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災害後の救助・緊急医療と
復旧・復興

人口・産業・経済の過度の
集中と甚大な災害
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分野を超えた学術連携の
必要性
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東日本大震災（2011）を受け
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防災学術連携体

Japan Academic Network for Disaster Reduction

防災減災・災害復興に関する学会ネットワーク
日本学術会議 防災減災学術連携委員会とともに活動
防災関連の学術総合ポータルサイト https://janet-dr.com/
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行政 組 織との連 携が必 要です。
防災学術連携体の次の活動とし
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