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もしもの事故に「あんしんフード君」で備えを！
「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 高額支払いの増加　幅広く補償できる「あんしんフード君」の加入推進を！
　今回は施設の管理不備によるノロウイルス感染症の事例をご紹介いたします。
　加入者の旅館を利用した宿泊客が体調不良を訴え、保健所が調査をした結果、浴場からノロウイルスが検出されました。
　原因は宿泊客が浴場で嘔吐した際の清掃が不十分だったことによるノロウイルス感染症と推測され、被害者への損害賠
償金および保健所の指導に基づく消毒に対し、消毒費用を含む共済金約190万円をお支払いしました。
　「あんしんフード君」はノロウイルスによる、「飲食物に起因する事故」、「施設の管理不備による事故」、「人から人への感染
による事故（見舞金等）」を補償対象としています。また、従業員の検便検査費用や消毒費用などの各種費用も補償しており
ます。特に本事例では消毒費用をお支払いしていることから、被害者への補償のほかに費用補償の有用性をご理解いただけ
ると思います。
　食品事業者を取り巻くリスクは食品に起因する事故のみとは限りません。会員の皆さまにおかれましては、衛生管理の
徹底はもちろんのこと、万が一の事故の際に役立つ補償を備えていただきますようお願い申し上げます。
	 （共済部　小野　真也）

No. 事故分類 事故区分 事故発生日 支部名 支所名 加入コース 営業種類 年間掛金（円） 事故の概況 被害者数 共済金額（円）休業掛金（円）

1

食
　
　
　
　
中
　
　
　
　
毒

カンピロ
バクター 2018.03.10 静岡県 小笠連合 あんしん

フード君 飲食店 8,500 提供したレバーのオイル漬けによるカン
ピロバクター食中毒。 17

賠： 580,426
特： 58,043
生： 75,626
消： 486,000
計： 1,200,095

2

ノロウイルス

2018.03.04 兵庫県 但馬 あんしん
フード君

飲食店
食料品販売業
食品製造業

310,900
64,800

提供した料理によるノロウイルス食中毒。
入院 1 名 53

賠： 858,870
休： 3,669,054
特： 452,792
生： 414,047
計： 5,394,763

3 2018.02.17 兵庫県 尼崎市 あんしん
フード君 すし 246,700

87,500 提供した寿司によるノロウイルス食中毒。 132

賠： 4,305,240
特： 430,524
生： 310,504
消： 194,400
計： 5,240,668

4 2018.04.07 愛知県 新城 あんしん
フード君 仕出し・弁当 11,000 提供した料理によるノロウイルス食中毒。 11

賠： 656,638
特： 65,664
生： 112,860
初： 21,800
消： 185,878
計： 1,042,840

5 2018.02.27 北海道 天塩 レギュラー 旅館（㎡） 2,600
提供した料理によるノロウイルス食中毒。
この事故によって団体で宿泊したお客さ
まの会社が2日間の営業不能となったた
め、その会社の休業補償金も支払った。

11
賠：� 539,173
特：� 54,217
計：� 593,390

6 ロタウイルス 2018.03.21 長野県 長野市 レギュラー 飲食店
食料品販売業

10,500
2,200 提供した弁当による食中毒。入院 1 名 66

賠： 468,437
休： 633,620
特： 110,506
計： 1,212,563

7 アニサキス 2018.02.19 東京都 中央区 ワイド 飲食店
22,500
5,700

施 :11,200
提供した炙りしめサバによるアニサキス
食中毒。 1

賠：� 19,104
休：� 193,654
特：� 21,375
計：� 234,133

8 クドア 2018.03.11 東京都 江東区 レギュラー 飲食店 2,700 提供したヒラメの刺身による食中毒。入院1名 7
賠：� 286,778
特：� 28,778
計：� 315,556

9

施
　
設
　
賠
　
償
　
事
　
故

施設リスク

2018.01.26 長野県 上小 あんしん
フード君 旅館（㎡） 11,400

施設の管理不備によるノロウイルス感染
症。提供した料理および従業員からノロ
ウイルスは検出されず、他のお客さまが
浴場で嘔吐した際の清掃が不十分だった
ことが原因と推測され、保健所の指導に
より消毒を実施した。

4
施： 187,907
特： 18,791
消： 1,649,608
計： 1,856,306

10 2017.01.31 札幌市 札幌市
中央

あんしん
フード君

飲食店
食料品販売業 9,000

従業員が店舗入り口の路面の凍結を放置
していたため、来店したお客さまが転倒
し骨折した。入院 1 名

1
施： 1,808,671
特： 180,867
計： 1,989,538

11 業務リスク 2015.08.15 福岡県 八女 あんしん
フード君 飲食店 40,500

従業員が石鍋に入っているスープを運ん
でいた際に誤ってこぼし、お客さまの太
ももに火傷を負わせた。

2
施： 600,000
特： 60,000
弁： 544,538
計： 1,204,538

12

漏水リスク

2018.02.01 岐阜県 飛騨 あんしん
フード君 飲食店 19,400

給水管が凍結により破裂し、階下の飲食
店の店内全体を浸水させた。汚損による
損害および浸水による休業中の逸失利益
90 日分（約 100 万円）を認定した。

－
施： 1,864,696
特： 186,470
計： 2,051,166

13 2018.04.11 富山県 富山市 あんしん
フード君 飲食店 16,400 店内のビールサーバからビールが漏れ、

階下の店舗を汚損させた。 －
施： 936,360
特： 93,636
計： 1,029,996

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2018.6.1 〜 7.31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
特：特別費用、被：被害者治療費等、生：生産物自体の損害、初：初期対応費用

損：損害回復費用、消：消毒費用、弁：弁護士費用、計：合計金額


