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その共済、リスクに見合った補償が担保されていますか？
「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 損害賠償金支払いだけじゃない！？ノロウイルスによる高額事例！

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）

事故の概況 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 2018.10.31 兵庫県 姫路市 あんしん

フード君 飲食店 8,500
900 提供した料理による食中毒。 7

賠： 302,360
休： 179,287
特： 48,165
計： 529,812

2 毒素原性
大腸菌 O25 2018.08.24 愛知県 豊橋 あんしん

フード君 仕出し･弁当 353,900
200,900 提供した料理による食中毒。 197

賠： 1,442,702
特：  144,270
初：  8,487
消：  487,620
生：  851,941
損：  551,797
計： 3,486,817

3 ウエルシュ菌 2018.05.22 滋賀県 長浜 あんしん
フード君

仕出し･弁当
給食施設

493,800
300,400 提供した料理による食中毒。 71

賠：  355,000
休：  627,540
特：  98,254
初：  736,965
消：  702,987
計： 2,520,746

4

ノロウイルス

2019.01.20 兵庫県 福崎 あんしん
フード君 飲食店 84,100

宴会に提供した弁当およびオー
ドブルによるノロウイルス食中
毒。入院 1 名。

54

賠： 3,065,078
特：  306,508
被：  99,792
初：  108,150
生：  37,345
計： 3,616,873

5 2019.02.03 兵庫県 篠山丹波 あんしん
フード君

飲食店
食品製造業

8,500
900

提供した料理によるノロウイル
ス食中毒。 29

賠：  585,670
特：  58,567
消： 424,153
生： 148,199
計： 1,216,589

6 2019.02.10 福岡県 田川 あんしん
フード君 飲食店 21,200 提供した料理によるノロウイル

ス食中毒。 18

賠： 188,960
特： 18,896
消： 900,000
生： 49,345
計： 1,157,201

7 2018.11.17 熊本県 天草 レギュラー 仕出し･弁当 6,500 提供した弁当によるノロウイル
ス食中毒。 56

賠： 1,009,695
特： 101,270
計： 1,110,965

8 赤痢菌 2018.10.03 山梨県 峡南 レギュラー 旅館（㎡） 11,100 提供した料理による赤痢菌食中
毒。入院 2 名。 46

賠： 1,022,832
特： 102,583
計： 1,125,415

9

施
設
賠
償
事
故

施設リスク

2018.06.28 佐賀県 杵藤 あんしん
フード君

仕出し･弁当
飲食店

食料品販売業
13,900

3,700
飼っている犬が噛みついてお客
さまの手を負傷させた。 1

施： 1,492,070
特： 149,207
計： 1,641,277

10 2018.10.03 静岡県 引佐 あんしん
フード君 旅館（㎡） 3,000

敷地内の排水溝の蓋が開いてお
り、お客さまが転倒し負傷した。
入院 1 名。

1
施： 987,761
特： 98,776
計： 1,086,537

11 2018.02.08 福岡県 筑紫 あんしん
フード君 飲食店 50,700

9,400
店舗内の床に油が付着していた
ためにお客さまが転倒し、右手首
を骨折した。入院 1 名。

1
施：  818,432
特：  81,843
計：  900,275

12 漏水リスク 2018.12.11 札幌市 札幌市
中央

あんしん
フード君 飲食店 8,500

900
店舗の排水管より漏水し地下の
店舗を汚損させた。 -

施： 1,288,953
特：  128,895
計： 1,417,848

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2019.3.1 〜 3.31抜粋）

賠：生産物賠償金、不：不良完成品賠償金、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、リ：リコール費用
傷：傷害補償金、盗：現金盗難等補償金、旅：旅館宿泊者賠償金、計：合計共済金

　店舗営業をする以上、食中毒事故のリスクは常に伴います。会員の皆さまの共済（または保険）はそのリスクに十分対応
できる補償が担保されていますか。
　例年冬になると大流行するノロウイルスですが、営業施設でノロウイルスが発生した場合の補償は、被害者の治療費等だ
けなのでしょうか。
　営業施設でノロウイルスが発生した場合、被害者の治療費や見舞金、休業補償等の損害賠償の他、従
業員の検査や施設の消毒費用、場合によっては設備の交換など、想定される補償は多岐にわたり、高額
になる可能性もあります。
　今回の事例における支払内訳をみると被害者への賠償共済金の他に消毒や原因調査など、「あんしん
フード君」でないとお支払いできない費用が多くありました。
　食中毒が発生した際には高額かつ幅広い範囲で費用がかかってくることもあります。万が一事故を
起こした際に被害者への十分な補償と営業再開に支障がないよう、会員の皆さまにご加入の共済や保険
を見直していただいてはいかがでしょうか。	 （共済部　小野　真也）


