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岩手県陸前高田市は︑東日本大震災で市街地が丸ごと津波にさらわれ︑約１８００人に及ぶ
死者・行方不明者が出た︒市職員の多くも犠牲になり︑
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ＵＲ都市機構は２０１１年４月から職員を派遣︑以来ずっと同市の復興まちづくりを支援している︒
現地ではいま︑膨大な量の土の移動を伴う大掛かりな工事が︑安全を最優先に進められている︒
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希望の象徴として再生・保存され
た 奇跡の一本松 。
その奥で、
大
量の土を山から平地部に迅速に
運ぶためのベルトコンベヤーの
建設工事が急ピッチで進む
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