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南海地震を想定した避難移動手段に関する 

基礎的研究 

 

川 村 優 希* 
 

At fundamental research on evacuation by car for coming Nankai 
earthquake tsunami 

Yuki KAWAMURA 
 

Near future, the occurrence of the Nankai earthquake is certainly. Moreover, elderly 
segment of our population is increasing rapidly. When thus, the Nankai earthquake occurs, 
how should it take refuge from the elderly people who are the calamity weak? Or it becomes 
important how it should take refuge for taking refuge to a safe evacuation area more 
efficiently. This research shows the result at the time of making a car into transportation of 
refuge for urban area using GIS. Moreover, it aimed at exploring the possibility of refuge 
using car from the result. 
 
Key Words: GIS, tsunami disaster prevention, refuge route analysis, calamity week

1.緒  言 

我が国は沿岸域に多くの人口集中地区が分布しており，

過去の巨大地震発生時には，震災後に襲来した大津波の

ために市街地の住民に大きな被害が発生している．長周

期的で繰り返し発生する地震・津波に備えて，中央防災

会議の専門調査会によれば，2001年を基準に，1854年

の安政南海地震と同じマグニチュード(Ｍ)8.4 規模の南

海地震発生確率を，10年以内10 ％未満，30年以内40 ％
程度，40年以内60 ％程度，50年以内80 ％程度として

いる 1)．2006 年 1 月 1 日を起点とした値は，10 年以内

10 ％程度，30 年以内 50 ％程度，50 年以内 80 ％～

90 ％となる 2)．これは，1946 年に発生したＭ8.0 の昭

和南海地震の約4倍もの地震規模とされる．また，2002
年度末，中央防災会議の専門調査会は，南海地震と東南

海地震が同時に発生した宝永地震のＭ8.6 規模の地震発

生の可能性を発表した 3)．この地震は 1946 年に発生し

た昭和南海地震の約8倍の地震規模であり，日本史上で

は最大級の地震とされる． 

このような巨大地震発生時には，津波を想定し，浸水

予想域や境界域の住民は出来るだけ早く安全な場所に避

難しなければならない．特に，高知県では，場所によっ

ては 2～3 分で津波が襲来してくるという予測が出てお

り，高知県中央部でも 20～25 分で津波が襲来すると予

測される 4)． 地震津波から逃げるためには，できるだけ

早く，安全な場所に避難することである．一般に，予想

を超える高さの津波が発生する恐れもあることから，浸

水予想領域外の高台に避難することが望ましいとされて

いる． 

本研究は，避難困難領域を対象とした避難誘導計画の

基礎データを収集し，その方向性を明らかにするもので

ある．この検討対象として，本来用いてはならないとさ

れている自動車による避難の可能性を検討した．その方

法として，GIS（地理情報システム）を用いて，津波発生

時に浸水予想領域からの避難のシミュレーションを行っ

た．この結果から，自動車利用における制限事項と活用

方法を提言した．  

 

2.高知県の南海地震津波防災 

高知県では平成11年度及び平成13年度に津波の浸水

予測を実施し津波浸水予測図の作成を行った．しかし，

その手法は直接津波を陸域へ遡上させるものではなく沿

岸部（沖合）で想定される津波高さや津波波形を求め簡

便的な手法により陸域部の浸水範囲を予測したものだっ

た．また，中央防災会議が平成 15 年に東南海・南海地

震が同時発生した場合の被害想定を公表し，「東南海・南

海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

（平成 14 年法律第 92 号）」を踏まえた「東南海・南海

地震対策大綱」を公表するとともに，高知県全域を含む
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「東南海・南海地震防災対策推進地域」を指定した． 
これらから高知県では平成 15 年度に，津波の波源位

置を移動させる「高知県モデル」により「第2次高知県

地震対策基礎調査」を行ない，各市町村における津波避

難計画や津波ハザードマップ作成のための基礎資料とし

て，さらにハード整備における津波対策検討用の参考資

料として活用することを目的に河川や陸域への遡上など

を考慮した詳細な津波浸水予測図を作成した．この予測

図によると，高知市の中心市街地のほぼ全域が浸水予想

領域に含まれており，日常生活圏を占める浸水予想領域

は広く，避難移動しなければならない住民の数は多い． 
 津波防災に関しては，正確に予測しがたい津波に対し

て，防ぐ対策（ハード対策）を優先的に進めることは，

海岸施設等の規模の設定や建設に要する時間，あるいは

膨大な経費などさまざまな問題が山積することから，津

波災害から確実に人命を守るためには，逃げる対策（ソ

フト対策）を最重要課題として取り組むこととしている．

そしてハード対策はソフト対策である避難対策をより確

実なものとするための補強対策として位置付けられてい

る． 
  

3.地理情報システム 

(GIS：Geographic Information System) 

