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不良品を納品してしまった！！不良完成品損害の支払い
「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 食品営業者を取り巻くリスク、補償範囲の広い「あんしんフード君」のご案内を！

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 2016.08.18 和歌山県 南紀 あんしん

フード君
旅館
飲食店 16,400

提供した料理によるカンピロバクター食
中毒。喫食したが発症しなかったお客さ
まの検査費用および発症者へのお見舞品
代を各種費用で支払った。

32

賠：� 541,005
特：� 54,101
被：� 60,448
初：� 65,950
計：� 721,504

2 ウェルシュ菌 2018.09.21 岩手県 久慈 レギュラー
旅館
喫茶店

仕出し･弁当
18,300 提供した煮物による食中毒。 191

賠：1,013,867
特：� �101,687
計：1,115,554

3

ノロウイルス

2018.09.08 宮城県 黒川 あんしん
フード君

飲食店
食品製造業

8,500
900

イベントで提供した弁当によるノロウイ
ルス食中毒。 11

賠：� 273,853
休：� 38,462
特：� 31,231
生：� 4,950
計：� 348,496

4 2018.05.12 福岡県 北筑後 あんしん
フード君

仕出し･弁当
すし 11,000 提供した弁当によるノロウイルス食中毒。 8

賠：� 83,020
特：� 8,302
消：� 21,600
計：� 112,922

5 アニサキス 2018.10.30 横浜市 青葉区 あんしん
フード君 すし 29,600

8,300
提供したサンマによるアニサキス食中
毒。喫食したお客さまが嘔吐の症状を訴
えた。

1
賠：� 46,859
特：� 4,686
生：� 11,421
計：� 62,966

6 不明 2018.09.21 新潟県 県央 あんしん
フード君 飲食店 8,500

900
提供した料理を喫食したお客さまが体調
不良の症状を訴えた。 7

賠：1,016,436
特：� �101,644
計：1,118,080

7
そ
の
他

生
産
物
賠
償

不良完成品
損害 2018.11.16 群馬県 館林 あんしん

フード君 食品製造業 5,500
中間原材料として納品した牛乳が腐敗し
ており、納品先で製造した完成品に損害
を与えた。不良完成品損害にて完成品の
材料費と廃棄費用を支払った。

− 不：� 440,000
計：� 440,000

8 生産物
賠償事故 2018.11.24 大阪 生野 ワイド 仕出し･弁当 201,600

味噌汁を溢れる直前まで注ぎ、蓋をして
販売したため、お客さまが蓋を開けた際
に噴出し火傷を負った。

1
賠：� 257,520
特：� 26,052
計：� 283,572

9

施
設
賠
償
事
故

施設リスク

2018.07.05 奈良県 葛城 あんしん
フード君

仕出し･弁当
飲食店 67,700

店舗敷地内にある石垣が崩落し、下にある
マンションに土砂が流入した。加入者は石
垣が老朽化し崩落の危険があることに気づ
いていたにも関わらず対策を怠っていた。

−
施：7,049,038
特：� �704,904
計：7,753,942

10 2018.06.03 長野県 佐久 あんしん
フード君 飲食店 18,400

3,700

店内にあるトイレ前の床を清掃した際に拭き残
しがあったため滑りやすくなっていた。電気が
消されていて暗くなっていたこともあり、通行
したお客さまが転倒し骨折した。

1
施：� 332,836
特：� 33,284
計：� 366,120

11 2019.01.03 鳥取県 米子 あんしん
フード君 飲食店 21,200 施設内で火災事故が発生した際に、煙を吸い込んだお客さまが体調不良を訴えた。 1

施：� 16,710
特：� 1,671
計：� 18,381

12
業務リスク

2018.10.14 愛知県 安城 あんしん
フード君 飲食店 8,500

従業員が誤って駐車場に駐車していたお客さ
まのバイクと接触し、バイクを倒した。倒し
た際に車体およびヘルメットを破損させた。

−
施：� 548,705
特：� 54,871
計：� 603,576

13 2018.04.06 東京都 赤坂 あんしん
フード君 飲食店 21,200

従業員が調理に使用した廃油を台車で運
んでいた際、共用エレベーター内で誤っ
て廃油缶を倒し床を汚損させた。

−
施：� 378,000
特：� 37,800
計：� 415,800

14 漏水リスク 2018.11.01 大阪 池田 あんしん
フード君 飲食店 18,400

3,700
店舗内水道の破損により漏水し、階下店
舗を汚損させた。 −

施：� 982,584
特：� 98,258
初：� 200,670
計：1,281,512

15
受
託
物

賠
償
事
故

受託物
リスク 2018.12.07 長崎県 佐世保 あんしん

フード君 飲食店 8,500 お預かりしていたお客さまの補聴器を紛失した。 −
受：� 175,000
特：� 17,500
計：� 192,500

16
そ
の
他

リコール
費用 2018.10.01 静岡県 西部連合 あんしん

フード君
食品製造業
食料品販売業

11,100
700

加入者が製造したスモークソルトに動物の毛
が混入しており、健康被害のおそれがあるた
め保健所へ報告した上で自主回収を行った。

− リ：� 71,032
計：� 71,032

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2019.1.1 ～ 1.31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、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

　今回ご紹介するのは、加入者が納品した牛乳が腐敗していたため、その牛乳を原料として製造したプリンを廃棄した事例
です。調査した結果、納品前の保存方法に問題があったため牛乳が腐敗していたことが判明、プリンの材料費と廃棄費用と
して共済金440,000円をお支払いました。
　今回お支払いした「不良完成品損害補償」は、「製造・販売した商品が原因で納品先の完成品を汚損し、納入先に損害を与
えた際に、加入者が被る損害（損害賠償請求）に対しての補償」で、これは食品営業賠償共済では補償されません。
　万が一、不良品を納品してしまった場合、納品先に与えた損害の他に原因調査や商品
回収などの費用がかかることもありますが、「あんしんフード君」では各種費用の初期対
応費用やリコール補償で補償しております。
　食品営業者を取り巻くリスクは幅広くあるので、さまざまな状況にも対応できる「あん
しんフード君」の加入、切替をご紹介いただくとともに、ご紹介の際に本件をご参考にし
ていただければと思います。	 （共済部　小野　真也）


