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日本フランチャイズチェーン協会について
（一社）日本フランチャイズチェーン協会〔ＪＦＡ〕加盟ＣＶＳについて

《設⽴》 １９７２年（昭和47年）に通商産業⼤⾂に認可された公益法⼈
《目的》 国内のフランチャイズビジネスの健全な発展を図ること
《会員》 フランチャイズビジネスを運営する日本の代表的なフランチャイザー（本部会社）等

コンビニエンスストア（ＣＶＳ）以外にも、外食産業、小売・サービス業が加盟

《 ＪＦＡに加盟するＣＶＳ各社のブランド（一部） 》 ※順不同

国内全てのコンビニエンスストア
（ＪＦＡ会員＋非会員） 内 訳

《全国》 合 計 シェア ＪＦＡ会員 シェア ＪＦＡ非
会員 シェア

店 舗 数 57,818店 100.0% 57,015店 98.6% 803店 1.4%

売上⾦額 10兆8,307億円 100.0% 10兆7,781億円 99.5% 526億円 0.5%
※２０１６年度（平成２８年度）「ＪＦＡフランチャイズチェーン統計調査」より（平成２９年８⽉発表）



全国のコンビニエンスストア店舗数推移
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昭和40年代以降に
各社が創業後顧客
ニーズの変化に
対応し店舗数が
増加した

平成元年
10,000店

地域社会からは利便性のみならず、
社会的な責任として
「地域社会の安全・安心」の為に
貢献する姿勢が求められている

H29年3月末店舗数
５７，０１５店
（ＪＦＡ加盟）

昭和40年代後半の店舗



⻑野県のコンビニエンスストア

セブン-イレブン 452店
ファミリーマート 283店
デイリーヤマザキ 36店
ローソン 176店

計 947店
※平成29年12月末現在（五十音順）



セーフティステーション活動（SS活動）とは

①未成年者への酒類・たばこの販売防止
②１８歳未満者への成人向け雑誌の販売・閲覧防止
③少年少⼥非⾏化の防止
※警察署・少年サポートセンター・
⻘少年育成団体・学校・ ＰＴＡ等との連携

（防犯・防災対策）
①自主防犯（強盗・万引き等の防止対策）体制の強化
②緊急事態（災害・事故・急病人等）に対する
１１０番・１１９番通報
（安全対策）
①⼥性・⼦供等の駆け込みへの対応
②高齢者・身体障害者の方への買い物のお手伝いと連絡
③地域顧客への安全情報の発信、提供
※警察署・交番・交通安全協会・消防署等との連携

コンビニエンスストア
（ＣＶＳ） 地域・住⺠

①体験学習の受入れ
②地域との交流、連携の強化

関連事項への取組み

コンビニエンスストア（ＣＶＳ）がお客様への
良質な商品・サービスの提供に加え、

地域の皆さん・国・地方自治体のご協⼒のもと、
社会的責任の一環として

『安全・安心なまちづくり』並びに『⻘少年環境の健全化』
に取組む活動です。

⻘少年環境の健全化への取組み安全・安心なまちづくりに協⼒



SS活動宣言ポスター
入口ドア付近に表示

後援︓経済産業省・内閣府・警察庁・消防庁・国税庁・厚生労働省

セーフティステーション活動（SS活動）とは



POSAカード・電⼦マネーの購入上限設定
ATM・マルチメディア端末における注意喚起

ハード面の取り組み



年間活動計画
年 間 計 画

4月 未成年者飲酒・喫煙防止対策
5月 ＳＳ活動の再確認
6月 防犯対策（万引き防止）
7月 未成年者飲酒・喫煙防止対策
8月 ⻘少年健全育成
9月 防災・災害対策
10月 防犯対策（特殊詐欺防止）
11月 地域安全対策
12月 防犯対策（自主防犯）
1月 未成年者飲酒・喫煙防止対策
2月 防犯対策（特殊詐欺防止）
3月 地域安全対策

