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大規模食中毒発生！各種費用も補償できるあんしんフード君への加入を推進しましょう。
「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 被害者数500名以上!! 黄色ブドウ球菌による食中毒事故
今回は長野県で発生した黄色ブドウ球菌による大規模食中毒の事例をご紹介いたします。小学生対象のサッカー大会お

よび小学生と高校生対象のラグビー大会で提供した昼食の弁当が原因で、539名が食中毒の被害に遭われました。
本事例では大半の被害者が遠方から大会に参加しており、また、学生だったこともあり、保護者が現地へ訪れるための交

通費もお支払いいたしました。そのため、被害者へ支払われた保険金は9,088,808円（他社と重複保険のため按分払い。
食品営業賠償共済負担分の内訳：治療費1,993,462円、慰謝料1,786,012円、休業補償92,803円、交通費等
672,877円、特別費用454,515円、免責金額1,000円）と高額になりました。
もし、本件の加入者が「あんしんフード君」に加入していたならば、事故原因の調査費用や消毒費用など、様々な費用をお
支払いできていた可能性があります。ぜひ、ご加入に際しては幅広い補償の「あんしんフード君」をお勧め下さいますよう
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）

黄色
ブドウ球菌 2014.7.20 長野県 上 小 レギュラー 仕出し・弁当

98,300 小学生のサッカー大会および高校生と
小学生を対象としたラグビー大会の昼
食に提供した弁当による食中毒。治療・
療養のため、別途発生した交通費を損
害として認定した。

539 賠：4,998,669

カンピロ
バクター 2016.5.20 千葉県 柏 あんしん

フード君 飲食店 9,000 提供した料理による食中毒。 3 賠：90,327	
生：8,130

ノロウイルス

2016.11.8 広島県 福 山 あんしん
フード君 仕出し・弁当

11,000	
11,100

提供した料理によるノロウイルス食中
毒。

9 賠：652,509	
休：125,682	
初：27,000	

消：109,600	
生：40,000

2017.1.18 長野県 木 曽 あんしん
フード君 旅 館

19,000 お客が胃腸炎等を発症したことにより、
保健所からノロウイルス対策のため施
設内を消毒するよう指導された。お客
からの損害賠償請求はなく、消毒費用
のみ支払い。

― 消：568,080

2016.10.28 東京都 日 野 あんしん
フード君 す し

2,700 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った。

― 休：1,200,519	
消：312,120

2016.12.18 愛媛県 八幡浜・
大 洲 レギュラー 飲食店 2,700 提供した寿司によるノロウィルス食中

毒。
99 賠：2,226,233

アニサキス
2016.12.14 長野県 伊 那 あんしん

フード君 す し 22,300	
5,900

提供した寿司によるアニサキス食中毒。 1 賠：40,579	
休：139,622

2017.2.12 岐阜県 多治見 あんしん
フード君 す し

9,000	
2,400

提供したしめサバによる食中毒。 1 賠：35,321	
被：1,620	
生：8,602

クドア 2016.11.16 岐阜県 郡 上 あんしん
フード君 飲食店 9,000	

400
提供した料理による食中毒。 21 賠：312,411	

休：57,753

カビ 2014.7.10 岐阜県 羽 島 あんしん
フード君 食品製造業

1,400 加入者が製造販売した和菓子にカビが
発生しており、喫食したお客が体調不
良となった。被害者より過剰な要求が
あり、示談困難と判断し弁護士に委任
した。

3 賠：116,245	
弁：343,940

食品の瑕疵 2016.2.27 宮崎県 高鍋西都 あんしん
フード君

飲食店	
食料品販売業	
食品製造業

9,000 製造販売したタレの内部で乳酸菌が増
殖したため栓を外した際に吹き出し、
お客の自宅内装を汚損させた。

― 賠：67,680	
生：572,442

異物混入

2016.10.24 群馬県 桐 生 ワイド 食料品販売業

5,300 製造した玄米団子に石が混入しており、
喫食したお客より入歯を破損したと申
告があった。弁護士に委任をしたが、
お客より損害立証資料が届かず連絡も
ないため弁護士費用のみ支払った。

1 弁：108,164

2016.3.10 福岡県 久留米 あんしん
フード君 食品製造業

133,300 製造したもずくに巻貝が混入しており、
喫食したお客のインプラント治療済み
の歯を欠損させた。本件事故により治
療済みであった箇所も含め再治療が必
要となった。

1 賠：3,688,150

施設賠償事故

2016.11.25 兵庫県 淡 路 あんしん
フード君

仕出し・弁当	
飲食店

11,000	
2,300

加入者店舗の給水管が劣化していたた
め漏水し、階下の居酒屋およびピザ屋
を汚損させた。

― 施：2,202,481

2016.7.5 高知県 高知市 あんしん
フード君 飲食店

9,000 加入者が所有・管理しているビルの空
きテナントのトイレ排水管より漏水が
発生し、階下飲食店の天井および内装
を汚損させた。また、事故に伴う休業
損害を支払った。

― 施：1,209,661

2017.2.16 香川県 高 松 あんしん
フード君 食料品販売業 30,600 鮮魚を配送している際、誤って配送先

料亭の水槽を破損させた。
― 施：831,600

受託物
賠償事故 2016.12.17 茨城県 常陸大宮 あんしん

フード君 飲食店 9,000 店内でお客の靴が盗難にあった。 ― 受：59,400

被害者治療費
等 2017.2.5 新潟県 上 越 あんしん

フード君 飲食店
9,000 来店したお客が店舗入口にある自動ド

アに気がつかずぶつかり、鼻を骨折し
た。被害者治療費等にて通院見舞金を
支払った。

1 被：24,010

※支払い日（2017.3.1 ～ 3.31抜粋）
※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。

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、初：初期対応費用

消：消毒費用、生：生産物自体の損害、弁：弁護士費用


