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釜石地方森林組合における東日本大震災からの復興過程
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(岩手大学大学院農学研究科*岩手大学農学部**) 
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I はじめに

1 背景・目的

2011年 3月 11日に東北地方を襲った東日本大震災に

伴う人的被害は死者・行方不明者合わせて約 192，00。
人に上った付 1)。震災は日本林業にも多大な影響を及ぼ

した。本稿では地域の森林管理を担う主体として岩手県

釜石地方森林組合(以下釜石森組)について取り上げ，

それが被災から復興していく過程に焦点を当てている。

釜石森組は施業集約化優良事業体と認定され，県内だけ

でなく国内での評価も高かったが，被害は甚大で、あった。

しかし今では再建を軌道に乗せている。

復興と関わり，ここで「レジリアンス resilienceJと

いう概念について触れたい。これは元々生態学の分野で

用いられていた概念で，外界からの変化・変動に対して

システムが衝撃を吸収するなどの反応をしながら，自身

の機能や構造を維持する能力を示す。日本での研究事例

はまだ少ないものの，社会科学を含む様々な分野にレジ

リアンスの議論が広がり初めている注 2)。今回の災害に

関して「組織が大きなショックに際してどれだけ柔軟に，

どれだけ迅速に体制を構築できたかJ1)を考えたい。

東日本大震災後，地域コミュニティーの対応やその改

善点からレジリアンスに関わる議論を促す研究が行われ

た 2)。そこでは東日本大震災からの復興における行政の

対応が必ずしも適切で、はなかったと指摘されている。そ

こで今後の災害対策では，公的機関による支援に頼らず，

住民自らが組織の機能を再構築していく体制を整えるこ

とが重要であり，その為には民間団体同士，或いは民間

と行政聞でのネットワーク形成が大きな役割を果たすと

されている 3)。東日本大震災からの復興過程，及び地域

の林業主体の復興に関する研究は少ないため，上記提言

を踏まえて今後の災害対応について考えたい。

2. 調査手法

文献調査及び，釜石森組・岩手県森林組合連合会(以

下県森連) ・岩手県・釜石市・株式会社新日銭住金棒線

事業部釜石製錨所(以下新日銭釜石)への聞き取り調査

を行った。それぞれの主体に震災前後で釜石森組との連

携について，また県・市からは復興計画と進捗状況，今

後の課題について聞き取りを行った。まず釜石森組の概

要と震災以前の様子から「釜石森組がどのような点で優

れていたのか」を明らかにした。同様に釜石森組の被害

と東北の木材加工工場の被害を調べ， r優れていた点」

が「どのような被害を受けたのかJを把握した。以上を

踏まえ，釜石森組の復興を促進，或いは阻害した要因に

ついて既往研究の提言の検証を行いながら考察し，レジ

リアンス獲得の為に地域の森林管理を担う主体が取るべ

き備えや発生時の対応について提言を試みる。

E 震災以前の事業展開

1.釜石地方森林組合の概況とこれまでの事業展開

1985年合併により広域組合となった釜石森組は釜石

市と大槌町の森林を管轄している。事業収入は凡そ 3億

円 (2009年)，内 2億円余りが森林整備によるものであ

る。作業班は，造・育林を主とする請負班が約 40人 13

班，集約化施業の担い手である直営班が 10人 2班となっ

ている。事業の主体は間伐だが利用間伐を中心とする林

産事業に明確に重点を置くようになったのは 2000年代

になってからで，それまでは長期にEり基礎自治体の公

共森林整備事業に依存する構造であった。しかし公共事

業の受注量減少と共に事業確保に懸念が生じ始めるな

ど，事業が停滞し始めた。そこで本来の役割である「組

合員の森林整備促進」を組織的に行う為， r健康な森づ

くり推進隊jが設立されたの。釜石森組ではコンビュー

ターでデータを一元管理することで効率的に施業集約化

を推進していた。コンビューターに中長期的な見通しを

持つ為の普遍的経営ノウハウを，一部の普遍化できない

ノウハウは職員の経験として蓄積していた。その結果

2007年に集約化施業モデ、ル組合に指定され，更に間伐施

業集約化へ力を入れて取組むようになった 5)。
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釜石森組では「地域に根差した林業団体」とし、う意識

