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1. 避難対象地域の検討 
青森県の R2 津波浸水想定データ、地形、家屋及び道路の分布等を考慮し、避難対象地

域を設定した。 

具体的には、以下の３ケースについて検討を行った（平成 24 年度津波避難計画と同様

の検討）。 

 

表 1.1 避難対象地域の検討ケース 

 設定方法 内容 

ケース１ 町丁目界による設定 
浸水予測区域が含まれる町丁目領域を要

避難区域として設定 

ケース２ 標高による設定 
標高 20m 以下の領域を要避難区域として

設定 

ケース３ 幹線道路による設定 

浸水予測区域の外側に位置する幹線道路

等で囲まれた領域を要避難区域として設

定 

 

 

 ケース１では、平成 24年度とほぼ同様の町丁目が抽出された（表 1.3 参照） 

 ケース２の標高は平成 24 年度と同じ値(20m)を使用した。 

 ケース３の幹線道路の設定は、平成 24 年度と同様に、国道 338 号線、広域農道、県道

170 号線(天ケ森三沢線)を対象とした。 

 

 

3 ケースを比較検討した結果、ケース２・ケース３は、ともに津波浸水域よりも広い範

囲で、過大な設定範囲となってしまう。このため、ケース１で津波避難対象地域を設定す

る。 
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表 1.2 避難対象地域の検討 

 ケース１ 

(町丁目界による設定) 

ケース２ 

(標高による設定) 

ケース３ 

(幹線道路による設定) 

避

難

対

象 

地

域 

   

評

価 

北部は、対象町丁目の全てが

浸水域に含まれる。南部は町

丁目の一部が浸水しないとこ

ろもあるが、その範囲は

200m 程度であり、当該町丁

目を細分するには及ばないと

考えられる。 

五目川より南は標高 20m 以下の

範囲が浸水予測区域から 500m 程

度である。ただし、淋代より北

は浸水予測区域から 1.5km 程度

離れており、設定範囲は過大と

なる。 

国道 338 号線はほぼ全区間が

浸水する。広域農道も一部浸

水する区間がある一方、県道

170 号線は浸水域から離れす

ぎており、幹線道路で適切な

避難対象区域を設定すること

は困難である。 

 

  

 津波浸水域 

■ 対象町丁目 

 津波浸水域 

標高[m] 

 

 

 

 

 

― 国道 338 号線 

― 県道 170 号線 

― 広域農道 

 津波浸水域 

広域 

農道 

浸水 
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避難対象地域を図 1.1 に、避難対象地域となる町丁目を表 1.3 に示した。 

 

表 1.3 避難対象地域となる地区別世帯数・人口 

地区（行政区）名 世帯数 人口 地区（行政区）名 世帯数 人口 

砂森２丁目 1 1 淋代１丁目 66 148 

塩釜１丁目 42 85 淋代２丁目 25 56 

塩釜２丁目 79 181 淋代３丁目 84 157 

塩釜３丁目 42 100 淋代４丁目 28 69 

塩釜４丁目 51 100 淋代５丁目 88 166 

織笠１丁目 68 151 淋代６丁目 27 62 

織笠２丁目 20 47 五川目４丁目 1 2 

織笠３丁目 20 42 四川目２丁目 1 1 

織笠４丁目 14 33 浜三沢 221 510 

新森１丁目 60 111 大津四川目 28 75 

新森２丁目 50 115 鹿中１丁目 67 139 

六川目１丁目 30 69 鹿中２丁目 58 132 

六川目２丁目 18 33 鹿中３丁目 55 109 

六川目３丁目 65 131 鹿中４丁目 43 100 

六川目４丁目 51 119 三川目１丁目 25 53 

六川目５丁目 19 36 三川目２丁目 78 189 

六川目６丁目 27 52 三川目３丁目 49 110 

六川目７丁目 1 3 三川目４丁目 80 184 

六川目８丁目 33 88    

細谷１丁目 51 78    

細谷２丁目 3 7    

細谷３丁目 48 84    

細谷４丁目 36 69    

※男女別行政区別人口統計表（青森県三沢市）（R3.4.30 現在）より 
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図 1.1 津波浸水想定区域（浸水深）と避難対象地域 
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図 1.2 【参考】津波浸水想定区域（基準水位）と避難対象地域 

※基準水位：津波が建物等に衝突した際のせり上がりを考慮した地盤面からの高さ 
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2. 避難困難地域の検討 
津波到達予測時間、避難経路、避難可能距離等を設定し、これを基に避難困難地域を抽

出した。 

 

2.1 津波到達予想時間の設定 

青森県が実施した津波シミュレーションの結果をもとに、陸域への津波到達時間（津波

浸水深 1㎝到達時間）を整理した。その結果、砂森地区および塩釜地区で、発災後 24 分

で浸水が始まるものと想定されており、これより、三沢市への津波到達予想時間は 24分

とした。 

 

 

表 2.1 三沢市沿岸各地区への津波（浸水深 1㎝）到達予測時間 

地区名 
浸水深 

(最大)m 

基準水位 

(最大)m 

浸水深 1㎝到達時間 

（最速） 分 

日本海溝１ 日本海溝２ 

砂森 11.3 11.49 25 24 

塩釜 9.57 9.58 25 24 

織笠 9.63 9.84 26 25 

新森 2.64 3.01 34 33 

六川目 10.13 10.24 26 25 

細谷 8.1 8.27 28 27 

淋代 8.77 9.05 29 28 

五川目 10.55 11.24 27 27 

四川目 13.21 14.1 28 26 

鹿中 7.85 8.01 32 31 

三川目 14.71 15.61 31 31 
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（日本海溝モデル ケース１）        （日本海溝モデル ケース２） 

図 2.1 津波浸水深 1㎝到達時間 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 津波浸水の状況（発災から 24 分時点：日本海溝モデルケース１）  
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2.2 避難目標地点の設定 

津波浸水想定を参考に、避難者が避難対象地域外へ脱出する際の目標地点を設定した。

避難目標地点は、津波浸水区域の外縁と道路（幅員 3m 以上を基本とする）の交点とし

た。 

 

図 2.3 避難目標地点（全体）  

部分図１ 

部分図２ 
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図 2.4 避難目標地点（部分図１）  
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図 2.5 避難目標地点（部分図２） 
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2.3 避難準備時間及び移動速度と避難可能距離（範囲）の設定 

避難対象地域において、津波到達までの時間内に避難経路を経由して、避難目標地点ま

で到達可能な範囲を避難可能範囲として設定する。避難可能範囲の検討では、津波に向か

う方向への避難は原則として行わないこととする。 

津波到達予想時間と、避難準備時間および避難時の移動速度に基づき、避難開始から津

波到達予想時間までに避難が可能な距離（範囲）を設定する。 

北部（五川目堤より北側）については、自動車による避難を想定する。また、南部（五

川目堤より南側）については、徒歩による避難を想定する。 

 

2.3.1 避難開始時間 

青森県「市町村津波避難計画策定指針（令和 3年 7 月最終改定）」では、避難開始時

間について「地域の実情に応じて地震発生後２～５分後に避難開始できるものと想定す

る」とされており、平成 24 年度三沢市津波避難計画では、避難開始時間は地震後２分

を採用している。一方で、津波警報等が発表されるのは地震発生から約 3分後であるこ

とや、東北地方太平洋沖地震のような大規模地震では、地震発生から 3分近くまで揺れ

が継続したことを考慮すると、3分＋2 分＝5分後に避難開始と想定することも合理的

である。ここでは、両方のケースを検討する。 

 

指定緊急避難場所への移動速度、避難可能距離は、表 2 のように設定した。徒歩での

避難の場合は「市町村津波避難計画策定指針(令和 3年 7月最終改定、青森県)」参考

に、要配慮者等の歩行速度の低下を考慮し「0.5m/s」とした。車での避難については、

東北地方太平洋沖地震における車で避難した場合の移動速度 9km/h を元に算定された平

成 24 年度津波避難計画の値「2.5m/s」を用いた。 

避難可能距離は以下の式で算出した。なお、道のりから距離への換算係数は平成 24

年度津波避難計画の値「1.4」を用いた。 

 

行動可能時間 = 津波到達時間 － 避難開始時間 

避難可能距離 = 行動可能時間 × 移動速度 / 1.4 

 

表 2.2 避難可能距離 

 

移動 

速度 

[m/s] 

避難開

始時間 

[分後] 

津波到

達時間 

[分後] 

行動可

能時間 

[分] 

避難可

能距離 

[m] 

範囲 

徒歩 
ケース１ 0.5 2 24 22 471 五川目堤以南 

ケース２ 0.5 5 24 19 407 五川目堤以南 

自動車 
ケース１ 2.5 2 24 22 2,357 五川目堤以北 

ケース２ 2.5 5 24 19 2,036 五川目堤以北 
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次頁以降に、ケース１・２それぞれにおける各避難目標地点からの移動可能範囲を示

す（半径は移動可能距離）。 

 

・図 2.6：ケース１、自動車避難、五川目堤以北 

・図 2.7：ケース１、徒歩避難、五川目堤以北（参考） 

・図 2.8：ケース１、徒歩避難、五川目堤以南 

・図 2.9：ケース１、自動車避難、五川目堤以南（参考） 

 

