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平成 29 年 7 月九州北部豪雨で被災した山村コミュニティの再生過程  

―見晴らし台の復興を中心に― 

 

森林政策学研究室 原田佳生 

 

１．はじめに 

 近年，全国的に豪雨災害が多発している。気象庁

（2021）によると，一時間降水量 80 ㎜以上の年間

発生件数，および一日降水量 400㎜以上の年間日数

は 1976 年から 2020 年にかけて有意に増加傾向に

あり，短期間に猛烈な雨が降るケースが多くなって

いる。 

豪雨災害は，人的被害や住家被害にとどまらず，

地域の森林景観にも大きな影響を与える。景観の重

要性について，景観法（2004）は「良好な景観は，

美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生

活環境の創造に不可欠なものである」としている。

一方で熊谷（1999）は，地域の森林景観を「原風景

を構成する重要な要素であり，故郷に対する懐かし

さや郷愁を喚起させるもの」としている。また東京

大学森林風地学研究室（2008）は，「地域ならではの

景観，地域らしい景観を形成していく上で，森林と

地域の人々との関わりを反映した森林景観は重要な

役割を果たして」おり，「地域らしさや地域のアイデ

ンティティーを支え，その結果として国土全体での

景観の多様性を形成，保全していくためには地域森

林景観は重要」であると指摘している。それゆえ，

豪雨災害によって地域の森林景観が損なわれると，

山村コミュニティの地域らしさや地域のアイデンテ

ィティーにも影響を与える可能性がある。 

豪雨災害が増加傾向にある一方，自治体に頼らな

い復興活動も重要になってきている。高齢化や過疎

化によって農山村の回復力は弱まってきている（内

田,2021）。行友（2021）は，被災による人口の急減

が農山村の高齢化と結びつくことによって，労働力

や住民の活動性の低下，それに伴う縮小するコミュ

ニティの再編などを引き起こし，行政やボランティ

アによる復旧が終わった後も長期的な問題が残るこ

とを指摘している。しかし一方で，人員削減など行

政業務の縮小により地方自治体が十分な災害復興の

対応がなされない事例も報告されている（宮

本,2019）。 

このような状況に対し，これまでに自治体に頼ら

ない集落住民を中心する復興まちづくり活動として，

2016 年熊本地震よって被災した熊本県益城町櫛島

地区のまちづくり協議会が伝統行事を避難訓練とセ

ットにして復活させ，地区を再びつなげる事に成功

した事例がある（柴田,2020）。また平成 29年九州北

部豪雨によって被災した福岡県朝倉市において，JA

あさくらが土地や施設の確保，営農指導によって営

農再開を支援したほか NPO と協働することでボラ

ンティアを農家へ結びつけることに成功した事例も

ある（野場,2021）。その一方で，豪雨災害によって

損なわれた森林景観の再生に住民たちが中心となっ

て取り組んだ事例は報告されていない。しかし，森

林景観が地域らしさや地域のアイデンティティーを

支えるものであるならば，森林景観の再生は被災し

た山村集落のコミュニティの再生において重要な復

興活動の一つであると考えられる。 

よって，本研究では景観再生による復興活動の経

緯と課題を整理するとともに，被災集落における景

観づくりの実態やコミュニティの再生について明ら

かにし，その課題について考察することを目的とす

る。 

 

２．研究方法 

（１）調査地概要 

 平榎集落は，福岡県朝倉市杷木志波に位置してい

る。同集落には水田は存在せず，柿栽培が盛んであ

る。平榎集落は「平」「榎」という二つの小集落が合

併した集落であり，その区別は依然として集落内で

意識されている。柿園は秋の紅葉と並んで同集落の

森林景観を形成する中心であり，同集落の象徴とも
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なっている。九州北部豪雨では，同集落内で死者は

出なかったものの，家屋が全半壊し，道路も大きく

損傷した。また被災後に 38名が他出し，被災前 37

戸あった世帯数は，被災後には19戸へ減少した。一

方で，本宅と住所は集落外へ置きつつも集落内に購

入した住宅へ日常的に通う形で集落に関わっている

半移住者が 3世帯存在している。 

被災後の平榎集落では，九州北部豪雨による斜面

崩壊や放棄された柿園によって景観が悪化し，景観

の再生の必要性が集落の住民の間で認識されている。

2019年 4月から平榎の集落住民6名（61歳～73歳）

と区長によって結成された平榎復興委員会が中心と

なり，復興活動（景観づくりを含む）を行っている。 

（２）調査方法 

 平榎集落の復興活動（復興委員会の会合や景観づ

くり等）に参加しながら聞き取りと参与観察を行な

い，復興計画に関する議論や合意形成の過程を記録

した。また，2022 年 1月に集落内の19世帯を対象

に豪雨災害前後での生活や意識の変化，復興活動に

対するや参加状況などについて半構造化インタビュ

ーを実施し，18 世帯から回答を得た。 

 