の下，管轄森林の属する流域環境の保全・改善へ貢献し

ようとする取り組みも行っている。 2009年から釜石森組

は新日本製織釜石製織所・株式会社三陸ノ〈イオマス・釜

石市と協働で「縁のシステム創造事業」に取り組み，そ

の一環として木質ノ《イオマス利用の混焼発電に協力して

いる。本事業については後述する。また釜石森組は J-YER

による C02排出権販売の収益を地域の造林費に充てる取

り組みも行っている。森林の環境価値を高め，クレジッ

トによって収益を出すことで，森林管理に対する所有者

の関心，理解も高まり，団地化が促進された。

県内での釜石森組の位置付けについてみると「活力の

ある事業体と言えば釜石J (県担当者)という見方があ

るようにその評価は極めて高い。元々釜石地方は土地生

産性が低く，組合としては零細で一時は経営が傾きかけ

ていたが，それを立て直し国から優良事業体と認定され

たことが大きく評価されている。集約化施業やバイオマ

スの活用など国に先駆けて取り組んだこと，素材生産だ

けでなく間伐コスト低下に向けた取り組みも進んでいる

ことなどが理由であり，組織に携わる人の力が示唆され

ている。釜石市からも釜石森組は実力のある林業団体と

認められており r何かあれば相談するJ (市担当者)

と信頼が寄せられていることが伺える。この釜石市との

連携体制が復興過程でも役立つており後述する。

3 集約化の取り組み

施業集約化は各所有者の持つ小規模な林地をまとめ，

効率的な生産を行うことを目的とした取り組みであり，

釜石森組では特に活発で、ある。 2004年 4月， 5組合長(当

時)の呼びかけにより，整備が必要な森林の掘り起こし

をして施業を提案し，地区康談会での説明やプロット調

査と森林診断書の作成に取り組み，集約化施業の中核を

担う「健康な森づくり推進隊J (以下『推進隊~ )が発

足した。 r推進隊Jは 1つの現場で、間伐作業に入る際，

隣接する所有者にも働きかけて面積を纏める他，各地区

の代表者に働きかけることで集約化を実現している 6)。

集約化について合意を形成するには，組合員を含めた

森林所有者からの信頼を獲得することが必要である。そ

の為釜石森組では，説明や境界確認の立会，要望聴取な

どにおいてきめ細やかな対応が行われている。これにつ

いては故 S組合長(当時)の「お客さんの山の価値を高

めるということにおいて手を抜くな」という言葉が象徴

的である。このような丁寧で誠実な施業により，釜石森

組は組合員との信頼関係を築いていった。

4. 木材生産・販売

2004年以前の素材生産量は概ね 1万m3程度で推移し

ていたが， 2010年には約 2万m3に伸びた。一時的に落
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ち込むことはあったものの， 2003年の 8，144m3/年に比