・図 2.10：ケース２、自動車避難、五川目堤以北 

・図 2.11：ケース２、徒歩避難、五川目堤以北（参考） 

・図 2.12：ケース２、徒歩避難、五川目堤以南 

・図 2.13：ケース２、自動車避難、五川目堤以南（参考） 

 

  



13 

 

 
図 2.6 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における自動車での避難：五川目堤以北 

 

 
図 2.7 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における徒歩での避難(参考) 

：五川目堤以北 
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図 2.8 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における徒歩での避難：五川目堤以南 

 

 
図 2.9 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における自動車での避難（参考） 

：五川目堤以南 
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図 2.10 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における自動車での避難：五川目堤以北 

 

 
図 2.11 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における徒歩での避難(参考) 

：五川目堤以北 
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図 2.12 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における徒歩での避難：五川目堤以南 

 

 
図 2.13 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における自動車での避難（参考） 

：五川目堤以南 
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2.4 避難困難地域の抽出 

避難可能範囲から外れる地域を避難困難地域として抽出した。避難困難地域を以下の図

に示す。 

 

・図 2.14：ケース１、自動車避難、五川目堤以北 

・図 2.15：ケース１、徒歩避難、五川目堤以北（参考） 

・図 2.16：ケース１、徒歩避難、五川目堤以南 

・図 2.17：ケース１、自動車避難、五川目堤以南（参考） ※避難困難地域なし 

 

・図 2.18：ケース２、自動車避難、五川目堤以北 

・図 2.19：ケース２、徒歩避難、五川目堤以北（参考） 

・図 2.20：ケース２、徒歩避難、五川目堤以南 

・図 2.21：ケース２、自動車避難、五川目堤以南（参考） ※避難困難地域なし 
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図 2.14 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における自動車避難地域と 

避難困難地域：五川目堤以北 

 

 
図 2.15 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における徒歩避難地域と 

避難困難地域(参考) ：五川目堤以北  
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図 2.16 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における徒歩避難地域と 

避難困難地域：五川目堤以南 

 

 
図 2.17 ケース１（地震発生から２分後に避難開始）における自動車避難地域と 

避難困難地域(参考)：五川目堤以南  
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図 2.18 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における自動車避難地域と 

避難困難地域：五川目堤以北 

 

 
図 2.19 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における徒歩避難地域と 

避難困難地域(参考) ：五川目堤以北  
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図 2.20 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における徒歩避難地域と 

避難困難地域：五川目堤以南 

 

 
図 2.21 ケース２（地震発生から５分後に避難開始）における自動車避難地域と 

避難困難地域(参考) ：五川目堤以南 
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※津波影響開始時間に基づく避難困難地域の検討 

現行の津波避難計画では、防災公共庁内ワーキング（平成 24 年 10 月）において、津波

到達予想時間は、「津波影響開始時間」とする考え方が示されたことを受けて、津波影響

開始時間に基づく避難困難地域を検討していた。 

しかし、今回の改訂では、陸域への津波浸水開始時間をもとに避難可能時間を整理して

いることから、海域での潮位変動に基づく津波影響開始時間まで配慮するには及ばない。 
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2.5 避難困難者数 

避難困難者数の算出にあたっては、三沢市域の基盤地図情報の建物ポリゴンをダウンロ

ードした。その上で、地区毎の建物ポリゴン面積の集計値と、地区内の避難困難地域に所

在する建物ポリゴン面積の集計値を利用し、下式により地区毎の避難困難者数を算出し

た。 

＜例＞ 

ある任意の地区 Aの避難困難者数は、以下の式で算出される。 

地区 Aの避難困難者数 = 地区 A の人口×
地区 Aの避難困難地域内の建物ポリゴン面積の集計値

地区 Aの建物ポリゴン面積の集計値
 

 

以下の図は、ケース１（地震発生から２分後に避難開始）の徒歩による避難困難地域に

おいて用いた、建物ポリゴンと津波避難対象地域、避難困難地域、浸水域の関係を図示し

たものである。 

 

 
図 2.22 建物ポリゴンと津波避難対象地域、避難困難地域、浸水域の関係 

  



24 

表 2.3 地区毎の避難困難地域内の世帯数・人口 

地区名 
世帯数 人口 

ケース１ ケース２ ケース１ ケース２ 

砂森２丁目 1 1 1 1 

五川目４丁目 ごく僅か ごく僅か ごく僅か ごく僅か 

四川目２丁目 0 1 0 2 

三川目１丁目 30 31 65 69 

三川目２丁目 36 53 87 129 

三川目３丁目 3 9 6 21 

計 70 95 159 222 

 

※ケース１：地震発生から２分後に避難開始 

ケース２：地震発生から５分後に避難開始 
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3. 津波避難場所、避難経路等の検討 
想定される津波に対する避難場所及び避難路について検討し、津波避難困難地域の解消

のため津波避難ビル等の候補地を選定する。 

3.1 津波避難場所の検討 

表 3.1 に指定緊急避難場所【津波】を、表 3.2 に指定避難所【津波】を示す。 

 

表 3.1 指定緊急避難場所【津波】 

No 施設・場所名 住所 面積(㎡) 収容人数（人） 

1 三沢公園 新町四丁目地内 36,026 18,013 

2 中央公園 桜町一丁目地内 20,145 10,072 

3 松園公園 松園町一丁目地内 13,080 6,540 

4 滝ノ沢公園 大町一丁目地内 12,830 6,415 

5 こがね公園 堀口二丁目地内 20,800 10,400 

6 ホスピタル・パーク 字堀口地内 20,098 10,049 

7 南公園 松園町二丁目地内 1,680 840 

8 深谷公園 松園町二丁目地内 2,340 1,170 

9 栄公園 松園町三丁目地内 4,320 2,160 

10 上久保公園 大町三丁目地内 2,260 1,130 

11 なかよし公園 中央町二丁目地内 3,554 1,777 

12 木崎野公園 東町三丁目地内 3,800 1,900 

13 緑町公園 緑町一丁目地内 2,790 1,395 

14 岡三沢公園 岡三沢三丁目地内 2,890 1,445 

15 まきば公園 下久保三丁目地内 2,800 1,400 

16 下久保公園 下久保二丁目地内 2,300 1,150 

17 美野原公園 美野原二丁目地内 2,180 1,090 

18 日の出公園 日の出四丁目地内 2,846 1,423 

19 泉公園 泉町一丁目地内 4,948 2,474 

20 南山いこいの広場 南山四丁目地内 2,323 1,161 

21 ふるまぎ希望の丘公園 字古間木地内 3,972 1,986 

22 平畑公園 平畑二丁目地内 852 426 

23 あじさい広場 字山ノ神地内 1,397 698 

24 千代田ふれあい公園 千代田町三丁目地内 875 437 

25 招和台 字山ノ神地内 7,635 3,817 

26 南町公園 南町三丁目地内 1,552 776 

27 駅東公園 南町四丁目地内 778 389 

28 さつきヶ丘公園 さつきヶ丘一丁目地内 1,338 669 

29 大津南公園 大津一丁目地内 2,567 1,283 

30 大津北公園 大津四丁目地内 1,729 864 

31 大津西公園 大津三丁目地内 5,871 2,935 

32 園沢南公園 字園沢地内 1,188 594 

33 前平中央公園 前平一丁目地内 3,354 1,677 

34 前平西公園 前平一丁目地内 1,270 635 

35 前平南公園 前平一丁目地内 1,039 519 

36 前平東公園 前平二丁目地内 904 452 

37 前平北公園 前平二丁目地内 847 423 

38 前平ひろば 前平二丁目地内 2,209 1,104 
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No 施設・場所名 住所 面積(㎡) 収容人数（人） 

39 下夕沢公園 字下夕沢地内 5,515 2,757 

40 新町まちかど広場 新町二丁目地内 1,305 652 

41 越下農村公園 越下一丁目地内 1,225 612 

42 三沢市アメリカ広場 中央町二丁目地内 1,723 856 

43 三沢高等学校野球場 松原町二丁目 45 20,241 10,120 

44 三沢市屋内温水プール 字戸崎 101-1553 2,622 1,311 

45 根井団体活動センター 根井一丁目 94-1 4,080 2,040 

46 谷地頭団体活動センター 谷地頭一丁目 1752-1 26,992 13,461 

47 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
谷地頭四丁目 298-652 193,506 96,753 

48 春日台せせらぎ公園 春日台二丁目地内 23,904 11,952 

49 古間木小学校（校庭） 古間木 1-152-139 12,570 6,285 

50 上久保小学校（校庭） 大町 1-3-9 6,430 3,215 

51 木崎野小学校（校庭） 東町 4-2 11,160 5,580 

52 岡三沢小学校（校庭） 岡三沢 3-1-1 7,734 3,867 

53 三沢小学校（校庭） 字園沢 93-2 14,038 7,019 

54 第一中学校（校庭） 松園町 2-1-34 25,051 12,5251 

55 第二中学校（校庭） 字園沢 97-2 22,704 11,352 

56 第五中学校（校庭） 字古間木山 141-111 18,800 9,400 

57 堀口中学校（校庭） 字堀口 94-143 23,309 11,654 

58 三沢高等学校（校庭） 松園町 1-1   

59 三沢商業高等学校（校庭） 春日台 2-154   

※「三沢市地域防災計画 資料編 令和 3年 3月」より 

 

