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初初初初めにめにめにめに    

皆さま，こんにちは。 

 ただいま御紹介いただきました，JA 宮城中央会の尾本と申します。JA グループの取り組みにつ

いての事例をお話しするということで，本日お話をさせていただきます。直接，皆さまの業態とは

違うところもあると思いますが，その辺は御容赦いただきたいと思います。 

 私は「資料 3」に基づいて，説明をさせていただきます。 

    

１１１１    経経経経    過過過過 

 冒頭に「経過」についてです。3 月 11 日に事故がありました。最初は 5 月 11 日に牧草関係が問

題となり，5 月 18 日に，県内の牧草の給与自粛が，県から指示が出されました。先ほど弁護士の

先生からお話がありましたように，これは出荷制限等というものにあたっていることになります。 

 6 月 13 日に，これは長い名称で申し訳ございませんが，JA グループ東京電力原発事故農畜産物

損害賠償対策宮城県協議会を設立しました。この名前は，全国で使っています。ですから，お隣の

岩手は，前段は一緒で，岩手県協議会になります。福島は福島県協議会になり，茨城は茨城県協議

会になるということで，全国の JA グループが，それぞれの県で作っているので，名称は一緒で各

県協議会名だけが違うということです。 

当初，牧草だけということもあって，牧草だけですむかと思っておりましたが，その後，7 月 15

日に宮城の稲わらから規制値を超える放射性物質が検出され，それを給与した肉牛から放射性セシ

ウムが検出されたということが一気に明らかになり，それで，宮城の牛肉が大暴落をしました。 

 通常，仙台牛というと，キロ 1,800 円，1,900 円，2 千数百円といくのですが，一番ひどいとき

にはキロ 100 円という，もう，これ以上出荷できないという状況になりまして，7 月 20 日に，JA

グループで独自に出荷を自粛しました。もうこれ以上出荷しても値段が付かないということになり

ます。そして，全頭検査態勢を整えて，その態勢ができたら出荷するということで，その態勢がで

きたのが 7 月の実は 27 日だったのです。  

宮城県知事が安全宣言をした翌日に、宮城県が国によって肉牛の出荷制限指示がかかってしまっ

たのです。7 月 28 日から 8 月 19 日まで肉牛の出荷制限となりました。 

 8 月 19 日には一部解除になりましたが，これは出荷する肉牛全頭を検査するのが条件です。そ

れぞれの検査態勢だとか，そういったものが，厚労省だとか，農水省の認可といいますか，許可に

なりまして解除になったということですので，実際に出荷が始まったのは，8 月 23 日ですし，検

査の能力の範囲内でしか出荷できない。全頭検査ですから，みんな出荷したいのですが，検査でき

ないものは出せないということになり，検査の枠だけ出荷できるという事態になりました。 

 そして，こういう状況のなかで 8 月 31 日に，宮城県協議会は第 1 次の損害賠償請求をいたしま

した。そのときは，牧草だけで 2 億 2 千万円の請求をしております。 

 その後，2 次，3 次，4 次，5 次と請求をいたしまして，ただいま司会者の方から御紹介ありまし

たように本日，第 7 回目の総会を開きまして第 6 次請求，約 14 億円でございますが，その請求額

を決定いたしまして，2 月 24 日に東京電力に請求をする，そういう流れでございます。 
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２２２２    現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況 

