
2016年度　いずみ市民生協の内部監査報告
「PLAN（計画作りと必要な準備）の監査」

「DO（実施状況）の監査」

実施期間　３月22日～４月29日

実施期間　７月21日～８月23日

１．主な監査目的
①2016年のマネジメント目標及び達成計画のプランニング状況と進捗状況の確認。
②リスクアセスメントに基づいて、品質・環境・労働安全衛生などの重点管理事項が決定され、対策や計画などが講じられているか。
③目標達成や重点管理事項を管理するために、必要な手順、教育、点検・評価方法などが定められているか。

２．指摘件数　125件（不適合３件、要改善・検討68件、プラスの指摘17件、監査メモ37件）

１．主な監査目的
①マネジメント目標や重点課題の進捗管理の確認。
②PLAN（計画）したことがDO（実行）されているかどうか。当初意図した成果をあげているのか。
③組合員・顧客との約束事項である品質保証が守られているか。品質は向上しているか。
④事業リスクの管理ができているのか。
⑤環境、労働安全衛生、個人情報保護の各マネジメントシステムが有効に機能しているか。

２．指摘件数　142件（不適合８件、要改善・検討78件、プラスの指摘25件、監査メモ31件）

３．指摘事項の概要
①マネジメント目標などのプランニングについて
「新人職員に対する安全運転教育の計画が十分に立てられていない」「福祉施設の入居
者を増やすための月ごとの目標数や行動計画が明確になっていない」「部署の重点課題
に収入目標はあるが、利益目標や経費目標が設定されていない」「重点課題に設定して
いることがマネジメント目標に反映できていない」

②目標や重点管理事項などの進捗管理
「事業所において、月次進捗管理報告書を作成する際にデータが分散しており、数値を
取るだけで１時間以上の時間がかかっている。本部からのデータ配信の見直しが必要」
「計画として掲げたスキルチェック表に基づく仲間づくりの指導・点検が未実施」「重
点課題の進捗管理や結果の見える化などができていない。三役メンバーで役割分担を
明確にしてはどうか」「総残業時間管理と合わせて個人ごとの労働時間管理を強化して
はどうか」「新規加入者の初回注文書回収の強化を課題にあげているが、重点として管
理できていない」

③労働安全衛生／環境マネジメントシステム
「労働安全衛生目標が設定されていない」「労働安全衛生の職場巡視が形骸化している。
点検結果を改善に生かせていない」「事業所の電気使用量がどれくらいなのか、前年か
らの増減はどうなのかを管理者が掴めていない。職員に共有化できていない」「雨天時
の路面スリップの労災事故が２週間で２回発生しており、再発防止や共有化に課題が
ある」「チラシや申込用紙のミスの削減など、本業の仕事に引きつけた環境活動の位置
づけができていない」

３．指摘事項の概要
①マネジメント目標及び重点課題の進捗管理について
「月次進捗管理報告書（月次報告書）がマネジメントツールとして活用されていない」
「苦情やミスの分析ができていない」「月次報告書は結果の記載はあるが、達成手段や
行動などのプロセスを評価して是正するしくみとなっていない」「共済の契約申込書の
不備率が11.4％を占めており、現場での点検強化などが必要」

②不適合の対応、是正処置について
「月次報告書でクレーム、残業時間等の３つの目標未達成に関する是正処置が書かれて
いない」「事故や苦情などが発生した時に手順書類の見直しの必要性が検討できていな
い」「重大事故が発生しても不適合是正（原因分析や再発防止）が講じられていない」

③事業リスクの進捗管理について
「津波被害が想定されるエリアだが、所属長が事業継続ガイドの内容を把握していな
い」「福祉施設での結核の対応に関するマニュアルの整備が必要ではないか」「MCA無
線の訓練が実施されていない」「アレルゲン表示のミスを発生させない対策が手順書と
して十分に整備できていない」

④力量の確保・教育、コミュニケーションについて
「CSRレポートや行動基準冊子は職員に配布しただけで活用ができていない」「職員に
必要な知識やスキルの整備、教育の体系化ができていない」「メンバーの力量評価のし
くみがなく、教育記録も作られていない」