3.1 GISとは 

 GIS とは，広義には「実世界を空間的に管理すること

により，より合理的な意思決定を行おうとするアプロー

チ全般」を意味するが，狭義には，「空間情報を作成･加

工･管理・分析・表現･共有するための情報テクノロジー」

を意味する 5)．本研究では，避難経路は GIS ソフト

Arcviewを用いて図示している． 

 GIS の効果は「地図の利用・維持管理」，「情報の視覚

化」，「空間解析」，「意思決定支援」，「統合化」である．

例えば，①住所や所有者名などを指定することで，該当

する地図を検索し，画面上に表示することができる．②

画面上で図形を指示することにより，その図形に付属す

る属性データを参照することができる．また逆に，ある

属性データから該当する図形を検索表示することもでき

る．③任意に描いた図形や，画面に表示されている図形

を利用して，距離計算や面積計算を行うことができる． 

 

3.2 津波防災とGIS 

GIS では基本となる地図に豊富な地理情報を盛り込ん

で「主題図」を作成する．これを基に必要なものを取り

入れ，不要なものは削除することにより，様々な情報を

効果的に引き出すことができる． 

本研究では，GIS を用いた道路網ネットワークデータ

を作成し，住民の避難行動のシミュレーション解析に用

いる．避難行動の解析結果は，GIS によって視覚的・面

的に表現する．このために，道路網ネットワークとして，

道路網を構成するリンクとリンクの両端の終点あるいは

終点ノードの接続データを作成する．GIS データの道路

網ネットワークの初期状態は，重複するノードを異なる

ノード番号で接続する状況があり，そのデータ量は大き

い．道路網ネットワーク作成の主な作業はその修正作業

である．これを終えれば，避難経路解析として，避難経

路を最短距離経路で検索し，避難行動の解析結果を，GIS

によって視覚的・面的に表現することができる．また，

避難所要時間を道路網の断面通行量などから推定するこ

とによって，避難行動を評価することも可能である． 
GIS による解析に用いた地図データは，国土地理院の

数値地図2500（空間データ基盤），数値地図50 mメッシ

ュ（標高），平成7年国勢調査地域メッシュ統計である．

道路網は3 m以上のリンクと交差点であるノードで構成

した．世帯数の分布は50 mメッシュデータの属性として

追加し，最も近い道路網ノードを起点として避難するこ

ととした．GIS ソフトArcview を用いて高知市の標高を

色の濃淡で区分した．また，須崎市も高知市と同様にし

て作成した． 

まず，GIS を用いて高知市と須崎市の地図データを読

み込み，道路網ノードとリンクを追加した．結果を図3.1
～図3.4に示す. 
 

 
Fig.3.1 Road network node on Kochi city map 

 

 

Fig.3.2 Road network link on Kochi city map 
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Fig.3.3 Road network node on Susaki city map 

 

 
Fig.3.4 Road network link on Susaki city map 

 

 次に，この図に標高のデータを加える．この標高のデ

ータをあらかじめ2～3 mごとに色分けをしておく．こう

しておくと，視覚的に分かりやすく表示される．高知市

と須崎市の標高をGISで表した図を, 図 3.5 と図 3.6 に

示す.色が濃くなるほど標高が低いことを表す. 

