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豪雨被災地における林研グループ活動の役割 

‐福岡県朝倉地域を事例に- 

森林政策学研究室 宮木周平 

 

１．はじめに 

近年、豪雨災害が多発しており、林野被害も増加

する傾向にある。林野庁によると、林野被害箇所の

半数以上を林道施設等（林道・林業専用道・地すべ

り防止施設・林地荒廃防止施設）が占めている（図

１）。林道が被災した場合には、林道施設災害復旧事

業等によって国からの復旧のための補助がある。し

かし、森林作業道は、関係する森林所有者で維持管

理するものであると規定されていることもあり、そ

の被害箇所や補修費などの被害状況の詳細を把握し

にくい。2017 年 7 月に発生した九州北部豪雨は、人

的被害に加えて、林野へも甚大な被害をもたらし、

多くの林道施設等も被災した。そのような中、被災

地区内の林業研究グループ（以下、林研）が、朝倉

地区森林・林業推進協議会の予算を用いて森林作業

道を復旧した取り組みが『林業新知識』（2019 年 10

月号）で報告された。林研とは、森林所有者および

林業に従事する者等を会員とする森林づくりの技術

や経営改善等の活動を自主的に行う組織である(佐

藤ら，2014)。しかし、その被害状況や維持管理体制

の実態については同記事でも報告されていない。 

これまでの森林作業道に関する研究は、シラス地

域に開設された森林作業道を対象に維持管理工事記

録から維持管理の工種・特徴などの実態分析と考察

をした研究（岡ら，2020）、作業道災害の大半が雨

水に原因があり日頃の巡視は排水施設の機能確認や

排水対策の不十分な箇所の把握が重要であるとした

研究（荒川ら，2013）、宮崎県耳川流域における管

理者不在の場合の代替管理の実態に関する研究（田

辺ら，2008）などはあるが，その数は少なく、林研

の活動と結びつけているものは見られない。そこで、

本研究では、朝倉地区の林研とそれらに関連のある 

 

組織を対象に森林作業道の被害状況や維持管理体制

の実態について明らかにすること目的とする。 

 

 

図１ 豪雨災害による全国の民有林の被害箇所 

資料：林野庁 HP 災害情報 

 

 

 

２．調査方法 

（１）調査地概要 

朝倉地区は、筑後川の中流域にあり、2006 年に、

甘木市、朝倉町及び杷木町の３市町村が合併して設

立された朝倉市(右岸)とうきは市（左岸）からなる。

同地区は、2012(平成 24)年九州北部豪雨災害と 2017

年(平成 29)九州北部豪雨災害で甚大な被害を受け

た。2017 年災害では、福岡県で、死者 40 名、行方

不明者 2 名の人的被害が生じた。加えて、水道・ガ

ス等のライフラインの他、道路や鉄道、地域の基幹
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産業である農林業にも甚大な被害が生じた。林業関

係では林地荒廃と共に治山施設、林道等への被害が

生じ、その被害額は福岡県で約 317.5 億円となって

いる。また、山地崩壊により約 1,065 万㎥の土砂と

約 21 万㎥の流木も発生した。特に災害が激しかった

赤谷川では、大規模な侵食と谷の崩壊に伴う土砂に

よって壊滅的な被害を受け、朝倉市は、政府により

激震災害に指定されている。また、朝倉地区には、

３つの林研(甘木・杷木・浮羽）が存在する。 

 

（２）調査方法 

 福岡県朝倉農林事務所、朝倉市役所、森林組合で

林研活動ならびに作業道関連の資料収集を実施した。

また 3 つの林研の会長および会員 10 人、朝倉森林

組合および浮羽森林組合、高木地区のコミュニティ

センター、朝倉市役所農林商工部林務課を対象に半

構造化インタビューを実施した。 

 

 