べ急増している 7)。釜石森組では 2009年から積極的に

高性能林業機械を導入した。導入に当たっては， r所有

者のメリットになるよう，生産コストを上げないこと j

(T参事)を重要視している。この考え方にも，組合員

の利益を第ーと捉える釜石森組の理念が表れている。集

約化が進み，高性能林業機械が導入されたことで，生産

性は倍増している性 3)。

生産された素材の A・B・C材(本稿では各々良質材・

中質材・低質材とする)の割合は 1: 6 : 3である。東北

地方では木材生産が B材のみに依存する傾向が明らかに

なっている 8)が，釜石森組は A材生産にも積極的に取り

組んできた。また，こうした割合で生産した素材を余さ

ず販売することが，当地域の素材生産の拡大を成功させ

る鍵となる。震災以前，釜石森組で生産した A材は地元

製材業者に， B材は宮古市・大船渡市のセイホクグ、ルー

プ合板工場への出荷を中心に県内で取引されていた。 C

材は従来の製紙原料の他，釜石森組では後述の「緑のシ

ステム創造事業」を通じ，バイオマス燃料として地元製

鉄所に供給していた。このような販路を築くことで，生

産が拡大した素材をさばききる体制を構築していたので

ある。

「緑のシステム創造事業」は，釜石市内の林業・製造

業・行政が連携し，従来林内に放置されていた未利用資

源(木質バイオマス)を収集し，活用することを目的と

しているIJ，4)。事業の始まりは，新日銀釜石が国による

「みどりの産業再生プロジェクトJ (森林整備加速化・

林業再生事業)を受けて混焼発電に取り組もうと考えた

ことであった。そこで 2009年，岩手県・釜石市・釜石森

組・新日錨釜石の 4者で「木質ノくイオマス高度利用研究

会」が発足し，市を中心に「緑のシステム創造事業j と

して展開した。この 4主体は現在も週 1回の打ち合わせ

を行うなど連携が維持されている。同年 9月には未利用

資源からのチップ生産を担う株式会社三陸バイオマスが

設立され，釜石森組から C材供給が始まった。その後，

2010年 10月の混焼発電実証試験を経て， 2011年から本

格稼働となるはずであった。

E 震災による被害状況

釜石森組では， 5組合会長， F総務課長など計 5名が亡

くなった 9)。事務所も流失し，施業集約化の為のデータ

やノウハウを記録したコンビューターなども全て失われ

た。素材生産においては，とりわけ B材取引への影響が

大きかった。 A材は元々の取引相手が内陸にあり，被災

していなかったので，そのまま県内での流通が保たれた。



また C材も，毎年 7月から出荷を行っている為tU)，出

荷量に変化は無かった。しかし B材については，納入先

で、あった沿岸に律した合板工場が津波被害を受け，出荷

できなくなった。

釜石に限らず東北全体でみれば東日本大震災によって

被災した木材加工工場は 112か所，被害額は 508億円に

上る 10)。岩手・宮城沿岸では主力合板工場 6か所が被災

し，圏内生産能力の約 3害IJが失われた 11) 0 B材は岩手県

内だけでも 25万 m3が出荷できなくなった。製紙工場も

操業を停止した為に，県内では B材同様製紙用原料の C

材についても行き場を失った。

日本製紙は， 2011年 4月に岩沼工場がit6)， 9月に石

巻工場が操業を再開したit7) 。三菱製紙八戸工場は 5月

から操業を再開しitH)， 11月に完全復旧したilo9) 。しか

し，未だ岩手県内の C材は供給過剰状態にある詑 10)。セ

イホクグ、ループの合板工場も順次復旧してきた。まずセ

イホク石巻工場が， 2011年 8月下旬から一部生産を再閉

じ主 ll) ，宮古市に工場があるホクヨープライウッドも

11月時点で生産を再開している注 12)。しかしその操業

率・原木消費量が震災前まで回復しておらず，県全体で

の原木生産量は， 2012年 5月時点で一昨年の 6割に留

まっている il，13) 。一方北日本プライウッドは 11月に事

業再開を断念した杭).1)。子会社である大船渡プライウッ

ドは 5月 31日で事業を停止している沌 15) 。大船渡プラ