⑤労働安全衛生／環境／情報資産管理／安全運転について
「配送の積み込み時に軍手を着用している職員は11人中５人しかいなかった」「個人情

④力量・教育／コミュニケーション
「委託先の所長との定例会議ができていない」「他事業所から配属された職員の教育計
画が作られていない」「店舗や宅配の所属長やバイヤーに対してクライシス対応の学習
が十分にできていない」「職員の力量評価の記録が管理できていない」

⑤その他の指摘事項
「安全運転のKYT（危険予知トレーニング）が手順通りに毎週できていない」「組合員
さんからの預かり商品の管理がルール通りにできていない」「情報資産台帳の管理や更
新がされていない」「手順書やマニュアルの改廃管理ができていない」「組合員満足を
はかる指標を持てていない」

⑥プラス指摘
「パートナー（委託）会社とのコミュニケーションを活発にすすめてマネジメント向上
につなげている」「職員の個々の教育実施状況の管理・見える化ができている」

報の持ち出しや廃棄の管理表が正しく運用されていない」「事業所で上期に６件加害事
故（２件は人身事故）が発生しており、再発防止の強化が求められる」「労働安全衛生
のアセスメントシートにメンタルヘルスや通勤途上のリスクが反映されていない」「労
働安全衛生委員会の議事録が作成されていない」

⑥その他
「倉庫や事務所の５Ｓができていない。消火設備の前に物が置かれている」「取引先を
評価する基準や記録がない」「文書や記録に作成者や作成日などが記載されていない」
「子ども110番のポスターが事業所に貼られているが、対応マニュアルの周知が全員
にできていない」

⑦プラスの指摘
「みんなで決めたことを実践しようという職場風土が職員参加でつくられている」「認
知症サポーター、高齢者見守り、防犯マニュアルなどの教育を全職員が受けていた」
「毎週会議を持ち、困っていることや悩みなどの交流ができている」「メンバーに求め
られる能力や項目が特定され、課題などが見える化されている」

監査対象部署

監査対象部署

内部監査員

内部監査員

すべての部署・事業所（43部署）
ただし小型店舗等はサンプリング監査

全部署（49部署）
ただし小型店舗等はサンプリング監査

常勤役員、部長、所属長など69名

常勤役員、部長、所属長など68名、ゲスト（外部）監査員として
他生協・民間企業の審査員有資格者など14名、合計82名。



「ACT（改善状況）＋リスク監査」 実施期間　11月１日～12月９日

１．主な監査目的
①テーマ監査（安全運転プログラム、食品安全プログラム、事業継続マネジメント）。
②2016年に発生した「不適合」「事故・トラブル」「クレーム」などに対する是正/改善状況の点検。
③個人情報や情報資産の管理状況の確認。
④事業リスクの管理ができているか。
⑤法令や「役職員の行動基準」などの順守状況の確認。

２．指摘件数　150件（不適合16件、要改善・検討85件、プラスの指摘17件、監査メモ32件）

３．指摘事項の概要
①安全運転
「委託先で車両事故が増えており、対策が必要となっている」「安全運転日報において、
出勤時の点検印が押されていないなどの形骸化が見られる」「安全運転のヒヤリハット
が職員からほとんど上がってこない」「商品バイヤーの安全運転日報が１ヶ月分まるま
る未記入となっていた」「営業メンバーなどで使用が増えているバイクの安全運転に関
する管理手法が確立できていない」

②食品安全
「食品安全プログラムに関する教育の実施状況の把握や管理が一部でできていない」「商
品調達に関する食品安全の管理プログラムの実施ができていないものが見られる」「仲
間づくりのサンプル商品の期限日などの管理が手順通りにできていない」「コープ委員
に対して食中毒予防の注意喚起が十分にできていない」

