
1 
 

２０１６年８月２日 
高知地方最低賃金審議会 御中 

高知県労働組合連合会 
書記長 牧 耕生 

 
最低賃金に張り付くコンビニエンスストア実態調査報告 

 
はじめに 
最低賃金に張り付く労働者が多い職種は、清掃・食品加工・コンビニである。県労連も

加盟する「食糧と健康、地域を守る高知県連絡会」では、セブンイレブンが高知県へ出店

したことを契機に、再編が進む県内のコンビニに焦点を当てて、コンビニが地域に及ぼす

影響について調査した。 
その中で、コンビニ等にみられるフランチャイズ制度によって、最低賃金に張り付く賃

金しか払えない実態や、経営者自身も搾取され、長時間労働を余儀なく行っている実態が

明らかとなった。 
資本のグローバル化が進む中で、各県独自の最低賃金は、巨大企業が利益を得るために

賃金引下げる道具となっている実態が存在する。この大きな問題を議論せずに「最低賃金

を引き上げれば雇用が失われる」「最低賃金を引き上げれば会社が潰れる」とする使用者の

主張は、県内経済の実態に即しているとは言いがたい。巨大企業の搾取を許し、利益を都

心部に集中させることは、さらなる格差と生み出し、地域を衰退させることである。 
 
１．コンビニの広がり 
（１）コンビニの多機能化と社会インフラ化 

銀行機能や宅配取り扱い、チケット受け取りなど、今やコンビニで何でもできる時代と

なっており「生活総合ｻｰﾋﾞｽ業」や「ｺﾝﾋﾞﾆ依存社会」と呼ばれるようになった。また、ス

ーパーがない中山間地域にとっては、コンビニがスーパーの役割を果たしている。「買い

物難民」から「コンビニ難民」という用語も生まれており、コンビニは無くてはならない

存在となっている。 

（２）店舗数・販売額の増加と地域展開 

◇飲食料品小売業とコンビニの成長 

【図を入れる】 
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◇コンビニの歴史的展開 

【図を入れる】 

 

・５万店超（17 年で 1.7 倍）、販売額 10 兆円超（1.8 倍の伸び） 

 

◇コンビニの地域的展開 

【図を入れる】 

 

・関東から全国へ。四国での激増：店舗数 4.2 倍、販売額 3.7 倍  

 
（３）契約の実態 

◇本部－加盟店の非対称な契約関係 

① 情報格差と不適切な情報提供 

「プロと素人が最初に出会う場」＝トラブルの場 

② 加盟後の義務負担：「独立した経営」の虚構 

・発注権限の制約・高い仕入値と不透明性（請求書・領収書は渡されず）  

・財務（資金・会計）の本部支配 

① 高率のロイヤルティ：５割以上。売上増とともに率も上昇 

② 「コンビニ会計」：純売上高に廃棄ロスは含まず 

→粗利を膨らませ、本部から「所得移転」 

③ オープンアカウント：本部指定の口座に売上金入金し、本部－加盟店の 

債権債務を相互相殺、残余を加盟店に戻す会計処理。 

     仕入代金・ロイヤルティ・営業経費・引出金（生活費）＞出資資本金 

なら、差額は本部から与信。利子もかかる（本来なら「買掛金」）。加

盟店の会計処理代行＝加盟店を貸金で拘束 

 ③経営不振と高額の中途解約違約金・契約更新拒否 

 

◇加盟店オーナーの苦境 

高率ロイヤルティ支払後、人件費・光熱費・廃棄ロス支払 → 手取りわずか 

オープンアカウントと売上の毎日送金 → 加盟店の資金不足化・債務累積 

営業時間の決定権は本部に → 休日なしの長時間加重労働へ 
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（４）高知市内のコンビニ経営の構造変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・店舗数増・影響力増大とは対照的に、中小・個人経営から大手への集中化 