表 3.2 指定避難所【津波】 

No 施設名 住所 面積(㎡) 収容人数(人) 

1 勤労青少年ホーム 幸町一丁目 7-5 261 1308 

2 働く婦人の家 幸町一丁目 7-15 274 137 

3 総合体育館 桜町一丁目 4-7 1,234 617 

4 武道館 中央町一丁目 4-20 1,703 851 

5 古間木小学校 古間木一丁目 152-139 1,083 541 

6 上久保小学校 大町一丁目 3-9 1,157 578 

7 木崎野小学校 東町四丁目 2 1,052 526 

8 岡三沢小学校 岡三沢三丁目 1-1 1,398 699 

9 三沢小学校 字園沢 93-2 1,398 699 

10 第一中学校 松園町二丁目 1-34 1,368 684 

11 第二中学校 字園沢 97-2 2,301 1,150 

12 第五中学校 字古間木山 141-111 1,009 504 

13 堀口中学校 字堀口 94-143 1,987 993 

14 三沢高等学校 松園町一丁目 1 1,989 994 

15 三沢商業高等学校 春日台二丁目 154 1,878 939 

16 国際交流スポーツセンター 南山一丁目 138-2 2,825 1,412 

※「三沢市地域防災計画 資料編 令和 3年 3月」より 
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表 3.3 津波避難の場合の避難先 

町名 移動手段 避難先（指定緊急避難場所）  避難所 

砂森 自動車 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

塩釜 自動車 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

織笠 自動車 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

新森 自動車 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

六川目 自動車 谷地頭団体活動センター ⇒ 
三沢市国際交流 

スポーツセンター 

細谷 自動車 三沢市屋内温水プール ⇒ 
三沢市国際交流 

スポーツセンター 

淋代 自動車 （経由しない） ⇒ 三沢小学校 

五川目 自動車 （経由しない） ⇒ 三沢小学校 

鹿中 徒歩 大津西公園 ⇒ 
第二中学校 

三沢小学校 

三川目 徒歩 前平中央公園 ⇒ 
第二中学校 

三沢小学校 

※「三沢市地域防災計画 資料編 令和 3年 3月」より 
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3.2 避難路の検討 

前節で検討した津波避難場所のうち、避難対象地域から最寄りの避難先（指定緊急避難

場所）までの避難路を検討した。 

検討にあたり、以下の条件を設定した。 

 

＜避難路の設定条件＞ 

・幅員 3m 以上の道路（自動車を用いた避難が可能）を利用 

・津波の来襲方向に対して同じ方向 

・道路脇に河川や水路等がない経路 

・脱出地点まで早く到達できる経路 

・避難車両を集中させない（分散） 

・各町丁目の避難経路をできるだけ交差させない 

・各町丁目からの避難者数（避難車両数）を均等に割り振る 

 

表 3.4  避難元と避難者・避難車両数の設定 

No 
避難元 

（対象町丁目） 
避難手段 

避難者数・ 
避難車両数※ 

避難先 
（指定緊急避難場所） 

道路状況 

１ 砂森 1～2丁目 自動車 １台 斗南藩記念観光村道の駅

みさわ 

舗装・2車線 

２ 塩釜 3～4丁目 自動車 93 台 斗南藩記念観光村道の駅

みさわ 

舗装・2車線 

３ 塩釜１～2丁目 自動車 121 台 斗南藩記念観光村道の駅

みさわ 

舗装・2車線

(CL 有) 

４ 織笠 1～4丁目 自動車 122 台 斗南藩記念観光村道の駅

みさわ 

舗装・2車線 

５ 新森 1～2丁目 自動車 110 台 斗南藩記念観光村道の駅

みさわ 

舗装・2車線 

６ 六川目 5～8丁目 自動車 80 台 谷地頭団体活動センター 舗装・2車線

(CL 有) 

７ 六川目 3～4丁目 自動車 116 台 谷地頭団体活動センター 舗装・2車線 

８ 六川目 1～2丁目 自動車 48 台 谷地頭団体活動センター 舗装・2車線 

９ 細谷 3～4丁目 自動車 84 台 三沢市屋内温水プール 舗装・2車線 

10 細谷 1～2丁目 自動車 54 台 三沢市屋内温水プール 舗装・2車線

(CL 有) 

11 淋代 4～6丁目 自動車 143 台 三沢市屋内温水プール 舗装・2車線 

12 淋代 1～3丁目 自動車 175 台 三沢市屋内温水プール 舗装・2車線

(CL 有) 

13 五川目 4丁目 自動車 1 台 三沢市屋内温水プール 舗装・2車線

(CL 有) 
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No 
避難元 

（対象町丁目） 
避難手段 

避難者数・ 
避難車両数※ 

避難先 
（指定緊急避難場所） 

道路状況 

14 
四川目 2丁目～ 

大津四川目   
徒歩 76 人 大津西公園 - 

15 鹿中 3～4丁目 徒歩 209 人 大津西公園 - 

16 鹿中 1～2丁目 徒歩 271 人 大津西公園 - 

17 浜三沢 徒歩 510 人 招和台 - 

18 三川目 3～4丁目 徒歩 334 人 前平中央公園 - 

19 三川目 1～2丁目 徒歩 275 人 前平中央公園 - 

※避難車両数は、1世帯が 1 台の車両で避難することとし、世帯数と同じ数とした。 

※CL：センター・ライン 
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避難対象地域内の地点から避難目標地点、指定緊急避難場所までの距離及び移動時間の試算 

 

図 3.1 避難距離計算開始地点と避難目標地点及び指定緊急避難場所（五川目堤より北側） 
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図 3.2 避難距離計算開始地点と避難目標地点及び指定緊急避難場所（五川目堤より南側） 

 

 図中の a～s の各点は距離計算の開始点であり、より距離が長くなりそうになりそう

な地点を設定 

 図中の数字は避難目標地点 

 

 

各地点間距離を GIS で計測し、表 3.5 の移動速度を利用し、所要時間（移動時間）を試

算した結果を表 3.6 に示す。 

 

表 3.5 徒歩・自動車等の移動速度と適用範囲 

移動手段 移動速度 適用範囲 

徒歩 0.5m/s 五川目堤より南側 

自動車 2.5m/s 五川目堤より北側 
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表 3.6 避難対象地域における避難距離開始地点から避難目標地点までの所要移動時間 

出発点 区間 
距離
［m］ 

避難目標地点 
までの所要時間［分］ 

自動車 徒歩 

砂森 

a ～ 1 5,038 34 168 

1 ～ 道の駅みさわ 2,850   

全区間 7,888   

塩釜 

（北東部） 

b ～ 1 2,342 16 78 

1 ～ 道の駅みさわ 2,850   

全区間 5,192   

塩釜 

（南部～塩釜・古

間木線経由） 

c ～ c～2 2,687 18 90 

2 ～ 道の駅みさわ 1,773   

全区間 4,460   

塩釜 

（南部～織笠２号

線経由） 

c ～ AA～2 2,319 15 77 

2 ～ 道の駅みさわ 1,773   

全区間 4,092   

織笠 

（南東部） 

q ～ 4 1,676 11 56 

4 ～ 谷地頭団体活動センター 1,809   

全区間 3,485   

新森 

d ～ 3 871 6 29 

3 ～ 谷地頭団体活動センター 1,822   

全区間 2,693   

六川目 

（北西部） 

e ～ 5 2,780 19 93 

5 ～ 谷地頭団体活動センター 1,518   

全区間 4,298   

六川目 

（東部） 

f ～ 6 2,087 14 70 

6 ～ 根井団体活動センター 2,151   

全区間 4,238   

細谷 

（中央部～六川目

6号線経由） 

g ～ 7 1,841 12 61 

7 ～ 根井団体活動センター 1,687   

全区間 3,528   

細谷 

（中央部～細谷・

根井線経由） 

g ～ 8 1,295 9 43 

8 ～ 三沢市屋内温水プール 2,153   

全区間 3,448   

細谷 

（南東部） 

h ～ 9 1,024 7 34 

9 ～ 三沢市屋内温水プール 1,807   

全区間 2,831   
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出発点 区間 
距離
［m］ 

避難目標地点 
までの所要時間［分］ 

自動車 徒歩 

淋代 

i ～ 10 1,073 7 36 

10 ～ 三沢市屋内温水プール 3,429   

全区間 4,502   

五川目 

（北部） 

j ～ 11 791 5 26 

11 ～ 三沢市屋内温水プール 4,299   

全区間 5,090   

五川目 

（中央部） 

k ～ 12 968 6 32 

12 ～ 三沢市屋内温水プール 5,160   

全区間 6,128   

五川目 

（南部） 

r ～ 20 1,192 8 40 

20 ～ 三沢小学校 3,487   

l 4,679   

四川目 

（北部） 

l ～ 13 862 6 29 

13 ～ 大津西公園 2,005   

全区間 2,867   

四川目 

（北西部） 

s ～ 21 1,089 7 36 

21 ～ 大津西公園 1,046   

全区間 2,135   

鹿中 

m ～ 14 167 1 6 

14 ～ 大津西公園 1,431   

全区間 1,598   

三川目 

（北東部） 

n ～ 15 248 2 8 

15 ～ 大津西公園 1,498   

全区間 1,746   

三川目 

（中央部） 

o ～ 16 1,324 9 44 

16 ～ 前平中央公園 1,849   

全区間 3,173   

三川目 

（南東部） 

p ～ 17 1,327 9 44 

17 ～ 前平中央公園 1,215   

全区間 2,542   
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3.3 自動車避難での避難時間の検討 