３．結果 

（１）平榎復興委員会による見晴らし台計画 

 九州北部豪雨の後，平榎集落ではボランティアが

中心となってインフラの復旧や土砂の除去などの生

活環境面での復旧活動が行われた。復興委員会は以

前より集落内に存在していた道路委員会を基礎とし

て，豪雨災害後 2 年近くが経過した 2019 年 4 月の

区常会での合意によって発足した。復興委員会の景

観づくりの理念は住民や他出者が「この地に住んで

いて良かったと思える集落にしたい」であり，地域

の誇りを取り戻すことが第一の目的となっている。 

復興委員会の結成後，「委員会内で自分たちのみの

力での復興は難しいのではないか」という意見があ

り，復興委員長であるH氏が知人の市会議員へ相談

した。その結果，同市議からの紹介を受ける形で，

福岡県朝倉普及指導センター（以下「普及センター」）

及び九州大学の芸術工学研究院と農学研究院も参加

する復興支援団が 2019 年 6 月から復興委員会の活

動に参加することとなった。 

2019年の復興委員会の主な活動は，復興活動の方

針づくりであり，委員会メンバーによる意見交換の

ほか集落女性部や他出者なども招いた交流会も通じ

て，平榎集落の魅力の再確認が行われた。様々な案

の検討がなされた結果，2019年の秋頃に集落内の柿

園を一望できる見晴台の設置を通じた景観形成によ

る地域づくりを行うことが決まった。そして，見晴

らし台には季節を彩る広葉樹が植栽されることも決

まり，植栽する樹種や場所の決定には九州大学復興

支援団が協力することになった。 

 2020年 2月に見晴台の設置予定地が決定された。

その後はコロナ禍の影響もあって復興委員会の会合

の開催も一時停滞していたが，7 月に同年最初の復

興委員会が開催された。その後，見晴らし台の予定

地における草刈りやくい打ち，鹿よけネットの設置

などの準備が進められた。11月の復興委員会の会合

では，九州大学復興支援団の紹介で，「あさ・くる」

（子供たちの自然・文化体験を通した地域コミュニ

ティづくりを朝倉市で行っている市民団体）と連携

することが決まった。また見晴台への植栽は「平榎

復興植樹祭」として集落住民や他出者，普及センタ

ー，九州大学のほか，あさ・くるに参加する子供た

ちや報道関係者も招いて広くアピールする形で行う

ことが決まった。 

見晴台の面積は 2,183 ㎡，植栽樹は合計144本で

ある。植樹祭当日は計 110名が参加し植栽した。そ

れぞれの広葉樹には植栽した者の名札がつけられる

など，出席者と地域のつながりを強める意図もみら

れた。また植樹祭では子供たちによる被災流木で手

作りした楽器演奏なども行われ，盛況を見せた。 

 見晴台に関する一連の事業は公益社団法人国土緑

化推進機構の緑と水の森林ファンド事業による 80

万円の助成を受けており，復興委員会の自己資金に

よる出費は約50 万円であった。予算を節約するた

めに，集落住民らによる見晴台での作業はすべてボ

ランティアとして処理し，植栽樹に関して住民の人

脈を駆使し苗木を安く入手したり，集落内の樹木か
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ら株分けを行ったりするなどの工夫が見られた。

 

図 1 植樹祭の様子(2021 年 3 月 6 日 撮影者 :原田) 

 2021年 6月に平榎復興委員会，あさ・くる，九州

大学復興支援団の3団体の協議体である「平榎の郷

守り会」が結成された。また令和3年度ふくおか地

域貢献活動サポート事業の災害支援枠から100万円

の助成を受け，「景観と文化伝承を活かした災害後の

地域づくり」を行うこととなった。同事業には，見

晴台整備事業のほか，子供たちの見晴台でのネイチ

ャーゲームや，文化伝承のワークショップなどの活

動も含まれ，現在も進行中である。 

（２）半構造インタビューの結果 

 回答者の属性について，18世帯のうち 17名が世

帯主で男性，1名が世帯主の妻で，年齢は 50代が 3

名，60 代前半が4 名，60代が 6名，70代が 5名で

あった。 

 復興委員会について，18名中 17名が活動内容を

「知っている」と回答し，同 17世帯は草刈りなど

の見晴台の整備業務に可能ならば毎回参加してい

た。集落に外部の人間が出入りすることに関して

は，コロナ禍を理由に反対した１世帯と中立を示し

た 1 世帯を除いた 16世帯が賛成の意向を示した。

復興委員会へ期待するものについて尋ねたところ，

最も多かったものは「見晴台の維持・管理やさらな

る整備」（6 名）であった。また，それぞれ2 名が

「復旧工事の早期完了」と「集落・見晴台の安全対

策」を期待していた。「復興委員会の活動が期待に

沿うものとなっているか」を尋ねたところ，2 名が

「なっていない」と回答した。その2 名の住民は

「復旧の早期完了」，「集落にプラスになる活動」，

「あさ・くるの参加以降，小学生をターゲットとし

ている活動に住民が参加させられているように感じ

るので，外部者ではなく住民をターゲットとした活

動をしてほしい」，「集落に元々あるものの整備と有

効活用」，「見晴台の PR」を期待していた。また復

興委員に「より住民に活動に参加してほしいと思う

か」尋ねたところ，7名中 3名が「思う」と回答し

た。その一方で，復興委員以外の住民 11名に「よ

り活動に参加したいと思うか」尋ねたところ，既に

活動に十分参加していることなどを理由に 11名全

員が「思わない」と回答し，活動への意識の差が見

られた。「復興委員会の持つ課題とは何か」という

質問の回答は，「過疎・高齢化による担い手の減少

と景観の維持・管理の困難さ」（10 名）が最も多

く，続いて「50代から 60歳前後の比較的若い世代

の協力姿勢が薄いこと」（7名）が多かった。ま

た，女性の回答者からは「女性の参加を受け入れる

体制がない」との意見もあった。 

 

