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棚田の営みから見た山村集落の災害復興

1.研究の背景と目的

　福岡県うきは市の山間部に位置する新川・田篭地区

は，2012 年 7 月に発生した九州北部豪雨によって甚

大な被害を被った。この災害は，地域の空間と生活を

形づくる重要な要素である棚田にも大きな影響を与え

た。棚田は，地形や水系の緻密な関係の中につくられ，

独自の社会集団による維持管理の上に成り立つ複合的

な地域環境である。本研究は，そうした視点から同地

区の棚田群の日常の営みと災害への対応を整理し，山

村集落の災害復興の実態を明らかにすることを目的と

する。災害発生以降行ってきた現地での継続的な記録

調査と関係者へのヒアリングに基づき，復旧状況の異

なる 4集落の事例を分析し，その内容を考察する。

2. 対象地区と棚田

　新川・田篭地区は，標高約 300m 〜 800m の山々が連

なる耳納山地の谷間に位置し，ここを流れる隈上川と

その支流に沿って形成された集落群からなる地域であ

る。傾斜面に築かれた棚田が特徴的な地域で，古くか

ら稲作が中心的な生業であった。

　山間部の稲作では，水の確保が大きなテーマとなる。

当地区では，河川及び山肌を流れる谷川が主な水源で，

河川から取水し等高線に沿うように走る「イデ」と呼

ばれる長水路が灌漑の要を担う。イデは，その水を利

用する関係者らによって共同管理されており，1 本の

イデの水を複数人で融通しながら利用するため，関係

者は多様な利害関係をもった共同体となっている。

　2012 年 7 月 11 日〜 14 日，この地区を記録的豪雨が

襲った。国の激甚災害に指定されたこの豪雨は，河川

の氾濫や土砂崩れを引き起こし，棚田やその水路系統

にも多くの傷跡を残した。

3. 棚田と災害復旧

3-1. 棚田の復旧に作用した要素

　災害復旧の動きは，その主体に着目すれば，住民の

自助復旧，公共事業による復旧，ボランティア活動に

よる復旧の 3つに大別できる。

　今回のうきは市の災害対応の概要を図 2 に示す。住

民からの報告に対し１つずつ調査・見積が行われ，そ

の金額によって対応が決められる。農地や水路の被害

は 40 万円以上であれば国庫補助を受け，市が設計，

発注し復旧される。また県営河川である隈上川の護岸

に関わる被害は，農地も県の河川工事と併せて部分的

に復旧されている。ただしこれら公共事業は着工まで

に時間がかかるため，翌年の耕作再開に向けては住民

とボランティアによる復旧が主となった。

　ボランティアでは，農地復旧を目的に 2012 年 11 月

〜 2013 年 4 月に「うきは市山村復興プロジェクト」

として計 7 回の活動が行われた。これは市が企画・運

営したもので，文書を通して各集落から作業要望が集

められ，その中から人力で可能なものが実施された。
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図 1　集落の立地

災害発生

　⇩
住民から被害報告（箇所ごとに申請書提出）

　⇩
現地調査

　⇩
持ち帰って内容検討、費用概算

国庫補助事業の対象になるかどうか確認。
調査内容：被害確認／簡単な測量（被害面積算出）
　　　　　／写真撮影／土木技師による工事内容検討・スケッチ

その他
ボランティア／義援金から補助／対応なし

被害額 40 万円以上
… 国庫補助事業

大まかな設計 → 国の審査 → 詳細設計 → 着工

被害額 5〜40 万円
… 小災害として費用のみ一部補助

（住民）工事見積書など提出 → （市）確認
　 → 着工 → （市）確認 → 補助金交付

図 2　今回の災害におけるうきは市の対応
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3-2. 棚田の維持管理と被害・復旧の事例

