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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＞ 2022年3月31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2,449,000件 約536,000件

本賠償の状況について

本賠償の件数（延べ件数） 約2,311,000件 約459,000件

本賠償の金額 ※２ 約3兆5,887億円 約6兆6,685億円

これまでのお支払い金額について

本賠償の金額 ※２ 約10兆2,572億円 ①

仮払補償金 約1,539億円 ②

お支払い総額 約10兆4,110億円 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。

2020/3/19
11兆8,822億円

(+5,288)

(億円)

2019/9/26
11兆3,534億円

2011/12/27
1兆7,003億円

2013/5/31
3兆9,093億円

(+6,894)

(+6,662)

法人・個人
事業主など

個人

仮払補償金

3兆4,047億円

3兆5,887億円

1,539億円

＜折れ線＞
要賠償額

＜棒＞
支払額

【新・総特】
2013/12/27

4兆9,088億円
(+9,995)

2014/7/23
5兆4,214億円

(+5,125)

【総特】
2012/3/29

2兆5,462億円
(+8,459)

2012/12/27
3兆2,430億円

(+6,968)

2015/3/26
6兆1,252億円

(+7,037) 2015/6/29
7兆 753億円

(+9,501)

2016/3/18
7兆6,585億円

(+5,831)

2016/12/27
8兆3,664億円

(+7,078)

除染等 3兆2,637億円
(+977)

10兆4,110億円

2022/3累計

(+12,405)

2017/6/28
9兆7,047億円

【新々・総特】
2017/5/11

8兆4,641億円

2018/3/27
10兆3,895億円

(+6,848)

2011/10/28
1兆109億円

2019/3/19
10兆9,672億円

(+5,776)
(+3,861)

(+4,394)

2021/3/22
12兆3,216億円

2021/9/30
12兆5,018億円

(+1,802)

【四次総特】
2021/7/21

12兆3,216億円

2022/3/22
12兆5,865億円

(+846)

(年/月)
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＜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

2019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

９月：消費税率引上げにともなう住居確保費用（持ち家）の賠償における賠償上限金額の見直し

＜賠償項目別の合意金額の状況＞

＜ＡＤＲの対応状況＞＜ＡＤＲの対応状況＞ 2022年3月29日現在
申立件数 27,952件

解決件数

26,910件

全部和解件数 21,482件

取下げ件数 3,047件

打切り件数 2,379件

却下・和解の仲介をしない 2件

現在進行中の件数 1,042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27,780件（3月25日現在）、月平均で約126件（2022年）

※現在進行中の件数のうち、18件は一部和解が成立している

※和解金額は約3,427億円

要賠償額<A>
(2022年3月22日資金援助額変更申請)

合意いただけた実績※1<B>
(2022年3月末現在)

20,834億円                        20,091億円

検査費用等 3,493億円                            2,819億円

精神的損害 10,995億円                           10,942億円

自主的避難等 3,624億円                            3,624億円

就労不能損害 2,721億円                            2,704億円

33,057億円                        31,664億円

営業損害 5,594億円                           5,483億円                           

出荷制限指示等による損害及び風評被害 19,526億円                          19,128億円                          

一括賠償（営業損害、風評被害等） 3,320億円                           2,605億円                           

間接損害等その他 4,617億円                            4,446億円

Ⅲ．共通・その他 22,484億円                        19,746億円

財物価値の喪失又は減少等 15,447億円                           14,716億円

住居確保損害  6,787億円  4,779億円

福島県民健康管理基金  250億円  250億円

Ⅳ．除染等※2  49,488億円  32,637億円

125,865億円                       104,140億円

※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。

Ⅰ．個人の方に係る項目

Ⅱ．法人・個人事業主の方に係る項目

合計
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福島復興へ向けた取り組み

福島復興へ向けた取り組み実績

活動人数
1,043,007人
（前月比＋5,211人）

対応件数
6,800件/年度

※

（前月比＋414件）

賠償お支払総額
約 10兆4,110億円

（前月比＋2138億円）

環境再生・復興推進活動

イベント開催日
数

※

16,405日
（前月比+698日）

流通促進活動原子力損害賠償

環境再生・復興推進活動の業務別割合

ふくしま流通促進室発足（2018年２月）からの累計

復興本社設立（2013年1月）からの累計

環境再生・復興推進活動

※2021年度の累計

※イベント開催･･･試食販売会・飲食店フェア等

■2022年３月までの実績

【復】 ５月地域行事・イベントへの協力

【流】 ５月の福島県産品販売会の主な開催予定（①～③）
〔首都圏〕 ①東急百貨店 二子玉川店 ５月12日(木)～15日(日) 

