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１ 出荷制限等に係る損害 

（１） 青果物の出荷制限 

・下記品目で、商品廃棄、圃場廃棄、不耕作等に 

よる損害が生じている。 

・また、制限解除後も出荷再開までの期間におい 

て利益が損なわれている。 

品 目 出荷制限期間 地 域 参 考 
ホウレンソウ 3/20(※)～4/27 全 県 642ha(H21) 

カキナ 3/20(※)～4/14 全 県 12ha(H20) 

シュンギク 3/25～4/14 全 県 66ha(H21) 

生茶葉 5/19～ ２地区 69ha(H22)全県 

                   ※国の出荷制限指示は 3/21 

（２）牧草の給与制限 

・3 月 19 日に、事故発生後に刈り取った牧草の給与や放牧の制限について、国か

ら指導があった。 
・また、4 月下旬からの県内を５地域に分けた牧草モニタリング調査では、4 地

域で暫定許容値を上回る結果となり、乳用牛・肉用牛への牧草の給与制限が現

在も続いている。 
・これにより、牧草の廃棄や代替飼料の購入（価格 
が牧草生産費の約５倍）等、新たな経費が発生し、 
畜産経営を圧迫している。 

草地面積 
（ha）Ａ 

給与制限 
草地面積（ha）Ｂ 

Ｂ／Ａ 

7,128 6,020 84.5％ 

 

●栃木県は農業産出額が全国９位（H21）の農業県 
→ いちごは４２年連続日本一の生産量 
→ 生乳は全国第２位の生産量 

●世界的観光地である日光や那須などを抱える 
観光県 

●製造品出荷額等が全国１３位（H21）で、国内外 
に製品を出荷する「ものづくり県」 

出荷できず、畑の一角に山積み
されたホウレンソウ 

給与制限のため、野積みされた
ままの牧草 
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２ いわゆる風評被害 

（１） 農林漁業分野 

① 市場出荷 

・いちご、トマト、にら、レタス、ねぎ等は、平年の価格や被害を受けなかっ

た競合県の価格と比べても明らかに価格が低下し、実害が生じている。 
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② 農産物直売所（県内 232 ヶ所）、農村レストラン（県内 74 ヶ所） 

 

 

 

 

 

・本県では、地域農産物の販路拡大や高付加価値化など、いわゆる六次産業化

によって農村地域の活力を高めるため、農産物直売所や農村レストランの設

置を積極的に推進してきた。 
・こうした取組により年間売上げは順調に伸び、直売所の２月売上げは対前年

比 10％増となっていたが、事故発生後の３月売上げは急落し、対前年比▲

20％となった。 
 

③ 観光いちご園等（県内約 30 ヶ所） 
・３～４月は観光いちご園の最盛期であり、 
最も収益が期待された時期であったが、 
団体バスのキャンセル等が相次いだこと 
等により、当該時期の入場料収入が対前 
年比▲70％と大幅減収になった園もある。 

④ 農産物輸出 

・輸出相手国の輸入規制によりほとんど出荷できない状態である。本県特産の

いちごや牛肉の輸出も止まっている。 

⑤ 内水面漁業 

・本県の貴重な観光資源であるアユは、これから本格的な釣りの解禁を迎える。

モニタリング調査では規制値以下ではあるが放射性物質が検出されており、

今後の釣り客の減少等の被害が懸念される。 
・また、観光客の減少により、ホテルや旅館からの養殖魚需要が激減している。 

 

（２）観光業分野 

① 全般的な状況について 

・放射能汚染に対する懸念により、国内外から本県を訪れる観光客が激減して

いる。 
・外国人旅行客のキャンセル等により、本県の観光産業は大きな損害を被って

いる。 
・震災による直接的被害は限定的であり、観光地の大半は災害救助法

適用地域に該当せず、財政特例上の助成制度の対象外となっている。 

震災前に賑わいをみせていた農産物直売所（左）と農村レストラン（右） 

最盛期を迎えていた観光いちご園 
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② 外国人旅行客数の減少について 

