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発生件数の多いカンピロバクター食中毒にご注意を！
「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 8月は多様な食中毒事故が発生！万が一の事故に対する備えを！
　厚生労働省が発表している食中毒発生状況によると平成29年は1,014件の食中毒事故がありました。その中で発生件
数が320件と最も多かった原因物質はカンピロバクターです。
  カンピロバクター食中毒は鶏肉などの肉類を主な原因食品としており、近年はノロウイルス、アニサキスとともに食中毒
の原因物質として毎年発生件数の上位を占めております。
　今回お支払いした宮崎県の事例では、学生の団体に提供した料理を食べた30名中24名がカンピロバクター食中毒を発
症しています。幸い、重篤な被害者はおらず、全員が快方に向かったとのことです。被害者への損害賠償金のほか、飲食代
金の返金および通院見舞金をお支払いしました。
　カンピロバクター食中毒は本年も124件(厚生労働省：平成30年９月５日現在)発生しております。会員の皆さまにお
かれましては、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理にご尽力いただくとともに、万が一の事故に備え「あんしんフード
君」にご加入いただきますようお願いいたします。 （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

2018.06.01 宮崎県 宮崎市 あんしん
フード君 飲食店 8,500 提供したとり肉料理によるカンピロバク

ター食中毒。 24

賠： 174,390
特： 17,439
被： 24,660
生： 90,000
合： 306,489

2 2018.04.01 福岡市 中央 あんしん
フード君 飲食店 8,500

900

提供した料理によるカンピロバクター食
中毒。高熱を出したお客さまが転倒した
際に自宅のドアに顔をぶつけ負傷し、ド
アも破損した。治療費およびドアの修繕
費を支払った。入院1名。

1
賠： 353,226
特： 35,323
計： 388,549

3 腸管出血性
大腸菌O103 2018.05.18 千葉県 館山 レギュラー 仕出し･弁当 6,500 提供した弁当による食中毒。 17

賠： 422,980
特： 42,298
計： 465,278

4

ノロウイルス

2018.04.04 長野県 諏訪 あんしん
フード君 仕出し･弁当 11,000

提供した仕出し弁当によるノロウイルス
食中毒。各種費用にて従業員の検便費用
および消毒費用を支払った。

22

賠： 539,785
特： 53,979
初： 22,680
消： 113,022
計： 729,466

5 2018.05.10 徳島県 穴吹 あんしん
フード君

仕出し･弁当
食品製造業
飲食店

28,000 販売した料理によるノロウイルス食中
毒。 33

賠： 396,817
特： 39,682
生： 51,810
消： 2,936
計： 491,245

7
Ａ型肝炎
ウイルス

2018.01.05 宮崎県 宮崎市 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。お客さまお
よび従業員の検便からＡ型肝炎ウイルス
が検出された。入院2名。

2
賠： 1,021,024
特：  102,102
計： 1,123,126

8 2017.11.23 宮崎県 宮崎市 あんしん
フード君 飲食店 9,000 提供した貝料理による食中毒。入院 1

名。 1
賠： 859,070
特： 85,907
計： 944,977

9 サポウイルス 2018.04.02 鹿児島県 鹿児島市 ワイド 飲食店 29,800
4,100

提供した弁当による食中毒。先行して休
業補償金を支払った。 0

休： 652,844
特： 65,284
計： 718,128

10 アニサキス 2018.06.14 神戸市 灘 レギュラー 飲食店 2,700
900

提供した寿司によるアニサキス食中
毒。 1

賠： 79,000
特： 8,200
計： 87,200

11

ア
レ
ル
ギ
ー

アレルギー 2018.05.28 埼玉県 本庄 レギュラー 仕出し･弁当
給食施設 6,500

販売していたソフトアイスに牛乳を使
用していたにもかかわらず、販売する
際にお客さまに誤った案内をしたため
アレルギーによるアナフィラキシーシ
ョックを発症させた。入院1名。

1
賠： 62,586
特： 6,559
計： 69,145

12

施
　
設
　
賠
　
償
　
事
　
故

施設リスク

2018.04.04 埼玉県 狭山･入間 あんしん
フード君 飲食店 8,500

店舗の前に設置していたのぼりが強風
で飛ばされ、走行中の車両を破損させ
た。

0
施： 497,556
特： 49,756
計： 547,312

13 2018.04.29 宮城県 登米 あんしん
フード君 飲食店 19,400

4,100

店舗駐車場の排水路グレーチングの設
置不備により、車両が通行した際に跳
ね上がり、お客さまの車両を破損させ
た。

0
施： 308,437
特： 30,844
計： 339,281

14 業務リスク 2017.02.11 長野県 大北 あんしん
フード君 旅館（㎡） 9,500

1,300

従業員が宿泊客の車両を誤って誘導
したため、車両が壁と接触し破損し
た。車両のフロントガラスが雪で覆わ
れ前方が見えない状態で発進するな
ど宿泊客の注意が不足していたこと
も考慮し過失割合30％と認定した。

0
施： 78,927
特： 7,893
弁： 258,190
計： 345,010

15 漏水リスク 2018.04.11 兵庫県 淡路 あんしん
フード君

仕出し･弁当
飲食店

11,000
3,700

店舗内から漏水し、階下の店舗を汚
損した。 0

施： 1,033,931
特： 103,393
計： 1,137,324

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2018.8.1 ～ 8.31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