・すでに飽和状態の高知市内コンビニ 

⇒人口比でも、実感としてもオーバーキャパシティ 

 
  ◇コンビニ店舗拡大の構造的限界 

 ①パート・アルバイトの労働力不足 

－業務の質量増大と低報酬との落差で、若者敬遠・高齢化。 

－特に深夜は枯渇。派遣会社の利用も、人件費の高負担ゆえ厳しい 

－他業種に比べて低賃金に固定化 ←コンビニ会計に規定されて時給アップ困難 

（eg）「フランチャイズ契約書・附属マニュアル」で売上の６～８％ 

    →超過分は加盟店への月の取り分から控除 

②人手不足をカバーするオーナー家族の限界的な労働負担 

  －長時間過重労働。中には過労でダウン。継続できずリタイアも 

  －アピールポイントの「地域貢献」も、全て店舗の自己責任 

－提携スーパーでも、本業の限られた人員を割いてコンビニに出向 

→ 店舗増に必要な人員確保・作業負担は無理をきたしている 

③コンビニのイメージ悪化とオーナー候補の不足 

－オーナー圧倒的不利の構造と経営自立性の欠如 

（発注権限の制約、過度な労働負担、コンビニ競争の激化、莫大なロイヤルティとオ

ープンアカウントによる可処分所得の低さ） 

－新規オーナー不足から、本部は出店拡大を進めるために複数店経営を推奨。 

しかし既存オーナーは身体的・精神的に応えることは無理 

 
 

【1995 年段階】 

大手コンビニは出現せず。中小、ボランタリーチェーン、酒販店の業態転換や

地場の弁当・惣菜店の延長。個人店が中心 

【2005 年段階】 

・店舗倍増：ﾛｰｿﾝ（97～）､ｻｰｸﾙ K（98～）､ｻﾝｸｽ（98～）。ﾄｯﾌﾟ 3 で 53％。 

・スリーエフ・スパー・Y ショップ等比重大。個人経営（自称ｺﾝﾋﾞﾆ）の絶対減 

【2015 年段階】 

・大手の支配増大。ローソン（スリーエフから転換）、ファミマ（2005 年～）・

サークル K（サンクスから転換）の上位 3 社で 86％ 

・セブン初出店（2015 年）←→ 中小チェーン・個人商店は泡沫状態へ 
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（５）オーナー・地域は何を求めているか 

  １）コンビニ出店規制を  

－高知市はすでにオーバーストア状態：本来は人口 4000 人あたり 1 店が限度。 

－利潤追求のための出店と公共性との矛盾（店舗撤退後の影響） 

→ 過当競争から、（大店立地法のような）出店規制・誘導策の必要性 

  ２）店舗経営の自立性の確立と、本部による経営支援強化を 

   －深夜営業の強制から、営業時間権限の店舗側への転換 

－仕入価格・オープンアカウントの透明性 

－ロイヤルティの逓減と利益配分の公平性 

→ 「フランチャイズ規制法」導入による、人手不足とオーナー負担の軽減化 

  （eg）①契約前情報開示・事前開示書類の登録制、会計透明化、非合理な契約

更新拒絶禁止、②近隣出店規制（韓国では 250ｍ以内禁止）、③加盟者

の団結権・団体交渉権等 

  ３）コンビニにも地域貢献を 

現状：本部＝東京へ利益還流・「場所貸し」の限界。大量生産品＝域外製造依存・

消費空間の画一化 

    将来：地域産商品供給・地域特性を生かした店舗経営地域のための店舗経営 

      → 地域経済貢献条例による方向付け 
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【資料】 コンビニ・オーナーの実態 