 最後に各ノードに人口のデータを加えると，本研究で

用いる解析のデータとなる．このGISデータを用いて避

難速度分析を行った． 

 

Fig.3.5 Road network data with altitude on Kochi city map 
 

 

Fig.3.6 Road network data with altitude on Susaki city map 

4.浸水予想領域における避難困難領域 

4.1 浸水予想領域と津波到達予想時間の推定 

 高知市と須崎市の浸水予想領域を,GIS を用いて図 4.1
と図 4.2 に示す．本解析では，高知県モデルにおける満

潮時の津波高さと地盤変位量の合計最高値 6.62 を基本

として，高知市では8 m以下，須崎市では9 m以下を浸

水領域とし，その中に含まれる各世帯が10 m以上の高台

に避難するとした 6)．また，高知県では，場所によって

は2～3分で津波が襲来してくるという予測が出ており，

高知県中央部でも 20～25 分で津波が襲来すると予測さ

れる．本研究においては津波到達予想時間を 20～25 分

として解析を行った． 

 

Fig.4.1 Predicted flood area of Kochi city 
 

 

Fig.4.2 Predicted flood area of Susaki city 
 

4.2 避難困難領域の推定 

4.2.1 住民の避難速度 

 住民の避難速度は，浸水が予想される地域において，

避難を開始してから高台などの避難場所まで到達するに

は所要時間を決定する重要な要素である．地域防災デー

タ総覧の地域避難編 7)には，大人のみの歩行速さ 1.42 
m/s，子供連れの場合 1.02 m/s，老人単独の場合 0.948 
m/s，老人グループの場合0.751 m/sとなっている．また，

住居地域を整備するモデルとされる 1 km2の近隣住区に

１カ所の避難場所を確保することを基本として，避難場

所がカバーする最大距離を500 mと仮定した場合，津波

発生後 10 分以内に避難することが望ましいとして，住

民の避難速さを500 m/10分（0.833 m/s）と仮定する．

ここで，地震発生後，避難準備（地震動2分＋玄関前ま

での避難3分）に5分，近隣住民の安否確認に5分の合
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計10分を避難開始遅れとする 8)．したがって、避難時間

を津波到達予想時間の20分から避難開始遅れの10分を

引いた残りの 10 分間と考える．この避難速度は，老人

グループと老人単独の避難速度の中間程度に当たるため，

本研究では，この避難速度を用いることとした． 

 

4.2.2 高知市における避難困難領域 

高知県では南海地震時に津波が到達する時間は，早い

場所で2～3分，高知県中央部では20～25分で襲来する

という予測が出ている． この予測時間から避難開始遅れ

の10分を除いた残りの10分で避難するものとする． 
 作成したGISの地図データから，概略の避難距離を算

出すると，図4.3のようになる.高知市中心部の浸水地域

の北側では，遠くて約6.2 ㎞，標高の低い地域の中心部

からでも約2 ㎞ほどの距離があった．6.2 ㎞の方は，北

側の高台への避難は実際には行わないと推測するが，避

難距離2 ㎞の場所は，周り全てが浸水地域に入っている

ため，近くに十分な避難施設が設けられていない限りか

なりの距離を避難しなければならなくなる．住民の徒歩

速さを 500 m/10 分とする場合，津波到達までに避難可

能な距離は500 mとなる．浸水領域中心部から浸水領域

外へ避難する距離は約4倍になり，避難は困難になる． 
 

 

