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汚染水をためた H4 エリアのタンク（写真：東京電力提供）

はずでした。

過程の中で汚染を除去し、再び

50

7

システムです。

9
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吉野川可動堰を止めた市民戦略』

期です。津波の影響で、タービ

『希望を捨てない市民政治

作業現場の情報を発信。７万人以上からフォローされる。
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※「ハッピーさん」3・11 直後から Twitter（@Happy11311）で原発
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