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調査の全体像 

本調査は、環境に関する調査と需要サイド・供給サイドの各視点での調査を 
効果的に組合せ、研究会の討議を経て、成果物を取りまとめる。 
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(4)有識者、事業者等による研究会の開催 (2)利用者や自治体との関係に関する調査 (3)加盟者及び本部の意識・取組調査 

(5)成果物の取りまとめ 

(1)コンビニを取り巻く環境に関する調査 

 経済・社会の動向をメガトレンドとして把握する。 
 コンビニに関する現状や推移に関するデータを整理する。 

 利用者がこれまでとこれからのコンビニに
要望・期待する役割を明らかにする。 
 

 自治体とコンビニの連携状況、コンビニの
役割や自治体との関係に対する自治体の
要望・期待を把握する。 

 加盟者のコンビニの役割に対する意識や、
価値向上に向けたこれまでとこれからの取
組みを明らかにする。 
 

 本部が考えるコンビの役割やこれからの施
策や目標について把握する。 

 有識者・事業者等での意見交換により、こ
れまでとこれからのコンビニの役割を描く。 

 研究会の討議結果（含む各調査の分析結果）を取りまとめる。 
 公開を前提に十分な内容の検討と記載内容の吟味を行う。 

コンビニを必要とする需要サイドへの調査 コンビニを運営する供給サイドへの調査 

コンビニの推移と現状・今後の環境の整理 

整理や調査結果を踏まえた議論の場の設置 

全ての検討結果の整理と取りまとめ 

 

利用者アンケート 

自治体アンケート 

加盟者アンケート 

本部ヒアリング 
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第１回研究会 
９月４日（木）１０：００－１２：００ 
＠METI 

 本事業の趣旨説明 
 （コンビニを取り巻く環境に関する調査より）前回調査（H21年度コンビニ研究会）以降の変化のレビュー 
 検討すべき課題の整理とその対応の基本的方向性 
 アンケート調査（利用者向け／自治体向け／加盟者向け）の実施要領の検討 
 本部へのヒアリング調査の実施要領の検討 

第２回研究会 
１１月１３日（木）１６：３０－１８：３０ 
＠METI 

 地域社会との関係 
（買物弱者、防犯、防災、行政サービス、高齢者見守り、認知症対応、物流、環境） 

 アンケート調査（利用者向け／自治体向け／加盟者向け）の速報 

第３回研究会 
１２月４日（木）１６：３０－１８：３０ 
＠METI 

 経済の活性化 
（雇用／人材、地産地消／農業、健康産業化、商店街との関係、インバウンドとの関係、海外展開） 

 アンケート調査（利用者向け／自治体向け／加盟者向け）分析結果の報告 

第４回研究会 
１２月１１日（木）１０：３０－１２：３０ 
＠METI （※時間が変更） 

 フランチャイズシステム 
（加盟店と本部の関係、起業、サプライチェーン、食品ロス） 

 報告書の作成方針の検討 

第５回研究会 
１月２２日（木）１６：００－１８：００ 
＠METI 

 報告書の取りまとめ結果の確認 

研究会の全体像 

 
今後の研究会の開催時期と開催概要（アジェンダ）は以下を想定している。 



第１章 前回研究会以降の変化のレビュー 
• 日本の経済・社会の環境変化 
• コンビニのさらなる経済的拡大 
• コンビニの社会インフラ化の進展 
• これまでの負の外部性への対応と新たな課題 
• 多様な人材に支えられるコンビニ 
 
第２章 地域社会との関係 
• 買物弱者 
• 防犯 
• 防災 
• 行政サービス 
• 高齢者見守り 
• 認知症対応 
• 物流 
• 環境 
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第３章 経済の活性化 
• 雇用／人材 
• 地産地消／農業 
• 健康産業化 
• 商店街との関係 
• インバウンドとの関係 
• 海外展開 
  
第４章 フランチャイズシステム 
• 加盟店と本部の関係 
• 起業 
• サプライチェーン 
• 食品ロス 
 
第５章 まとめ 
 

第２回研究会で 
議論すべきテーマ 

アウトプットイメージ 

 
第1回研究会で、成果物（報告書）の目次案として、以下が提示された。 



討議項目の抽出 

 
討議項目に対するアンケート（利用者／自治体／加盟者）の結果の概観 

 利用者は、「24時間営業」、に次いで、「公共料金収納代行」、「災害時の営業の継続」、「セーフティーステーション活動」に対する評価が高い。 
 自治体は、「SS活動」「道案内・観光案内」「配達サービス」「証明等の取得」の認知が利用者より高く、これらの活動への評価も利用者より高い。 
 加盟者が思うより「SS活動」は利用者や自治体から評価されている。買い物弱者対応は、利用経験者が少ないためか、現状の評価は高くない

が、加盟店の取組みに前向き。 

4 （注）表中の数字（％）は、利用者・自治体・加盟者のうちどの程度の割合がその項目を選択したかを示している 

(%) 

