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里がえりもちつき大会（大熊町）、双葉ダルマ市（双葉町）等

福島復興へ向けた取り組み

福島復興本社の主な取り組み

葛尾村・大熊町・双葉町

■ ふくしまの桃・イッピンまつり（6/1～8/31）

2021年

■■ 福島復興へ向けた活動実績 累計100万人到達（7/21）

■ 秋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、駐車場誘導等）

■ 「発見！ふくしま」キャンペ－ン（10/2～12/17）

「相馬野馬追」の開催に向けた会場準備や車両誘導などのお手伝い（南相馬市・浪江町）

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】

■ FIT制度適用に伴い得られた収益の一部拠出（猪苗代水系 金川発電所）

■：環境再生活動 ■：復興推進活動 ■：流通促進活動 ■：その他活動

ふくしまの桃・イッピンまつり

「発見！ふくしま」キャンペ－ン

福島復興へ向けた活動
除染への協力営農再開のお手伝い

※お魚まつりでは2万食完売(11/19～21)

■■ 「かつらおヤギ広場がらがらどん」のオープン（5/29）に向けたお手伝い（葛尾村）

「天山祭り」の会場敷地内の除草や清掃作業等のお手伝い（川内村）等

■ 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

■ 【東京2020オリンピック関連】JA全農福島様による2カ国大使館への
「福島県産の桃」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）

とんやの郷「TONYA2021」（川俣町）、パークゴルフ大会（飯舘村）

2022年

5月

6月

7月

8月

10月

11月

12月

カバープランツ共同調査

サツマイモ栽培を行う地元の方々と一緒に電気柵の設置や苗の植え付けを実施（楢葉町）

■ 「地域の特産品づくり」のお手伝い（秋には収穫のお手伝いを実施）

葡萄の苗木の植え付けや病害予防に必要なレインガードを設置（川内村）等

■ 夏の地域イベントのお手伝い（イベント会場準備、駐車場誘導等）

ドミニカ共和国、オーストラリア

ウインターフェスティバル（南相馬市）、葛尾大尽屋敷「能・狂言」（葛尾村）
標葉祭り（浪江町・双葉町・大熊町・葛尾村）、かわうち祭り（川内村）
紅葉の坂下ダムウォーキング（大熊町）、みやこじオータムフェスタ（田村市）

1月 ■ 「ふくしま虎イアルグルメ福袋」販売（大丸東京店様）
■ 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、駐車場誘導等）

■■ 準備宿泊に向けた生活基盤整備のお手伝い

準備宿泊に向けた取り組み

※累計100万人到達(7/21)

■ 除染推進室から「環境再生室」への名称変更

地域の特産品づくり（サツマイモ）

※廃炉の理解活動でつながりのある当社が大使館との仲介を実施

南相馬市・川俣町・浪江町・葛尾村
双葉町・大熊町・富岡町

KIDODAMスワン祭り（楢葉町）、ふくしま緑の百景歩こう会（富岡町）
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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2,447,000件 約534,000件

本賠償の状況について

本賠償の件数（延べ件数） 約2,310,000件 約458,000件

本賠償の金額 ※２ 約3兆5,845億円 約6兆4,544億円

これまでのお支払い金額について

本賠償の金額 ※２ 約10兆0,390億円 ①

仮払補償金 約1,538億円 ②

お支払い総額 約10兆1,927億円 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

3兆3,869億円

3兆5,845億円

1,538億円

＜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 3兆0,675億円

(+977)

10兆1,927億円

2022/1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
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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1月31日現在
申立件数 27,607件

解決件数

26,737件

全部和解件数 21,354件

取下げ件数 3,020件

打切り件数 2,361件

却下 1件

和解の仲介をしない 1件

現在進行中の件数 870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27,515件（1月28日現在）、月平均で約98件（2021年）

※現在進行中の件数のうち、22件は一部和解が成立している

※和解金額は約3,415億円

要賠償額<A>
(2021年9月30日資金援助額変更申請)

合意いただけた実績※1<B>
(2022年1月末現在)

20,803億円                        20,046億円

検査費用等 3,470億円                            2,800億円

精神的損害 10,992億円                           10,919億円

自主的避難等 3,625億円                            3,624億円

就労不能損害 2,715億円                            2,702億円

32,304億円                        31,502億円

営業損害 5,495億円                           5,481億円                           

出荷制限指示等による損害及び風評被害 19,173億円                          19,027億円                          

一括賠償（営業損害、風評被害等） 3,306億円                           2,602億円                           

間接損害等その他 4,328億円                            4,391億円

Ⅲ．共通・その他 22,401億円                        19,694億円

財物価値の喪失又は減少等 15,401億円                           14,681億円

住居確保損害  6,750億円  4,763億円

福島県民健康管理基金  250億円  250億円

Ⅳ．除染等※2  49,508億円  30,675億円

125,018億円                       101,918億円

※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　82%】
※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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8%

46%

9%

14%

8%
11%

4%

36%

40%

12%

12%

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

1,033,388人
（前月比＋4,785人）

対応件数

6,039件/年度
※

（前月比＋1,238件）

賠償お支払総額

約 10兆1,927億円
（前月比＋49億円）

環境再生・復興推進活動

イベント開催日数
※

15,187日
（前月比+359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１月までの実績

【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（①～④）

〔首都圏〕
①発見！ふくしまお魚まつり 巨大キッチンカーキャラバン ３月 ３日(木)～ ６日(日)
②松坂屋上野店パンダ広場 様 （キッチンカー出店) ３月12日(土)～13日(日)
③発見！ふくしまお魚まつり 東京下町”三大銀座”お弁当ジャック ３月24日(木)～27日(日)
④その他、百貨店、スーパー等のフェア開催