Fig.4.3 Distance for tsunami evacuation at Kochi city 
 

4.2.3 須崎市における避難困難領域 

 須崎市においても，避難に用いる時間を10分以内，避

難速さを500 m/10分として検討した．なお，その移動限

界距離を，換算係数1.2を用いて経路距離に換算した約 
10分間の歩行直線距離約417 mと仮定した場合の，避難

可能領域，あるいは逆に避難困難領域を図4.4に示す．線

で囲っている色の濃い部分が，避難困難領域である． 

 避難所を中心に半径417 mの円を描いている。円内に

含まれる山手側の濃い色の部分も，山側に逃げるとした

仮定から避難困難領域となる。この図から明らかなよう

に，須崎市においてもかなりの部分が避難困難領域とな

る． 

 
Fig.4.4 Unsafe region for tsunami evacuation in Susaki city 
 

4.3 避難困難領域における対策の種類 

津波災害からの避難の方法として，以下の3通りの方

法が挙げられる． 

①移住する．一般に，避難場所の安全な領域は，浸水

が予想される地域外の高台としている 9)．1993年の

北海道南西沖地震において，地震発生後5分以内に

奥尻島を襲った津波の高さは 30 m に達したとされ

る．現在は，津波による被害の大きかった奥尻町青

苗地区は，従来の居住地域に定住することが危険で

あると判断され，高台への移転が行われている 10)．

しかし，このような事例は他にほとんど見あたらな

い． 

②浸水予測領域内に緊急一時避難場所を増設する．し

かし，内閣府の「津波避難ビル等に係わるガイドラ

イン」が 2005 年 6 月に示されるなど，具体的な設

置は官民高層ビルの活用も含めて今後の課題とい

えよう． 

③自動車で避難する．この方法は通常使ってはならな

いとされる方法だが，徒歩による避難に時間がかか

り，あまり遠くの場所への避難が困難である地域に

おいては，自動車を用いた避難も起こりうる現象で

ある． 

 本研究では，上記①，②，③のうち，起こりうる現象

であるとして，③の自動車による避難について分析する

こととした．昭和南海地震が起きた 1946 年の高知県の

自動車保有台数データは残っていないが，その3年後の

1949 年のデータでは，保有台数は 1 728 台とあるが，

1991年には465 326台にまで増加している11)．つまり，

昭和 21 年の南海地震時の移動手段は徒歩であるが，現

在では， 自動車を用いた避難は起こりうる現象であると

いえよう．
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5.自動車を用いた避難所要時間分析－移住や避難

所設置が困難として－ 

5.1 地域限定による分析 

5.1.1 高密度の高知市を対象とした分析 

まず，高知市の主要道路網である県道384号，16号，

270 号，6 号，368 号，38 号と国道 38 号線上各 1 カ所

の合計7カ所のノードを避難の目標地点の高台と仮定し

た．この高台に，最も近い道路網ノードから，最短距離

計路上の道路網リンクに沿って避難するものとした．ま

た，本解析では避難は世帯単位で行うものと考え，各世

帯の道路網上の移動手段は自動車を含めた任意とした．

高知市の道路網ネットワークを構成するノード数は 18 
297，リンク（往復）数は48 934である．道路網ネット

ワーク最短距離経路探索方法は，ダイクストラ法を用い

た 12)． 
GISを用いたリンク通行量の解析結果を図4.1に示す．

ここで，断面通行量0は非表示として500以下，1 000
以下，5 000以下，10 000以下，10 001以上の５段階の

リンク線幅で区分した． 

 

 
Fig.5.1 Traffic density of link in Kochi city 

 

高知市内の道路網の道路種別を第 4 種都市部第 1～3
級の標準的な断面であると仮定し，可能交通容量の平均

を求めると1 300台/hとなる事から，断面交通量を1 300
台/hで割って所要時間を求めた．また，最大移動距離と

徒歩速度   500 m/10分=0.833 m/sによる所要時間を求

めた．表 5.1 は，浸水域内の世帯が全て自動車で避難す

る場合と徒歩で避難する場合を表す．  
結果は，自動車を用いた避難よりも徒歩での避難の方

が早い．しかし，避難時間の短い県道 38 号を自動車で

避難する場合を除き，津波予想最短到達時間（20～25
分）には避難が間に合わない．従って，安全な避難場所

を分散した避難行動計画が必要であるといえる． 

本解析に用いた可能交通容量1300 台/hは，ある断面

を1時間に通行することのできる台数であり，この断面

を 25 分間に通行できる台数は，1300×(25／60)≒542
台である．これ以上の台数が通行すると，渋滞が起こり，

スムーズな通行が不可能になる．従って，道路の断面通

行量が 542 台であれば 25 分以内の避難が可能であると

いえる．また，避難時間の幅を 20～25 分としているた

め，20 分間に通行できる台数は約 433 台，避難開始遅

れを考慮した避難時間10分間では約217台である． 
本解析では避難に用いる車線数を1車線として解析し

たが，避難は困難であるという結果になった．従って津

波到達までに避難可能な避難所近辺の車線数を求めてみ

る．道路の車線整備は片側3車線の両側6車線が現実的

な車線数と考えると，内1車線は緊急車両用に空けると

して，避難に用いることのできる車線数は5車線になる．

この車線数と解析結果から求めた避難所近辺の必要車線

数を比較する．なお，必要車線数は断面通行量を542台

で割って求めたものである． 
 表5.2に示すように，最も多い県道270号では両側105
車線必要である．これは，現実的に不可能な車線数のた

め，避難所を増設し，避難所近辺の断面通行量を減らす

必要がある． 

 

Table.5.1 Evacuation time (Kochi) 

 

Table.5.2 Number of lane for car evacuation(Kochi) 
K384 K016 K270 K006 K368 K038 R56