・近年、本県への外国人旅行客数は増加傾向にあったが、３月以降、その数

が激減している。外国人宿泊者数が対前年比▲95％となっている旅館もあ

る。 

 

  ③ 各地区の状況等について 

ア 日光、那須、塩原温泉地区 

・４月の宿泊予約が対前年比▲90％であった。 

倒産に加えて、休業を余儀なくされている 

旅館等では、従業員の雇用調整等により対 

応している。 

 

イ 鬼怒川温泉・川治温泉地区 

・５月から６月の宿泊予約が対前年比▲30％～▲70％となっている。 

 

ウ 板室温泉地区 

・宿泊予定の湯治客が、栃木県を原発に近いと判断し忌避する例があった。 

 

エ 馬頭温泉地区 

    ・５月の宿泊予約が対前年比▲85％となっている。 

④ 今後の見通し等について 
・ＧＷ期間中は、県や観光業者等のＰＲ等の取組により一時回復の兆しが見え

るも、ＧＷ以降は、宿泊予約が対前年比▲90％となっている地域もある。今

後も、ホテル・旅館業、交通産業及び飲食小売業など本県の観光関連事業者

にとって厳しい状況が継続する恐れがある。 

 

（３）その他の業種（中小製造業等） 

① 輸入制限等について（５月２４日現在） 

ア 輸出先各国による輸入制限 

（ア）本県産の全ての加工食品等が、中国等９カ国・地域で輸入停止とな 

っている。 

（イ）本県産の一部の加工食品等が、韓国等６カ国・地域で輸入停止となっ 

ている。 

   【事例】 

企業 商 品 輸出先国 内  容 

Ａ社 飲 料 ノルウェー 200ケース分(14,000ドル相当)を輸出できず 

Ｂ社 野菜加工 韓国等 約 100万円相当の製品を輸出できず 

Ｃ社 調味料 各国全般 3～5月の輸出額対前年比▲40％(年間輸出総額 10億円程度)  

 

 

 

 

東武日光駅前 
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イ 輸出先各国による日付証明、放射性物質検査証明の要請等 

（ア）本県産の加工食品等の輸入に際して、ＥＵ等１８カ国・地域が、３月

１１日以前に加工等を行った旨の日付証明、同日以降の加工食品等につ

いては検査証明を要求している。 

（イ）日本の工業製品等の輸入に際して、アメリカ等１４カ国・地域が、サ

ンプル検査等を実施しているか、または、検査証明を要求している。 
・出荷量減少に伴う減収や、検査に付随するコスト（費用・日数）等の新たな

支出など、実害が生じている。 

② 今後の見通し等について 

・輸入制限等により、減収や検査コスト等が継続する恐れがある。県において、

各種証明書や放射線量測定書を交付するなどの支援を実施しているが、さら

に８月から測定装置を新規導入し、食品・飲料の内容物検査を開始する予定

である。 
 

 

３ その他 

（１）放射性物質が検出された下水汚泥等の処分に関連する被害 

 

・放射能が検出された下水汚泥等を下水道施設内に仮置き保管しているが、あ

と数ヶ月でスペースが無くなるなど、作業員の被ばく管理や保管に関する問

題が発生している。 
・放射能量に応じた下水汚泥等の再利用に関する基準が示されていないため、

セメント工場での受け入れが停止されており、出荷できずにいる。 
 

（２）水道水に係る被害 

 

・浄水した水道水に係る放射性物質の検査（放射性ヨウ素 131、放射性セシウム

134・137）を実施したほか、降雨時の水道水原水に係る放射性物質の測定値が

上昇するおそれがあるため、粉末活性炭を使用し、その低減措置を実施した。 

・浄水汚泥に係る放射性物質の検査（放射性ヨウ素 131・放射性セシウム 134・

137）を実施予定であるが、現在、国において基準値の検討が行われているこ

とから、当該基準値を上回る浄水汚泥が発生した場合には、その処理費用も必

要となる。 
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４ 原子力損害賠償紛争審査会への要望 

（１） 全体的な要望 

 