②ルミネ立川店 ５月18日(水)～22日(日)
③シャポー船橋店 ５月27日(金)～29日(日)

今後の主な活動予定 〔凡例〕 【環】・・環境再生活動 【復】・・復興推進活動 【流】・・流通促室活動 【他】・・その他

除染

中間貯蔵

環境再生活動
2022年

３月末時点

環境回復・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

廃棄物・
リサイクル

復興推進活動
2022年

３月末時点

一時帰宅対応

除草

清掃･片付け

見回り･ご依頼等

イベント対応放射線管理

営農再開
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福島復興へ向けた取り組み①

「大熊町環境情報サイネージ」コンテンツリニューアルの協力

取組内容

大熊町が管理する「大熊町環境情報サイネージ（電子掲示板)」 のコンテンツリニューアル
に向け、当社は「放射性物質と放射能」、「除染」の新たなコンテンツの作成を行いました。

当社はこれまでの知見を活かしながら関係者の皆さまと協力し、町が取り組む情報発信や
放射線に関する理解活動を継続的に実施しています。

今後の予定
今後も様々な機会を通じて、ご帰還を検討されている方や大熊町に訪れる多くの皆さま
に安心いただけるよう、引き続き、理解活動に取り組んでまいります。

出典：大熊町ＨＰ（https://www.okuma-signage.jp/）

大熊町役場内１階ロビー(2019年12月設置)

■ 設置状況

ＪＲ大野駅舎内２階待合所(2020年8月設置)

■ 大熊町環境情報サイネージのメニュー画面

・ 大熊町役場とＪＲ大野駅に「大熊町環境情報サイネージ」を設置

・ 2022年４月１日 コンテンツリニューアル

※「大熊町環境情報サイネージ」‥町内に設置されたモニタリングポストの測定値や放射線関連のコンテンツを表示し、
環境放射線の状況をお伝えするタッチパネル式の電子掲示板

・Ｑ１．放射性物質と放射能について
・Ｑ５．除染について

［当社が担当したコンテンツ］

※
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福島復興へ向けた取り組み②

「特定復興再生拠点区域」の避難指示解除に向けた取り組み
～富岡町桜まつりへの協力～

■「富岡町桜まつり2022」【４月９日（土）・10日（日）】

取組内容

特定復興再生拠点区域の避難指示解除を目指す富岡町において、４月９日・10日に
「富岡町桜まつり2022」が開催され、当社は、富岡町のご依頼により会場受付や
来場者誘導などのお手伝いを行いました。

今回、初めて桜まつり実行委員会※さまからブース出店のお誘いをいただき、当社の
取り組みをご紹介させていただきました。

当社は、今後も地域の賑わいを創出するお手伝いに取り組んでまいります。

※桜まつり実行委員会：主催者の富岡町より運営業務を受託。地元企業が協力し桜まつりの開催をサポートしている。

• 会場受付にて、検温・消毒・パンフレットの配布や来場者誘導のお手伝いを行いました。

• 当社ブースでは、パネル・パンフレットで復興推進活動や廃炉の取り組みをご紹介しました。

元気全開！YOSAKOIショー

会場受付でのお手伝い
（検温等）

当社ブースの様子

夜の森桜のトンネル
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福島復興へ向けた取り組み③

「特定復興再生拠点区域」の避難指示解除に向けた取り組み
～富岡町準備宿泊へのお手伝い状況～

取組内容

富岡町では、特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向け、４月11日から準備宿泊が
開始されました。