 ◇ローソン加盟店 A 店のケース（南国市） 

１）概要と経営動向 

・コンビニ歴 10 年以上（高知進出初期） 

 ・現在の場所は契約更新後に移転（スパー→スリーエフ跡。経営者３人交代で閉店） 

   ・日販：50 万円／日だが、夫婦で働くので、手取りは微々たるもの。確定申告水準   

の年間 300 万円も残ったことがない。１万円の売上を上げることの難しさ 

・売上減少 

－「はりつき」（人家）がない立地の上に、付近で同じローソン出店とバイパス

開通による交通事情変化で、売上減。売上減で廃棄費用もかかる。 

    －ローソン高知設立１年前に小さな厨房を導入。店が挟まれたので入れてもらっ

たが、大きな厨房なく、バクダンおにぎりが作れない。 

   ・オープンアカウントの店舗負荷 

売上はすべて東京の本部へ。ローソン高知になっても同じ。賃金は 1 ヵ月分払

う一方、本部からの振り込みが遅く困る。また、納入商品は、会計上「売上」と

見なされるから、実際に売上を出さないと損する仕組み。  

２）従業員 

   ・パート・アルバイト 計 16 人。時給 700 円。深夜 875 円 

・人件費 

雇わないとやっていけないため、一般（月 50 万円）の倍かかっている。その分

雇用保険や有給もいるので大変  

・人手不足と高齢化 

－今までは 35 歳以下で募集をかけていたが、最近はむずかしい。 

－今年から、60 以上１人、50 代１人を雇用。接客経験者が多いので、問題ない。 

    －深夜は、工科大と高知大（農）とフリーターが担当。 

   ・経営への圧迫 

－最近は定着率いいが、人手不足なので、ローソンが勧める複数店経営は無理。 

      －24h 経営も、考え直した方がいいのではないか。 

３）コンビニブームへの印象 

   ・セブンは元気がない。100 店を作ると言っても、商品がそろわないのでは。また、

オーナーが見つからない様子。一方。ローソンは、複数店経営が多い。 

   ・オーバーキャパシティ 

高知は枠が小さいのでキャパいっぱい。セブンは強みがあるので「ローソン高

知が何だ」との勢いだが、ローソンは抵抗力あり付け入る隙はないように思う。

高知でもコンビニは淘汰された後、元気ある店しか残っていない。 

・ローソン高知について 



6 
 

－ローソンの会合で、合併話が出た。店側からは特に意見はなかった。 

    －ローソン高知になって、変わった実感はない。スリーエフ担当者がローソン担

当にシフト。ただキッチンを残し、売れるものの取り込みが早くなった気がす

る（サニーマートの売れ筋をローソンに置く）、小回りきかすと思う。 

    －商品の特色が見られない。セブンはイトーヨーカドーやオリジナル商品がある

が、ローソンはアンテナ店がなく、コンビニがぽつんとあるのみ。本体は、ダ

イエーから三菱に親会社が代わったが、効果が見えてこない。 

    －本部は、環境でころころ変わる。徳島でセブンが出来て、セブンに追随する店

舗づくりを進めてくる（冷凍オープンケースと、棚のスケールアップ） 

４）今後の展望・本部への要望 

・もっとこっち（オーナー）を大事にして欲しい。収入だけでなくサポートを。 

・決め事を何とかして欲しい。eg）台風で商品未着時の補償なし。 

・ロイヤリティは下げて欲しいとは思わない（相手の土俵で相撲をとっているから）。

ただし、商品の充実と仕入れ単価の低下をしっかりやってほしい。 
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 ◇ファミリーマート加盟店 B 店のケース（南国市） 

  １）概要 

   ・コンビニ歴９年。60 歳 

   ・インター近くの郊外型店舗。午前中は仕事前の労働者、午後は近所のお年寄り 

  