３．結果 

（１）各林研の概要  

①甘木林研 

会員数は 24 人である。林研の活動として、森林ボ

ランティアの一環である「緑の応援団」に参加し、

ボランティアの受け入れ、「林業を知ってもらう」こ

とを主とした枝打ち・下刈りなどの施業をしていた。

しかし豪雨で土地が流され、現在は工事中で作業が

出来ない状態である。 

②杷木林研の概要 

会員数は、8 人である。林研としての活動は、豪雨

以前には、毎年夏と冬に間伐・下刈りを会員が実施

し賃金を稼ぎ、旅行などに行っていたが、豪雨後に

は、施業自体は年に 1 回に減少した。また、杷木林

研は、他の林研とことなり、現在森林ボランティア

団体の受け入れを行っていない。林研活動の役割を

会員の A、B、C さん（50 代、60 代、自営農家、

自伐林家）は「人が集まらず、設立当初の技能の追

求といったものから林業を知ってもらう組織へ転換

していかなければならない」と語った。 

③うきは林研 

 会員は 7 人である。男性 4 人、女性 3 人であり、

2022 年に女性が 1 人さらに加わる予定である。女

性の参加理由は、2017 年九州北部豪雨時にボランテ

ィアとして清掃などに加わるためである。浮羽林研

としての活動は、林業を知ってもらうことを主とし、

植樹祭などに取り組んでいる。 

 

（２）各林研の豪雨時の対応について 

①甘木林研 

甘木林研は、約 500m～600mの森林作業道を修繕し

た。修繕箇所は大きく２つあり、標高の高い位置に

ある被害箇所については、甘木林研の研修会のよう

な形態で行われ、20人で復旧した。標高の低い箇所

は、林道付近に高齢夫婦一組が取り残され、生活道

として機能しないので、朝倉市に依頼したものの対

応が遅かったため、緊急に甘木林研が林道を修繕し、

夫婦の救出に貢献した。この作業は 3～4日かけて 4

人で行われた。重機作業により、機械が必要なため、

人数制限がかかった。この 4 人の選定方法は、甘木

林研会長、会長の林業会社従業員、会長の知人であ

った。また、寺内ダムの上部に位置する高木地区で

は、豪雨災害時には、集落に通じる道が崩壊し、完

全に孤立した。その際にも、行政による支援により、

簡易的な道が集落に入るとすぐに甘木林研会長など

が重機を使用して高木地区周辺の瓦礫や流木を除去

した。この作業は、重機の使用が伴うため、地元住

民は実施することが出来ずに非常に助かったという

意見があった。一般的なボランティア団体は、行政

が簡易的に作設した道の崩壊があっため、約 2 か月

間支援活動に来ることが出来ず、甘木林研は、災害

後 1 週間で支援に駆けつけてくれて助かったという

意見もあった。 

 

②杷木林研 

被災前の活動は、生活に困難というよりも資金稼

ぎの一面が強く、ユンボを朝倉森林組合から借りて、

下草刈り・切り捨て間伐・流木の撤去などの作業を

２回ほど行った。これには、杷木林研の会員全員の
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8 人が参加した。また、杷木地区は、激甚災害に指定

された 2017 年九州北部豪雨の中でも、特に被害が激

しい地域である。会長 A 氏は、「山林の土壌の岩石が

露出している状態で、手の施しようがなかった」と

語った。 

 

③うきは林研 

うきは林研は、2017年の豪雨災害時には、うきは

地区の被害が少なく、朝倉の杷木地区に支援に行っ

ていた。赤迫線に対して、１km程度の道が洗堀して

おり、車両が通行できるように、主木伐採して穴を

埋める作業をした。この作業に対して、朝倉地区森

林・林業推進協議会から補助が出ている。 

 

（３）各地域の災害時の森林作業道崩壊の状況及び

森林作業道の維持管理体制について 

①甘木地区 

法面崩壊というより、水が集まり、道が底から抜

けているという洗堀が目立つ崩壊状況の箇所が多か

ったという。甘木林研が所有する森林では、開設さ

れた林道は 1 本、森林作業道は 4～5 本である。ま

た、開設時期は 1990 年代に遡る。2006 年から水切

り(横断溝)を 2 本入れるようにした(図２)。間隔は、

集水形態による。ゴムベルトはその山の使用頻度に

よって、入れている状況である。日頃からの維持管

理は、特に行っておらず、横断溝における排水のみ

の形態であった。また、豪雨後維持管理の意識が高

まったことは、「水の散らし方」であった。 

 

 

図 2 甘木地区での現場写真 

（2021年 10月 29日宮木撮影） 

 

