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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＞ 2023年1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2,457,000件 約550,000件

本賠償の状況について

本賠償の件数（延べ件数） 約2,318,000件 約470,000件

本賠償の金額 ※２ 約3兆6,056億円 約6兆8,255億円

これまでのお支払い金額について

本賠償の金額 ※２ 約10兆4,311億円 ①

仮払補償金 約1,542億円 ②

お支払い総額 約10兆5,853億円 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

3兆4,777億円

3兆6,056億円

1,542億円

＜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 3兆3,478億円

(+977)

10兆5,853億円

2023/1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)

2011
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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＞
2023年1月31日現在

申立件数 28,756件

解決件数

27,895件

全部和解件数 22,200件

取下げ件数 3,208件

打切り件数 2,485件

却下・和解の仲介をしない 2件

現在進行中の件数 861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28,662件（1月27日現在）、月平均で約96件（2022年）

※現在進行中の件数のうち、13件は一部和解が成立している

※和解金額は約3,478億円

要賠償額<A>
(2022年3月22日資金援助額変更申請)

賠償合意実績※

（2023年1月末現在）

20,834億円                      20,132億円

検査費用等 3,493億円                         2,829億円

精神的損害 10,995億円                        10,958億円

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

就労不能損害 2,721億円                         2,718億円

33,057億円                      32,296億円

営業損害 5,594億円                        5,515億円                        

出荷制限指示等による損害及び風評被害 19,526億円                       19,403億円                       

一括賠償（営業損害、風評被害等） 3,320億円                        2,634億円                        

間接損害等その他 4,617億円                         4,743億円

Ⅲ．共通・その他 22,484億円                      19,938億円

財物価値の喪失又は減少等 15,447億円                        14,831億円

住居確保損害  6,787億円  4,857億円

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  33,478億円

125,865億円                     105,846億円

※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　84%】
※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
1,092,792人
（前月比＋4,125人）

対応件数
5,238件/年度

※

（前月比+559件）

環境再生・復興推進活動

イベント開催日数
※

26,492日
（前月比+667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

※2022年度の累計

※イベント開催･･･試食販売会・飲食店フェア等

■2023年１月までの実績

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
2023年

１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

除草

清掃･片付け

一時帰宅対応営農再開

イベント対応

放射線管理

見回り･ご依頼等

復興推進活動
2023年

１月末時点

【復】 ３月地域行事・イベントへの協力
【流】 ３月の福島県産品販売会の主な開催予定

賠償お支払総額
約 10兆5,853億円

（前月比＋44億円）

⑥北野エースマルイ志木店様
⑦シャポー船橋店様
⑧CIAL鶴見様
⑨スーパーマルト(36店舗)様

３月24日(金)～３月25日(土)
３月24日(金)～３月26日(日)
３月24日(金)～３月27日(月)
３月25日(土)～３月27日(月)

〔小売店催事〕
①北野エース東武池袋店様
②sakana bacca(8店舗)様
③ヨークマート(100店舗)様
④スーパーマーケットリオン・ドール(68店舗)様
⑤東武百貨店船橋店様

３月３日(金)～３月４日(土)
３月４日(土)～３月17日(金)
３月４日(土)～３月５日(日)
３月10日(金)～３月13日(月)
３月10日(金)～３月12日(日)
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双葉町ダルマ市（双葉町）、里がえりもちつき大会（大熊町）等

福島復興へ向けた取り組み①

福島復興本社の主な取り組み

■ ふくしまの桃・イッピンまつり（6/1～8/31）

2022年

復興のステ－ジに合わせ、地域の二－ズを的確に捉え、取り組みを進めていきます。

【今後の取り組み】

■：環境再生活動 ■：復興推進活動 ■：流通促進活動 ■：その他

ふくしまの桃・イッピンまつり

「発見！ふくしま」キャンペ－ン

夏の地域イベントのお手伝い

※お魚まつりでは3万食以上販売(11/17～20)

■ お盆・お彼岸に向けた墓地除草のお手伝い

オーストラリア大使館へ桃贈呈

■ 雑草抑制・景観向上のためのカバープランツ共同調査（浪江町）

2023年

5月

6月

7月

営農再開に向けた収穫のお手伝い

ドミニカ共和国、オーストラリア

1月 ■ 「ふくしま卯んまいグルメ福袋」販売（大丸東京店様）

※廃炉の理解活動などでつながりのある当社が
大使館との仲介を実施

■ SAKANA＆JAPAN FESTIVAL in 万博記念公園(5/27～29)

4月
■ 富岡町桜まつり（4/9～4/10）のお手伝い

新年の地域イベントのお手伝い

相馬野馬追「お行列」

サツマイモ栽培

水稲栽培

■ 廃炉資料館 来館者10万人到達

■ 「大熊町環境情報サイネージ」コンテンツリニューアル（4/1）の協力

タイで桃のイベント
(8/11-25)

ベトナムで
梨のイベント

(10/22-11/27)

シンガポールで
日本酒と県産品の
イベント(11/2-8)

アメリカで県産米の
イベント(1/15-17)

10月

8月

夏：「相馬野馬追」「標葉郷野馬追祭」開催に向けた会場準備のお手伝いや、「お行列」への参加
（南相馬市・浪江町）
「はやま湖花火大会」の車両誘導等のお手伝い（飯舘村） 等