自動車避難を行う北部地域では、避難車両による渋滞の発生が想定される。特に、沿岸

地区を南北につなぐ国道 338 号を中心に朝夕の通勤時間帯に渋滞が発生しやすい状況にあ

る。ここでは、渋滞防止策について検討した。 

 

渋滞発生の原因には、多数の車両が道路に侵入することによる車両密度の増加や、信号

交差点での一時停止・車両の通過待ち、事故・故障車による車線の閉塞等が挙げられる。 

ここでは、渋滞防止対策を、需要サイド（避難車両の抑制・誘導）と、供給サイド（避

難路の交通量確保）の両面から整理した。 

 

表 3.7 渋滞防止対策（案） 

項目 
渋滞防止対策

（案） 
対策の概要 

需

要

サ

イ

ド 

発生源の抑制 相乗り 自動車による避難者に対し、相乗りを促

すことにより、避難車両を抑制する。 

避難手段の変更 バスによる避難誘

導 

バスを用いて一度に多数の避難者を避難

させるにより、発生する避難車両を抑制

する（ただし、運用が難しい）。 

適切な自動車利

用の誘導 

自動車交通の誘導 避難車両を誘導し、迷走交通をなくし、

スムーズな避難を促す。 

避難路の周知（事

前） 

エリア毎に避難路の周知を徹底し、避難

車両の集中・錯綜を抑える。 

供

給

サ

イ

ド 

交通容量の拡大 一方通行による容

量拡大 

要避難区域外への避難方向に対し、一方

通行とすることにより、交通容量を倍に

し、スムーズな避難を促す。 

交通規制 避難経路内への侵入車両を規制すること

により、通過車両を避難経路から排除す

る（特に県道との交差部）。 

道路整備 未舗装道路を舗装整備することで、通行

車両の移動速度の増加を図る 

一時待機場所 避難目標地点より先に、一時待機場所を

設けて、避難車両を避難路から待避させ

る。 
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4. 要配慮者、観光客等の避難対策の検討 
避難困難地域である三沢漁港周辺や、海岸近くで人が集まることがあるエリアなどにつ

いて避難対策を検討する。 

検討した場所は、以下の 11 地点である。 

・おおぞら小学校 (AD 地点) 

・展望台（ミス・ビードル記念広場） (AE 地点) 

・四川目ふるさと広場 (AF 地点) 

・港町（魚市場） (AG 地点) 

・三沢ビードルビーチ（監視棟の横） (AH 地点) 

・三川目小学校  (AI 地点) 

・チャリティ第一保育園  (AJ 地点) 

・淋代保育園 (AK 地点) 

・三川目保育園 (AL 地点) 

・ひばり苑 (AM 地点) 

・三沢聖心会病院  (AN 地点) 

 

各所から最寄りの避難目標地点及び指定緊急避難場所までの避難経路を図 4.1 に、距離

と所要移動時間を表 4.1 に示す。以下に各所の留意点を示す。 

【おおぞら小学校(AD 地点)】 

避難目標地点まで徒歩では 34 分かかるため、避難が間に合わないおそれがある。要配

慮者の方には自動車に乗っていただくといった準備が考えられる。 

【展望台（ミス・ビードル記念広場）(AE 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩で 71 分、自動車でも 14分かかる。自動車での避難が必要であ

るが、観光客など、地理に不案内な人々が対象となる可能性があるため、避難経路や避難

方向を現地に明示して周知することも有効である。 

【四川目ふるさと広場(AF 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩で 18 分かかる。発災後 5分で避難行動を開始すれば、徒歩で

あっても津波浸水が始まる前に避難目標地点に到達することが可能である。避難経路と方

向を明示するとともに、地震が起きたらただちに避難することを周知徹底することが重要

である。 

【港町（魚市場）(AG 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩で 27 分、自動車では 5分で到達できる。自動車での避難が必

要であるが、観光客など、地理に不案内な人々が対象となる可能性があるため、避難経路

や避難方向を現地に明示して周知することも有効である。 
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【三沢ビードルビーチ（監視棟の横）(AH 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩で 43 分、自動車では 9分で到達できる。自動車での避難が必

要であるが、観光客など、地理に不案内な人々が対象となる可能性があるため、避難経路

や避難方向を現地に明示して周知することも有効である。 

【三川目小学校(AI 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩でも 4分で到達できる。発災後 5分で避難行動を開始すれば、

徒歩であっても津波浸水が始まる前に避難目標地点に到達することが可能である。 

【チャリティ第一保育園(AJ 地点)】 

避難目標地点まで徒歩では 45 分かかるため、避難が間に合わないおそれがある。園児

の避難には、自動車やバス等に乗るといった準備が考えられる。 

【淋代保育園(AK 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩で 18 分、自動車では 4分で到達できる。発災後 5 分で避難行

動を開始すれば、徒歩であっても津波浸水が始まる前に避難目標地点に到達することが可

能である。地震が起きたらただちに避難することを訓練等で徹底することが重要である。

なお、乳児等は自動車やバス、お散歩カート等での避難を検討しておく必要がある。 

【三川目保育園(AL 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩で 18 分、自動車では 4分で到達できる。発災後 5 分で避難行

動を開始すれば、徒歩であっても津波浸水が始まる前に避難目標地点に到達することが可

能である。地震が起きたらただちに避難することを訓練等で徹底することが重要である。

なお、乳児等は自動車やバス、お散歩カート等での避難を検討しておく必要がある。 

【ひばり苑(AM 地点)】 

避難目標地点まで徒歩では 45 分かかるため、避難が間に合わないおそれがある。利用

者の方の避難には、自動車やバス等に乗っていただくといった準備が考えられる。 

【三沢聖心会病院(AN 地点)】 

避難目標地点まで、徒歩でも 6分で到達できる。発災後 5分で避難行動を開始すれば、

徒歩であっても津波浸水が始まる前に避難目標地点に到達することが可能である。ただ

し、歩行が困難な要支援者の方の避難には、リヤカーや自動車等に乗っていただくといっ

た準備が考えられる。 

 

  



37 

 

 

図 4.1 避難距離計算開始地点と避難目標地点及び指定緊急避難場所 
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表 4.1 避難困難地域等における避難目標地点までの所要移動時間 

出発点 区間 
距離

［m］ 

避難目標地点 

までの所要時間［分］ 

自動車 徒歩 

おおぞら小学校 

AD ～ 4 1,019 7 34 

4 ～ 谷地頭団体活動センター 1,809   

全区間 2,828   

展望台 

AE ～ 9 2,121 14 71 

9 ～ 三沢市屋内温水プール 1,807   

全区間 3,928   

四川目ふるさと広場 

AF ～ 22 528 4 18 

22 ～ 下夕沢公園 3,535   

全区間 4,063   

港町 

AG ～ 15 818 5 27 

15 ～ 大津西公園 1,498   

全区間 2,316   

三沢ビードルビーチ 

AH ～ 15 1,286 9 43 

15 ～ 大津西公園 1,498   

全区間 2,784   

三川目小学校 

AI ～ 15 120 1 4 

15 ～ 大津西公園 1,498   

全区間 1,618   

チャリティ 

第一保育園 

AJ ～ ７ 1,357 9 45 

7 ～ 根井団体活動センター 1,687   

全区間 3,044   

淋代保育園 

AK ～ 10 534 4 18 

10 ～ 三沢市屋内温水プール 3,429   

全区間 3,963   

三川目保育園 

AL ～ 16 553 4 18 

16 ～ 前平中央公園 1,849   

全区間 2,402   

ひばり苑 

AM ～ 5 1,299 9 43 

5 ～ 谷地頭団体活動センター 1,518   

全区間 2,817   

三沢聖心会病院 

AN ～ 11 179 1 6 

11 ～ 三沢市屋内温水プール 4,299   

全区間 4,478   
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4.1 津波避難ビル等の検討 

港町およびビードルビーチ利用者の避難先として、津波避難ビル等の設置を検討する。 

当該地を含む三川目地区の基準水位最大値は 15.61ｍであることから、津波避難ビル等

の避難床の高さは 16m 以上が必要となる。 

次に、避難場所の面積を設定する。 

下表は令和３年～平成３０年におけるビードルビーチの利用者数である。 

避難場所の面積は、ビールドビーチの 1日最大来場者数を基に設定する。過去４か年の

うち最も多いのは令和元年の 1,083 人であり、これに基づき想定避難者数は 1,100 人とす

る。 

1 人あたりの必要面積を１㎡（「津波避難ビル等に係るガイドライン/内閣府防災担

当」より）とすると、避難場所の面積は 1,100 ㎡となる。 

 

表 4.2 三沢ビードルビーチ利用者数 

  平成 30 年 令和元年 令和 2年 令和 3年 

 1 日平均来場者数 204 人  224 人  ― 224 人  

 1 日最大来場者数 1,020 人  1,083 人  ― 869 人  

 

