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はじめに
　「平成28年熊本地震」の発生から５年が経過しました。死者
268名、負傷者2,736名、住宅の全壊・半壊43,031棟（い
ずれも令和4年2月 10日現在）などの甚大な被害が発生しま
したが、本県は「創造的復興」の精神のもと、着実に復旧・復
興の歩みを進めています。
　また、一昨年の７月には、八代・球磨・芦北地域を豪雨が襲
い（令和 2年 7月豪雨）、死者 65名、負傷者 50名、住宅の
全壊・半壊4,609棟（いずれも令和４年２月３日現在）などの
被害をもたらしました。本県では、「令和2年 7月豪雨からの
復旧・復興プラン」を策定し、熊本地震からの復旧・復興と併せて、
県全体で様々な取組みを進めています。
　さて、「平成28年熊本地震」の発生後、本県は全国から様々
な支援を受けました。特に被災学校については、兵庫県の教職
員で構成される「震災・学校支援チーム（EARTH）」から多大
な支援を受けました。その時配付された『EARTHハンドブック』
が避難所対応や学校再開に大いに活用されたことから、本県で
は、同ハンドブックに熊本地震で得られた経験等を加え、平成
29年 12月に『防災教育と心のケアハンドブック』を作成し
ました。また、平成 30年 6月には、「震災・学校支援チーム
（EARTH）」を参考に「熊本県学校支援チーム」を発足させ、大
規模自然災害発生時に被災地の学校教育の早期復旧を支援する
体制を整備しました。
　その後、「熊本県学校支援チーム」が「大阪北部地震」や「西
日本豪雨」（ともに平成30年）等の県外の大規模自然災害、また、
一昨年の「令和２年７月豪雨」で支援にあたる中で、災害の初
動期において、学校現場の方々がより利用しやすいハンドブッ
クにする必要があると考え、構成を全体的に見直し、タイトル
も改めました。その結果が本書になります。
　近年、地球規模での気候変動が見られる中、大規模自然災害
の発生率及び危険性は増していると言われており、防災・減災
意識を高める必要性に迫られています。
　今後、学校関係者が本書を有効に活用し、大規模自然災害時
における緊急の対応に備えるとともに、災害が発生した際には、
学校再開に向けて組織全体で対応し、被災した児童生徒の細や
かな心のケアにあたっていただくことを願っています。

　令和４年３月
熊本県教育長　古閑　陽一　
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