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納品先の施設を破損！！製造業も事故リスクの見直しであんしん！
「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 業務中の事故リスクもしっかり補償で安心！

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

カンピロ
バクター 2019.08.25 京都市 下京 あんしん

フード君 飲食店 18,400
3,700

提供したとり肉料理によるカンピロ
バクター食中毒。 1

賠： 155,084
特： 15,508
生： 13,300
計： 183,892

2 サルモネラ 2019.08.17 愛知県 岡崎 あんしん
フード君 飲食店 8,500 提供した棒棒鶏の生野菜による食

中毒。 14
賠： 324,325
特： 32,433
生： 40,000
計： 396,758

3 ノロウイルス 2019.06.22 新潟県 県央 あんしん
フード君 飲食店 8,500

900
提供した料理によるノロウイルス食
中毒。 9

賠： 177,188
特： 17,719
消： 162,000
損： 63,180
計： 420,087

4
異
物
混
入

異物混入 2016.06.22 沖縄県 南 あんしん
フード君

食品製造業
食料品
販売業

116,900
加入者が納品した豚肉に骨片が混
入しており、喫食したお客さまの歯
を欠損させた。

1
賠：� 1,000,000
特：� 100,000
弁：� 330,000
計：� 1,430,000

5

施
設
賠
償
事
故

施設リスク

2018.07.29 三重県 鈴鹿 あんしん
フード君

仕出し･弁当
飲食店

11,000
3,700

台風が接近していたにも関わらず
対策をしていなかったため店舗の
看板が飛び、駐車車両を破損させ
た。

0
施：� 836,924
特：� 83,692
弁：� 475,348
計：� 1,395,964

6 2019.04.06 京都府 乙訓 あんしん
フード君 飲食店 8,500

お客さまが店内の階段を上った際
に階段の手すりが破損し、バランス
を崩し尻餅をついた。治療費の請
求はなく、慰謝料と休業損害補償
を支払った。

1
施：� 970,200
特：� 97,020
計：� 1,067,220

7

業務リスク

2019.08.26 福岡市 博多 あんしん
フード君 飲食店 185,000

委託元の病院で従業員が配膳車を
操作していた際に誤ってエレベー
ターにぶつけ、エレベーターを破損
させた。

0
施： 495,000
特： 49,500
計： 544,500

8 2019.10.21 福岡県 粕屋
スーパー
あんしん
フード君

食料品
販売業

26,700
1,100

キャスター付きの発電機を移動さ
せたところ、転がって公道へ出てし
まい、通行車両に衝突し破損させ
た。

0
施： 464,564
特： 46,456
計： 511,020

9 2019.07.13 福岡県 嘉穂 ･ 鞍手 あんしん
フード君 飲食店 8,500 従業員が誤ってラーメンをこぼし、

お客さまの携帯電話を破損させた。 0
施： 76,500
特： 7,650
計： 84,150

10

漏水リスク

2019.06.21 高知県 高知市 あんしん
フード君 飲食店 8,500

タバコの灰をシンクに流したため
排水管が詰まって漏水し、階下を
汚損した。

0
施：� 3,679,036
特：� 367,904
計：� 4,046,940

11 2019.07.14 大阪 阿倍野 あんしん
フード君 飲食店 8,500 店舗内にある空調設備から漏水し、

階下の店舗を汚損した。 0
施：� 1,814,400
特：� 181,440
計：� 1,995,840

12
受
託
物

賠
償
事
故

受託物リスク 2019.11.11 新潟県 新発田
地区

あんしん
フード君

旅館
（㎡）

1,053,500
319,800

旅： 73,100
お客さまから預かった車両を破損
させた。 0

受： 66,868
特： 6,687
計： 73,555

13
そ
の
他

被害者
治療費用等 2019.11.20 京都市 南 あんしん

フード君 飲食店 8,500
店内でお客さまが転倒した際に窓
ガラスにぶつかり、ガラス片で手を
負傷した。各種費用にて通院見舞
金を支払った。

0 被： 30,000
計： 30,000

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2019.12.1 ～ 12.31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、施：施設賠償金、受：受託賠償金
特：特別費用、被：被害者治療費等、生：生産物自体の損害

損：損害回復費用、消：消毒費用、弁：弁護士費用
計：合計共済金

　今回は、委託元の病院で従業員が配膳車の操作を誤って、エレベーターにぶつけて破損させた事例をご紹介
します。本事例ではエレベーターの修理費用として495,000円が認定されました。
　製造業はお客さまと接触する機会が少ないため、食品営業賠償共済で食中毒な
ど生産物への補償だけで十分と考える会員の方も多いかと思います。しかし実際
には、工場等の看板や屋根、場内の枝等が落下し通行人にあたり負傷させる事故
（施設のリスク）や、製品の運搬･納入時に台車や荷物を通行人や納品先施設、他社
の配送車両などにぶつけ、負傷･破損させる事故（業務リスク）も発生する可能性も
十分に考えられます。
　食品事業者を取り巻くリスクは食品のみが原因ではありません。会員の皆さま
には万が一の事故に備え、さまざまな状況で補償ができる「あんしんフード君」を
お勧めくださいますようお願いいたします。	 （共済部 師岡 彩実）


