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上ノ国町では、地震発生後 0分～ 13 分後に津波が
到達する想定となっています。津波の発生に備え、
日頃から避難場所や避難に用いる道路、避難階段等を
確認しましょう。
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津波を伴う地震が発生した場合、津波
から一時的に避難するための場所
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