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従業員の清掃不備で約100万円の賠償!? 施設賠償事故による高額支払い！
「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 年々増加する施設賠償事故、あんしんフード君でトータル補償を！
　今回は施設賠償事故による高額支払いの事例を紹介いたします。
　この事故は、従業員が廊下を水拭きした際に雑巾の絞りが甘かったため、通りかかったお客さまが転んで負傷し、60日
間の入院となり、共済金の支払いも約100万円と高額な支払いとなったものです。
　施設賠償事故による共済金は年々増加傾向にあり、今回の事例のように不注意から高額な賠償支払いに繋がる場合もあ
ります。
　平成29年度の制度改定により、食品営業賠償共済の施設賠償特約と受託物賠償特約が廃止となりました。被害者の方に
十分な補償ができるよう、会員の皆さまには「あんしんフード君」のご加入をお勧めくださいますようお願いいたします。
	 （共済部　小野　真也）

事故分類 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）

食
中
毒

カンピロ
バクター

2018.03.17 栃木県 大田原 あんしん
フード君 飲食店 21,200 提供したとり肉料理によるカンピロバク

ター食中毒。入院1名。 1
賠：	 288,830
特：	 28,883
計：	 317,713

2017.10.23 福島県 県北 レギュラー 飲食店 2,700
400

提供したとり肉料理によるカンピロバク
ター食中毒。 4

賠：	 122,850
休：	 30,716
特：	 15,657
計：	 169,223

ノロ
ウイルス

2018.01.23 熊本県 水俣芦北 レギュラー 旅館（㎡） 26,000 提供した料理によるノロウイルス食中
毒。 45

賠： 956,545
特： 95,955
計： 1,052,500

2018.01.07 大分県 玖珠郡 あんしん
フード君

仕出し・弁当
飲食店 11,000 提供した料理によるノロウイルス食中

毒。 31

賠：	 499,552
特：	 49,955
生：	 191,075
計：	 740,582

2018.01.02 千葉市 支部 レギュラー すし 2,700
提供した料理によるノロウイルス食中
毒。検査した結果、従業員からノロウイ
ルスを検出した。入院3名。

32
賠：	 500,280
特：	 50,328
計：	 550,608

アニサキス 2018.01.30 長野県 上小 レギュラー 飲食店 2,700 提供したサバの刺身によるアニサキス食
中毒。入院1名。 1

賠：	 102,960
特：	 10,596
計：	 113,556

ア
レ
ル
ギ
ー

アレルギー 2017.06.19 岩手県 花巻 ワイド 食品製造業 2,000
700

製造したフランスパンにバターを使用し
ていたにもかかわらず、お客さまに誤っ
た案内をしたため乳製品アレルギーによ
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：	 77,980
特：	 8,098
計：	 86,078

施
設
賠
償
事
故

施設リスク

2017.10.13 福岡県 田川 あんしん
フード君 食料品販売業 3,500

従業員が廊下を水拭きをした際に雑巾の
絞り方が甘かったため滑りやすくなって
おり、お客さまが転倒した。入院 1 名。

1
施： 968,820
特： 96,882
計： 1,065,702

2017.12.27 新潟県 南魚沼 あんしん
フード君 旅館（㎡） 21,600

1,100

施設屋根から落雪し、駐車車両を破損さ
せた。被害者の駐車場所に問題があった
ことも考慮し、加入者の過失割合50％
と認定した。

0
施：	 100,030
特：	 10,003
計：	 110,033

業務リスク 2018.02.06 神奈川県 相模原 あんしん
フード君

仕出し・弁当
飲食店 15,600

料理を提供するため設営・撤去作業をし
ていた際に、機材を入れる箱を引きずっ
てしまい、取引先の床を損傷させた。

0
施：	 324,000
特：	 32,400
計：	 356,400

受
託
物
賠
償
事
故

受託物リスク 2018.01.02 長野県 北信 あんしん
フード君 旅館（㎡） 3,500

お客さまから預かった車両の雪下ろしを
従業員が行っている際に、誤って車両を
破損させた。

0
受：	 75,000
特：	 7,500
計：	 82,500

携帯品リスク 2017.07.16 千葉県 館山 あんしん
フード君 旅館（㎡） 7,600

1,100
客室でお客さま4名の財布が盗難にあっ
た。 0

受：	 299,036
特：	 29,904
計：	 328,940

被
害
者
治
療
費
等

その他

2017.12.23 山口県 宇部 あんしん
フード君 飲食店 9,000

店舗内の上り口でお客さまが転倒し、右
足首を骨折した。被害者治療費等にて入
院見舞金を支払う。入院1名。

1 被：	 50,000
計：	 50,000

2018.03.04 兵庫県 尼崎市 あんしん
フード君 すし 246,700

87,500

給湯器が故障していたため、お客様がお
茶を入れる際にお湯が止まらなくなり、
お客さまの右足太ももに火傷を負わせ
た。各種費用にて通院見舞金を支払った。

1 被：	 30,000
計：	 30,000

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2018.4.1 〜 4.30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


