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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＞

2018年8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2,379,000件 約484,000件

本賠償の状況について

本賠償の件数（延べ件数） 約2,258,000件 約418,000件

本賠償の金額 ※２ 約3兆4,320億円 約4兆7,578億円

これまでのお支払い金額について

本賠償の金額 ※２ 約8兆1,898億円①

仮払補償金 約1,529億円②

お支払い総額 約8兆3,427億円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。

＜賠償支払額及び要賠償額の推移＞

(億円)

2011/10/28
1兆109億円

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

3兆0,253億円

3兆4,320億円

1,529億円

＜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 1兆7,324億円

(+977)

8兆3,427億円

2018/8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)
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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8月末現在)

20,598億円                  19,728億円

検査費用等 3,352億円                     2,684億円

精神的損害 10,967億円                    10,787億円

自主的避難等 3,626億円                     3,626億円

就労不能損害 2,652億円                     2,629億円

29,657億円                  28,584億円

営業損害 5,258億円                    5,130億円                    

出荷制限指示等による損害及び風評被害 17,781億円                   17,391億円                   

一括賠償（営業損害、風評被害等） 3,084億円                    2,351億円                    

間接損害等その他 3,532億円                     3,710億円

Ⅲ．共通・その他 20,917億円                  17,791億円

財物価値の喪失又は減少等 14,756億円                    13,701億円

住居確保損害  5,910億円  3,839億円

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  17,324億円

103,895億円                 83,428億円

※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　80％】
※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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2018年9月7日現在

申立件数 24,047件

解決件数

22,684件

全部和解件数 18,412件

取下げ件数 2,413件

打切り件数 1,858件

却下 1件

現在進行中の件数 1,363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23,920件（8月末現在）

※当社に送達された件数は月平均で約97件（平成30年度）

※現在進行中の件数のうち、96件は一部和解が成立している

※和解金額は約3,021億円

＜ＡＤＲの対応状況＞
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除染等推進活動実績

8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

1,687人(34%) 2,304人(46%) 97人（2%） 771人(15%) 170人（3%）

8月の活動実績合計 5,029人

復興本社設立（2013年1月）からの累計 307,722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8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

富岡町

2018年度活動内容の割合
(2018年4月～2018年8月）

大阪大学「環境放射線研修」
への協力

除染後の水田における
景観向上・地力回復に向けた実証試験

大熊町・双葉町

35%

45%

2% 15%

3%

4



除染等推進活動実績

除染後の水田における景観向上・地力回復に向けた実証試験の実施

実施時期 2018年4月～

実施場所 富岡町

実施人数 社員 延べ40人

実施内容

除染により地力を失い、その後、耕作が再開されていない水田の景観向上・
地力回復に向けて、緑肥植物※ (へアリーベッチ等)の栽培試験を実施

※緑肥植物：栽培後田畑にすきこむことにより土壌改良の作用のある植物。今回使用したヘアリーベッチは
空気中の窒素を吸収することにより、土壌を肥沃化する効果がある

水田での栽培試験 へアリーベッチ開花状況

今後の予定 地力データの取得・分析(10月下旬)後、秋まき(11月上旬)の準備予定

大阪大学「環境放射線研修」への協力

実施時期 2018年9月3日

実施場所
浜通り分析施設（富岡町）、廃炉国際共同研究センター[JAEA] (富岡町)、
福島第一原子力発電所（大熊町・双葉町）

実施人数 社員 8人

実施内容

大阪大学主催｢環境放射線研修(8月31日～9月5日)｣の放射能濃度測定等に協力（学生等46名）

① 当社の分析施設を活用し、学生が自ら採取した土壌・農作物の核種分析・放射能
濃度測定の支援や、遠隔操作ロボットの操作体験

② 福島第一原子力発電所の見学案内

廃炉作業で使用した遠隔操作ロボットの操作体験
（福島廃炉技術開発推進室と共同）

核種分析・放射能濃度測定支援

浜通り分析施設 廃炉国際共同研究センター
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復興推進活動実績

[活動内容別実績（累積）] 2013年1月～2018年8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8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