「現在の取り組み状況」ですが，協議会というものを作っております。これは毎月総会を開くこ

とになっております。なぜ，毎月，総会を開くかと言いますと，請求額の決定は協議会の総会で決

定するということにしておりますので，毎回，請求する時には協議会の総会を開催しております。

現在，JA も含めて全部で 24 の会員が，JA グループの損害賠償の協議会に加入をしております。 

 2 つ目に損害賠償請求の仕組みでございます。資料に「JA 全中」と書いてありますが，JA 全中

と申しますのは，全国農業協同組合中央会のことで，これに対し，各県には JA 中央会というのが

ございますが，この全国組織のことを，私どもは JA 全中と呼んでおります。この JA 全中が仲介

となりまして各県協議会，それから弁護士と三者契約を結んで，損害賠償請求にあたっているとい

うことになります。 

 そのうち，留保金 2％とあります。協議会を運営するのにお金がございませんので，賠償金が支

払われたら，そのうちの 2％を留保させてくださいと，これを当面の資金として使わせてください

ということです。当初，弁護士費用を，成功報酬の 1％位かかるのではという話があったのですが，

その後，12 月末までで，だいたい 50 万円程度で済みそうな状況です。 

 3 ページに「審査会への申立のスキーム（イメージ）」という図を書いてございます。 

 一番上に損害賠償宮城県協議会があり，その中身がどうなっているのか示しております。JA で

ございますので農業生産にかかわる農業者，これらの方々の請求の取りまとめを，私ども JA グル

ープがやるという流れになっております。 

 ですから，一人一人の農業者が請求するのではなくて，JA がまとまって請求をするというやり

方でございます。ただし，一人一人の農業者，請求する方から，委任状というのをいただき，協議

会に委任いただきます。交渉だとか，請求だとか，和解だとか，そういったものを委任しますよと

いう委任状をいただいて，協議会が代表して請求するということになっております。ですから，毎

月，総会を開いて，請求額を決めて，そして，この協議会が東京電力に対して請求をします。 

 下のほうに矢印が 3 本，線が延びておりまして，真ん中の矢印でございますが，これが被害額の

請求で，これは東京電力に対して請求をすることになります。そうすると，東京電力が右側の矢印

でございますが，和解，支払いに応じます。 

 ここで話がうまくいかなければ，左側の下の矢印でございますが，申立の代理人，弁護士をとお

して，原子力損害賠償紛争審査会に和解の仲介を申し立てるということになります。 

 3 ページの一番下に書いてございますが，これでも和解できなければ別途裁判ということでござ

いますが，私ども協議会は，そこまでは責任は持てないということで，裁判に持ち込むのではなく，

和解のなかで何とか交渉をまとめようということで，今もやっております。 

 1 ページに戻りますが JA グループでは，いま，十数道県が請求を行なっております。全部の県

ではございません。弁護士は 10 人いらっしゃいますが，それぞれ時間給でお支払いをするという

ことなので，成功報酬という報酬の支払い方でないようでございます。これは，ほとんど全中に，

私どもは任せておりますので，そこで頭を煩わせる必要は，私どもはないということでございます。

ただ，弁護士費用として請求があった金額は，支払をするということです。 

 （3）でございますが請求の状況です。これも先ほど，先生からお話ありましたが，原則中間指

針に基づき請求中でございます。 

JA グループとしての請求の方法ですが，標準となる考え方や請求額計算様式，これは全国統一

でやります。ですから，その様式も，先ほど質問でどういう請求の仕方がというお話がありました

けれども，JA グループの場合は，この全中が全国機関の中で，どういう請求をするかという基本
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の所を作ります。それに基づいて，各県が個別事情により加除修正をします，ということでござい