　復旧状況の異なる 4 集落 6 系統の棚田を取り上げ，

それぞれの特性，管理状況，災害対応を整理する（表 1）。

1) 本村（田代イデ系統／上イデ系統）

　本村の棚田は隈上川両岸に展開し，左岸は「田代イ

デ」，右岸は「上イデ」に強く依存する構造である。

　田代イデは，8 軒の関係者で日頃から改良を重ねな

がら順調に維持されてきた。災害では複数箇所で土砂

や岩の流入があったが，まず住民で仮復旧し，その後

ボランティアの支援によりほぼ復旧が完了している。

　上イデは，かつて裏迫川から引かれていたイデの水

量が不安定だったため代わりに造られたもので，隈上

川約 2km 上流から引かれている。山中の急斜面に造ら

れた上イデは日頃から度々崩壊しており，その都度関

係者で復旧してきたが，高齢の 5 軒での維持は難しく

なってきていた。このイデは災害時の土砂崩れにより

完全に寸断された。ボランディアで古いイデを再生し

て対処されたが，水量不足の問題は解決していない。

2) 日森園

　日森園の棚田は，隈上川から導水する「日森園イデ」

と「中村イデ」，複数の谷川，そして平坦部の小水路で

構成された複合的な水系で成り立っている。平坦部の

小水路はほぼ水平で方向性がなく，イデや谷川の水を

状況に応じて使い分けることができる。かつては集落

内の棚田の大半が中村イデから取水していたが，次第

に水の流れが悪くなったことから，平成に入る頃には

水利システム 災害対応
田代イデ 1200m 傾斜の緩やかな土地に広い棚田 隈上川 イデ依存 8軒 改良を繰り返し、順調に維持 住民とボランティアで復旧

上イデ 2050m 急斜面に細長い棚田
隈上川
裏迫川

イデ依存 5軒 高齢化、イデ自体の問題から困難
ボランティアでシステム改編も
完全には機能せず

日森園イデ 550m 5軒 順調に維持
ボランティアと住民で仮復旧、
公共事業で本復旧

中村イデ 1200m 3軒 関係者減少、高齢化により困難 復旧見通し立たず

表イデ 1100m 鹿狩川 イデ依存 20軒

下イデ 800m 鹿狩川、谷川 イデ依存、補助的に谷川 9軒

葛篭 保全活動に伴う多様な主体の関わり
住民とボランティアで水系復旧
大規模復旧工事→復興会議

イデ、谷川、小水路の
複合的システム

5軒
＋α

住民／通い／守る会
地形、水系の構造的な困難

葛篭川
複数の谷川

イデ、谷川の
複合的システム

栗木野

本村

日森園 融通の利く柔軟な水利システム
隈上川
複数の谷川

多様な関わり方で多くの主体がおり
問題なく維持できていた

地区の中心で人口多い
耕作者は多く所有規模は小さい

管理状況

公共事業を利用した復旧に向け
集落全体で動いた

個別特性イデ延長 水源 関係者

表 1　各棚田の特徴と災害対応

図 3　本村の被害・復旧状況と水利システムモデル

図 4　日森園の被害・復旧状況と水利システムモデル
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多くの人が中村イデの管理グループを抜け，日森園イ

デからの取水に切り替えたという。現在は，日森園イ

デ関係者は 5 軒ながら比較的若い人が多く，体力的な

問題はまだ少ない。一方，中村イデの関係者は 3 軒と

さらに少なく，いずれも主たる耕作者はかなりの高齢

である。

　日森園では災害で水路系統全てに土砂堆積と破損が

あった。中でも中村イデは接する道が大規模に崩落し，

地盤が下がって水が流れなくなったという。日森園イ

デはボランティアと関係者で仮復旧し，公共事業によ

る本復旧も決まっている。また小水路の大部分はボラ

ンティアで，小水路末端と隈上川沿いは県の事業でそ

れぞれ復旧されている。しかし中村イデは未だ復旧の

目処が立っていない。

3) 栗木野（表イデ系統／下イデ系統）

　栗木野は隈上川とその支流である鹿狩川が交わると

ころに位置する。地区内で最も人口が多い中心的な集

落である。鹿狩川右岸に「表イデ」，左岸に「下イデ」

が基幹水路としてあり，これらが集落内の全ての田へ

の給水を担う。イデから落とした水をさらに多くの主

体で分けあって利用しており，複雑な利害関係の発生

する構造である。

　栗木野のイデの関係者は表イデ 20 軒，下イデ 9 軒と

どちらも多く，日常時の管理は順調であった。実際の

田耕作者は表イデ 10 軒，下イデ 7 軒であるが，耕作を

やめても水利権を放棄せず管理に参加する人が多く，

また田を持たずとも畑への散水や洗濯などでイデの水

を少しでも利用する人は管理に加わっている。

　災害では，鹿狩川の氾濫によって 2 つのイデがどち

らも流失する致命的被害が生じた。ここでは直後に両

イデの関係者が集まって話し合い，どちらも国庫補助

事業に申請して復旧することを決めており，全ての田

で再開を見据えて田起こしや草刈りが続けられている。

4) 葛篭

　葛篭は隈上川の支流である葛篭川の上流域に位置す

る集落で，「日本棚田百選」として名高い景勝地である

一方，過疎化が著しく災害前の時点で住民はわずか 5

軒であった。そのような状況から棚田オーナー制度な

どの保全活動が活発に行われており，2006 年には維持

できなくなった棚田の耕作を請け負う「つづら棚田を

守る会」が周辺住民で結成され，重要な耕作主体となっ

ている。

　この棚田は葛篭川とそれに流れ込む複数の谷川を水

源とし，それらを複数のイデが繋ぐ網目状の水利構造

図 5　栗木野の被害・復旧状況と

　　　　　　水利システムモデル

図 6　葛篭の被害・復旧状況と水利システムモデル
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から成る。利害関係も多いこの複雑な水系を多様な主

