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凡　例

▼凡　例

▼

暴対法　→　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

道交法　→　道路交通法

平成19年反社指針　→　企業が反社会的勢力による被害を防止するための指

針（平成19年６月19日付け犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）

反社　→　反社会的勢力


