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消費者への賠償だけでなく食品事業者の事業継続も考え「あんしんフード君」を！
「あんしんフード君」・「食品営業賠償共済」共済金の支払い状況

Close Up 解説 取引先に納品した商品の中に不良品が !? 不良完成品損害の支払い

No 事故
分類 事故区分 事故発生日 共済加入 加入コース 営業種類 年間掛金（円）

事故の状況 被害
者数 共済金額（円）支部 支所 休業掛金（円）

1

食
中
毒

サルモネラ 2019.06.07 岡山県 岡山市 あんしん
フード君 飲食店 21,200

4,500 提供した料理による食中毒。 15

賠：� 456,597
休：� 369,553
特：� 82,615
消：� 17,993
生：� 436,605
計：�1,363,363

2 ウェルシュ菌 2018.07.20 静岡県 西部連合 ワイド 給食施設 1,294,500
759,700

提供した肉みそそばによる食中
毒。 157

賠：�1,583,613
休：� 276,198
特：� 186,281
計：�2,046,092

3

ノロウイルス

2019.04.22 和歌山県 南紀 あんしん
フード君 飲食店 113,300 提供した弁当によるノロウイルス食中毒。 80

賠：�1,593,540
特：� 159,354
消：� 524,160
生：� 283,370
計：�2,560,424

4 2019.04.11 静岡県 浜北 レギュラー 飲食店 30,000
11,800

提供した料理によるノロウイル
ス食中毒。 68

賠：� 922,404
休：�1,370,122
特：� 229,552
計：�2,522,078

5 2019.02.09 愛媛県 宇和島 ワイド 飲食店 50,600 提供した料理によるノロウイル
ス食中毒。 41

賠： 862,470
特： 86,547
計： 949,017

6 クドア 2018.11.12 岐阜県 中濃 あんしん
フード君

仕出し ･ 弁当
飲食店

34,600
16,600 提供したヒラメによる食中毒。 19

賠： 231,360
休： 169,225
特： 40,059
消： 42,965
生： 52,000
計： 535,609

7
異
物
混
入

異物混入 2017.03.16 千葉県 松尾 あんしん
フード君 飲食店 8,500

900
提供した料理にワイングラスの
破片が混入しており、喫食したお
客さまが口内を負傷した。

1
賠： 90,842
特： 9,084
弁： 330,572
計： 430,498

8

施
設
賠
償
事
故

施設リスク

2019.06.29 札幌市 札幌市
中央

あんしん
フード君

飲食店
食品製造業 26,800

店舗駐車場に設置していたテン
トが風で飛び、車両に接触し破損
させた。

-
施： 566,240
特： 56,624
計： 622,864

9 2019.04.27 奈良県 郡山 あんしん
フード君 食品製造業 5,500

店舗敷地内に設置していた看板
が風で飛び、通行車両に接触し破
損させた。

-
施： 256,808
特： 25,681
計： 282,489

10 業務リスク 2019.07.26 北九州市 八幡西 あんしん
フード君

飲食店
食料品販売業
食品製造業

8,500
従業員が給仕の際に誤ってジュ
ースをこぼし、お客さまのバッ
グ・財布を汚損した。

-
施： 95,400
特： 9,540
計： 104,940

11 漏水リスク 2019.06.10 札幌市 札幌市
豊平

あんしん
フード君 飲食店 8,500

900
店舗の排水管が詰まったため漏
水し、階下の店舗を汚損した。 -

施： 799,200
特： 79,920
計： 879,120

12
そ
の
他

不良完成品
損害 2019.03.27 静岡県 静岡市 あんしん

フード君 食品製造業 19,100

加入者が製造の際に茹ですぎて
固くなった黒はんぺんを納品し
てしまったため、納品先で製造し
た完成品に損害を与えた。不良完
成品損害にて完成品の材料費を
支払った（黒はんぺんを除く）。

- 不： 430,532
計： 430,532

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2019.8.1 〜 8.31抜粋）
※ご加入された支部･支所と営業所在地が異なる場合があります。

賠：生産物賠償金、不：不良完成品賠償金、施：施設賠償金、
休：店舗休業補償金、特：特別費用、生：生産物自体の損害、

消：消毒費用、弁：弁護士費用、計：合計共済金

　今回は「不良完成品損害賠償」の事例を取り上げます。これは昨年1月1日の制度改定で新設された補償で、何らかの
不備がある商品を中間原材料として販売してしまったために、完成した商品の価値が低下または無くなってしまった場
合のリスクを補償するものです。
　今回ご紹介するのはこの事例です。加入者は製造した黒はんぺんをパックおでんの中間原材
料として納品したところ、黒はんぺんが硬すぎたためパックおでんは販売できくなりました。
調査の結果、ゆで工程が長すぎたことが硬くなった原因と発覚し、おでんの材料費をお支払い
しました（加入者が納品した黒はんぺんを除く）。
　食品を製造･販売する際には、食中毒以外にもさまざまなリスクがあります。今回のような不
良完成品を納品した場合のリスクにも対応できる共済は、総合型の「あんしんフード君」です。
　提供した商品が原因で起きる事故による消費者の損害を補償するのはもちろんですが、食品
事業者も保護できるような補償をこの機会に会員の皆さまにお勧めいただきますようお願い致
します。	 （共済部　小野	真也）