66 5 104 8 17 1 30 

 

5.1.2 低密度の須崎市を対象とした分析 

次に，須崎市においても県道 23 号，県道 314 号，国

道56号，国道494号，県道315号線上各1カ所の合計

5 カ所のノードを避難の目標地点の高台と仮定した．須

崎市のノード数は1 386，リンク数は3 486である．そ

の他の仮定は，高知市の場合と同じとした． 

GISを用いたリンク通行量の解析結果を図5.2に示す

と，高知市の場合と同じようにTree状に集合している様 

子が示されている． 

Height

Traffic 

volume of 

family unit

A 

Maximum 

migration 

length (m) 

B 

Time by 

car (h) 

A/1300 

Time on 

foot (h)

B/0.833

K384 35 255 15 497 27.1 5.2 

K016  2 503  4 742  1.9 1.6 

K270 56 350 15 527 43.3 5.2 

K006  3 961  5 796  3.0 1.9 

K368  8 892  4 951  6.8 1.7 

K038    213  2 688  0.2 0.9 

R56 16 249  7 026 12.5 2.4 
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Fig.5.2 Traffic density of link in Susaki city 
 

また，表 5.3 に高知市と同じに仮定した自動車および

徒歩の避難所要時間を示す． 
 解析結果は，県道315号線を除き，自動車による避難

所要時間が徒歩による避難所要時間よりも短くなってい

る．しかし，自動車による避難は，県道314号線と国道

494 号線以外は津波予想最短到達時間を超えている．従

って，安全な避難場所を分散した避難行動計画が必要で

あるといえる．また，この結果から，断面通行量が少な

い場合，自動車によるお年寄りや子供の避難誘導計画の

可能性を検討する必要があるといえる． 

 高知市同様に，津波到達予想時間 25 分以内の避難に

必要な避難所近辺の車線数を求めた結果を，表 5.4 に示

す．県道315号以外は1車線か2車線あれば避難できる

という結果になった． 

 

Table.5.3 Evacuation time (Susaki) 

Height 

Traffic 

volume of 

family unit 

Maximum 

migration 

length (h) 

Time by 

car (h) 

Time on 

foot (h)

Ｋ23   612 4 305 0.5 1.4 

Ｋ314   220 2 654 0.2 0.9 

Ｒ56 1 085 3 084 0.8 1.0 

Ｒ494    72 1 727 0.1 0.6 

Ｋ315 4 748 5 048 3.7 1.7 

 

Table.5.4 Number of lane for car evacuation (Susaki) 
K23 K314 K56 K494 K315

2 1 2 1 9 

 

5.2 対象者限定による分析 

5.2.1 高齢者を含む要介護者の現状 

近年，医療などの発達に従い我が国の高齢者数は著し

く増加している．2000年には65歳以上人口は2 187万

人で高齢化率は17.2 %（概ね人口の6人に1人）となっ

た．1998 年の高知県の高齢化率は 22.5 ％、全国では

16.2 %である 13)．今後更に増加し，2020年には65歳以

上人口は3 334万人，高齢化率は26.9 %になると予想さ

れる．また，要介護者の数も年々増加傾向にある．1993
年要介護者数は 200 万人に登り，2025 年には 520 万人

になると見込まれている．厚生省の社会保障総合調査報

告（H4）14)によると，日常生活が不自由になった場合，

在宅生活を希望している65歳以上の割合は70 %を超え

ている．1996年高知県の在宅要介護者数は9 281人とな

っている．一方，要介護者に関する問題点として，介護

者の高齢化があげられ，家庭で介護する者の5割以上が

60歳以上というデータがある． 

 これらの事実から，要介護者在宅世帯では地震発生時

に要介護者を背負うまたは，自力避難の方法は難しいと

予想できる．従って，要介護者在宅世帯では，車イスか

自動車を用いて避難する方法が考えられる． 

 

5.2.2 高知市における要介護者在宅世帯を対象とし

た分析 

本研究に用いる要介護者在宅世帯数は，全世帯数の

19%と仮定した．これは，2020 年度の予想高齢化率

26.9 ％に日常生活が不自由になった場合の在宅介護希

望者割合 70 ％をかけた数値である．また，要介護者在

宅世帯の分布の偏りは，全世帯の分布の偏りと同様とし，

解析は全世帯における解析結果の数値が 19%になった

ものとして考えた． 

 