ます。 

 例えば，どのようにやっているかというと，牧草の請求，これは 8 月 31 日に，最初に請求して

おります。牧草は，本来刈り取って使いますが，それが放射能汚染で使えない。その代わり，違う

粗飼料を購入したので，違う粗飼料を購入した分を請求しています。本来だとそのお金は支出する

必要がなかったということでございますので，請求をしている。 

 それから，肉牛でございます。これは風評被害による価格下落。先ほど，極端なものはキロ 100

円になったという話をしましたけれども，この価格下落を請求しておりますし，出荷制限により出

荷ができなくなりましたので飼養延長，牛を飼う期間が長くなりましたので，その経費を請求して

おります。それから，営業損害というのは，牛を出荷すれば新しい牛を入れて，本来，次の経営が

始まりますが，牛が出荷できないので，この牛はいつまでも飼わなくてはならない。そうすると，

売れないし，新しい牛も入れられないしということで，そこに営業損害が発生すると考えて請求し

ております。この三つの構成です。 

 ですから，一つは肉牛が下がったという価格下落です。これは，どういうふうに判断しているか

と言いますと，基本的には肉牛の場合には，生産費というのがあります。製造業で言いますと，製

造原価にあたると思います。その生産費はこの位かかっています。しかし，この金額でしか売れま

せんでしたのでその差額を損害賠償します，という考え方です。例えば，生産費用を積み上げてい

くと牛一頭 100 万です。ところが市場に出したら 20 万でしか売れませんでした。ですから，残り

の 80 万補償してくださいというのが，価格下落ということです。 

 それから，飼養延長は，これは一日いくらという計算をしております。どこから計算をしたかと

いうと，農林水産省で出している統計資料です。これに基づいて一日当たりの費用を計算して一日

いくらという加算をしております。 

 それから，営業損害は，同じ統計資料に基づき，過去 5 年間の肉牛の所得というのは，いったい，

どれぐらいあるのか，それが一日一日失われているということで計算をしていくやり方をしており

ます。 

 次に，子牛でございますが，これは風評被害による価格下落ということです。また，ちょっとや

り方が違っておりまして，過去 3 カ年の 7 月なら 7 月の平均価格と，去年の 7 月の平均価格を比較

して，どれ位下落したかという下落率で割り戻しをして，本来これ位あるはずだったということで

請求をしております。 

 それから，稲わらでございます。これも汚染稲わらということで，まだまだ最終処分は決まって

おりません。この先，どうなるのかという問題もあるのですが，この汚染稲わらも，本来だったら

使えるはずだった。それが使えないで，ここに保管しっぱなしだということなので，保管経費もた

ぶん請求できると思うのですが，なかなか，その計算がうまくいきませんので，今は，とにかく汚

染稲わらの重量×単価というものを，請求をしています。 

 それから，廃用牛です。廃用牛と言いますのは，酪農は，例えば乳牛から乳を搾る。それから繁

殖牛は，子牛を産ませて，その子牛を売って，営業にしているという，そういう経営があります。 

 ですけれども，未来永劫，乳を搾れるわけではなくて，ある一定の年齢になると，もう，これ以

上はだめになる，あとは酪農としては使えない，繁殖としては使えないので，肉にしてしまいます。

こういうものを廃用と言っています。 

 宮城の場合は，その肉牛出荷を優先しましたので，廃用牛のと畜といいますか，その処分がどん

どん遅れておりまして，それも畜舎が空かないということなので，価格下落だとか，飼養延長，営



 