体で管理するのは難しく，また農道が非常に狭く急な

ため機械作業に危険も伴い，維持管理には多大な苦労

を要している。

　災害では，集落上方で大規模な土砂崩れが発生した。

また葛篭川が氾濫し，周辺の複数の田が流失し，残部

や多くのイデにも土砂が流れ込んだ。ここではボラン

ティア活動の際に重点的に作業が行われ，現在までに

ほぼ全ての水系が復旧されている。また 3 つの区画に

分けて大規模な公共事業が計画されている。

4. 山村における災害復旧の特性と課題

　これら 4 集落の事例には，現在の災害復旧の特性と

課題が表れている。その中から，本章では 3 つの話題

を取り上げて考察する。

4-1. 総合的ビジョンの必要性

　現在の災害復旧は，一つ一つの被害に対して個別に

対応が進められる傾向があるが，ここに山村の実情と

の隔たりがある。例えば，日森園では各水系の復旧状

態に差が生じ，その一体的システムは崩れかけている。

維持管理が難しい部分がなくなっていくのは理の当然

であり，これまでも日森園はより合理的な形に切り替

わりながら持続してきたが，その柔軟さを失うことは

今後不利益となる可能性もある。こういった環境が一

体的に捉えられない点は現在の仕組みの課題と言える。

　葛篭の事例では，3 区画の各復旧事業は，上方は県

の治山工事，中域は市の農災工事，下方は市の河川工

事であり，それぞれ独立して進んでいる。また，棚田

の流失被害に対しては棚田の中に大規模に仮設道路を

通して復元工事を行い，その後仮設道路部分をさらに

復元する計画が立っている。しかしここは耕作主体の

数と棚田の規模に大きな差のあった場所であり，それ

ほどの復元工事を行う有効性は定かではない。また，

現在残っている棚田や石垣を作業道路のために潰して

しまうことの損失もある。営農の合理性，景観的価値

など複眼的視点で全体の復興計画を検討する必要性が

感じられる。

4-2. 各主体の役割

　公共事業は被害額 40 万円以上の大きな被害に対して

実施されており，住民自身での対処が難しい規模の復

旧の担い手となっている。しかし，今のところ基準に

該当した各被害への個別対応に留まる。公共事業は広

く地域全体の将来に責任を持つものであり，個々の対

応も総合的なビジョンの中で位置付けられたものとし

ていくことが望まれる。

　ボランティアは，本村・田代イデでは自助復旧を後

押しする労働力となり，本村・上イデでは住民のアイ

デアを実現する手段となり，日森園イデでは住民の仮

復旧への動き出しを支えるものとなった。いずれも本

質的な復旧主体は住民であり，ボランティアはあくま

でその助力・手段として機能していたと言える。とり

わけ山村の場合は，水利システムなど住民でないと判

断できないことが多く，住民自身の主体性が重要になっ

ている。

4-3. 日常との関係

　日頃，様々な形で多くの人がイデの管理に関わって

いた栗木野では，災害直後から集落全体としての対応

が話し合われており，組織立って復旧を目指す方向に

動いている。また，本村の田代イデでも関係者自らで

迅速な復旧が進められた。これらの事例からは，環境

と担い手とのバランスが保たれている集落は，致命的

被害からも自らで解決策を見出して立ち直る治癒力を

備えている様子が窺える。

　葛篭は，観光資源としての価値が広く認識されてい

ることからボランティア活動でも重点的な対象となり，

棚田オーナーをはじめとする大勢の人手が集まった。

そして住民が企画に参加して作業内容を検討し，住民

と付き合いのある棚田オーナーらの熱心な働きによっ

て効果的に作業が進められた。日頃の取り組みに由来

する人的繋がりが，復旧の後押しとなった。

　一方，本村の上イデや日森園の中村イデは，復旧が

順調とは言えない状況にある。どちらも関係者の減少・

高齢化，イデの不具合といった問題から困難な状況に

陥っており，災害以前から抱える問題がここに来て一

層強く表れていると言える。このような集落に必要と

なるのは，被災箇所の物的復旧以上に，担い手が無理

なく維持管理していける日常状態のバランスを取り戻

すことであるように思われる。そのためには，集落の

もつ根本的な問題にまで目を向けて，復興を考えてい

く必要がある。

5. まとめ

　今回の災害では，現在の災害対応の仕組みと山村集

落の実情との隔たりが顕わになった。現在の災害復旧

は災害で壊れた物を修復するいわば対症療法であるが，

日頃から多くの困難と格闘している山村集落において

は，地域を総合的に捉え，より根本的な課題への対処

を支える仕組みが必要であるように思える。そうした

困難の解決に取り組む自己治癒力をもった日常を取り

戻すことこそが，真の復興なのではないだろうか。


