.35

合計　　　活動地103箇所（企業・団体89） 304.40

も り


