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ノロウイルス食中毒の高額支払い！
「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 ノロウイルスによる食中毒、弁当を食べた106人が発症！

　今回ご紹介する事例は提供した弁当によるノロウイルス食中毒です。
　本事例では、非常に多くの被害者が出ており（106名）、共済金の支払いも損害賠償金2,779,774円、特別費用
277,977円、被害者治療費等285,000円、消毒費用81,633円、合計3,424,384円と高額になりました。また、被害
者の内1名が食中毒による脱水症状が原因で脳梗塞を併発し、今後の生活に大きな影響を与えてしまいました。
　例年ノロウイルス食中毒の共済金支払いは非常に多く、平成28年度では87件、1事故当たり被害者22名、共済金
580,726円を支払っております。また食中毒を発生してしまうと営業を再開するための消毒費用などもかかるので、ノ
ロウイルス食中毒はいかに多くの被害を出し、高額な支払いをしているかご理解いただけるかと思います。
　会員の皆さまには万が一の事故に備え、幅広い補償に対応している「あんしんフード君」をお勧めいただきますようお願
いいたします。	 （共済部　小野　真也）

原因物質等 事故発生日 支部名 支所名 加入コース 業種名 年間掛金（円） 事故の概況 被害者数 共済金額（円）休業掛金（円）

カンピロ
バクター

2017.9.29 茨城県 古　河 レギュラー 飲食店 2,700 提供した鳥レバーによるカンピロバク
ター食中毒。 17 賠：680,485

2017.9.18 秋田県 大　曲 あんしん
フード君

仕出し・弁当
飲食店

食料品販売業
11,000 ミニバスケットボールの交流試合で提供

した弁当によるカンピロバクター食中毒。 17 賠：570,665

2017.12.8 岡山県 津　山 あんしん
フード君 飲食店 19,400

4,100
提供したとりのタタキによるカンピロバ
クター食中毒。 1 賠：74,129

サルモネラ 2017.8.29 静岡県 富　士 あんしん
フード君 飲食店 19,400

2,100
宴会で提供した料理によるサルモネラ食
中毒。 12 賠：1,703,198

ノロウイルス

2016.12.4 福岡県 久留米 あんしん
フード君 仕出し・弁当 11,000 提供した弁当によるノロウイルス食中毒。 106 

賠：3,057,751
被：285,000

消：81,633

2017.11.26 栃木県 真　岡 レギュラー 飲食店 2,700 イベントで提供した弁当によるノロウイ
ルス食中毒。 41 賠：872,688

2015.12.22 鹿児島県 種子島 あんしん
フード君 飲食店 9,000

400

提供した料理による食中毒が発生。検査
の結果、従業員からノロウイルスが検出さ
れた。費用補償にて消毒費用を支払った。

14 
賠：157,586
生：134,867
消：110,000

A型肝炎
ウイルス 2017.6.3 長野県 佐久　 レギュラー 飲食店 2,700 提供した料理によるA型肝炎ウイルス食中

毒。 2 賠：1,498,465

アニサキス
2017.11.10 東京都 中央区 あんしん

フード君 飲食店 22,300 提供したしめサバによるアニサキス食中
毒。 2 

賠：47,390
被：6,156

生：11,666

2017.12.3 北海道 留　萌 ワイド 食料品販売業 54,100 販売したカラスガレイの刺身によるアニ
サキス食中毒。 1 賠：35,445

クドア 2017.7.28 福岡市 中央　 あんしん
フード君 飲食店 34,100 提供したヨコワ（クロマグロの幼魚）によ

るクドア食中毒。 11 賠：348,212

シガテラ毒 2017.11.13 鹿児島県 奄　美 レギュラー 食料品販売業 1,400 
販売したイッテンフエダイにシガテラ毒
が含まれており、喫食したお客さまが食中
毒を発症した。

2 賠：243,576

異物混入
2016.9.24 新潟県 中　越 あんしん

フード君 飲食店 9,000
400

提供したカキの中に真珠が入っており、喫
食したお客さまの歯を欠損させた。 1 賠：379,522

2017.9.29 大阪 中　央 あんしん
フード君 飲食店 75,300

8,200
提供したドリンクに割れたグラスの破片が混入
しており、お客さまが口内を負傷した。 1 賠：38,586

施設賠償

2017.6.17 香川県 高　松 あんしん
フード君 飲食店 22,300

4,100
ジンギスカンを提供した際に卓上コンロ
が爆発し、お客さまが火傷を負った。 2 施：1,588,675

2017.10.2 静岡県 富　士 あんしん
フード君 すし 19,400 従業員が店先で傘立てを塗装中に誤って塗

料を飛散させ、駐車車両2台を汚損させた。 0 施：638,000

2017.10.4 仙台市 仙台市
青葉区

あんしん
フード君 飲食店 9,000 

店舗トイレからの漏水により階下の飲食
店を汚損させた。また、修繕のため休業し
たことによる損失利益を支払う。

0 施：935,847

受託物賠償
2017.10.19 埼玉県 熊　谷 あんしん

フード君 飲食店 9,000
1,300 店舗内でお客さまの傘が盗難にあった。 0 受：33,264

2017.10.28 福岡市 東 あんしん
フード君 仕出し・弁当 2,800 餅つきイベントのために借用した杵を破

損させた。 0 受：13,090

被害者
治療費等

2017.11.3 和歌山県 紀　北 あんしん
フード君 飲食店 9,000 店舗内でお客さまが転倒し負傷した。被

害者治療費等にて入院見舞金を支払った。 1 被：100,000

2017.10.13 岡山県 倉敷市 あんしん
フード君

飲食店
食料品販売業
食品製造業

9,000 
敷地内の外階段でお客さまが転倒し、足首
を骨折した。被害者治療費等にて入院見
舞金を支払った。

1 被：100,000

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2018.1.1 ～ 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
	 	 	 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