以上から、津波避難ビル等の設置要件は以下となる。 

 

【津波避難ビル等の設置要件】 

・設置場所：ビードルビーチに隣接 

・避難場所高さ：16m 

・避難場所面積：1,100 ㎡ 
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以上をもとに、津波避難ビル等の設置（案）を示す。 

 

表 4.3 津波避難ビル等の設置（案） 

 案１ 案２ 案３ 

内容 ・鉄骨造の津波避難

タワーを設置する。 

・ステージと階段の

シンプルな構造であ

り施工事例も多い。 

・鉄筋コンクリート

造の屋上を避難スペ

ースとする。屋外に

避難階段を設置す

る。 

・屋上の高さ 16m と

するため、4 階建以上

の大規模な施設とな

る。 

・施設内に売店やシ

ャワールーム等を設

けて平時利用する。 

 盛土で高台を造成する。 

 施工・維持管理費が安価

である。 

 高さと避難床面積を確保

するために、より広い敷

地が必要となる。 

イメージ 

八戸市 

多賀地区津波避難タワ

ー 

 

徳島県海部町 

山下地区津波避難場所 

 

 

静岡県湖西市 

上田地区命山 
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4.2 津波避難ビル等によらない避難対策の検討 

前節の表 4.1 並びに図 4.1 に示したように、避難目標地点までの距離は、港町からが

818m、ビートルビーチ(トイレ棟)からは 1,286m である。避難に要する時間は、徒歩の場

合で港町からが 27 分、ビードルビーチからは 43 分である。当該地を含む三川目地区で浸

水深 1㎝以上の津波浸水が始まるのが 31分後からと推定されていることから、港町から

は、発災から 4分で避難を開始すれば、徒歩でもギリギリ避難可能である。 

ビードルビーチからは、徒歩ではとうてい間に合わないため、自動車避難となるが、自

動車避難では 9分で避難目標地点に到達できる計算である。しかし、ビーチから自動車ま

での移動時間や駐車車両が一斉に動き始めることによる渋滞の発生などを考慮すると、で

きるだけ早く避難行動を開始することが望まれる。避難対象者が比較的まとまった地域に

いる事から、スピーカーなどを用いて適切に広報・アナウンスし、避難対象者の避難開始

を早めるように促すことが必要である。 

 

4.2.1 避難の呼びかけによる避難開始時間の短縮 

表 4.4 は、東日本大震災での津波避難開始時間の調査結果※を整理したものである。 

避難開始時間について、自治体の呼びかけを聞いた人、聞かなかった人に分けて整理

したものである。避難開始時間の平均は、自治体の呼びかけを聞いていない人は、揺れ

の 15.7 分後であるのに対し、自治体の呼びかけを聞いた人は、揺れの約 12分後であ

る。 

これより、避難の呼びかけ（広報活動）を行うことによって、12分程度で避難を開

始させることができると考えられる。 

表 4.4 自治体の呼び掛けの有無による避難開始時間の違い 

 

※宮城県沿岸部における被災地アンケート調査／サーベイリサーチセンター 

  調査地域：宮城県沿岸部（8市 18 避難所） 

  調査対象：避難所に避難中の 20 歳以上の男女 

  有効回答：451 サンプル 

  調査期間：平成 23年 4 月 15日～4月 17 日  

聞いた
(N=228)

聞いていない
(N=202)

1．揺れている間 4 0分 8 10

2．揺れが収まった直後 17.7 0分 48 27
3．揺れの5分ぐらい後 10.2 5分 28 16
4．揺れの10分ぐらい後 12.4 10分 30 24
5．揺れの15分ぐらい後 9.1 15分 21 15
6．揺れの20分ぐらい後 9.1 20分 19 22
7．揺れの25分ぐらい後 5.3 25分 13 11
8．揺れの30分以上後 19.3 30分 35 50
9．よく覚えていない 7.5 － 16 17
10.無回答 5.3 － 10 10

避難開始時間の平均
（1～8の加重平均）

12.4分 15.7分

自治体の呼びかけを
避難開始

時間
選択肢

全体
（N=451）
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4.3 花火大会時の避難 

三沢漁港では、例年花火大会が開催されており、最大約 8千人の来場者がある。花火大

会は、年 1 回のイベントであるため、これらの来場者を対象とした避難ビル等を整備する

ことは合理的ではない。 

花火大会時は、イベント運営スタッフ等が配置されているため、来場者への避難情報の

周知によって、避難誘導を行う。 

 

4.3.1 花火大会時の避難誘導の基本的な考え方 

花火大会時に地震・津波が発生した際の避難誘導の基本的な考え方を以下に示す。 

 

【花火大会時の避難誘導】 

○ 花火大会会場に一斉に周知できるよう、スピーカーなどの機材を配置する。 

○ 地震発生後速やかに、スピーカーなどを活用し、来場者に津波避難を広報する。 

○ 避難手段は、住民と同様に徒歩とする。 

○ 市外からの観光客も多いため、避難経路には、誘導看板を配置する。 

○ イベントスタッフは避難経路の主要な交差点に配置し避難者を誘導する。 

○ イベントスタッフには、事前に津波避難誘導に関するレクチャーを行う。 
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4.3.2 花火大会時の避難時間の推定 

次に示す手法で、花火大会時における来場者の避難時間を推定した。 

 

花火大会来場者の避難時間(hr) 

＝避難者数(人)÷避難路の交通容量（人/hr/m）×避難路の幅員（m） 

＋避難目標地点までの距離（km）÷歩行速度（km/hr） 

 

下図は、歩行者の混雑度と歩行速度の関係を示したものである。この図は混雑度が大

きくなると、歩行速度が下がり交通容量（歩行速度×混雑度）が低下することを示して

いる。 

 

 

図 4.2  混雑度と歩行速度との関係 

（「首都直下地震避難対策専門調査会報告 参考資料」より） 
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津波避難時の混雑度と歩行速度を設定する。 

本検討で想定する状況は、花火大会の来場者が高台につながる限られた避難路に集中

し、そこがボトルネックとなり、避難者の渋滞が発生するものである。 

そのため、混雑度は移動可能な最大の状況まで高まることが考えられる。 

「火災便覧第 3版」（共立出版）では、混雑度が 6人/㎡を超えると、移動可能な混

雑度の限界を超えるとしている。 

また、下表は、混雑度に応じた混雑状態を示したものであり、「大混雑の歩道や群衆

行動」での混雑度を 7.5 人/㎡としている。 

ここでは、歩行可能な最大の混雑度を設定することとし、7.5 人/㎡を採用する。 

混雑度 7.5 人/㎡に対応する歩行速度は、図 4.2 から 320m/hr となる。以上から交通

容量は、2,400 人/hr/m となる。 

 

表 4.5 混雑度と混雑状況 

混雑度 

（人/㎡） 

混雑状態 

歩行時 静止時 

0.5 比較的楽に走り抜けられる 野外公園，広場などで空いている

状態 

1.0 街路で普通に混まずに歩ける  

1.5 街路などで前の人を追い越せる  

2.0 街路などで普通に歩ける 広場などで人だかりがして全体と

して人が動き回れる 

3.0 歩いてかなり混雑を感じる（ラッシ

ュ時のオフィス街） 

人と人の間を横切るのが困難でない 

 

4.0 駅のプロムナードのかなり混雑して

いる状態 

劇場やスタンドの満員の状態 

4.5 
 

エレベーターの中の満員の状態 

5.0 駅の連絡路のラッシュ時で極めて混

雑した状態 

隣同士の衣服が軽く触れ合う 

5.5 野外大会において群衆が立っている

状態 

 

6.0 ラッシュ時の駅の階段周辺 足元に落ちた財布を拾える 

6.5 ラッシュ時の駅の改札口付近 ラッシュ時の満員電車 

7.0 電車のラッシュ時の出入り口付近 

肩や腕に圧力を感じる 

祭りや人だかりの中心で人が押し

つけられている状態 

7.5 大混雑の歩道や群衆行進 人と人の間にやっと割り込める 

9.0 
 

人と人の間に横になっても割り込

めない 

10.0 
 

周囲から圧力を感じる 

11.0 
 

あちこちから悲鳴が起こる 

引用：イベント警備実務の ABC、貝辻正利 日経 BP 出版センター 
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避難路は、下図に示す 3ルートを想定する。避難路の幅員は合計で約 25m（11m＋11m＋

3m）である。また、花火大会会場から避難目標地点までの距離は最長で 700m である。 

 

図 4.3 花火大会会場からの避難路 

 

  

650m 

700m 

700m 

花火大会来場者 

滞在想定区域 
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花火大会の来場者滞在区域が約 8,000 ㎡であることから、１人あたりの必要面積を１

㎡として花火大会来場者を瞬間最大で 8,000 人とすると、避難時間は次の様に 31.3 分

となる。 

 

 

 

 

花火大会会場がある三川目地区の津波浸水深１㎝到達時間は、地震発生から 31 分後

であるため、現状では津波到達までに全ての来場者を避難させることは難しい。 

 

 

 

 

花火大会来場者が津波浸水１㎝到達時間である 31 分以内に避難するため必要な避難

路の幅員が 26.0m であることから、既設舗装道路の幅員（11m＋11m）を除き、未舗装道

路について幅員 4.0m 以上の舗装整備を行う必要がある。 

 