ご存知のもの
特に評価でき
る・好意を持て
るもの

新たに行って
ほしいもの

ご存知のもの
特に評価でき
るもの

期待するもの
お客様から高
く評価されてい
るもの

強化したい・新た
に実施したい取
組

複数 複数（最大3つ） 複数 複数 複数（最大3つ） 複数（最大3つ） 複数（最大3つ） 複数

全般 24時間営業していること 92.2 68.5 6.3 93.0 59.4 38.2

配達サービス 30.1 5.3 5.7 45.7 20.8 12.1

買い物弱者への対応（宅配、代行サービス等） 42.4

災害発生時の営業の継続 32.5 42.1 12.7 38.2 46.2 66.4 39.9

災害時の情報提供、救援物資の提供 23.1

セーフティーステーション活動への参加 21.5 24.2 10.8 36.0 36.9 54.2 29.1

セーフティステーションとしての機能の充実 25.1

児童登下校の見守り活動 12.4 17.2 13.0 12.9 8.2 18.5 7.1

周辺の道案内・観光案内 8.8 3.7 4.7 31.7 14.2 24.5 22.5

公共料金収納代行 82.0 57.5 2.0 89.7 80.7 70.6

戸籍、住民票、印鑑証明等の取得 14.3 7.4 16.2 34.5 29.4 1.4

高齢者への対応強化（見守り活動） 4.7 9.8 11.3 12.1 10.6 22.3 12.8

地域包括支援センターとの協力 1.8 1.5 4.1 3.6 2.0 4.8 2.4

環境に優しい商品の拡充・販売 28.2

環境負荷の少ない商品包装の促進や包装の簡素化 26.0

期限切れ商品のリサイクル 31.5

省エネ・節電・CO2排出量削減 33.3

AEDの設置 16.8 12.8 10.6 19.9 7.0 10.9 1.1

高齢者・女性向けの商品の拡充・販売 68.9

健康的な食品等の拡充・販売 41.8

防犯
防災

高齢者見守り
認知症対応

物流
環境

その他

行政サービス

自治体アンケート 加盟店アンケ－ト

買い物弱者

利用者アンケート



討議項目の抽出 

コンビニエンスストアと地域社会との関係に関する 
本部／加盟店／行政の取組みについて本日討議する。 
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買物弱者 

防犯 

防災 

行政サービス 

高齢者見守り 

認知症対応 

物流 

環境 

各地域の弱者（買物弱者／高齢者／女
性・子供など）に対するコンビニエンスス
トアのあり方 

社会的インフラ（行政サービス／災害対
策／物流・環境対策）に対するコンビニ
エンスストアのあり方 



討議項目（例） 

 
論点①各地域の弱者に対するコンビニエンスストアのあり方 

○買物弱者対策 

 （収益が低い・見込めない）過疎地域等での出店を可能とするためには、どのような取り組みが有効か。 

買物支援については、加盟店の取り組み意向が高いものの従業員や資金の確保が課題となっているが、取り
組みを拡充するためには、どのような取り組みが有効か（行政・自治体側／本部側／その他（住民など））。 
- 買物弱者への対応を強化したい・新たに実施したい加盟店比率：53.5%（地方の町村部）  

- 買物弱者への対応を強化する上での課題・・・従業員の確保：77.2%、資金の確保：30.2% 
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◎防犯 

地域社会の一員としてコンビニエンスストアに求められる防犯とはどのようなものになるか。店舗の安全運営
のための防犯と地域の拠点として行う防犯を両立し効果を高めるには何が求められるか。 

セーフティーステーション活動への参加に対する認知が十分ではない中で、認知度を高めるとともに、店舗の取
組み・意識を促していくためには、どのような取り組みが有効か。 

  -セーフティーステーション活動への参加に対する消費者の認知度：21.5% 、特に評価できる又は好感を持てると評価：24.2% 

○高齢者見守り／認知症対応 

見守り活動など高齢者対応に対する認知度は低い一方で、実施に対する期待が寄せられている中で、コンビ
ニエンスストアの役割として周知・理解してもらうために、どのような取り組みが有効か。 

  -高齢者への対応強化（見守り活動）に対する消費者の認知度：4.7%、期待度：11.3%、自治体の認知度12.1%、期待度：22.3% 



討議項目（例） 

 
論点②社会的インフラに対するコンビニエンスストアのあり方 

◎防災 

災害の発生時にコンビニエンスストアに求められる機能・役割はどういったものか。 
その機能・役割を果たすために、どのようなことが必要か（コンビニ同士の連携、自治体連携など） 

  -災害発生時の営業の継続に対する自治体の期待：66.4% 

  -災害発生時に営業の継続が困難となる理由：従業員の避難：63.0%、品物の未達52.7% 
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○行政サービス 

コンビニエンスストアによる行政サービスの提供に対しては非常に評価が高いが、今後、拡充させていくべきも
のはあるか。また、コンビニエンスストアが行政サービスの代替をしていく上で、課題となっていること（行政側・
本部側・加盟店側）は何か。 

  -コンビニエンスストアが行う「公共料金収納代行」に対する自治体の評価：80.7% 

  -コンビニエンスストアが行う「戸籍、住民票等の取得」に対する自治体の評価：29.4%、「AEDの設置」に対する自治体の評価：7.0% 

○物流／環境 

コンビニエンスストアにおける配送（物流センターへの配送、各店舗への配送）について、更に効率化していく
余地はあるか。 

 （店舗での意向が比較的高い）省エネルギー対策、リサイクル活動、再生可能エネルギー機器の導入などの取
組みを持続・進展させる上で、どのような工夫をしているか。どのような支援が必要か。 
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