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福島復興に向けた当社取り組みの一例

年間トピックス

大熊町立大野小学校「思い出の品
持ち出し」への協力（３月）

学校再開に向けた協力
（富岡町・浪江町・葛尾村・
川俣町・飯舘村）（４月）

「ふくしまの酒」特別試飲
キャンペーン（４月）

「広野IGCC起工式」（４月）

「スポーツイベントへの協力と
共同開催」（８月）

「地域行事への協力と参加」
（８月）

ふくしま応援企業ネットワークとの
共催による「ふくしままつり
inパンダ広場」（11月）

「東京電力廃炉資料館の開館」 （11月） 富岡町

葛尾村

浪江町

羽田空港

御徒町パンダ広場

ドローンを活用した「イノシシ生息状況調査方法の実証試験」および
「新たなイノシシ対策実証試験」（富岡町：３月、浪江町：10月）

広野IGCC完成予想図

飯舘村

大熊町

富岡町

南相馬市

福島第二原子力発電所

広野火力発電所

福島第一原子力発電所

拡
大
図

富岡町

首都圏から福島を応援

浪江町

大熊町

楢葉町

主な取り組みの一例

富岡町広野町

楢葉町「天神原湿原」の
再生・保全への対応（２月）

楢葉町

福島復興に向け、地域イベントへの協力・参加等、より一層地域の皆さまに寄り添った取り組みを推進しています
避難指示が解除された地域を中心に、希少植物が生息する湿原の再生・保全への対応、帰還に向けた獣害対策等、
環境回復につながる取り組みを展開しています
「風評被害に対する行動計画」を策定し、「ふくしま流通促進室」を設置しました。さらに、首都圏の皆さまに福島県産品
の魅力を発信する取り組みとして、「発見！ふくしま」キャンペーン等を展開し、風評払拭に向けた取り組みを加速して
います
雇用創出等への取り組みとして、「世界最新鋭の石炭火力発電所の建設」等を展開しています
福島原子力事故の事実と廃炉事業の現状等をご確認いただける場として、「東京電力廃炉資料館」を設置しました

取り組みの凡例： ・・・ 復興推進活動 ・・・ 除染推進活動 ・・・ 流通促進活動 ・・・ 雇用創出 ・・・ 情報発信

「発見！ふくしま」キャンペーン
新米試食販売会（10月）

東急百貨店
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原子力損害賠償の進捗状況について

＜原子力損害賠償のご請求・お支払い等実績＞

＜賠償支払額及び要賠償額の推移＞

2018年11月30日現在

個人 ※１
法人・個人
事業主など

ご請求について

ご請求書受付件数（延べ件数） 約2,393,000件 約487,000件

本賠償の状況について

本賠償の件数（延べ件数） 約2,265,000件 約420,000件

本賠償の金額 ※ 約3兆4,518億円 約4兆9,892億円

これまでのお支払い金額について

本賠償の金額 ※２ 約8兆4,410億円①

仮払補償金 約1,529億円②

お支払い総額 約8兆5,938億円①＋②

※1 個人の自主的避難等に係る損害を含んでおります。

※2  仮払補償金から本賠償に充当された金額は含んでおりません。
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＜賠償項目別の合意金額の状況＞

＜ご案内を開始している主な賠償項目＞

個人 法人・個人事業主

2011年

８月：個人本賠償
・精神的損害
・就労不能等に伴う損害
・検査費用
・避難・帰宅・一時立入費用
・生命・身体的損害 等

９月：法人本賠償
・営業損害
・出荷制限指示等による損害
・風評被害
・間接損害 等

2012年

２月：自動車に対する賠償
自主的避難等に係る損害に対する賠償

７月：建物の修復費用等に係る賠償

２月：自動車に対する賠償

１２月：償却資産および棚卸資産の賠償

2013年

３月：宅地・建物・借地権等に係る賠償
家財の賠償

１１月：田畑に係る賠償

３月：宅地・建物・借地権等に係る賠償

１１月：田畑に係る賠償

2014年

１月：精神的損害（要介護者さま等への増額）に係る賠償
３月：移住を余儀なくされたことによる精神的損害に係る賠償

早期帰還に伴う追加的費用に係る賠償
避難指示解除後の相当期間に係る賠償
仏壇の賠償

４月：住居確保に係る費用の賠償
７月：墓石等の修理に係る賠償
９月：宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償

自主的除染に係る費用の賠償
９月：宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償

自主的除染に係る費用の賠償

2015年

２月：家財の個別賠償
３月：福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償

４月：墓石等の移転に係る賠償

６月：避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害の追加賠償

３月：避難等対象区域内の農林漁業以外の事業者さまに対する仮払
福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償