③事業継続マネジメント
「新任マネジャーに対してMCA無線の訓練ができていない」「大震災時に優先的に対応
すべき利用者に対する臨時の介護サービス計画の作成ができていない」「書庫などの転
倒防止のための対策ができていない。書庫の上に重量物が置かれている」「組合員活動
で地域の会館を使用する際に最寄りの避難場所の確認ができていない」

④情報資産管理／個人情報管理
「個人情報の持ち出しの管理ができていない」「パソコンで個人情報データの一部がパ
スワード管理されていない」「管理情報資産台帳の更新ができていない」「書庫に定時
職員の雇用契約書が保管しているが施錠管理できていない」

⑤マネジメント目標や重点課題の進捗管理／不適合の再発防止処置
「入居者を増やすための営業時間の確保ができていない」「介護事故の再発防止処置の
レビューの記録がされていない」「共同購入において、天候不順などでお届けできなか
った農産品の返金漏れが続いており、再発防止の仕組み化が課題となっている」

⑥その他
「外部からの不審者の侵入対策に課題がある」「基幹業務を担っている定時職員の教育・
育成計画がない」「仕事で使っている手順書類に関して、データベースを活用した最新
版管理ができていない」

⑦プラスの指摘
「組合員へのアンケート調査結果で集まった情報はリアルタイムで確認することがで
き、関連部署への共有とフィードバックを実施している」「コンプライアンスリスクの
未然防止として、毎週の営業所会で15分程度、コープ共済連作成の事例集を使用した
ワンポイントレッスンを継続して実施している」「短時間で効果的な会議やコミュニケ
ーションの実施ができている」

監査対象部署

内部監査員

全部署（49部署）
ただし小型店舗等はサンプリング監査

常勤役員、部長、所属長など67名

ISO更新審査の報告 実施期間　１月４日～１月６日

１．審査の種類／機関／対象部署など
①審査の種類：ISO9001（品質）とISO14001（環境）の統合審査
②審査の登録範囲に含まれる部署・事業所：いずみ市民生協、コンシェルジュ、コープ大阪サービスセンターのすべての部署・事業所
③審査機関：AUDIX  Registrars株式会社（審査員４名）
④今回の審査対象部署：経営者、管理責任者・事務局及び下記の部署・事業所（全体で46サイト）
　いずみ生協：共同購入センター４、福祉事業所４、店センター、検査センター、本部部署等22
　コンシェルジュ：運輸事業所２、店舗４、物流センター、食品工場、本部関連部署等４

２．審査の目的
①いずみ市民生協のマネジメントシステムがISO要求事項に適合しているかの確認。
②いずみ市民生協が該当する法令や規制及び契約上の要求事項を満たすことを確実にするためのマネジメントシステムの能力の評価。
③いずみ市民生協が特定した目標を継続して満たすことを確実にするためのマネジメントシステムの有効性の評価など。

３．審査の基準
①適用規格（JIS Q 9001：2008、JIS Q 14001：2004）
②マネジメントシステムに関し規定された規準文書の要求事項。
③いずみ市民生協が構築したマネジメントシステムが取り決めたプロセス及び文書。

４．審査結果に基づく審査チームの結論など
①審査で観察された不適合：重大な不適合０件、軽微な不適合０件
気づき事項としての「改善の機会」が19件ありました

②審査チームの結論
ISO9001：2008及びISO14001：2004に基づく総合システムの維持、実行が確認で
きました。電気やLPガス等の新規分野の事業への進出が加速しています。適用される
遵守義務の調査等を確実に実施し、システムに位置づけてください。不適合指摘は無
く、当該システムの上記「規格」への認証登録の継続を審査チームは可と結論し、判
定委員会に報告します。
※２月に認証継続が可能かどうかの判定会議が行われ、認証継続が確認されました。