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

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

復興推進活動
2022年

１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

～川俣町「絹の里やまきやスケートリンク」のお手伝い～

取組内容

「川俣スケートクラブ」さま(*）からのご依頼により、当社は、2021年11月から2022年2
月にかけて、川俣町山木屋地区にある「絹の里やまきやスケートリンク」で、リンク整備
やスケート場運営のお手伝いを行いました。

小中学校のスケート教室では、低学年児童が安全にスケートを楽しめるよう、スケート靴
の紐を結んだり、リンクまで手を引くなどのお手伝いを行いました。
(*)「川俣スケートクラブ」：川俣町スポーツ協会に所属し、川俣町から委託を受けスケートリンクの管理・運営を行っている

地域住民の有志団体

■当社のお手伝い（リンクの整備・スケート場運営補助）■

■来場者の様子■

・11月からリンク整備を開始し、１月22日のオープン以降は、リンク整備とともに運営スタッフ

として、来場者対応や貸靴のメンテナンスのお手伝いを行いました。

リンク整備の様子（夕方から水撒き）

スケート教室の様子ソリのように加工した椅子で滑る子供達

リンク整備の様子（降雪時にリンク上の雪かき）
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福島県産品の流通促進の取り組み
～キッチンカーを活用した福島食材メニューの販売～

福島復興へ向けた取り組み②

■「ふくしまレストラン」キッチンカーの出店実績
コロナ禍を機にキッチンカーの機動性や柔軟性を活かし、様々な場所で福島食材の美味しさや魅力を
直接PRするため、2021年9月より本格始動しました。
日頃から福島食材を取り扱う飲食店様と連携して、首都圏のビジネス街のランチスポットや商業施設を
はじめ、各種イベント等で出店してきましたが、新たにご高齢者向け住宅での出店も開始し、ご入居者
様のほか地域住民の方からも好評いただいております。

キッチンカー外観・販売メニュー

販売風景：クイーンズ伊勢丹武蔵境店様

旬の常磐サバサンド

肉厚あんこうと会津味噌タルタルの
究極フィッシュバーガー 常磐もの贅沢ミルクブイヤベース

幻のなめらかプリン
無添加おおくまベリー掛け

福島牛×常磐カレイのブラックカレー

常磐もの
あんこう贅沢セット

◆キッチンカーの販売実績

※2022年2月23日時点

• 日頃から福島県産食材を取り扱っている飲食店様と連携
し、福島食材を使った特別メニューを7,715食提供。
（2022年2月23日時点）

• ふくしま応援企業ネットワークの会員企業様にもご協力
いただき、首都圏各地に出店先を拡大中。

• 出店にご協力いただいた飲食店様からは「キッチンカー
の販売営業は初めてで不安だったが、お客さまに喜んで
いただくことができた。また出店したい」などのお声も
あり、一部施設からは定期的な出店オファーをいただい
ている状況。

キッチンカー出店スケジュールの情報はこちら⇒

SOMPOケア：介護サービスや高齢者向け住宅を運営

販売風景：SOMPOケア様施設
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『巨大キッチンカーキャラバン』
期間：3月3日（木） ▶ 3月6日（日）
場所：TOKYO TORCH Park 他（全7カ所）

[開催日程・場所]（予定）

■３月３日（木）～ ４ 日（金）11～15時
・TOKYO TORCH Park（東京都千代田区）
・大手町サンケイビル前広場（東京都千代田区）
・渋谷ストリーム・稲荷橋広場（東京都渋谷区）

■３月５日（土）11～18時
・有明ガーデン（東京都江東区）
・イオンモール多摩平の森（東京都日野市）
・クイーンズスクエア横浜（横浜市西区）

■３月６日（日）11～18時
・有明ガーデン（東京都江東区）
・イオンモール多摩平の森（東京都日野市）
・横浜赤レンガ倉庫（神奈川県横浜市中区）

福島県産品の流通促進の取り組み
～キッチンカーを活用した福島食材メニューの販売（３月予定）～

福島復興へ向けた取り組み③

「発見！ふくしま」お魚まつり 『常磐もの』メニューの出張販売

キッチンカー外観(イメージ)

発見！ふくしまお魚まつりの情報はこちら⇒

初開催

全部盛り（メガ）

シラウオ・ネギトロ・イクラ3色盛り ヒラメとメイプルサーモン2色盛り メイプルサーモンとイクラ親子盛り

全部盛り（普通）

TOKYO TORCH Park

※メニュー写真はイメージ

の巨大キッチンカー!

の調理スペース（従来キッチンカー比）
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『東京下町“三大銀座”お弁当ジャック』
期間：3月24日（木） ▶ 3月27日（日）

時間：全日11:00～16:00（予定）

場所：①戸越銀座（品川区） ②砂町銀座（江東区） ③十条銀座（北区）

福島県産品の流通促進の取り組み
～福島食材メニューのテイクアウト販売（３月予定）～

福島復興へ向けた取り組み④

「発見！ふくしま」お魚まつり 『福島食材』お弁当テイクアウト販売

初開催

①戸越銀座商店街

①

③

出典：国土地理院

ウニ貝焼きかにみそ飯弁当

ホッキ飯弁当

アナゴ重弁当

③十条銀座商店街②砂町銀座商店街

※メニュー写真はイメージ

②

サンマづくし弁当

※各商店街に設けた期間限定店舗において開催予定。
※コロナの影響により開催内容が変更となる場合あり。 発見！ふくしまお魚まつりの情報はこちら⇒

福島牛のウニ、カニまみれ弁当
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