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第4章 おわりに 

 

本報告書では、平成 27 年度に新宿駅周辺防災対策協議会が新宿駅周辺エリアにおける大規模

地震災害時の災害対応能力の向上を目的として実施した総会、セミナー、講習会および総合防災

訓練等からなる一連の活動について報告した。 
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