５．審査の指摘事項（気づき事項）
①「改善の機会」（気づき事項）が19件報告されました。主なものは下記の通りです。

「いずみ市民生協を取り巻く環境の変化（事業拡大、子会社管理など）にマネジメント
システムを確実に対応させること」「決められた手順やルールが守られていないものが
見受けられた。手順の見直しも含めて、形骸化しないように改善が求められる」「福祉
事業所で福祉サービスを提供する派遣社員が相当数いらっしゃるが、派遣の方のサー
ビス提供を評価する手順が確立できていない」「廃油置場を確認すると容器が３段に積
み上がっていた。保管場所は他の荷物の出し入れもあることから、あたって倒れて廃
液が漏れるリスクがある」「新人のヘルパーさんが一人で介護サービスができることを
承認したエビデンスを残すことが望ましい」「福祉施設の入居希望者の受け入れが可能
であるかの可否の判断記録を残すことを奨励します」「惣菜の異物混入に対する原因分
析をして対策が立てられているが、作業カルテなどの手順書に反映して、仕組みの改
善につなげることが必要ではないか」「事業目標の達成度の格差は営業所のマネジメン
トの仕方の差にあるとのことだが、マネジメントの仕方の差を深く検証してはどうか」



二者監査報告

子会社の内部監査報告

（株）コンシェルジュへの二者監査報告

（株）コンシェルジュの上期内部監査報告

実施期間　５月３日～５月13日

実施期間　６月28日～７月26日

１．主な監査目的
①コンシェルジュがいずみ市民生協との約束ごと（契約事項やこの間の要請事項・確認事項など）を順守しているのかの確認。　
②いずみ市民生協が求める品質・サービスをコンシェルジュが実現できているか、品質マネジメントシステムのしくみが機能しているかの確認。
③いずみ市民生協側の問題点や課題も明らかにして改善の契機にしていく。

２．指摘件数　65件（不適合15件、要改善・検討35件、監査メモ７件、プラスの指摘５件、いずみ市民生協への指摘５件）※重複指摘があるために合計の指摘件数は合いません。

１．主な監査目的
①前回の下期内部監査及び二者監査の指摘事項の是正がすすんでいるか。
②各部署の2016年度の重点課題を実現するために必要な計画化や準備ができているのか。
③目標や重点管理項目の進捗管理の点検。
④PDCAサイクルが回っているか。当初に意図した成果を上げているか。
⑤品質・環境・労働安全衛生などの重点管理事項の設定状況及び実践状況の確認。

２．指摘件数　58件（不適合７件、要改善・検討39件、プラスの指摘６件、監査メモ６件）

３．指摘事項の概要
①店舗
〈売場について〉
「惣菜の焼きそばのアレルゲン表示が値引きシールで隠されていた」「シュウマイの皮
の販売期限がすぎていた」「関連陳列のビールの酒表示ができていない」「ポップの装
着がルール通りにできていない」「日配商品を値引きする際の道具や手順が統一されて
いない」
〈生鮮・惣菜の加工室について〉
「従業員がネットを被っているが髪の毛が10㎝以上出ていた」「水産の冷蔵庫の開閉押
し棒のノブがなくなっていて開けづらい」「惣菜の冷凍庫に大量の霜が付着していた」
「加工室の冷凍庫の扉が長期間空いていた」「農産の作業台の上の備品棚にほこりが目
立っていた」
〈バックヤードについて〉
「従業員トイレのアルコールスプレーが噴霧できない状態だった」「清掃用具が定位置
管理されていない」「バックヤードの扉が開放状態となっている」「従業員のコミュニ
ケーションボードが手順通りに運用されていない」
〈採用・教育・育成について〉
「各部門の育成計画の進捗管理ができていない」「経験が浅い各部門チーフへの育成支
援が現場の店舗で十分にできていない。本部からのサポートが必要ではないか」

②宅配の事業所
「一人立ち後の新人へのフォローが十分にできていない」「新人育成ノートの運用がで
きていない」「車両事故の発生が多く、再発防止処置が機能していない」「組合員との
約束事を守るための手順が実施できていない」「注文書の発行停止組合員への再開の働