イウッドが再開を断念したことで， 10万 m3の需要が喪

失したと見積もられている。このような状況の為に，釜

石森組では新たな販路を確保する必要に迫られた。

W 復興過程

1. 事業基盤の再編

震災によって釜石森組は人的被害と資金不足に陥っ

た。人的被害に伴い会計や事務手続きなどの事業が停滞

しないよう，人事異動の発令や臨時職員の採用，職員 OG

にも経理事務支援の要請が行われた。近郊の遠野地方森

林組合からも各種事務手続きの支援が行われた 1210

資金不足を補ったのが市発注の瓦機撤去業務への参画

と]-YERによる収入である。震災直後に釜石森組が被災

を免れた高性能林業機械を活かし，復興作業を行うこと

を釜石市に申し入れたところ，釜石市長からの感謝の意

として釜石市建設業協会へ登録された 13)。市は瓦磯撤去

の仕事を協会へ発注しており，これによって正式な業務

として瓦磯撤去が行えるようになった。この措置は過去

に遡って適用された為，それまでの作業分にも支払いが

行われ 1.1)被災による資金不足を補う非常に役立つもの

であったと言える。 ]-YERについては，全国的な被災地

支援気運の高まりにより購入する企業が増加した。当初

は県森連の H氏が販売窓口として釜石森組の代理を担

い，震災後の 1年間で約 2，600t分 (2，800万円)が売

れ，.2012年 10月時点には約 3，700tまで販売実績が伸

びた。収入は木材の県外輸送費や山林の補修など被災後

に増えた施業コスト補填などに充てられた。

木質ノくイオマス・石炭混焼発電への影響は，発電所が

浸水のために一時的に操業を停止した程度に留まってお

り，影響は殆どなかった。県内では製紙用チップの流通

停滞により材価が下落しているが1i-16)，混焼発電に関し

ては材価の下落，搬入停滞とも見られない。当事業には

市から補助が出ているが，バイオマスによる電力の固定

買い取り制度により補助を減額できる可能性がある。し

かし新日銭釜石は，補助をそのまま打ち切るのではなく，

財源を山側(釜石森組)に還元し，林業の競争力を高め

られるようにする方法を考えるべきだと主張している。

2. 施業集約化の立て直しと施業上の課題

被災直後，施業集約化を立て直す為に最も重要で、あっ

たのが組合員の消息と経済状況の把握であった。所有者

の被災や避難などで不明となった消息は口コミによって

徐々に回復した。 T参事はこの過程について I大規模

合併していたら組合員との顔の見える関係は構築でき

ず，口コミで、は無理だ、った」と振り返っている。

釜石森組では，今後，施業集約化のデータ・ノウハウ

を職員同士で共有することが確認された。データは遠隔

地で、パックアップを管理することも検討されている 15)。

本稿との課題からは逸れるが，震災後の新たな動向と

して，所有者からの放棄的な委託(所有権の売却)の増

加がみられる。面積を纏め易くなったことは T参事も認

めているが，過伐や伐採後の造・育林費用が捻出できな

い事態の増加も想定され，懸念が残る。

3. B材取引の再構築過程

行政による支援体制としては各加工工場の被災に対

し，国は補正予算を組んで対応した。合板材取引に関し

でも， 2011年度の第 1・3次補正予算によって助成が行

われた。第 1次補正予算では，被災工場限定の流通コス

ト支援が行われた。県担当者によると，第 l次補正予算

では金額も量も多かったものの，当初製材原木のみが対

象で I必要資材Jと見倣されなかったチップについて

は含まれず，国へ改善を要求したという。続く第 3次補

正予算でも，同じく振替輸送費の助成が行われた。しか

しこの第 3次補正予算について，県の担当者は「事業の

目的や助成金の使途に関する要件が厳しく，使いづらしリ

「締め切りが阜し、」という 2点について改善すべきと主

張し，前者は要望が聞き入れられ，ある程度改善された

が，依然として中小企業にとっては厳しいものだったよ
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うだとしている。 更に県でも合板工場復旧に向け，整備