・賠償等に関する指針の策定に当たっては、原子力災害の収束が見えない中、現段

階における損害のみで断定することなく、長期的な視点に立って起こりうる被害

等についても確実に指針に盛り込まれたい。 

・風評被害や精神的苦痛、雇用が確保できない等のコスト増を含む営業的損害等に

ついて、その被害を幅広くとらえ、賠償等の対象とされたい。 

・検査費用や処分費用、風評払拭キャンペーン費用等についても、賠償対象とな

る範囲を具体的に明示されたい。 

・被害者の速やかな救済及び広範な損害の十分な賠償等のため、指針は段階的に順

次策定していくとともに、一刻も早い仮払いが行われるよう、その時期を明確に

されたい。 

・栃木県内での被害について、事故発生県と区別することなく、同一の被害内容に

ついては、同一の基準により公平に賠償等を行うよう明示されたい。 

・被害者や被害自治体の意見を十分に聞くとともに、その実情を正確に把握された

い。 

 

（２） 個別的な要望 

 

① 農林漁業関係 

・国の指導による牧草の給与制限によって生じた損害について、出荷停止と同等

の損害として、早急に指針で明示されたい。 

・いわゆる風評被害について、農産物直売所や農村レストラン、観光農園等への

客足が減ったこと等による減収は、放射性物質の放出のほか、ガソリン不足等

の複数の要因が重なっているため、原因と損害との因果関係の立証が困難であ

る。疲弊した農林業者を早期に救済するため、被害額算定の合理的かつ簡便な

方法を、審査会において具体的に明示されたい。 

・地元の農産物を活用した加工品についても、損害の対象とするとともに判定基

準を明示されたい。 

 
② 観光業ほか 

・外国人旅行客等のキャンセル、輸入制限など、観光業をはじめとする県内産業

が受けた風評被害に対し、確実かつ早期に補償が行われるよう損害額の算定方

法を早期に明示されたい。 

なお、その際、風評被害と自粛による影響を厳密に区別することは極めて困難で

あると考えられることから、風評被害による損害について、幅広くかつ簡便な方

法により認めるようにされたい。 

（算定例）過去数年の平均売上高と今年の売上高（風評被害を受けた期間相当）

を比較し、その差額を賠償の対象とする。 



7 
 

③ 下水汚泥等の処分等に関連する被害 

・放射性物質が検出された下水・農業集落排水汚泥等の処分費用など、今回の事

態に係る一切の対策費用についても賠償等の対象とするよう明示されたい。 
（対策費用） 
・下水汚泥等の保管、管理、処分に要する費用 
・電離放射線障害防止規則に基づく作業員の安全管理に要する費用 
・放射能濃度等の測定等に要する試験費及び器材費 

 
④ 水道水に係る被害 

・今回の原子力事故により発生した（発生見込みを含む。）被害のうち、地方公共

団体が水道事業者として対応した費用についても、原子力損害に含め、賠償等

の対象とするよう明示されたい。 
 

⑤ 地方公共団体が負担した対策費用 

・今回の原子力事故に伴い、地方公共団体が負担した一切の対策費用についても、

賠償等の対象とするよう明示されたい。 
（対策費用） 
・避難所の準備や、避難者の受け入れ等のバックアップ体制の構築に要した

費用 
・調査機器等の購入など、放射線の観測体制の整備に要した費用 
・その他福島第一原子力発電所事故に起因した対策に要する費用 

 

（３） 本県ブランドのイメージ回復に向けて 

このように、福島原子力発電所事故は、農業や観光等を基幹産業としてきた

本県に大きな影響を与えている。特に本県は、平成２３年度を初年度とする、

本県の良質で豊かな水や農林水産物を活かした産業振興を図る「フードバレー

とちぎプロジェクト」を進めようとしていたが、今回の事故で出鼻をくじかれ

た形となってしまった。今は、信頼回復のために大きな労力をつぎ込んでいる

ところである。 

本県が長年にわたって築き上げてきた「栃木ブランド」についた傷を早く癒

し、一日も早く本県が再起するためには、被害者全員への一日も早い仮払いと

完全な補償が不可欠である。それにはまず、審査会による指針策定が前提とな

るので、早急な対応をお願いしたい。 