⇒新フレーズ︓「高額・端末・POSAカード」

旧フレーズ︓「シルバー・携帯・ATM」



ＳＳ活動表彰制度
ＳＳ活動の好事例に対して会⻑名で表彰を実施。
2017年では特殊詐欺未然防止関連で

288店が表彰されました。



ＳＳ活動アンケートについて
【【【【アンケートアンケートアンケートアンケート概要概要概要概要】】】】

ＪＦＡではＳＳ活動の更なる定着・深耕

と具体的施策の推進を図るため、全国

の加盟店（オーナー様・店長様）に毎年

アンケート調査を実施しています。

【平成29年度版アンケート】

１１１１．．．．活動参加企業活動参加企業活動参加企業活動参加企業：：：：8社 （五十音順）

２２２２．．．．回答店舗数回答店舗数回答店舗数回答店舗数：：：：55555555,,,,899899899899店店店店（アンケート

配付：56,836店 回答率：98.98.98.98.4444％％％％）

３３３３．．．．アンケートアンケートアンケートアンケート対象期間対象期間対象期間対象期間：：：：平成29年1月

1日～平成29年12月31日

４４４４．．．．アンケートアンケートアンケートアンケート結果報告結果報告結果報告結果報告についてはについてはについてはについては

「ＳＳ「ＳＳ「ＳＳ「ＳＳ活動活動活動活動リポートリポートリポートリポート」」」」としてまとめとしてまとめとしてまとめとしてまとめ、、、、加盟加盟加盟加盟

店店店店、、、、各行政機関各行政機関各行政機関各行政機関にににに配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。



アンケート調査の結果①
・特殊詐欺を未然に防止した

全国 ⻑野県

店舗数 6,158店 151店

前回比 157.0％ 143.8％

店舗割合 11.3％ 16.3％



アンケート調査の結果②

項目

高額な電
子マネー
の購入に
不審を感
じた

「シル
バー・携
帯・ＡＴ
Ｍ」のフ
レーズに
該当した

高額な
イン
ター
ネット
決済を
不審に
感じた

「高
額・端
末・Ｐ
ＯＳＡ
カー
ド」の
フレー
ズに該
当した

「還付
金」や
「子供
に送
金」な
どの話
しが聞
こえた

「現金
を宅配
便等で
送りた
い」旨
を言わ
れた

その他

全国
店舗数 4,024店 1,024店 672店 521店 370店 148店 471店

割合 66.2％ 16.8％ 11.1％ 8.6％ 6.1％ 2.4％ 7.7％

⻑野県
店舗数 123店 13店 11店 ３店 ２店 17店 ９店

割合 81.5％ 8.6％ 7.3％ 2.0％ 1.3％ 11.3％ 6.0％

・被害を未然に防止できた理由
（複数回答、割合はnに占める回答の割合 n＝全国︓6,078、⻑野︓151）



・⼥性、⼦供の駆け込みと高齢者保護の状況

女性の駆け込み こどもの駆け込み 高齢者の保護

全国
店舗数 4,948店 2,732店 9,359店

件数 6,658回以上 3,912回以上 16,137回以上

⻑野県
店舗数 55店 46店 123店

件数 67回以上 64回以上 170回以上

アンケート調査の結果③



⻑野県における取り組み
平成28年11月、JA⻑野ビルにおいて
「SS活動の強化に向けた意⾒交換会」を実施
⻑野県県⺠⽂化部・⻑野県警察本部生活安全部の
ご協⼒を頂きながら開催し
「深夜時間帯の⻘少年の帰宅促しの強化」と
「特殊詐欺被害防止強化に向けて『声掛けツール』を
活用し、各社合同の防犯訓練を実施する」ことを決議

【意⾒交換会の様⼦】 【SS活動宣言の様⼦】



⻑野県における取り組み
県・県警本部・本推進会議に作成配布いただいた

「声掛けシート」

表
面

お
客
様
側



⻑野県における取り組み
県・県警本部・本推進会議に作成配布いただいた

「声掛けシート」

裏
面

店
員
側



県内出店チェーンによる合同防犯訓練
平成29年7月 特殊詐欺被害防止強化を目的に

チェーンの垣根を超えた合同防犯訓練を実施
【訓練内容】
・高齢者の電⼦マネー購入に対する声掛け訓練
・⻘年の電⼦マネー購入に対する声掛け訓練
・マルチメディア端末使用者への声掛け訓練
・ＡＴＭ利用者への声掛け訓練

【SBC信越放送】 【NHKニュース】



都道府県別被害防止状況（店舗率×改善度）
防止店舗率

対昨年改善度



お客様の声



今後の取り組みについて
・お客様の欲しい商品を揃える

・常に新鮮な商品を揃える

・感じの良い、心のこもった接客

・清潔で気持ちの良いお店

店内外への

「目配り・気配り・
声かけ」

と⾏動

安全・安心なお店
地域貢献・地域との共生
お客様の信頼感・満足感

加盟店＝チェーン本部＝ＪＦＡ

ＳＳ活動

＋

＝
非競争分野において各チェーンの垣根を越えて取り組む