支援や輸送調整を行った詑 17)。

課題も多かったものの，これらの支援を受け釜石森組

でも県外への振り分け輸送を開始した。まず石川県 H社，

その後秋田県 A工場への輸送が試みられた。県森連仲介

による H社への輸送は 2011年夏に始まった。しかし取引

量は要望より 1千m3少なく， H社からの打ち切りにより

実質 1ヶ月で終了した。その後，同じく県森連系統での

A工場への輸送が 2011年 10月に始まったが，県産材か

らの放射性物質の検出や，秋田県内の地元業者からの反

発によって 11月には終了した。

H社への輸送が中止になってから 2，3ヶ月間は取引相

手が見つからなかったが， T参事の知人であった商社員

の仲介により岐阜県 M社との取引が開始されることと

なった。ここでは個人的な繋がりが重要な働きをしてい

たことが理解できる。 2012年 10月時点でも B材は県外

のみへ出荷されており，一番多いのは M社，次が宮城県

I工場との取引である。どちらも商社を介しての取引で

あり， T参事は今後県森連を介さない取引にも力を入れ

ることを検討している。今後も県内の需要が回復するま

では県外流通を維持し，回復以後も聞社には卸し続ける

意向である。 A.B材を合わせた素材生産量が震災から 2，

3ヶ月後には 65%ほどに落ち込んだものの， 2012年には

9割まで回復したという事や，施業集約化によって生産

量を増やせる見込みもあるという事から，失われた素材

流通先をカバーできるような規模の新しい販路確保が必

要であることが分かる。一方合板単価の下落と合板工場

復旧の遅れが懸念事項として残っている。

4. 復興住宅に関する取り組み

前項のような大口取引の他，様々な B材利用促進事業

が行われている。とりわけ大きなものが復興住宅である。

この復興住宅は「森の貯金箱」と名付けられ，釜石森組・

県森連・ (株)リンデ、ンパウム遠野(遠野市) ・株式会

社結設計(東京都)の協力によって事業が動いている。

仮設住宅に地域材を使いたいという考えが「森の貯金箱J

に結びついたという。建材の 99%に地元のスギ材が使わ

れており，また地元の職人を起用することでアフターケ

アにも対応している。 r森の貯金箱」の特徴は l坪 30

万という安価さである。この価格で家を建て，被災した

組合員へ希望を粛すことが狙いであったという。廉価さ

を実現したのが，今回独自に編み出した rForestStock 

Bui lding (FSB)工法」である。これは，柱と同寸の角材

を並べ，ボルトで締めつけて l枚のパネル壁にしたもの

を土台と桁に金物で固定する工法であり，通常の住宅の

2-3倍の木を用いることができる。使用木材量と伐採量

を比べると 1棟建てるごとに 1haの山を整備すること
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ができる，とも言い換えられる。更に B材の使用によっ