当社は、富岡町のご依頼により、昨年８月から準備宿泊開始に向けた町営団地の屋内片付け
や多目的集会所の片付けを行ってまいりました。また、住民の皆さまからの依頼により、
屋内片付けや進入路の除草のお手伝いも行っております。

準備宿泊開始後は、特定復興再生拠点区域内の見回りも実施しています。住民の皆さまの
ご要望を丁寧にお聞きし、一人でも多くの帰還につながるよう取り組んでまいります。

■準備宿泊へのお手伝い状況

・実施日：2021年８月～11月
・場 所：町営団地
・内 容：30戸の屋内片付け

荷物搬出

・実施日：2021年８月27日
・場 所：多目的集会所
・内 容：屋内片付け

荷物搬出

・実施日：2022年４月11日～
・場 所：特定復興再生拠点区域内

・内 容：２回/週

見回り活動（例）

巡回の様子 お声掛けの様子

2022年３月
富岡町発行の『準備宿泊のしおり』に特定復興再生拠点区域内における進入路除草や
屋内片付け支援のご案内を掲載。

冊子でのご案内

①地域を巡回 ②お声掛けやご自宅を訪問 ③お手伝い

庭木枝切り作業

屋内片付け作業

町営団地の片付け 多目的集会所の片付け 見回り活動

[イメージ]
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福島県産品の流通促進の取り組み
～お米・牛肉・水産品などのイベント開催（４、５月予定）～

福島復興へ向けた取り組み④

■「道の駅ふくしま」オープニングイベントに出店 4月27日(水)

道の駅ふくしま(福島市大笹生)のオープニングイベントに初出店。キッチンカーによる「常磐もの」
を使用したメニューを販売。

【イベント概要】
日時：４月27日（水） 10時～17時（予定）
場所：道の駅ふくしま 敷地内

福島県福島市大笹生字月崎１－１
※写真はイメージです

移動水族館アクアラバンキッチンカー

【実施概要】
①キッチンカー３台(予定)による「常磐もの」を使用したメニューを提供
②アクアマリンふくしま移動水族館“アクアラバン”展示
③「発見！ふくしま」公式キャラクター“めっけちゃん”も参加

常磐もの
しらすハーフピザ

常磐ものイカのぽっぽ焼き

道の駅ふくしまホームページ↑

■PLAY PARK FUKUSHIMA IN 四季の里Supported by 発見！ふくしま
5月21日(土)～22日(日)

四季の里 福島市農村マニュファクチャー公園において、福島県産食材を使用したメ二ューの
販売ならびに福島県産品のマルシェ開催。

【イベント概要】
日時：５月２１日（土）～２２日（日） 10時～16時（予定）
場所：四季の里 福島市農村マニュファクチャー公園

福島県福島市荒井字上鷺西１－１ ※写真はイメージです

【実施概要】
①キッチンカーなどによる福島県産食材を使用したメニュー販売
②福島県産品を販売するマルシェの出店
③キャンプ宿泊者限定に“常磐もの詰め合わせセット”を25セットプレゼント予定
※コロナの影響により開催内容が変更となる場合あり。 四季の里公式ホームページ↑

初開催

初開催

ふくしまレストランキッチンカー キャンプマルシェ
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福島県産品の流通促進の取り組み
～お米・牛肉・水産品などのイベント開催（４月実績）～

福島復興へ向けた取り組み⑤

■パエリア・タパス祭り 4月15日(金)～17日(日) 実績報告

日比谷公園(東京都千代田区)において、常磐ものを使用したスペイン料理のほか、ふくしま
レストラン(キッチンカー)による福島県産食材を使用したメニュー全3,100食以上完売！
来場者 約55,000人に福島食材の美味しさや魅力をPR。

「発見！ふくしま」ブースの様子

常磐ものイカスミのパエリア

ふくしま全部のせ
海と大地のブロシェット

※写真はイメージです

はじめまして、「めっけちゃん」です。
今後、「発見！ふくしま」のイベントで、
積極的にＰＲ活動をしていきますので
よろしくお願いします。

常磐ものメヒカリのアヒージョ
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