秋：とんやの郷「TONYA2022」（川俣町）、パークゴルフ大会（飯舘村）
ウインターフェスティバル（南相馬市）、かつらお感謝祭（葛尾村）、標葉祭り（大熊町）
かわうち祭り-秋の陣-（川内村）、紅葉の坂下ダムウォーキング（大熊町）
えびす講市・福祉まつり（富岡町）、十日市祭（浪江町）
ふたばワールド2022（双葉町）、東北五大やきそばサミット（浪江町） 等

9月

■ 地域イベントのお手伝い

■ JA全農福島さまによる2カ国大使館への「福島県産の桃」贈呈

■ 「発見！ふくしま」キャンペ－ン（10/15～12/16）
～あがらんしょ 秋の恵みの大感謝祭～

■ 新年の地域イベントのお手伝い（ブース出展、イベント会場準備、
車両誘導等）

■ ■ 営農再開に向けたお手伝い

海外での
流通促進活動

夏：サツマイモ栽培に向けた肥料散布、水稲栽培の獣害対策用の金網・
電気柵設置

秋：収穫のお手伝い

■ ■準備宿泊開始に伴う地域の見回り活動（葛尾村、大熊町、双葉町、富岡町）
個人線量計の貸し出し、測定結果分析・報告（葛尾村）
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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（３月予定）～

福島復興へ向けた取り組み②

いわきブイヤベースフェスタ in ワンダーファーム

３月12日（日）10:00～16:00開催日
いわき市のワンダーファーム様が主催の「魚」と「農」をコラボしたイベント「いわきブイヤ
ベースフェスタ」に、「発見！ふくしま」として初めて参加し、園内で行われる各種催し物を
盛り上げます。

会場では、ワンダーファーム様が「常磐もの」を使ったブイヤベースやあんこう鍋を振る舞う
ほか、福島県産食材を使ったメニューを提供するキッチンカーの出店や、園内の施設で新鮮な
地元野菜などを販売するマルシェを開催します。

大鍋ふるまいブース① 福島県産品マルシェ③② キッチンカー出店

※写真はイメージです

ワンダーファーム

ワンダーファーム園内
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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（３月予定）～

福島復興へ向けた取り組み③

松坂屋上野店「ふくしまフェア」開催

PLAY PARK FUKUSHIMA IN 四季の里 Supported by 発見！ふくしま

「SAKANA ＆ JAPAN FESTIVAL 2023 in 万博記念公園」の
ふくしまブース出店

■３月８日(水)～3月14日(火) 10:00～18:00
※「ふくしまフェア(生鮮食品フェア)」;14日(火)まで
※「東北物産展」;13日(月)まで

松坂屋上野店様で、福島県産の生鮮食品などを取り揃えた「生鮮食品
フェア」を開催し、隣接するおかちまちパンダ広場では、キッチン
カーによる「常磐もの」を中心にしたメニュー提供＆ステージイベント
を開催します。

また、同時開催される「東北物産展」にも参加します。

大阪府吹田市の万博記念公園で、福島県産の鮮魚を
使用した海鮮丼などを提供する「発見！ふくしま」
７ブースを出店します。

公式キャラクターのめっけちゃんやチームめっけ～ず
が駆けつけ、「常磐もの」の美味しさと魅力を関西
の皆さまへ発信します。

■３月17日(金)～３月21日 (火・祝日)
９:30～18:00

■３月25日(土)～３月26日(日) 10:00～16:00

福島市の四季の里で、キッチンカーによる福島県産食材を
使用したメニュー販売や、マルシェを開催します。

公園内のキャンプイベントでは、参加人数を前回の30組から
40組に増やし、宿泊者の皆さまに「常磐もの」をプレゼント
し、その美味しさをご堪能いただきます。

上野御徒町駅

浅草方面

渋谷方面

JR
御
徒
町
駅

上野方面

秋葉原方面

都営大江戸線

松坂屋

北口

東口

松坂屋
本館

おかちまち
パンダ広場

開催日

開催日

開催日

■３月11日(土) 11:00～19:00、３月12日(日) 11:00～18:00
※「発見！ふくしま キッチンカーフェスティバル」
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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 ２月実績～

福島復興へ向けた取り組み④

「発見！ふくしま お魚まつり」
in SAKANA＆JAPAN FESTIVAL 2023 

２月23日 (木・祝日)～２月26日 (日)

常磐ものを使用した海鮮丼や鍋料理・海鮮パエリアなど、多彩なメニューを皆さまに
味わっていただきました。
「発見！ふくしま」公式アンバサダーの箭内夢菜さんや福島県各地のご当地キャラクター
がステージに登場し、イベントを盛り上げました。
２月24日はオーストラリア大使館、26日はドミニカ共和国大使館の皆さまにお越しいた
だき、「常磐もの」をご堪能いただきました。

東京都渋谷区の代々木公園で、福島県産「常磐もの」をＰＲするイベントを開催
しました。
「常磐もの」の海鮮丼やアンコウのパエリアなど11ブース出店し、約30種類の
メニューを用意し、４日間で３万４千食を販売しました。

「発見！ふくしま」ブースの様子会場の様子

「発見！ふくしま」ブース提供メニュー

仮

ドミニカ共和国大使館の視察の様子
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