３．指摘事項の概要
①店舗
「モロッコ産の紋甲イカの解凍表示がなかった」「重点方針である価格間違いが目標の
２倍発生しているが、原因や対策が十分に立てられていない」「畜産のスライサー清掃
中に親指を５針縫う事故が発生しているが、原因分析と対策に課題がある」「バナナの
産地表示が違っていた」「お米の値引きが基準通りにできていなかった」「フードディ
フェンスのチェック表において農産とベーカリーで記入漏れがあった」「店内のクリン
ネスが一部できていない。給水器のホコリや床の汚れていた」「ベーカリー部門の包丁
殺菌灯が切れていた」「震災発生時の準備状況を確認すると、社員のメールアドレスの
登録ができていなかった」

②宅配の事業所
「事業所の2016年度行動計画の進捗管理ができていない」「積み込み時に軍手を着用し
ていない社員が多く見られた」「ストレッチ体操が十分にできていない」「退職者の削
減目標を掲げているが、４～５月の２ヶ月間ですでに６名の退職者が発生し、人員不
足が続いている」「残業時間が計画を超えており、時間管理のマネジメントの改善が求
められる」

③食品工場／物流／本部関係
「通い箱を洗浄する際に廃棄する基準が明確になっていない」「パート従業員を含めた
名簿や連絡網の作成ができていない」「労働安全衛生のアセスメントシートにおいて新
規事業のLPガス事業が反映できていない」「月次報告書で管理している労災事故と苦情
の発生が未達成であっても不適合是正の対象になっていない」「月次進捗管理報告書に
おいて未達成項目の是正処置の未記入が見られる」

きかけがルール通りに実践されていない」「配送の体制が回っておらず、マネジメント
が効いていない」「本部でクレーム等のデータを作成して現場に配信しているが、事業
所で活用できていない」

③食品工場、物流センター、コールセンター、その他本部
「食品工場において、検品に頼らない品質確保手順が期待される」「物流センターでピ
ックミス以外の商品の入れ方、農産の土こぼれなどに関する苦情については数値管理
ができていない」「委託先へのプロセスの点検やデータ分析は改善の余地がある」「事
業リスクの進捗管理や見える化が弱い」「ガス事業の展開にあたってのリスク管理がこ
れからの課題となっている」「コールセンターの人員不足が恒常化していて、応答率が
低下している」

④プラスの指摘
「所属長が部下とコミュニケーションを密にとって、悩みや困り事を引き出して対応が
されていた」「ベーカリー部門でカルテ進捗表を独自で運用し、誰が見ても進捗状況が
わかるように工夫がされていた」「店舗の基本５項目の一つである明るく元気な挨拶の
推進をフレンドリー委員会中心に、パート社員を含めた社員参加で相互評価をしあう
ことなどで改善がすすめていた」「店舗のロスの削減などの重点管理項目の見える化を
すすめ、定時職員の参画促進で成果を上げている」

監査対象部署

監査対象部署

内部監査員

内部監査員

いずみ市民生協にサービスを提供している15部署・事業所

19部署・事業所

いずみ市民生協の店舗事業部、宅配事業部、
品質管理部、内部監査、CSR推進室のメンバーなど23名

常勤役員、部長、所属長など31名、外部監査員として
いずみ市民生協メンバー７名、合計38名。



（株）コンシェルジュの下期内部監査報告

（株）ハートコープいずみへの二者監査報告

（株）いずみエコロジーファームの労働安全衛生内部監査報告

実施期間　11月29日～12月９日

実施期間　10月５日

実施期間　２月24日

１．主な監査目的
①テーマ監査（安全運転プログラム、食品安全プログラム、事業継続マネジメント）
②2016年に発生した「不適合」「事故・トラブル」「苦情」などの是正状況の確認
③法的要求事項及び個人情報及び情報資産の管理状況の確認

２．指摘件数　81件（不適合10件、要改善・検討41件、プラスの指摘９件、監査メモ21件）

１．監査目的
①ハートコープの労働安全衛生マネジメントシステムがマネジメントガイドやOHSAS18001に基いて運用されているか。
②安全で働きやすい職場が実現できているのか。
③法令リスク及び事業リスクへの対応状況の確認。
④いずみ市民生協側の問題点や課題についても明らかにし、必要な改善を図る契機とする。