  ２）従業員 

  ・パートアルバイト 10 人。4人が定着、彼らを中心にシフト 

  ・発注、レジ打ち、商品補充、厨房、日切れチェック、清掃等、分担 

  ３）コンビニブームへの印象と現在の課題 

・悩みは、近所のスリーエフがローソンに転換し、影響大 

  ・経営者の過労・ストレスの経験 

   －労働時間 12～15ｈ。疲労はピークに来ている。夫は過労で二度手術。 

   －案件が多すぎ。あらゆることは夜間に起こる。強盗被害はないが、大雨で水害 

   －24ｈ営業はやめたいが、やめられない。 

  ・セブンイレブンの出店と売上げの差。コンビニの乱立状態を感じる 

 ４）今後の展望  

  ・来年本社との契約が切れる（10 年間）。顧客は付いているので、やれないことは

ないが、やめるつもり。スタッフ４人が育っているので、どうするか悩んでいる。 
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◇サークル K・C 店のケース（高知市） 

 １）概要と経営動向 

  ・コンビニ歴 10 年。複数店経営。１号店は今年更新予定。 

  ・複数店経営のメリット 

    ３店舗目から本部の補助。本部から誘いがあるが、今以上に働く必要があり、

見合わせている。複数店経営は、勢いと人員に余裕がある人しかできない。 

  ・発注 

   －業者と本部で契約。グッズは伊藤忠、フーズは四国の業者（旭食品等） 

－四国内の工場から配送センターへ集約後、各店へ。10 区分の発注。  

 ・廃棄については、機会ロスを避けるために多めに発注するため、廃棄用予算を組

んでいる。不要なものを廃棄に出すことに問題を感じている。 

  ・売上は、グループの中ではいいほう。 

  ・コンビニ会計とオープンアカウント問題 

    忙しい店では売上も上がるが、その分ロイヤルティとコストも上昇。売上レベ

ルとコスト・ロイヤルティを判断しないと、売上だけ上げても損が出ることも。 

店舗でコントロールできる余地は、人件費や廃棄のカットぐらい 

  ２）従業員 

   ・各店社員２名、アルバイト５名。10 代から 50歳まで。 

   ・とにかく深刻な人手不足 

   ・時給 700 円。市内では 750 円のところもあるが、どこでも適用できるわけではな

い。50 円値上げすると、月５万円上積みとなり、やっていけない 

   ・労務管理上の問題 

     コンビニの仕事はきつい。販売だけでなく。仕込みや清掃も。常にバタバタ。

要領よくこなすまでが大変。また、とにかく人がいないので、やりたいことが

出来ない。 

   ・人手不足 

     3 年前は人を選べた（1 店舗 10 人）。ところが、今は半分。社員中心に無理を

している。これ以上人手を増やせないので、オーナーが 2 店舗掛け持ち、１日

20 時間働くことも 

   ・アルバイトの高齢化 

     職安で求人を出すと、高齢者が多くなっている。コンビニでは年々サービスを

広げてきたため大変。高齢者向けニーズが必要 

   ３）現在の課題・コンビニブームへの印象 

    ・経営者の過重労働 

経営者側が我慢。こどもにしわ寄せ。日祝日のたびに親戚に預けて仕事。 

    ・セブンもローソンもファミマも同じ。近くに店があるかどうか。ローソン高知
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は地域密着なので怖い。セブンは勢いが落ちてきて、たいしたことが無い。 

   ４）今後の展望 

      ・ファミマとの統合 

－四国はサークル K が大口契約、その下で各店が契約。四国の社長が全国グル

ープの社長で、いずれサークル K サンクスになる予定だったが、そのファミ

マと合併を突然知らされた。来年１月から 2年半かけてシフト。 

     －周囲にファミマが２件あり。ファミマと戦うために出店したのに、今度はフ

ァミマに衣替えで集中出店に。契約更新時に判断するしかない。 

    ・本部への要望 

     －今は出店しすぎではないか。人員増やさないと無理。 

     －本部と加盟店との役割分担を見直すべき。本部としての仕事をもっと増やし

て欲しい。ローソンには SV がいる。ファミマは資金面での支援が欲しい。 

 
 
 
出展：食健連 岩佐和幸会長 
「コンビニ・ブームは地域に何をもたらすか 
―高知県におけるコンビニエンスストア実態調査報告―」より抜粋 

 