－4－ 

業損害分を請求しますということで，廃用牛の請求は今日の総会で初めて出てきました。 

 実際にと畜額だとか販売が，1 月後半からできるようになりました。実際に売って損害が確定し

ないと損害賠償請求はできないという仕組みにいまのところの様式はなっています。実際に売って，

いったい，いくら損害が出たのか，それから，本来，買わなくていいものを買ったので，いくら損

害が出たのかという，損害を確定してから請求をするということになっていますので，そういう意

味では，ちょっと運転資金とするには厳しいという所はございます。 

 2 ページの，（4）東電による損害賠償の補償の状況です。その前に 4 ページをお開けください。 

 今，請求の中で，原則中間指針に基づきというお話をしましたが，4 ページにあるのが中間指針

にあるところの，農業関係のものを抜粋したものです。 

 一番上にある，出荷制限指示，これが牧草とか稲わらもそれです。もうだめだということですか

ら，そういうものに基づいて請求をしています。 

 それから風評被害です。風評被害の欄の下から 3 行目の肉牛というのがあります。7 月 8 日以降

の被害ということで，ここに 17 道県が記載されております。そこに宮城というのが入っておりま

す。ですから，宮城は該当になる。実は長野県でもあるのですが，長野は価格が下がっているので

すが，長野は県名の記載がありません。そうすると中間指針にあるかないかで，残念ながら雲泥の

差になっているというのが現状です。 

 そして，次のページです。参考として「原発事故損害賠償請求の支払いの関係」ということで 12

月 27 日現在，これは，ちょっと古いですが，その後，東電からの支払いが一切ございませんので，

そういう意味では最新でございます。 

 8 月，9 月，11 月，12 月まで請求しているところを書いておりまして，あとは 1 ページになり

まして，1 月 31 日に請求をしておりますし，そのときは 15 億で，本日決めたのが 14 億でござい

ますので，だいたい 65 億ぐらいの請求債権になっているということです。 

 それで，そこに仮払いとか，本払いとかございますが，残額の上のところに，12 月 15 日までの

受領総額は，22 億 6,400 万なにがしのお金が東電から賠償されております。これは 1 次から 3 次

までの請求までの賠償金でございまして，その請求額に対しますと 89.6％の支払いがあるというこ

とで，約 10％は，まだ否認されているということでございます。我々は我々の物差しで請求をし

ますが，東電が支払うときは東電の物差しで，やっぱり，払うということでございます。 

 そういう意味では，やはり数字の裏付けが求められます。JA グループ，農業団体は，皆さんも

そうだと思いますが，損害賠償請求を前提に日常業務をやっておりませんから，「数字を出せ」と

言われても，そんなものは，すぐに出てくるわけではありません。とにかく，いろいろな資料とか，

統計とか，県の指導をいただきながら，何とか作っているというのが現状です。ですから，たぶん

皆さんも，そういう意味では，この数字作りというのは非常に大変だと思います。 

 東電のほうでは「数字のないものは払えない」，義理と人情では，やっぱり払ってくれないとい

う，脅してもすかしても払わないということでございます。 

 残額のところで，例えば 1 次請求の残額が 390 万位あります。そのうち野菜は 340 万です。2 次

請求では 6,500 万ぐらい，まだ残っています。そのうち野菜・果樹が 130 万相当あります。これは

先ほど申し上げました中間指針にございませんので，東電は「払わない」とは言いませんが，「中

間指針にございませんので継続交渉とさせてください」，「よほどの因果関係がありましたら払いま

す」ということです。因果関係は我々が立証しなくてはならない。これは大変です。 

 また，4 次請求以降，12 月に請求したもの以降については，まだ具体的な支払いの提示はござい

ません。「とにかく早くしてくれ」という話はしておりますけれども，なかなか進まない。やはり，
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先ほど言いましたように東電には東電の物差しがあるということですので，請求したとおり払うわ

けではないということでございます。 

    