 

 

 
図 4.4 避難路の拡幅（案）  

港祭り 

会場 

□拡幅（約 3ｍ→約 4ｍ） 

  

花火大会来場者の避難時間（hr） 

＝8,000 人÷2,400（人・ｍ/hr）÷25ｍ＋700（ｍ）÷1,800（m/hr） 

＝0.133（hr）＋0.389（hr） 

＝0.522（hr）＝31.3(分) 

花火大会来場者の避難のために必要な避難路の幅員（ｍ） 

＝8,000 人÷2,400（人・ｍ/hr）÷0.128（hr）＝26.0m 

※31(分)＝0.517（hr） ※0.517(hr)－0.389(hr)＝0.128（hr） 
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参考：群集制御（兵庫県警資料より） 

 人は常に動かす。しかもゆっくり。動かしてさえおれば、相当大きな群集も怖くな

い。 

 人の流れをぶつからせない。一方通行が大原則。 

 群集密度を減らす。入口で入場制限したり、意識的に遠回りさせたり、ローピング

の技法で蛇行を行わせて動線を長くする。 

 待たされている群集の気を逸らす工夫をする。 

 滞留を防ぐために、群集の流れの中で停止したり群れをなしている人を排除する。 

 必要な情報をできるだけ豊富に与えるが、複雑な情報・不必要な情報は与えない。 

 時差入場、時差退場を行って群集密度を時間的に分散する。 

（http://www.police.pref.hyogo.jp/sonota/tebi_data/s3.pdf） 
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4.4 避難行動要支援者の避難 

避難行動要支援者の避難について、情報伝達、避難行動支援の観点から、避難対策を整

理した。ここでは、避難行動要支援者として、高齢者、身体障がい者、児童を想定する。 

 

表 4.6 避難行動要支援者の避難対策 

対象者 情報伝達 避難行動支援 

高齢者  防災行政無線による周知 

 防災行政無線の個別受信器設

置や自動起動型防災ラジオの

配布 

 歩行困難や歩行速度が遅い場合

は、自動車で避難する。 

 自動車を持たない人は、地域住

民が支援する。 

高齢者施設 

入所者 

 

  歩行困難や歩行速度が遅い場合

は、自動車で避難する。 

 施設で自動車が不足する場合

は、自主防災会・自治会が支援

する体制の充実を図る（自動車

の乗合等）。 

聴覚障がい者  揺れを感じたら即座に避難す

ることを周知徹底 

 防災 FAX の設置 

 消防団・自主防災会による声

掛け 

 消防団・自主防災会と同行して

避難または自動車による避難 

視覚障がい者  防災行政無線による周知 

 防災行政無線の個別受信器設

置や自動起動型防災ラジオの

配布 

 消防団・自主防災会と同行して

避難または自動車による避難 

肢体不自由者   支援者による協力のもと、自動

車で避難する。 

 避難所の段差解消・スロープ設

置 

児童   児童が在校中に避難の場合、教

師だけで児童を避難誘導するこ

とは困難であり、自主防災会・

自治会が支援する体制の充実を

図る（自動車の乗合等）。 
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対象者 情報伝達 避難行動支援 

園児 保護者等を通じて伝達に努める  園児が在園中に避難の場合、保

育士だけで園児を避難誘導する

ことは困難であり、自主防災

会・自治会が支援する体制の充

実を図る（自動車の乗合等）。 

入院患者   歩行困難や歩行速度が遅い場合

は、自動車で避難する。 

 施設で自動車が不足する場合

は、自主防災会・自治会が支援

する体制の充実を図る（自動車

の乗合等）。 

 

 

4.4.1 社会福祉施設、学校、医療施設の管理者等の避難対策 

青森県が津波災害警戒区域を設定した場合、警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療

施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設の管理者は、津波の発生

時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に対する計画（以下「避

難確保計画」という。）を作成し、その避難確保計画を市長に報告しなければならな

い。 
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4.5 避難誘導対策の検討 

4.5.1 避難誘導対策の種類 

三沢市では、3種類の津波避難がある。1つは北部（五川目堤より北側）住民の自動

車を用いた避難、次に南部（五川目堤より南側）住民の徒歩による避難、最後にビード

ルビーチに訪れた観光客の避難である。 

場所に応じた避難誘導対策を以下に示す。 

 

表 4.7 避難誘導対策 

（◎：特に有効な対策、○：有効な対策） 

＃ 避難誘導対策 

場所（避難の種類） 

北部 
(車避難) 

南部 
(徒歩避難) 

ビーチ 
(観光
客) 

1 津波危険地域標識 

津波浸水区域に設

置する。注意喚起

し避難目標地点へ

誘導する。  

○ ○ ○ 

2 津波浸水区域図看

板 

土地の情報に不慣

れな来訪者に対し

て、ハザード情報

をわかりやすく提

示 

 

○ ◎ ◎ 

3 津波避難目標地点

標識 

津波の影響が及ば

ない地点に設置す

る。避難の目標地

点を明示する。 

 

○ ○ ○ 

4 津波避難場所標識 

 

 

○ ○ ○ 
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＃ 避難誘導対策 

場所（避難の種類） 

北部 
(車避難) 

南部 
(徒歩避難) 

ビーチ 
(観光
客) 

5 路面標識の設置 

路面に避難路のラ

イン、避難方向・

距離・避難先等を

表示  

× 

(積雪の

為)  

× 

(積雪の為) 

× 

(積雪の

為) 

6 津波避難ビル等の

表示 

 

  ◎ 

(設置す

る場合) 

7 地盤高・過去の津

波痕跡の表示 

  

○ ○ ○ 

8 夜間の誘導灯 

太陽電池式の避難

誘導標識・誘導灯 

  

○ ○ ◎ 

9 幹線道路から避難

路へ誘導する看板 

 

◎   
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4.5.2 避難誘導対策の実施場所 

避難の種類の異なる北部、南部、ビーチ毎に、避難誘導対策の条件を整理し、避難誘

導対策の内容を検討した。また、避難誘導対策の実施場所（案）を次頁の図に示した。 

 

表 4.8 避難誘導対策の条件・内容 

場所(避難の種類) 条件 内容 

北部(車避難) ○幹線道路を走行する来訪者の車両を避

難所に誘導する必要がある。 

○看板等は、自動車に乗っている人が確

認できるものにする必要がある。 

○国道 338 号及び県道天

ヶ森三沢線から避難所

に向かう道路の交差点

とその周辺に看板を設

置する。 

南部(徒歩避難) ○徒歩による避難者は、細街路も含めて

各自が避難路を選択して避難するた

め、避難路を示す必要性は低い。 

○必要な情報は、避難先の情報と、避難

経路を選択するときに必要な浸水区域

の情報（特に三川目地区は津波が河川

を遡上し浸水区域が陸側に入り込んで

いる。）。 

 

○避難対象地域内に、避

難先と地図に浸水区域

を示した看板を設置す

る。地図は地区毎に作

成する。 

○多くの人が確認できる

よう、国道 338号の主

要交差点と国道 338 号

より西側町丁目の西側

境界に設置する。 

ビーチ(観光客) ○地理に詳しくない観光客の避難を想定

する必要がある。 

○多数の観光客が訪れる花火大会時の避

難を想定し、夜間避難を想定する必要

がある。 

○ビーチ及び三沢漁港内

に、地図に避難路まで

の距離・位置を示した

看板と、避難路の方向

を示した看板を設置す

る。看板は夜間でも視

認できるものとする。 
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図 4.6 避難誘導対策の実施場所（案）（１／２） 

  

①避難先を示す看板のイメージ 

【看板の設置箇所】 

運転者の見落としを防ぐた

め、交差点と交差点の数百 m

手前に設置する。 

三沢小学校へ 
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図 4.7  避難誘導対策の実施場所（案）（２／２） 

  

②浸水区域と避難先を示す看板のイメージ ④夜間でも確認できる看板のイメージ ③避難路位置図のイメージ(夜間認識可) 
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4.6 避難路整備に関する基本条件の検討 

「3.2 避難路の検討」で示す織笠地域集会所西側の避難経路（以下、避難経路Ａとす

る。）及び「4.3 花火大会時の避難」に示す三沢漁港からの避難経路（以下、避難経路Ｂ

とする。）について検討した。 

  

【避難路Ａ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難路Ｂ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難経路Ａは、市道織笠 2号線津波避難路として以下の通り１工区（市道三沢・百石２

号線より東側）を整備中であるが、避難路として十分に機能するためには引き続き２工区

（市道三沢・百石２号線より西側）の整備する必要がある。 

 

また、避難経路Ｂについては、4.3 節の条件から必要幅員を４ｍとした整備の検討が必

要である。 

三川目小学校 

三沢漁港 

三沢市漁協 

国
道

号 

国
道

号 

市
道
三
沢

百
石

号
線 

１工区 

２工区 

市道織笠２号線 
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5. 避難指示等に関する検討 
津波浸水想定区域の居住者等の避難行動は「立退き避難」が基本である。高台、津波避