６月：新たな営業損害賠償等

2016年 ２月：住居確保費用（持ち家）の賠償における賠償上限金額の見直し １２月：農林業者さまに対する2017年１月以降の営業損害賠償等

2017年 ２月：住居確保費用（持ち家）の賠償における賠償上限金額の見直し １２月：平成30年以降の避難指示区域外の農林業における風評賠償

2018年

１月：移住を余儀なくされた区域における住居確保にかかる費用の
賠償のお取り扱い

３月：2018年4月以降における個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の
賠償のお取り扱い

８月：2019年以降の避難指示区域外の農林業における風評被害について

要賠償額<A>
(3/27資金援助額変更申請)

合意いただけた実績※1<B>
(2018年11月末現在)

Ⅰ．個人の方に係る項目 20,598億円 19,771億円

検査費用等 3,352億円 2,698億円

精神的損害 10,967億円 10,808億円

自主的避難等 3,626億円 3,626億円

就労不能損害 2,652億円 2,638億円

Ⅱ．法人・個人事業主の方に係る項目 29,657億円 28,793億円

営業損害 5,258億円 5,159億円

出荷制限指示等による損害及び風評被害 17,781億円 17,486億円

一括賠償（営業損害、風評被害等） 3,084億円 2,392億円

間接損害等その他 3,532億円 3,755億円

Ⅲ．共通・その他 20,917億円 17,963億円

財物価値の喪失又は減少等 14,756億円 13,756億円

住居確保損害 5,910億円 3,957億円

福島県民健康管理基金 250億円 250億円

Ⅳ．除染等※2 32,721億円 19,403億円

合計 103,895億円 85,932億円

※1 振込手続き中の方も含まれるため、これまでのお支払金額とは一致しません。 【B／A 83％】

※2 閣議決定及び放射性物質汚染対処特措法に基づくもの。
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＜ＡＤＲの対応状況＞

2018年12月7日現在

申立件数 24,289件

解決件数

23,111件

全部和解件数 18,710件

取下げ件数 2,491件

打切り件数 1,908件

却下 1件

和解の仲介をしない 1件

現在進行中の件数 1,178件
出典：原子力損害賠償紛争解決センターＨＰより

※申立件数のうち、当社に送達がなされているのは24,183件（11月末現在）

※当社に送達された件数は月平均で約93件（平成30年度）

※現在進行中の件数のうち、93件は一部和解が成立している

※和解金額は約3,059億円
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除染等推進活動実績

11月の活動実績

除染 中間貯蔵 廃棄物・リサイクル
環境回復・

コミュニケーション
その他

1,743人(33%) 2,291人(44%) 155人（3%） 826人(16%) 221人（4%）

11月の活動実績合計 5,236人

復興本社設立（2013年1月）からの累計 323,011人

中間貯蔵等に関する
研修への講師派遣等

[活動内容別実績（累績）] 2013年1月～2018年11月（人）

【参考】
・10万人到達・・・2015年 5月 7日

・20万人到達・・・2016年11月18日
・30万人到達・・・2018年 7月17日

至近の主な取り組み

2018年度活動内容の割合
(2018年4月～2018年11月）

35%

45%

2% 15%

3%

双葉町

大熊町

富岡町

特定復興再生拠点区域における
モニタリング等への対応
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調査結果については、内閣府が公表した
「特定復興再生拠点区域における放射線防護対
策に関する骨子案及び調査結果について」

（2018年11月）を参照

除染等推進活動実績

実施時期 2018年8月～

実施場所 双葉町（双葉駅）、大熊町（大野駅）、富岡町（夜ノ森駅）

実施人数 社員 延べ191人(2018年12月10日現在)

実施内容

内閣府からの依頼により、特定復興再生拠点区域におけるＪＲ常磐線３駅周辺の
避難指示解除に向けて、モニタリング等を実施（JAEAと協同で対応）

①歩行モニタリングによる駅周辺での空間線量率測定

②走行・歩行による駅周辺での放射性物質の付着調査

③公共施設での残置物の表面汚染密度測定

④内部被ばく評価のための駅周辺での大気浮遊粉じん採取

③残置物の表面汚染密度測定

①歩行モニタリング

④大気浮遊粉じん採取

③残置物調査

①歩行モニタリング

②放射性物質の付着調査

調査結果URL

双葉町

大野駅

双葉駅

夜ノ森駅

歩行モニタリング範囲

出典：地理院地図（電子国土Web）

https://www.nsr.go.jp/data/000254389.pdf

③残置物の表面汚染密度測定

特定復興再生拠点区域におけるモニタリング等への対応

富岡町

双葉町双葉町

大熊町

大熊町
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2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年11月
清掃・片付け 除草・除雪 一時帰宅対応等 その他