３３３３    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

 2 ページでございます。2 ページの 3 の「今後の課題」でございます。今後は，中間指針に記載

のない風評被害です。先ほども申し上げました果樹，野菜，それから肉牛で請求したからといって

請求額全部が支払われるわけではありません。請求の仕方については，先ほど 1 ページから 2 ペー

ジにかけて，こういう考えで請求していますと，それぞれ申し上げましたが，それを全部，東電が

認めるわけではないので，いくつかある項目のうち「ここは認められない。ここはいいですよ。こ

こは認められない」というのはありますので，そういう意味では，なかなか厳しいというところが

ございます。 

 それから，（2）今後の損害賠償請求として取り上げるものということで，例えば米です。これも，

本日，請求に挙げることができましたが，米も予備調査，本調査をやりまして，それが終わるまで

出荷はできないという県からの出荷制限がございました。 

 次に，原木しいたけです。これも，角田とか白石で出荷制限が出てきております。 

 それから堆肥です。これは稲わらや牛に係る請求の延長でございます。 

 その他の損害につきましては，これから，我々が，損害賠償請求に携わる事務というものも，膨

大な事務でございます。この人件費だとか，その他の費用とかになります。 

 それから，先ほど質疑のなかで話題になっておりましたが，やはりわれわれ JA グループとしま

すと，安全・安心のものを提供したいということでございます。ですから，そういう意味では，放

射能の数字が出ないものを提供したいということです。例えば，いま暫定基準値 500Bq/kg と言わ

れています。では，300Bq/kg はいいのか，20Bq/kg はどうなのかということです。いま，米では，

20Bq/kg とか，40Bq/kg とか検出されているのがいくつかあります。それは全部隔離して，出荷を

見合わせています。 

要するに 50Bq/kg 以下なら国の基準では良いのですが，流通となると基準値だけではなく、いろ

いろな要素が関係するという状況にあります。そこで発生した損害賠償をどうするかということは，

今後の課題となっています。 

 （3）の取り組みの方向でございますが，我々は引き続き，東京電力が払わないからと言って請

求を取り下げるわけではございません。「東京電力の払うものだけ請求するのか？」と言われます

が，それは違います。我々が損害だと認識したものは請求をしますといったスタンスでいきます。 

 それと（3）の 2 つ目です。中間指針に追加で盛り込む働きかけをしたほうが早い。個別で交渉

するよりも，いまでも中間指針は，追加になっていますから。そこに，例えば宮城だったら宮城の

観光，そういったものを追加で入れていく運動をしたほうが，効果があると考えます。中間指針に

ないものを東電と交渉し，東電も現場にいる方と，後ろにいて支払いを管理している方は違います

から，現場にいる方は板挟みで大変です。 

 ですから，そこに，いろいろな数字を提供しなくてはいけないのですが，やはり，中間指針に盛

り込まれることが重要ということですので，ぜひ，このみやぎ県民会議で，ワーキンググループが

できたということなので，もし，まとめられるものがあれば働きかけする。あるいはそれぞれの団

体が，どうやって働きかけしたらいいのかという問題はありますが，やはり，原子力（損害賠償）

紛争審査会，これは文部科学省の中にありますので，中間指針の中に，盛り込んでもらえるような

働きかけをするのが一番よくて，それで入ると最高だということでございます。 



 

－6－ 

  

終終終終わりにわりにわりにわりに    

最後に，食品中の放射性物質にかかる新たな基準，これも先ほど申し上げましたが，今度は被ば

く線量，放射線量の関係が 5mSv から 1mSv に下がるということですので，食品中の放射線物質の

関係も，これまで 500Bq/kg だったのですが，100Bq/kg に下がった。ものによっては 50Bq/kg と

か，10Bq/kg とか，そういうのがございます。 

 基準値は下がりますが，我々JA グループは先ほど申し上げましたとおり，不検出のものを消費

者の皆様にお届けしたい、我々の考えではそうです。 

500Bq/kg というのは，どういう基準なのかわかりませんけれども，例えば，いま，これ，どっ

かの家に行って，お茶を飲みながら，「このリンゴ，320Bq/kg だったの。500/kg 以下だから安心

よ。どうぞ」と言われても，それが，どれぐらい人体に影響があるかはよくわからないですが，「う

うん，ちょっと」となる。もう 100Bq/kg になれば「80/kg だから大丈夫よ」と言われても，JA グ

ループとしても自信を持って提供をできないということもあります。 

 出ないような対策を生産するところから考えていくようにしなくてはいけないということ，残念

ながら出てしまったときには，損害賠償のなかでやるしかない。ただ，それでも請求したからとい

って，全額出るわけではないということで，なかなか，痛し痒しのところがございますが，そうい

ったことをしながら，いま日々やっているところでございます。 

 ただ，JA グループもなかなか弱小でございまして，専任ではやれない。全部兼務ですから，そ

ういう意味では，ちょっと大変だというところはございます。それでも，他よりは全国まとまって，

やっているというのが，そういう意味では，いいかなというふうには思っております。 

 つたない話でございましたが，JA グループの取り組みということで，私からのお話を終わりに

させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

 

 