て価格も抑えられる。また FSB工法ならば人件費と工期

の短縮が可能で、ある。更に解体・移設・増設が容易で，

高台への移転も含め生活変化にも対応できるため，土地

が嵩上げされても移築という形で壊さず再出発できる。

地場材へのこだわりやアフターケアまで考えた人材の起

用，被災者への思し、からは， T参事の「地域に貢献する」

という思いが伺われる。

「森の貯金箱」は，遠野市・釜石市・大槌町の行政や

住宅施工業者，森林組合が協働し復興住宅の提供を目指

す「上閉伊地域復興住宅協議会」で，プランの 1っとし

て紹介されることになったという。市担当者によると，

徐々に復興公営住宅の建設も視野に入れ始めるが，その

際復興計画の建築条件の中に地域材の割合などを定める

ことで，協議会の意向を反映していくイメージであると

いう。「地域材を使い，被災者に廉価な家を提供したいJ

という思いが行政との連携で実現性を帯びてきた。被災

者からの反応も良好である。しかし被災者の建築資金の

不足と，行政による土地利用計画が定まらないことに伴

う建設用地の不足が課題となっている。

V まとめと考察

W章から，釜石森組の復興を促進或いは妨げたと考え

られる要因を 3つ抽出した。それらを順に述べ，最後に

今後の対応策を考える。

1. これまでの事業

今回の事例では，震災以前から釜石森組が取り組んで

いた事業が復興促進に役立つた。被災直後でも，以前か

らJ-YERに取り組んで、いた為に企業と迅速に契約を結ぶ

ことができ，その収入が資金不足を助けた。そもそも

J-YER発行はこれまでの施業による成果であることも述

べておきたい。更に A材生産への取組みは木材流通停滞

を最低限に抑えた一因となっている。県沿岸広域振興局

担当者から「釜石(森組)のように A材も生産していた

所は比較的ダメージが小さいが，全て B材にしていた所

は厳しし、」という見解が聞かれた。既述した県沿岸広域

振興局担当者は， r合板需要に頼りすぎた体系が問題。

合板へのシフトが急激過ぎたことも大きなダメージに繋

がったのではないか」と述べている。また石炭混焼発電

への取り組みも被害緩和に役立っている。今回の地震で

は製紙工場も被災し，岩手県内の製紙用チップの流通が

停滞した為，材価は暴落しているit1H)。しかし釜石森組

では C材を全て石炭混焼発電に回しており，この影響を

受けずに済んだのである。

2. 人的ネットワーク・各主体との連携の構築



地域コミュニティーが災害へのレジリアンスを獲得す

るためには，民間団体同士，或いは民間と行政問でのネッ

トワーク形成が重要であると指摘されている 16)。今回こ

のようなネットワークが復興を促進する要因になってい

ることが確認できた。

]-YER販売では窓口になった県森連との連携が見られ

た。また被災後の資金不足を補うという面では市との連

携により瓦磯発注業務への参画が実現した。閉じく被災

直後に組織を再編する際は OGや遠野地方森林組合の協

力があった。これらは釜石森組が震災直後の活動停滞を

避けるために貴重な応援で、あった。また復興住宅に闘し

でも地域内外での協働の取組みが見て取れる。 i森の貯

金箱」が廉価で、の提供を実現できた背景には関係主体の

協力がある。「上閉伊地域復興住宅協議会」も地元コミュ

ニティーの協働による団体と言える。協議会の意向が市

の復興計画に反映される点からも民間と行政聞の連携が

行われていると言える。バイオマス活用でも各主体の連

携が事業を回すキーワードとなっている。例えぼ事業発

足時，補助の受け入れに関しては行政との連携が機能し

ていた。また週 1回の事業主体による会合など，現在も

情報共有・協力体制が保持されている。そして施業集約

化への取り組みは釜石森組の人的ネットワークの賜物で

ある。震災後は口コミによって消息を把握できたことは

既述のとおりである。また林業に関わる法律の改正に

よって森林組合も大きな転換期を迎えているが，県森連

H氏は釜石森組について「今まで培った，組合員と身近

な会話ができる(信頼)関係は強み」と評している。

このように釜石森組の事例は，各主体問でのネット

ワーク形成がレジリアンス獲得に重要であり，人的ネッ

トワーク構築のためには平時からの交流が必要という指

摘 17)を体現していると言えよう。またこのネットワーク

が復興の際だけでなく今後の発展を後押しする一因と

なっていることが，上記バイオマス活用や施業集約化に

ついて考察できる。

更にネットワーク形成の方法について，これまでの事

業が寄与していることも指摘したい。例として B材取引

の展開と，被災直後の ]-YER販売を挙げる。 B材の取引

では特に商社との繋がりが寄与した。 M社と I工場との

取引は T参事と商社員との親交がきっかけで始まった。T

参事によると， i大手企業とは]-YERやバイオマス利用

での視察をきっかけに知り合い，商売を締結している」

としづ。ここから平時に行っている事業が人脈を形成す

る要因として働いていると考察できる。被災直後の

]-YER販売を巡っては，企業側で積極的に被災地の ]-YER