復興推進活動実績

[活動内容別実績（累積）] 2013年1月～2018年11月

至近の主な取り組み

浪江町

2018年度活動内容の割合
(2018年4月～2018年11月）

（人）

【参考】
・10万人到達・・・2014年 9月12日

・20万人到達・・・2015年10月15日
・30万人到達・・・2016年11月 3日
・40万人到達・・・2018年 2月 1日

11月の活動実績
清掃・片付け

（屋内清掃・大型家財搬出等）
除草・除雪

（町道・住宅進入路・公共施設等）
一時帰宅対応等

その他
（イベント運営補助・介護研修会等）

935人（15％） 3,865人（61％） 550人（9％） 974人（15％）

11月の活動実績合計 6,324人

復興本社設立（2013年1月）からの累計 454,946人

「第90回 富岡えびす講市」

「第34回 福祉まつり」への協力浪江町 鳥獣侵入防止柵設置への協力

富岡町

16%

58%

10%
16%
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復興推進活動実績

浪江町 鳥獣侵入防止柵設置への協力

実施時期 2018年11月30日

実施場所 浪江町

実施人数 社員 35人

実施内容
浪江町からの依頼により、鳥獣侵入防止柵(ネットフェンス)の設置作業に協力
約１haの農地に総延長約400ｍの柵を設置

＜活動の様子＞

設置作業の様子[2018年11月30日撮影]

設置前の様子[2018年11月30日撮影] 設置後の様子[2018年11月30日撮影]

設置作業の様子[2018年11月30日撮影]
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復興推進活動実績

「第90回 富岡えびす講市」「第34回 福祉まつり」への協力

実施時期 【イベント】2018年11月10日、11日 【復興推進活動】2018年11月9日～11日

実施場所 富岡町

実施人数 社員 延べ55人

実施内容

「第90回富岡えびす講市」および「第34回福祉まつり」の開催にあたり、えびす講市
運営委員会および富岡町社会福祉協議会からの依頼により、会場準備・片付け、運営
補助ならびに駐車場での車両誘導に協力
富岡えびす講市においては、富岡町商工会、婦人会の皆さまと「つきたて餅の振る舞
い」を実施

＜活動の様子＞

餅つきの様子[2018年11月10日撮影]
【えびす講市】

ステージ発表の様子[2018年11月11日撮影]
【福祉まつり】

つきたての餅を切り分けている様子
[2018年11月10日撮影]【えびす講市】

賑わいの様子[2018年11月10日撮影]
【えびす講市】
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「発見！ふくしま」キャンペーンの取り組み

流通促進活動実績

生産者様の言葉で福島の現状をお伝えする雑誌
記事を掲載(レタスクラブ､サンキュ!､ＥＳＳＥ等)

コンテンツサイトの「antenna」と連携して福島の
魅力をお届けする動画を作成。動画はキャンペー
ンの特設サイトで公開中

ＩＤ検索（@glw2362m）

ふくしま応援隊

今後の取り組み

福島を応援する友だちの輪が17万人超に拡大

（2018年12月24日時点）
ふくしまファンとなっていただいた消費者の
皆さまに、福島県産品販売イベントや友だち
登録限定のお得情報(外食店での特別割引など)
を提供

■雑誌：ＥＳＳＥ 12月号 ■動画：「antenna」

【ＬＩＮＥ友だち17万人突破】

開催場所 開催日 開催内容

東急ストア様
フレルさぎ沼店、金町店、藤が丘店、
フレルウィズ自由が丘店、河辺とうきゅう

11月23・24日
新米
「会津コシヒカリ」、「天のつぶ」の試食販売会

クイーンズ伊勢丹様
笹塚店、品川店

11月30日～12月2日 「福島牛」の試食販売会

東急ストア様
戸塚店、新丸子店、中央林間店、大森店、
プレッセプレミアム東京ミッドタウン店

12月1・2日
新米
「会津コシヒカリ」、「天のつぶ」の試食販売会

【福島牛の試食販売会】

日 時：2019年 1月17日(木)～20日(日) 

場 所：東急百貨店様 ２店舗

（東横店、吉祥寺店）

■福島牛

【福島の現状や魅力を情報発信】

【至近のイベント実績】

百貨店やスーパーにおいて、福島県産品の魅力と美味しさを伝える試食販売会を展開
当キャンペーンでは初めてとなる「福島牛」試食販売会をクイーンズ伊勢丹様２店舗において実施
今回ご協力いただいた店舗での福島県産米の常設化に向けて、イベントの継続開催を計画中

東急ストア様（藤が丘店）での販売会 クイーンズ伊勢丹様(笹塚店)での販売会
東急ストア様（プレッセプレミアム
東京ミッドタウン店）での販売会

新米 新米福島牛
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