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ノロウイルス食中毒予防強化月間！ノロウイルス食中毒事故のお支払い！
「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 「あんしんフード君」でノロウイルス食中毒もあんしん補償！

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 2019.07.20 三重県 桑員 あんしん

フード君 飲食店 8,500
900

提供したとりのささみによるカ
ンピロバクター食中毒。先行して
休業補償金を支払った。

0
休：� 414,092
特：� 41,409
計：� 455,501

2 サルモネラ 2019.08.14 岡山県 倉敷市 レギュラー 飲食店 2,700 提供した寿司による食中毒。 11
賠：� 195,480
特：� 19,848
計：� 215,328

3

ノロウイルス

2019.02.23 岐阜県 可茂 あんしん
フード君 飲食店 21,200

4,500
提供した会席料理によるノロウ
イルス食中毒。 46

賠：� 533,100
休：�2,071,740
特：� 260,484
初：� 266,760
消：� 176,900
生：� 475,740
計：�3,784,724

4 2019.03.19 長崎県 県南 レギュラー 飲食店 2,700 提供した食事によるノロウイル
ス食中毒。 45

賠：� 283,020
特：� 28,602
計：� 311,622

5 アニサキス 2019.09.02 北九州市 小倉北 あんしん
フード君

食料品
販売業 3,500 販売したサバによるアニサキス

食中毒。 1
賠：� 12,600
特：� 1,260
計：� 13,860

6
異
物
混
入

異物混入 2019.09.18 岐阜県 多治見 あんしん
フード君 食品製造業 12,700

提供したおこわに小石が混入し
ていたため、喫食したお客さまの
歯の詰め物が破損した。

1

賠：� 19,040
特：� 1,904
被：� 1,080
生：� 324
計：� 22,348

7

施
　
　
設
　
　
賠
　
　
償
　
　
事
　
　
故

施設リスク

2019.05.03 福岡県 八女 あんしん
フード君 旅館（㎡） 4,800

旅館敷地内にある石垣が崩れ、通
りかかったお客さまの子供が負
傷した。

1
施：�1,387,269
特：� 138,727
計：�1,525,996

8 2019.08.14 広島県 東広島 あんしん
フード君 飲食店 8,500

店舗外に設置していた看板が強
風で転倒し、お客さまの車両を破
損させた。

0
施：� 304,792
特：� 30,479
計：� 335,271

9

業務リスク

2018.03.17 兵庫県 加古川 あんしん
フード君 飲食店 8,500

従業員がテーブルを移動した際
にお好み焼き用の鉄板が落下し、
お客さまの足を負傷させた。

1
施：� 53,210
特：� 5,321
計：� 58,531

10 2019.06.11 石川県 金沢市 あんしん
フード君 飲食店 21,200

4,500

従業員が配膳の際に誤ってスー
プをこぼし、お客さまに火傷を負
わせた。

1
施：� 52,370
特：� 5,237
計：� 57,607

11 漏水リスク 2019.03.02 神戸市 中央 あんしん
フード君 飲食店 8,500

店舗の排水溝を詰まらせ、階下の
飲食店へ漏水した。事故日当日と
復旧工事8日間、合計9日間休
業した。

0
施：�1,965,714
特：� 196,571
計：�2,162,285

12
受
託
物

賠
償
事
故

携帯品リスク 2019.09.04 札幌市 札幌市北 あんしん
フード君 飲食店 18,400 店舗内でお客さまの靴が盗難に

あった。 0
受：� 13,000
特：� 1,300
計：� 14,300

13
そ
の
他

被害者治療
費等 2019.08.19 山口県 宇部 あんしん

フード君 飲食店 8,500
900

提供した料理を喫食したお客さ
まが下痢や腹痛の症状を訴えた。
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（2019.10.1 〜 10.31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

初：初期対応費用、消：消毒費用
計：合計共済金

　今回は、提供した会席料理によるノロウイルス食中毒の事例をご紹介します。
　本事例では被害者46名に対する治療費や慰謝料などの損害賠償金として533,100円、事故発生にかかわる各種費用
として、初期対応費用：266,760円、消毒費用：176,900円、生産物自体の損害：475,740円
が認定されました。さらに休業補償特約を付加されていたため、12日間の休業期間に対する共済金
として2,071,740円が認定され、合計で3,784,724円（特別費用含む）が支払われました。
　「あんしんフード君」は、各種費用にて初期対応費用(従業員の検便費用等）や消毒費用(設備交換費
等も含む）、損害回復費用(お詫び広告費用）等、さまざまな費用が補償対象となっています。今回の
事例でも各種費用だけで合計：919,400円の支払い認定がされました。
　この「各種費用」の部分は「食品営業賠償共済」では補償されません。万が一の事故に備え、円滑に
営業再開をし事業を継続できるよう、さまざまな費用への補償も考えられている「あんしんフード
君」への加入、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）