Table.5.5 Evacuation time (family with physically 
handicap person) 

Height

Traffic 

volume of 

family unit 

Time by 

car 

(h) 

K384 6 639 5.1 

K016   471 0.4 

K270 10 611 8.2 

K006   746 0.6 

K368 1 674 1.3 

K038   40  0.03 

R56 3 060 2.4 

 
表 5.5 は，要介護者在宅世帯のみが自動車で避難した

場合の所要時間を表している．高知市においては，要介

護者在宅世帯のみが自動車で避難する場合でも，県道38
号と県道 16 号以外では避難が間に合わないという結果

になった．  
 この解析結果も，避難車線数が1車線なので，避難困
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難なルートが 25 分以内に避難するのに必要な避難所近

辺の車線数を表5.6に示す． 
 

Table.5.6 Number of lane for car evacuation 
(family with physically handicap person) 

K384 K016 K270 K006 K368 K038 R56

12 1 20 2 3 1 6 

 

 高知市の対象者を限定する前の必要車線数より減って

はいるが，県道 270 号に至ってはまだ片側 10 車線が必

要である．これにより，県道 384 号，270 号，国道 56
号は新たな避難場所と避難ルートの選定が必要といえる． 

 

5.3 考察 

この検討の結論として,高密度・低密度の両地域におけ

る，健常者の自動車の利用は不可能であるといえる．し

かし，自動車による避難が有効である場合が示された．

低密度地域での自動車による対象者を限定した避難の有

効性の結果から，これを災害時の弱者対策に生かす必要

がある．例えば，道路を災害時の緊急車両の利用に加え，

弱者用自動車が利用できるような整備を行う．弱者用自

動車は緊急車両用回転灯など明確な目印となるものを行

政側が予め配布するなどして限定しておく．こうしてお

くことにより，災害時の道路利用者が限定され，自動車

による避難の可能性が出てくる． 

我が国においては，医療の発達によりこれから先ます

ます高齢者が増加していく中で，災害時の避難困難者の

避難移動手段が重要になってくると思われる．したがっ

て，対象者を限定した場合の自動車による避難は，有効

な方法の一つであると考える．しかしながら，本解析に

おいて，高知市のような高密度地域における対象者限定

の避難は困難であった．したがって，高密度地域は対象

者を本解析においては高齢者を含む要介護者としている

が，今後，どの程度までなら自動車による避難が可能で

あるかを解析してその上限を出し，対象者の限定枠を決

定付けると今後の災害弱者対策に役立てられると考える． 

 本研究では，南海地震後の津波からの避難を想定して

解析を行ったが，南海地震による道路の閉塞は無いもの

として解析を行っている．実際に南海地震が発生した場

合，本研究の解析よりも避難が困難な道路状態になるこ

とが容易に予想できる．また，今回の解析において，避

難する世帯は高知市，須崎市全体で見ており，浸水域外

の世帯も設定した避難場所に向かって避難する結果にな

った．この2点を踏まえ，浸水域内の世帯のみの避難解

析と閉塞率を考慮した避難解析，また，要介護者在宅世

帯のみの避難では世帯分布の実際の偏りを考慮した避難

解析を行うとより現実に即した解析結果が得られると考

える． 

6.結  言 

本研究は，浸水域内の全世帯あるいは要介護者在宅世

帯が，高知市では7カ所，須崎市では5カ所の避難場所

に向かう場合を想定し，自動車の発生・集中交通量，最

大避難距離・所要時間を求めたものである． 

解析結果から得られた結果は次のようになる． 

(1)高密度の高知市を対象とした場合，自動車を用いるよ

りも徒歩での避難の方が早いという結果になった．し

かし，自動車・徒歩での避難両方とも津波到達予想時

間までの避難は困難である． 

(2)低密度の須崎市を対象とした場合は，高知市ほどの混

雑はみられず，県道 315 号線を除き自動車の方が徒

歩での避難よりも早いという結果になった．また，25
分以内の避難は，5つの線の内，2つの線のみという

結果になった．しかし，断面通行量が少ない場合は自

動車による避難が有効である可能性があるといえる． 

(3)高知市における要介護者在宅世帯を対象とした場合，

避難時間はずいぶん早くなったものの，県道38号，

県道16号以外は避難が間に合わないと言う結果にな

った． 
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