を購入する動きがあった 18)。釜石森組では震災以前に契

約を締結した K社が率先して購入し，釜石森組の間伐材

を利用したノベルティーグッズの制作も行った。この一

連の動きの背景には，震災以前の ]-YER購入が生んだ連

携が指摘されている 19) 0 ]-YERによる収入は震災から復

旧する為の資金源として役立つていた。

3. 行政の支援

行政による費用の助成も復興を後押しした一因として

挙げられる。国からの振替輸送費助成については既に述

べた通りである。助成によって遠方まで木材を輸送でき

たため，この措置はある程度有用であったと言える。ま

た震災の影響は殆ど受けていないが，木質パイオマス石

炭混焼発電にも助成が行われており，助成が発足と発展

を促進していると考えられる。一方で現場の実情を予算

に反映できていないなど課題も山積している。政策決定

プロセスの遅さや予算の使途の硬直化等については既に

苦言が呈されており註 19)対応の改善が待たれる。

4. 今後の対応策として

以上を踏まえ，地域の森林管理を担う主体やそれを支

える行政が取るべき対応について考察する。

今回の事例では平時の運営体制がリスク低減に役立つ

たことからまずそれについて言及したい。初めに人的

ネットワークの構築について述べる。釜石森組には他主

体との平時からの交流を可能にした要因として，他主体

の関心を惹きつけるだけの「強み」があったことが考え

られる。 T参事によると，釜石森組の活動lを知った企業

側からの働きかけから両者の連携が展開している。また

釜石森組では，国の方針に先駆けて取り組んだ木質ノミイ

オマス活用事業などが人的ネットワーク構築に繋がって

いる様子が伺え，新たな取引形態や事業の展開を試みる

ことも有用と考えられる。このようにして運営体制を健

全化し，活力ある様子を発信していたことが他主体の関

心・信頼性を呼んだと考察される。次に，東北地方での

B材依存体制について，木材の用途や出荷先を複数備え

リスクに対する体制を整えるべきとの指摘がある 20)が，

今回そのリスクが顧在化した。事業の多角化という点か

ら，これまでの事業を見直し改善していくことが当然求

められるべきである。また多様な販路を確保するニとも，

災害時の販路断絶の回避，生産量増加時の対応の為に有

用と言えよう。今回の事例では，県森連系統だけでなく

商社を介した取引経路の確保が復興へ大きく寄与した。

加えて森林所有者との信頼関係を構築しておくことが団

体の発展のためには不可欠である。

次に平時の災害対策について触れたい。ここでは一極

集中の回避がポイントとなる。データやノウハウについ

て，釜石森組での蓄積の喪失については既述の通りであ

る。今回は i1カ所の機器への蓄積」だけでなく「一部

の職員の経験Jという点も問題であった。これに対し釜
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石森組は遠隔地へのデータのパックアップと職員内での

経験・情報の共有を試み始めている。同様の対策は他の

林業団体にも必要であろう。また上記の販路の多様化も

災害対策の一部と言える。

次に発災後について述べる。被害状況を確認し，その

長期化・深刻化を防ぐためには何が必要か，他主体にど

んな協力を要請すべきかについての判断力が問われる。

ここでは平時に築いた人的ネットワークの活用が鍵とな

る。また民間事業体や森林組合には，森林所有者等の一

般住民の生活再建に貢献するという責務もある。行政や

他主体の支援を有効に活用しつつ，早期の事業再開を目

指すこと，被災後に生じた課題解決を通じて発災以前よ

りも良い状態に「復興Jすることが望まれる。

注
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注2) 今井良広・金川幸司(2011):震災復興過程におけ

るコミュニティ・ガパナンス :協働の枠組をめ

ぐる国際比較(グローパリゼーションにおける社

会・経済システムの構想)社会・経済システム，

32， 83 -95 

注3) 導入以前:3.2m3/日/人，導入後:約 6m3/日/人(最

高 9.2m3/日/人【20111) 

注4) 釜石市 2009.12.28臨時記者会見資料「緑のシステ

ム創造事業についてJ

注5) 4・5・6月は融雪水による水力発電を行うため

注6) 7)8)9)日刊工業新聞 2011.4.21・2012.1.6各号

注10) 岩手大学演習林土場でのアカマッチップ材売渡

価格:震災前6500円/m3→20日年 10月 1800円/m3

注11) 12)13)14)15)日刊木材新聞 2011.l1.9・2012.5.9各号

注16) 注 10を参照

注17) 岩手県復興局 (2011.8) r岩手県東日本大震災津
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注19) 山本 (2011) ，香坂 (2012)
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