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施設賠償事故も「あんしんフード君」でしっかり備えを！！
「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 屋外備品の管理はできていますか？施設賠償事故のお支払い

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）

事故の状況 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 2019.08.10 山口県 宇部 あんしん

フード君 飲食店 8,500
900

提供したとり肉料理による食中
毒。保健所の調査によりとり肉の
加熱不足が原因と推定された。

2

賠：� 51,000
休：� 148,379
特：� 19,938
生：� 13,000
計：� 232,317

2 サルモネラ 2019.07.08 長野県 諏訪 レギュラー 飲食店
食品製造業 2,700

製造したうなぎの蒲焼を用いて作
られた弁当によるサルモネラ食中
毒。

13
賠：� 350,174
特：� 35,317
計：� 385,491

3

ノロウイルス

2019.05.16 沖縄県 南 あんしん
フード君 飲食店 26,800

6,100
提供した料理によるノロウイルス
食中毒。 4

賠：� 112,960
休：� 557,479
特：� 67,344
計：� 737,783

4 2019.01.20 愛知県 豊橋 あんしん
フード君 飲食店 8,500

900
提供した料理によるノロウイルス
食中毒。 8

賠：� 369,921
休：� 209,397
特：� 57,932
生：� 24,100
計：� 661,350

5 アニサキス 2019.07.08 神戸市 中央 あんしん
フード君 すし 75,800 提供した寿司によるアニサキス食中毒。 1

賠：� 24,510
特：� 2,451
生：� 42,000
計：� 68,961

6 異
物
混
入

異物混入

2019.07.06 長野県 松本 あんしん
フード君

仕出し・弁当
飲食店

128,900
64,500

提供したウナギを喫食したお客さ
まの喉に骨が刺さり負傷させた。 1

賠：� 17,156
特：� 1,716
計：� 18,872

7 2019.07.25 鹿児島県 川薩 あんしん
フード君

食品製造業
食料品販売業

5,500
200

製造したメロンパンに木屑が混入
し、お客さまが口内を負傷した｡ 1

賠：� 10,750
特：� 1,075
計：� 11,825

8
生
産
物

賠
償
事
故

その他
生産物賠償 2019.08.10 新潟県 新潟市 あんしん

フード君 飲食店 18,400
3,700

従業員が注文を間違え、アルコー
ルの飲めないお客さまにアルコー
ル飲料を提供してしまい体調不良
となった。

1
賠：� 6,080
特：� 608
計：� 6,688

9

施
設
賠
償
事
故

業務リスク 2019.08.18 佐賀県 佐賀中部 あんしん
フード君 飲食店 8,500

店舗駐車場で芝刈り機を操作した
際に、小石を誤って飛ばしてしま
い駐車車両を破損させた。

0
施：� 27,648
特：� 2,765
計：� 30,413

10 施設リスク 2019.04.06 群馬県 桐生 あんしん
フード君 仕出し・弁当 17,300

外に設置していたのぼりが強風に
より倒れた際に、お客さまの駐車
車両を破損させた。

0
施：� 121,257
特：� 12,126
計：� 133,383

11 漏水リスク 2018.07.23 愛知県 豊田市 あんしん
フード君 飲食店 8,500 店舗内にある配管から漏水し、階下の店舗を汚損した。 0

施：� 449,280
特：� 44,928
計：� 494,208

12 漏水リスク 2019.06.23 千葉県 柏 あんしん
フード君 飲食店 8,500

900 店舗から漏水し、階下を汚損した。 0
施：� 214,520
特：� 21,452
計：� 235,972

13
受
託
物

賠
償
事
故

受託物リスク 2019.08.17 新潟県 新潟市 あんしん
フード君 飲食店 38,400

病院からの委託により厨房で調理
をしていたところ、誤って病院所
有のミキサーを破損させた。

0
受：� 15,703
特：� 1,570
計：� 17,273

14
そ
の
他

被害者治療費
等 2019.01.01 新潟県 南魚沼 あんしん

フード君 旅館（㎡） 27,700
1,300

宿泊客が不注意により施設内で転
倒し、頭部を負傷した。各種費用
にて通院見舞金を支払う。

1 被：� 12,360
計：� 12,360

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2019.9.1 ～ 9.31抜粋）
※ご加入された支部･支所と営業所在地が異なる場合があります。

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

計：合計共済金

　今回は、外に設置していたのぼりが強風で倒れお客さまの車を破損させた事例をご紹介します。本事例では、強風
でのぼりが倒れてしまったのは施設に管理不備があったと認定し、車の修理費用の121,257円をお支払いしまし
た。
　平成30年度の支払い事例でも、店舗の屋外にある備品が強風により飛ばされたことが原
因となった支払い事例が46件ありました。その多くの事例が、お客さまの駐車車両を破損
したというもので、賠償金額は１～２万円の少額なものから、50万円以上と高額になる場
合もあります。屋外での管理となると、店舗内の備品と比べ目の届かない部分も多くなり、
強風に煽られ飛ばされる場合や、何らかの衝撃で倒れる場合等、経営者が気づかぬうちに
起きる事故も増えてきます。
　備えあれば憂いなし！万が一の事故に備え、会員の皆さまへは施設賠償事故の補償も備
えた「あんしんフード君」の加入･切り替えをお勧め頂きますようお願いいたします。
	 （共済部　師岡	彩実）