8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）

380人（7％） 3,566人（65％） 555人（10％） 1,018人（18％）

8月の活動実績合計 5,519人

復興本社設立（2013年1月）からの累計 435,271人

飯舘村

18%

55%

11%

16%

川俣町

いわき市

「第16回川俣ｼｬﾓ祭りin川俣」
への協力

飯舘村の畜産再開に向けた
牛舎の清掃

「2018ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in なみえ」
「2018なみえ夏まつり」への協力

双葉町「復興公営住宅勿来酒井
団地盆踊り」への協力

6



■双葉町復興公営住宅
勿来酒井団地盆踊り

■2018ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙinなみえ
■2018なみえ夏まつり

■第16回川俣シャモ祭り
in川俣

年月日 2018年8月8日､10日～12日 2018年8月11日、12日 2018年8月24日、25日、26日

場 所 いわき市 浪江町 川俣町

活動人数 社員延べ39人 社員延べ20人 社員延べ36人

内 容

・会場設営､片付け
・車両誘導

・車両誘導
・会場片付け

・事前準備､会場設営､片付け
・イベント補助

復興推進活動実績

地域イベントへの協力

地域からのご要請を踏まえ、夏祭り等のイベント開催に向けた運営補助に協力

飯舘村の畜産再開に向けた牛舎の清掃

実施時期 2018年9月4日、5日

実施場所 飯舘村

実施人数 社員 延べ42人

実施内容
飯舘村内での畜産再開に向け、
飯舘村振興公社の牛舎清掃を実施

＜活動の様子＞
清掃前の様子[2018年9月4日撮影]

牛舎清掃の様子[2018年9月4日撮影] 清掃後の様子[2018年9月4日撮影]

シャモ丸焼き調理の様子
[2018年8月26日撮影]

駐車場での車両誘導の様子
[2018年8月12日撮影]

会場設営の様子
[2018年8月11日撮影]
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「キャンペーン特設サイト」を開設
福島県産品を扱ったイベント等
の情報を随時発信

流通促進活動実績

「発見！ふくしま」キャンペーンの取り組み
－キャンペーンオープニングイベント－

品川駅構内での福島県産品販売会開催

≪イベント概要≫

【開催日時】 2018年９月14日（金）10：30～20：00

2018年９月15日（土）11：00～19：00

【場 所】 ＪＲ品川駅 中央改札内（駅構内）

【販売商品】 福島県のお米、野菜、果物、加工品、日本酒 等（合計約80品目）

【当社対応】 ２日間で延べ45人

【出 店 者】 東西しらかわ農業協同組合様 等

【実 績】 イベント期間での購入者数 約1,500人

■商品陳列の様子［2018年9月14日撮影］■販売会の様子［2018年9月14日撮影］

キャンペーンの今後のイベント情報

【今後のイベント情報】

■福島県産米

■今後のイベント開催イメージ

LINE＠への会員登録で福島を応援

LINE＠に友だち登録をしていただくと、
お得な情報などをお届けします

【特設サイトイメージ】

「発見！ふくしま」キャンペーン特設サイト
http://www.tepco.co.jp/fukushima-cp/

キャンペーン特設サイト

≪友だち登録≫

○目標 ・・・ 10万人

○実績 ・・・ 約6,000人
（2018年9月26日12時時点）

ＩＤ検索（@glw2362m）

このＱＲコードから登録をお願いします

■福島牛

＜お得な情報など＞
・アンケート調査にご協力
いただいた方を対象に
毎月100名様に
福島県産品をプレゼント
・福島県産品を扱った
イベント情報
・福島県産品の魅力を
伝える記事や動画の
お知らせを配信

開催時期 開催場所 開催内容

９月
28・29日

センター南駅
（横浜市営地下鉄）

福島県産品の販売イベント

下旬
都内スーパー
（３店舗）

新米の販売イベント

10月 中・下旬 都内百貨店・スーパー 新米の販売イベント

11月

10・11日
御徒町駅前

（東京都台東区）
福島県産品の販売イベント
（ふくしま応援企業ネットワークと連携・開催）

10・11日 松坂屋上野店 新米＆福島牛の販売イベント
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