図 2 復興委員会の抱える課題（複数回答） 

植樹祭へは 18名中 14名が参加をしており，草刈

りなどの見晴台整備作業へは 18 名全員が参加して

いた。「見晴台の整備作業を除く郷守り会のいずれか

の活動に参加したか」尋ねたところ，「していない」

と回答したのは 2名のみであった。一方，「郷守り会

の活動に興味はあるか」尋ねたところ5名が「興味

はない」と回答しており，興味はないが参加はして

いる住民が複数名いた。また「平榎らしい景色とは

何か」（複数回答）について尋ねたところ，最も多か

ったものは「柿園の紅葉」（11名）であった。その他

の回答として，「災害前の景色」（5名），「伝統行事」

（4名），「にぎわい」（3名），「古い信仰」（2名）が
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あった。「見晴台は平榎らしいと感じるか」を尋ね

たところ，8名が「感じる」と回答した。その理由は

「新しいシンボルになりうると思うから」（5名）が

最も多かった。「見晴台からの景観は平榎らしいと感

じるか」については，13名が「感じる」と回答した。

一方で 4名が「感じない」と回答した。その理由と

して，2 名が平の集落のみしか見えず，榎の集落が

見えないことをあげた。また「見晴台が集落内で話

題に上ることはあるか」，「見晴台を機に集落外との

交流は増えたか」については，委員はそれぞれ「あ

る」「増えた」と回答したものが半数を超えていた。

一方で，それ以外の住民では「ある」「増えた」と答

えたものは少数派となっており，回答の傾向に差が

見られ，両者の認識には違いが見られた。 

 

４．考察 

 平榎集落における見晴台計画は，景観づくりによ

る地域の誇りの再生のみならず，他出者をはじめと

して，普及センターや九州大学復興支援団，あさ・

くるのスタッフや同団体の活動に参加する子どもた

ちなど集落外の多くの人間を巻き込み，集落外の人

間と集落のつながりを形成する契機となった。見晴

台は住民から「新しいシンボル」となることを期待

されており，災害で平榎らしい景色は失われたと回

答する住民も複数存在する中で地域のアイデンティ

ティーを再生する契機になる可能性がある。 

見晴台の設置に関わったそれぞれの主体の役割を

見てみると，復興委員会や協力的な集落住民は計画

の立案や事業費の用意，集落内での合意形成，見晴

台の日常的な管理などの重要な役割を担った。一方，

外部者である九州大学や普及センターは見晴台の作

成においてそれぞれの専門的分野においてアドバイ

ザーとしての役割を果たし，「あさ・くる」と平榎集

落をつなぐ役割も果たした。また「あさ・くる」は

平榎集落と子供たちの接点を作り，コミュニケーシ

ョンをとる機会を作り出した。さらに見晴台による

復興活動は，平榎集落，市民団体（あさ・くる），大

学（九州大学復興支援団）の協議体である平榎の郷

守り会の結成に至るなど新たな展開にも至っている。 

その一方で，平榎復興委員会が幾つかの課題を抱

えていることが聞き取り調査で浮かび上がってきた。

はじめに，多くの住民が見晴らし台の維持・管理の

困難さを述べている。また，作業への参加は多いも

のの，集落内では復興委員のメンバーとその他の住

民で意識の差が存在する。例えば，アンケート結果

にも表れたように男性と女性，平と榎，異なる年齢

層との間に考え方の隔たりがあり，意思の疎通や考

え方の共有は十分であるとは言えない。復興委員会

とその他の住民との間で今一度目的と課題の共有が

必要である。また復興委員会の課題として「住民を

ターゲットとした活動」を挙げた住民もいる。復興

委員会が景観づくりの理念は住民や他出者が「この

地に住んでいて良かったと思える集落にしたい」で

あり，外部者との協働によって復興活動の本来のタ

ーゲットが見えにくくなってしまう危険性もある。 

高齢化や過疎化によって農山村の回復力は弱まっ

てきており，また人員削減など行政業務の縮小によ

り地方自治体が十分な災害復興の対応ができない中

で自治体に頼らない復興活動も重要となっている。

平榎集落における見晴らし台を通じた復興活動の取

り組みは，高齢化や過疎化の中での住民主体による

景観づくりや，集落住民による復興組織と集落外部

との連携による復興の可能性と課題を示唆している。 
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