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腸管出血性大腸菌による高額請求！
「あんしんフード君」と「休業補償特約」にご加入で更なる安心を！

C l o s e 
Up

解説 休業補償特約の掛金算出方法の変更！正しい年間売上高の確認を！

　今回は山形県で発生した腸管出血性大腸菌O157(牛タン定食)による食中毒の事例をご紹介いたします。
　本事例では休業補償特約が付加されていたため、7日間の休業に対して428,720円が支払われました。しかし、正しい
あら利益で申請をしていなかったため、実際の営業損失は100万円以上であったにもかかわらず縮小支払い（減額されて
の支払い）となり、十分な補償が受けられませんでした。
　平成30年１月１日の制度改定に伴い、休業補償の掛金はあら利益から年間売上高で算出するよう変更となっています。
あら利益を申請していた旧制度の時より、上記のような縮小支払いが防げるようになりました。ただし、正しい年間売上
高を申請していないと、結果として縮小加入となってしまいますので、ご加入いただく際には正しい年間売上高をお伺い
していただく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）

腸管出血性大
腸菌O157 2016.11.9 山形県 鶴　岡 あんしん

フード君
飲食店

食品製造業

39,400
2,900

提供した牛タン定食による食中毒。 1 賠：516,897
休：428,720
損：162,648

アレルギー 2017.8.26 兵庫県 但　馬 あんしん
フード君 旅館(㎡ )

15,500 お客さまから事前に卵アレルギーの申し出を受け
ていたにもかかわらず、誤って卵を使用した菓子
を提供しアレルギー症状を発症させた。

1 賠：92,945

アニサキス

2017.11.24 静岡県 焼津市 レギュラー 飲食店 2,700 提供したしめサバを喫食したお客さま8名が体調
不良となり、内2名からアニサキスが検出された。

8 賠：202,205

2017.10.18 千葉県 松　戸 あんしん
フード君 仕出し・弁当

232,800 提供した刺身の盛り合わせによるアニサキス食
中毒。

1 賠：51,436
被：30,000
生：31,849

2017.10.16 札幌市 札幌市
白石

あんしん
フード君 飲食店 9,000

900
提供したしめサバによるアニサキス食中毒。 1 賠：66,363

クドア 2017.914 島根県 出　雲 レギュラー 仕出し・弁当 6,500 提供した料理によるクドア食中毒。 5 賠：81,725

カンピロ
バクター

2017.10.6 神戸市 北 あんしん
フード君 飲食店

9,000
1,700

提供した焼きとりによるカンピロバクター食中
毒。消毒費用および通院見舞金も支払った。

3 賠：204,248
休：50,834
被：30,000
消：170,013

2017.9.8 岐阜県 多治見 あんしん
フード君

飲食店
食料品販売業

9,000
1,300

提供した料理によるカンピロバクター食中毒。消
毒費用、見舞品代および飲食代の返金も支払っ
た。

2 賠：266,200
被：16,519
消：70,603
生：8,000

2017.9.29 島根県 出　雲 レギュラー 飲食店 2,700 提供した料理によるカンピロバクター食中毒。 13 賠：337,582

ノロウイルス
2017.3.15 愛知県 江　南 あんしん

フード君 仕出し・弁当
11,000
6,700

弁当に入っていたカキフライにより、弁当を提供
した5社の従業員がノロウイルス食中毒となっ
た。

130 賠：3,573,537

2017.10.13 愛知県 田　原 レギュラー 飲食店 2,700 提供した料理によるノロウイルス食中毒。 1 賠：76,211

サルモネラ
2017.9.21 沖縄県 北　部 あんしん

フード君 仕出し・弁当
11,000
2,300

提供した弁当によるサルモネラ食中毒。 10 賠：1,046,093
休：43,944
消：285,000

2017.9.16 福島県 いわき レギュラー 仕出し・弁当 6,500 提供した弁当の卵焼きによるサルモネラ食中毒。 13 賠：829,625

腸炎ビブリオ 2017.9.3 和歌山県 紀　北 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腸炎ビブリオ食中毒。 7 賠：578,743

異物混入 2017.10.12 新潟県 南魚沼 あんしん
フード君 飲食店 16,400

900
提供したモズク料理に巻貝が混入しており、喫食
したお客さまの入れ歯を破損させた。

1 賠：35,057

施設賠償

2017.10.22 滋賀県 草　津 あんしん
フード君 飲食店

31,200 店舗屋上にビアガーデンで使用するために設置
していたテントが台風による強風で飛び、ビルの
フェンス、排水設備、外壁、風除けを破損させた。

0 施：2,856,206

2017.10.22 福井県 坂　井 あんしん
フード君 飲食店

9,000 店舗駐車場に設置していた看板、パネル、ベンチ
が台風による強風で飛び、お客さまの駐車車両を
破損させた。

0 施：704,000

2017.7.14 岡山県 倉敷市 あんしん
フード君 飲食店 9,000 店舗の厨房床にある埋設管から漏水し、階下の店

舗を汚損した。
0 施：797,064

受託物賠償 2017.12.2 福井県 坂　井 あんしん
フード君 旅館(㎡ ) 36,200

3,200
従業員が預かっていたお客さまの車両を駐車す
る際にブロック塀に接触し破損させた。

0 受：56,810

被害者
治療費等

2017.11.22 新潟県 南魚沼 あんしん
フード君 飲食店 9,000

400
店舗内階段でお客さまが転倒し骨折した。被害者
治療費等にて入院見舞金を支払った。

1 被：100,000

2017.10.8 神奈川県 鎌　倉 あんしん
フード君 旅館(㎡ )

9,000 カウンター席に座っていたお客さまが席から降り
る際に誤って転げ落ち、肋骨を負傷し救急搬送さ
れた。被害者治療費等にて通院見舞金を支払っ
た。

1 被：10,000

※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
支払い日（2017.12.1 ～ 12.30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
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