難ビル・津波避難タワー等の指定緊急避難場所等、可能な限り安全な場所への立退き避難

が考えられる。これは、津波が 

・ 東日本大震災の際には津波浸水深が 1.5～2.0m であっても、木造家屋の倒壊・流失が

約３割であったこと、 

・ 想定を上回る津波の高さとなる可能性があること、 

・ 津波は勢いがあるため海岸付近における津波の高さよりも標高が高い地点まで駆け上

がること、 

・ 地震の揺れによる海岸堤防の破壊や地盤沈下により、津波の浸水範囲が広くなる場合

もあること 

等から、屋内で身の安全を確保することができるとは限らないためである。 

津波は突発的に発生することから、津波浸水想定等の居住者等は、地震に伴う強い揺れ

又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長の避

難指示の発令を待たずに、自主的かつ直ちに可能な限り高く安全な場所に避難する。 

なお、津波が来襲している状況において、指定緊急避難場所等への立退き避難がかえっ

て危険であると居住者等が自ら判断する場合には、「緊急安全確保」をとることが考えら

れるが、津波においては基本的には「避難指示」のみが発令される。 

 

5.1 避難指示等の判断基準及び発令適時について 

手順１：発令対象の災害（津波） 

津波は 20cm から 30cm 程度の高さであっても、急で強い流れが生じるため、これに巻き

込まれて流されれば、命を脅かされる可能性があることから、大津波警報・津波警報・津

波注意報のいずれが発表された場合であっても、危険な地域からの一刻も早い避難行動を

とる必要がある。 

また、震源が沿岸に近い場合は地震発生から津波来襲までの時間が短いことから、少し

でも早く避難する必要があり、津波災害警戒区域等に居るときに強い揺れ（震度 4程度以

上）又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた者は、気象庁の津波警報等の発表や市からの

避難指示の発令を待たずに、各自が自主的かつ速やかに避難行動をとることが必要であ

る。 

手順２：発令対象区域の設定（津波） 

津波に対する避難指示の発令対象区域は、津波ハザードマップやその基となる津波災害

警戒区域のうち、津波警報等で発表される予想津波高に応じて想定される浸水区域を基本

とし、津波災害警戒区域の指定が完了していない市においては、津波浸水想定を参考とす

る。なお、津波は局所的に高くなる場合もあること、想定を超える範囲に浸水が拡大する

可能性があることに留意が必要である。 

津波警報等で発表される津波高に応じて、発令対象とする区域は異なるため、市毎に発

令対象区域をあらかじめ定めておく。発令対象区域を設定する際は、以下に示す設定の考

え方に基づき、いざというときに市長が躊躇なく発令できるよう、国・県の協力・助言を

積極的に求めながら、具体的な区域を設定する。 
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なお、想定最大規模の浸水想定区域の整備が完了するまでは、これまで運用してきた浸

水想定区域等を参考に、さらに規模が大きいものが起こりうることを念頭に地形等を考慮

して検討する。 
 
(1) 大津波警報の発表時：最大クラスの津波により浸水が想定される地域を対象とする 

・最大クラスの津波があった場合に想定される浸水区域（津波防災地域づくりに関する

法律（平成23年法律第123号）に基づき県が設定する津波浸水想定を踏まえ指定した

津波災害警戒区域等） 

・ただし、津波の浸水範囲は浸水想定の精度に限界があることから、上記の区域より内

陸側であっても、立退き避難を考える。 
 

(2) 津波警報の発表時：海岸堤防等が無い又は海岸堤防等が低いため、高さ 3ｍの津波に

よって浸水が想定される地域を対象とする 

・津波の高さが高いところで3mと予想される。海岸堤防等がない又は低い地域で浸水の

おそれがある地域。津波時の地震動による海岸堤防等の被災や河川における津波遡上

も考慮する。 

・ただし、津波の高さは、予想される高さ3mより局所的に高くなる場合も想定されるこ

とから、避難指示の発令対象区域は広めに設定する。 
 

(3) 津波注意報の発表時：漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事する者、海水浴客

等を念頭に、海岸堤防等より海側の地域を対象とする 

・津波の高さが高いところで1mと予想される。基本的には海岸沿いの海岸堤防の海側の

区域が対象となる。このため、避難行動の対象者は漁業従事者や港湾区域の就業者、

海岸でのレジャー目的の滞在者等となる。 

・ただし、津波の高さは、予想される高さ1mより局所的に高くなる場合も想定されるこ

とから、海岸堤防等がない地域についてはそれを考慮した避難指示の発令対象区域を

設定する。 

・海岸堤防が無い地域で地盤の低い区域では、立退き避難の対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 津波時における避難指示の発令対象区域  
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手順３－１：発令判断に資する情報の詳細（津波） 

地震の発生から、3分程度を目処に津波警報等が発表される。 

津波の高さは 5つに区分され、各区分の高い方の数値が発表される。 

なお、マグニチュード 8を超えるような巨大地震の場合、精確な地震の規模をすぐには

把握できないため、その海域における最大級の津波を想定して、大津波警報や津波警報が

発表されるが、このとき予想される津波の高さは「巨大」、「高い」という定性的な表現

で発表される。その後、精確な地震の規模が確定した段階で予想される津波の高さが数値

で示される。 

 

表 5.1 大津波警報・津波警報・津波注意報と津波の高さの区分 

 予想される津波の高さの区分 
発表される津波の高さ 

数値 定性的表現 

大津波警報 

10m～ 10m超 

巨大 5m～10m 10m 

5m～10m 5m 

津波警報 5m～10m 3m 高い 

津波注意報 20cm～1m 3m （表記しない） 

 

手順３－２：発令基準の設定（津波） 

・対象区域は以下のとおりである。 

① 集落部（太平洋沿岸地域）：塩釜、織笠、新森、六川目、細谷、淋代、 

鹿中、三川目 

② 海岸部（①のうち防風林から海側の区域）：港町（三沢漁港）、漁業従事者、沿

岸の港湾施設で仕事に従事する者、海水浴客等が滞在する区域 

 

・どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、高齢

者等避難は発令せず、基本的には避難指示のみを発令する。また、緊急安全確保は基本

的には発令しない。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なる。 
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【避難指示の発令基準】 

１～２のいずれかに該当する場合に、避難指示を発令する。 

１：大津波警報、津波警報、津波注意報の発表（ただし、避難指示の発令対象区

域が異なる。） 

２：停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない状況に

おいて、強い揺れを感じた場合、あるいは、揺れは弱くとも１分程度以上の

長い揺れを感じた場合 
 
 
【遠地地震の場合の避難情報】 

我が国から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波のように到達までに相当

の時間があるものについては、気象庁が、津波警報等が発表される前から津波の

到達予想時刻等の情報を「遠地地震に関する情報」の中で発表する場合がある。

市は、この「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表される可能性があ

ることを認識し、津波警報等の発表前であっても、必要に応じて高齢者等避難の

発令を検討する。 
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5.2 避難指示等の伝達手段及び伝達先 

5.2.1 情報伝達時の実施・配慮事項 

市は、災害発生の危険性がある状況において、災害の危険が去るまでの間、居住者等

が適時的確な避難行動等をとることができるよう、関係機関からの情報や、自ら収集し

た情報等により、的確に判断を行い、躊躇することなく避難情報を発令し、速やかに居

住者等に伝えなければならない。特に、夜間や暴風時の立退き避難は危険を伴うため、

夜間に災害の状況が悪化する見込みがある場合はまだ日が明るいうちから避難情報を発

令したり、暴風が吹き始める前に立退き避難が完了するように暴風警報が発表され次第

避難情報を発令する等、居住者等が安全に立退き避難をできるよう早めに避難情報を発

令する。 

また、避難情報を発令したときは、市長はその旨を県知事に報告する必要があるた

め、情報伝達先、手段を確認する。この他、国土交通省の河川事務所や気象台、消防、

警察等の関係機関にも情報伝達する。 

緊急時の情報伝達においては、避難情報等が可能な限り居住者等一人一人に伝わるよ

う、多様な伝達手段・伝達媒体で情報伝達を行うとともに、居住者等に避難行動への負

担感、過去の被災経験等を基準とした災害に対する危険性の認識、自分は災害に遭わな

いという思い込み（正常性バイアス）等が少なからずあること等を踏まえ、避難行動を

強く促すことができるよう以下の点に配慮する。また、このような情報伝達の実効性を

高めるため平時より必要な準備・他機関との調整・避難計画の作成（地区防災計画、個

別計画、マイ・タイムライン、災害避難カード等）・避難訓練等を行っておく。 

・時々刻々と変化する災害の状況や避難に関する情報を居住者等に対してわかりやすい

言葉で伝達する。その際、避難の必要性を特に強調したい場合等においては、市長が

避難指示の発令に合わせ防災行政無線で直接的に避難を呼びかけたり、緊急的な記者

会見を行ったり、「直ちに指定緊急避難場所へ避難するか高いところへ避難せよ」と

命令口調で呼びかける等、通常と異なる情報伝達を行うことで、居住者等の注意を引

くことができるよう可能な限り工夫する。 

・防災気象情報等について、自ら収集し、また国・県の関係に助言を求めることによ

り、その時点の状況や今後の見通し等を可能な限り幅広くかつ正確に把握し、居住者

等に対して早い段階から情報伝達を行う。その際、増水している河川の映像情報の提

供など直感的に危険であることが伝わるような情報伝達に努める。 

・適時的確に避難情報を発令し、とるべき具体的な避難行動を周知すること。その際、

居住者等が避難しなければならないと我がこと感をもつことができるよう、発令対象

区域は可能な限り絞り込み発令の対象者を明確にするとともに、具体的な地名を挙げ

て災害の状況を伝達したり避難経路の通行止めの状況を合わせて伝える等、自らの身

近に災害の危険が迫っていることを伝達する。 

・他者からの避難の呼びかけが大きな動機付けとなる場合があることから、避難情報の

発令の際に、地域でお互いに避難行動を呼びかけることを促す。 

・避難情報の発令後も、その内容を繰り返し伝達すること等により、居住者等に避難情

報がより確実に伝わるよう努める。伝達手段としては、防災行政無線、広報車、自主

防災組織による声掛け等の直接居住者等に避難行動を促す手段が考えられる。他方、

情報の受け手が混乱しないよう、避難情報の内容（発令する避難情報、発令理由、発
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令対象区域、発令対象世帯数等）に更新がない場合には、避難情報を再度「発令」し

