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施設賠償事故による支払いが増加！？「あんしんフード君」でトータル補償を！！
「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 年々増加する施設賠償事故の支払い件数
平成28年度共済金の支払い件数は757件ありました。その内訳は、生産物賠償事故：310件、施設賠償事故：338件、

受託物賠償事故：79件、その他：30件となっています。
施設賠償事故は、平成26年度263件、平成27年度291件と年々増加しており、平成28年度では生産物賠償事故の件数

を超えました。その理由として、「食品営業賠償共済」では特約だった施設賠償補償や受託物賠償補償が、「あんしんフード君」
では基本契約に含まれているため、「あんしんフード君」契約件数の増加に伴い、これらの事故が顕在化したと考えられます。
施設賠償事故に対しお支払いした平均金額は193,371円と決して低い金額ではありません。つきましては、施設賠償事

故を含め様々なシチュエーションで活用できる、トータル補償の「あんしんフード君」を会員の皆様へお勧めいただきますよ
うお願いいたします。

原因物質等 事故発生日 支部名 支所名 加入コース 業種名 年間掛金（円） 事故の概況 被害者数 共済金額（円）休業掛金（円）

施設賠償事故

2017.2.12 京都府 丹後 あんしん
フード君

飲食店	
旅 館

25,300	
14,700

施設6階からの落雪によりお客の駐車車両
を破損させた。

― 施：482,218

2017.1.28 新潟県 南魚沼 あんしん
フード君 旅 館

21,000 施設屋根に発生した氷柱が落下し、隣家の
駐車車両を破損させた。以前、氷柱の落下
による損害について隣家と争ったため、従
業員が氷柱を除去しようとしていた矢先
に事故が起きた。

― 施：287,591

2016.7.22 神奈川県 鎌 倉 あんしん
フード君 飲食店 9,000 加入者が誤って熱した焼肉のタレをこぼ

し、お客の足首に火傷を負わせた。
1 施：55,000

2017.2.7 栃木県 大田原 あんしん
フード君 食品製造業

5,000 敷地内に設置していた物干し台が強風に
より倒れ、お客の駐車車両と接触し破損さ
せた。

― 施：159,092

2017.1.18 山形県 山形 あんしん
フード君 飲食店 9,000	

400
施設屋根からの落雪により隣家の塀を破
損させた。

― 施：192,575

2017.1.18 秋田県 湯沢 あんしん
フード君

旅 館	
飲食店	

仕出し・弁当

40,100	
5,300

施設屋根からの落雪により、お客の駐車車
両を破損させた。

― 施：184,853

2017.2.27 横浜市 戸塚区 あんしん
フード君 飲食店

22,300	
4,100

店内の壁に掛けていた額縁が客席に落ち、
お客の衣服を破損させた。また、その際に
卓上の飲み物がこぼれ、鞄を汚損させた。

― 施：80,300

2016.4.3 山梨県 峡北・南
アルプス

あんしん
フード君 食料品販売業

126,200	
1,000

店舗外に置いてあったカートが強風に煽
られ、お客の駐車車両と接触し、車両を破
損させた。

― 施：119,605

2017.2.18 岐阜県 揖斐本巣 あんしん
フード君 飲食店

9,000 バーカウンターの塗装が乾いておらず、カ
ウンター席のお客6名の衣服を汚損させ
た。

― 施：28,050

2016.11.5 静岡県 静岡市 あんしん
フード君 仕出し・弁当

11,000 移動営業車の外にフライヤーを放置して
いたところ、子供が触れてしまい火傷を
負った。

1 施：60,564

アニサキス 2017.3.4 神奈川県 横須賀 あんしん
フード君

食品製造業	
食料品販売業

27,600 販売したしめサバによるアニサキス食中
毒。

1 賠：71,669	
被：5,522	
生：486

カンピロ
バクター

2016.12.23 茨城県 竜ヶ崎 レギュラー 飲食店 2,700	
1,300

提供した焼きとりによる食中毒。 4 賠：203,261

2016.5.20 山口県 山 口 あんしん
フード君 飲食店 19,400	

1,300
提供した料理による食中毒。 5 賠：60,500	

休：40,489

ノロウイルス

2017.2.25 岐阜県 下呂市 レギュラー 旅 館 1,900	
2,100

提供した料理による食中毒。 29 賠：841,096	
休：70,299

2016.11.9 富山県 富山市 あんしん
フード君 飲食店

28,200 提供した料理によるノロウイルス食中毒。
各種費用にて通院見舞金および飲食代の
返金を支払う。

7 賠：24,200	
被：150,000	
生：70,360

2016.12.13 愛知県 知 多 レギュラー す し 34,000 提供した料理によるノロウイルス食中毒。 80 賠：896,800

2017.2.3 長崎県 西 海 あんしん
フード君 旅 館

7,600	
1,100

提供した料理によるノロウイルス食中毒。 28 賠：296,351	
休：12,104	
消：162,000

異物混入 2016.4.30 岐阜県 伊奈波 ワイド 食品製造業
32,300	
7,600

製造したクルミ入りのパンにクルミの殻
が混入しており、喫食したお客の歯を欠損
させた。

1 賠：433,634

受託物
賠償事故 2017.1.14 新潟県 南魚沼 あんしん

フード君 旅 館
16,100	
1,100

重機を使用し駐車場内を除雪していた際
に誤って、鍵を預かり加入者が管理してい
たお客の駐車車両にぶつけ破損させた。

― 受：71,456

被害者治療費
等 2016.12.1 沖縄県 宮 古 あんしん

フード君 飲食店 9,000 店舗裏の階段にてお客が転倒し骨折した。
各種費用にて入院見舞金を支払った。

1 被：100,000

不明 2016.9.15 沖縄県 那覇市 あんしん
フード君 飲食店

9,000 提供した唐揚げを喫食したお客が体調不
良を訴えた。お客より過剰な要求があっ
たため弁護士へ委任。調停により示談を
した。

― 賠：24,068	
弁：138,730

※支払い日（2017.4.1 ～ 4.30抜粋） 賠：生産物賠償金、施：施設賠償金、受：受託賠償金
休：店舗休業補償金、被：被害者治療費等、生：生産物自体の損害

消：消毒費用、弁：弁護士費用
●日食協ニュース５月号（№533）に掲載いたしました下記支払い事例に一部誤りがございました。訂正してお詫びいたします。（下線部が訂正部分）

原因物質等 事故発生日 支部名 支所名 加入コース 業種名 年間掛金（円） 事故の概況 被害者数 共済金額（円）休業掛金（円）

ノロウイルス 2016.10.28 東京都 日野 あんしん
フード君 す し

25,300
8,200

提供した寿司によるノロウィルス食中毒。
先行して休業補償金および各種費用にて
消毒費用を支払う。

― 休：1,200,519
消：312,120


