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Study on an Evacuation Behavior in Great East Japan Earthquake 

-A case in Akahama, Otsuchi-city, Iwate Pref.-  
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※浸水範囲は国土地理院 2万 5千分 1浸水範囲概況図 ( 岩手県 ) を元に作成。
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親戚の家に立ち寄り、
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皆が避難していたため、
自宅に戻らずに小学校に避難。
体育館にまで水が流れ込む。

小学校の裏にかけたハシゴから
自宅に戻る。
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複数で
行動

赤浜小学校

バスセンター・児童館

その他（三日月山等）

三協印刷

お墓

3丁目の広場

八幡宮

林道高台

一人で
行動

複数で
行動

林道高台

お墓
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