たり、Ｌアラートにおいて「同一情報の再配信」をしたりすることはない。（Ｌアラ

ートへの配信に関する留意事項等については「公共情報コモンズXML定義書解説資料

（最新版）」を参照する。） 

 

5.2.2 具体的な情報伝達例（防災行政無線の伝達文例） 

防災行政無線は、大量の情報を正確に伝達することが難しいことから、伝達文は簡潔

にすること、避難行動をとってもらうために緊迫感のある表現で、対象者がとるべき行

動を具体的に示すこと、風雨等で聞き取りづらいことから繰り返すこととする。 

避難情報を発令する際には、対象者がとるべき避難行動を理解できるよう、どのよう

な災害が、どの地域に発生するおそれがあるのか、どのような避難行動をとるべきか等

を具体的に伝える必要があることから、市は、あらかじめマニュアル等に災害種別や災

害の切迫度毎の伝達文を、地域の災害リスク等を踏まえ、具体的に定めておく。 

以下に、防災行政無線を使用して、口頭で伝達する場合の避難情報の伝達文の一例を

示す。ここで示した例に捉われず、地域の状況を踏まえ自ら表現を工夫して行う。例え

ば、過去の災害では、 

・市町村長が避難指示の発令に合わせ防災行政無線で直接的に避難を呼びかける 

・緊急的な記者会見を行う 

・「直ちに指定緊急避難場所へ避難するか高いところへ避難せよ」と命令口調で呼びか

ける等、通常と異なる情報伝達を行うことで、居住者等の注意を引くことができるよ

う工夫した事例もあるため参考にする。 

戸別受信機は居住者等への確実な情報伝達に有効であるため、積極的に導入する。 

また、登録制メールや緊急速報メール、各種 SNS 等による短い文での情報伝達につい

ては、以下の防災行政無線の伝達文例のほか、緊急速報メールの配信の手引きを参照す

る。 

緊急速報メール配信の手引き：

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/binary/pdf/service/areamail/manual.pdf 
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避難指示の伝達文の例（津波） 

（大津波警報、津波警報が発表された場合） 

■緊急放送！緊急放送！※1 

■こちらは、三沢市です。 

■大津波警報（又は、津波警報）が発表されたため、 

太平洋沿岸地域に「避難指示」を発令しました。 

■直ちに海岸や河川から離れ、○○等の避難場所など、 

できるだけ高い場所に緊急に避難してください。※2 
 
（強い揺れ等で避難の必要性を認めた場合） 

■緊急放送！緊急放送！※1 

■こちらは、三沢市です。 

■強い揺れの地震がありました。 

■津波が発生する可能性があるため、 

太平洋沿岸地域に「避難指示」を発令しました。 

■直ちに海岸や河川から離れ、○○等の避難場所など、 

できるだけ高い場所に緊急に避難してください。※2 
 

（津波注意報が発表された場合） 

■緊急放送！緊急放送！※1 

■こちらは、三沢市です。 

■津波注意報が発表されたため、太平洋沿岸地域の海岸部に「避難指示」を発令

しました。 

■海の中や海岸付近は危険です。 

ただちに海岸から離れて高い場所に緊急に避難してください。 
 
（※1「津波だ。逃げろ！」というような切迫感のある呼びかけも有効である。） 

（※2「できるだけ高い場所」という表現だけではなく、地域の実情に応じて、高台

や津波避難ビル、津波避難タワー等の具体的な指定緊急避難場所等への具体的

な避難先を呼びかける場合もある。） 

 

  



63 

5.3 避難指示の解除 

災対法第 60 条第 5項に「市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その

旨を公示しなければならない。」と規定されており、市長は、避難の必要がなくなったと

きは、直ちに、多様な手段を活用し、避難している住民が十分に把握できる方法でその旨

を公表・周知するとともに、県知事に速やかにその旨を報告する必要がある。また、災害

の切迫度が低下し、災害が発生するおそれがなくなった場合には、いずれの避難情報（高

齢者等避難、避難指示、緊急安全確保）を発令していたとしても、段階的にその避難情報

を下げるのではなく、避難情報を一度に完全に解除することが基本である。解除する場合

には、居住者等に対し、どの情報が継続して出ていて、どの情報が解除されたのか、ある

いは全ての情報が解除されたのか等を明確に伝達する。 

 

当該地域が避難指示発令の基準としている大津波警報、津波警報、津波注意報が解除さ

れた段階を基本として解除するものとする。浸水被害が発生した場合の解除については、

当該地域が避難指示発令の基準としている津波警報等が解除され、かつ住宅地等での浸水

が解消した段階を基本として、解除するものとする。 
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6. 津波に対する防災教育及び啓発の実施方針 
津波防災教育・啓発において最も大切なことは、住民等に対して自らの命は自らが守る

という点に立って、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には津波の発生を想起し、

大津波警報等の情報を待たずに自らできうる限り迅速に高い場所への避難を開始すること

とし、率先して避難行動を取ることを徹底させることである。 

また、地震による揺れを感じにくい場合には、大津波警報等による避難行動の喚起が重

要であり、大津波警報を見聞きしたら速やかに避難することも併せて徹底するとともに、

標高の低い場所や沿岸部にいる場合など、自らの置かれた状況によっては、津波警報でも

避難する必要があることも周知する必要がある。さらに、海水浴等により海岸保全施設等

よりも海側にいる人は、津波注意報でも避難する必要があることを周知する必要がある。 

また、地震発生直後は、積極的に津波情報を聞くようにすることについて日頃から周知

する必要がある。 

津波災害時においては、住民が率先避難することが基本であり、消防団員等の避難誘導

等に従事する者の安全確保も避難のリーダーとして住民と一緒になって率先避難すること

が望ましい。 

そのことについては事前に住民と話し合って理解を求めておく必要がある。 

なお、市町村等は、海岸保全施設等の整備状況、最大クラスの津波に対する指定緊急避

難場所等の安全性などについて、住民等に周知する必要がある。 

津波発生時に円滑な避難を実施するために、津波の恐ろしさや海岸付近の地域の津波の

険性、津波避難計画等について、教育、啓発を継続的かつ計画的に実施する。 
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三沢市の地域特性を踏まえた上で、津波に対する教育・啓発、避難訓練のあり方・実施

方針を整理した。 

 

表 6.1 津波に対する教育、啓発、避難訓練のあり方・実施方針 

三沢市の地域特性 

（津波避難に関する特徴） 

対策のあり方・実施方針 

教育・啓発 避難訓練 

地震発生から 24分で陸域

への津波浸水が始まる。 

津波到達時間の他、災害の

メカニズムを理解し自ら判

断行動することを周知す

る。 

避難誘導にあたる消防団等

の安全確保方策を検討・検

証する（津波到達前の退

避）。 

市北部は、避難場所までの

距離が長いため、自動車を

用いて避難する。 

避難手段を周知する。さら

に、車の乗合・近所で助け

合って避難することが必要

であることを周知する。 

 

自動車による渋滞発生の可

能性がある。 

地区毎に指定した避難経路

を使うよう周知する。 

自動車を用いた避難訓練 

渋滞発生箇所の把握と対策

の検討 

市南部は、避難所まで徒歩

避難する。避難者は自ら安

全なルートを選択して避難

する 

安全なルートを選択できる

よう、ハザードマップや看

板により、津波の浸水区域

を周知する。 

ワークショップ等を通じ

て、安全なルートを選択す

る訓練を行う。 

ビードルビーチの海水浴客

等に対して、迅速に避難情

報を伝える。 

来訪者に対し、津波到達か

ら避難まで時間的猶予が少

ないことを周知（看板、ビ

ラ、放送等） 

監視員等の避難誘導を行う

スタッフを対象とした避難

訓練を検討する。 

花火大会では、多数の来訪

者の避難によって混雑・混

乱が発生する可能性があ

る。 

来訪者に対する津波避難の

周知（3つの避難路の周

知） 

あらかじめ、避難誘導の具

体的な手順を検討・整理し

たマニュアルを作成する。 

大勢の来訪者の避難を想定

した、避難誘導を行うスタ

ッフを対象とした避難訓練

を検討する。 

 

 