②杷木地区 

既設の森林作業道に、法面の土が落下してくるよ

うな盛土崩壊のような場所も多くあった。また、こ

の場合、落下してきた土を 1～2日程で除去すること

で修繕できた。杷木林研会長の現場に同行させても

らったところ、2017年九州北部豪雨から約 5年が経

過する現在でも、林道に対する行政からの修繕が終

わっておらず、その先の森林作業道には入ることす

らできない状況であった。 

 

③うきは地区について 

2012年の九州北部豪雨で被災していた。以下、当

時の様子について記述していく。うきは地区の森林

作業道の崩壊は、上（法面）が壊れた。また、路面

洗堀による崩壊箇所が多くを占めた。2012 年九州北

部豪雨時に、うきは森林組合職員が、現地を歩いて

周り被害状況を確認した。被害状況の結果は、崩壊

した森林作業道は 200 路線中 130 本であった。崩壊

の基準は、車両が通行できるかを基準としている。

浮羽森林組合が崩壊した森林作業道を修繕する時に

は、森林山村・多面的機能交付金を活用し、3 年間で

130 本程修繕した。また、この制度は、原則 3 人以

上の組織でないと活用できない。修繕内容としては、

路盤補強・暗渠などでの構造物での補強・幅員の増

加等があげられ、主に森林組合の作業班で実施した。

また、うきは林研は、この際、道の修繕などはして

いない。また、森林所有者の所有物である森林作業

道の維持管理に対しても補助金を手軽に使用したい

という意見もあった。森林所有者は高齢な方の場合

が多く、現状では、補助金申請などの書面の手続き

は、森林組合に事務手続きとして依頼していること

が多い。 

 

（４）協議会と朝倉市の関係性 

林研による森林作業道修繕は朝倉地区森林・林業

推進協議会が決定を下したものであり、朝倉市は関

与していないとのことであった。また、森林組合・

森林所有者が森林作業道の管理をしているため森

林作業道の崩壊は、福岡県朝倉市役所農林商工部林
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務課では関知していない。朝倉地区森林・林業推進

協議会は、林研に対して森林作業道の補助を 2018～

2020に実施している(表１)。ただし、2019 年度から

開始された国から配分される森林環境譲与税を用

いて朝倉市は森林作業道等の整備に補助事業を新

設した。 

 

表１ 林研による復旧事業の結果  

 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 

補修距離 ４２００m ８００m ２００m 

作業人員 ４２人 ２２人 ７人 

復旧路線数 ５路線 ３路線 １路線 

主な効果 林産事業の再開、椎茸の出荷 

人家の生活道 

出典 2018～2020年度朝倉地区森林・林業協議会総

会資料 

 

考察 

本研究では、豪雨被災地周辺の森林作業道の被害

状況と林研が修繕した維持管理体制の実態について

明らかにした。維持管理体制に関しては、日常的に

維持管理を行っている事例が見られず、排水機能に

重点を置き、横断溝を 2 本体制にしている箇所が多

く見られた。しかし、横断溝を 2 本体制にしても、

日常的な維持管理しないと泥が詰まり排水機能がう

まく働かず、森林作業道崩壊の原因に繋がる。日常

的な維持管理を行わない主な理由は、採算が合わな

いからである。したがって、現状の森林作業道作設

指針の方針のように、森林作業道の使用を森林整備

に継続的に用いられるものとするなら、森林作業道

の維持管理コストを新規作設時に盛り込む仕組みを

作ることが重要であると考えられる。 

 林研は、近年の会員の高齢化に伴い、会員数の減

少が顕著である。今回の林研への聞き取り調査時に

も、会員の減少により、設立当初の林業技術や林業

経営の追求といったものから「林業を知ってもらう」

といった組織へ転換していかなければならないとい

った意見もみられた。しかし、甘木林研がその活動

の一環として、重機を使用し、集落内の瓦礫や流木

を除去した事例や、浮羽林研の他の地域に支援に行

った事例にみられるように、専門知識や重機の取り

扱いに精通した人が集落内に存在していることで、

豪雨被災時の復旧で林研は大きな役割を果たしてい

る。それゆえ、集落内における林研の存在意義を再

度認識する重要性が示唆された。 
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