２．指摘件数　７件（不適合０件、要改善・検討２件、プラスの指摘２件、いずみ市民生協やコンシェルジュへの指摘３件）

１．監査目的
①労働安全衛生マネジメントガイドに沿った運用が実践されているか
②労働安全衛生方針の実現のために有効なマネジメントが実施できているか。
③安全で働きやすい職場が実現できているのか。
④仕事に伴う法令やリスクへの対応が適切にできているか

２．指摘件数　22件（不適合０件、要改善・検討16件、監査メモ５件、プラスの指摘１件）

３．指摘事項の概要
①法的要求事項の順守状況
「もずくの商品で賞味期限シールがないものが１点あった」「カナダ産の馬刺し生食用
に解凍表示が無かった。バイヤーに確認すると本来必要であるが、本部でのラベルの
登録段階で漏れているとのことだった」「2016年度の政策執行課題の１つとして“今
年度中に障がい者雇用率2.0％以上を目指す”ことを設定しているが、今年度の達成は
厳しい状況になっており、追加の対策が求められる」

②目標や重点課題の進捗管理／不適合への対応
「組合員と約束したことの実行ができていないという苦情が多いが、対策が明確になっ
ていない」「新規組合員へのフォローの電話入れができていない担当者が多い」「月次
マネジメント進捗管理報告が４月以降作成されていない」

③テーマ別監査（安全運転/食品安全プログラム/事業継続/情報資産管理）
「所属長が大震災発災時の事業継続ガイドの学習を受けておらず、理解していない」「大
震災時にとる行動について周知や共有ができていない」「正規社員で自店周辺に居住者
がいない。発災時の代行者については所属店舗の枠を超えて任命し、鍵開けなどがで
きる配置の検討が必要」「携帯電話の充電用備品が副責任者には貸与されていない」「会
議室棚上にパソコン、ディスプレイ５台分、組立て式木製テーブル７個が保管されて
いる。発災時、頭上に落下すれば大ケガになる」「情報資産台帳の作成ができていな
い」「安全運転の推進のためにドライブレコーダーを導入しているが、具体的な運用方
法が決まっていない」「預かり商品で冷蔵シッパー６箱全てに管理するための添付表が
貼られていなかった」「惣菜コーナーのバックヤードを点検したところ、お寿司に使わ
れるゴマの使用期限が切れているが処分に回されていない」「食品工場内の点検は副工

３．指摘事項の概要
①主な指摘事項
「テクノ本社工場において、堆肥化機械に専用BOXに入れた生ゴミをリフトで投入す
る時は“ヘルメットを着用する”のがルールであると機械に大きく表示されている
が、リフトで生ゴミを上げ下げする時に、２名ともヘルメットの着用ができていなか
った」「ハートコープの事業上のリスクマップと法令リスクシートにおいて、リスク評
価や基本的な対策がハートコープの現状や実際にやっていることとの乖離が見られた」

３．指摘事項の概要
①主な指摘事項
「鍬などの道具類に異常がないかを点検する仕組みが確立されていない」「労働安全衛
生委員会が繁忙期に実施ができていない」「2015年度から労働安全衛生マネジメント
システムの運用を始めたが、１年間の運用や活動のまとめが十分にできていない」「事
業リスクと法令リスクのシートの見直しが2015年度以降できていない」

場長が目視で点検して指摘を行っているが、その点検のあり方や記録類は未整備とな
っている」

④環境／労働安全衛生マネジメント
「職場で環境目標の周知がされていない」「職員参加での労働安全衛生活動ができてい
ない」

⑤その他
「所属長が異動時の引き継ぎの仕組みがない」「検収口の横の屋根が無いところで廃油
が入っているドラム缶がカゴ車に積まれて置かれている。ドラム缶の蓋がきっちり閉
まっていないものもある」

⑥プラスの指摘
「定時職員だけで店舗の運営ができるように、お店独自で部門ごとに育成計画を落とし
込んで計画的な育成を具体的にすすめている」「ベトナムから来られた実習生が安定的
に働き続けられるように職場の近所に寮を用意し、異文化の中で生活ができるように
女性社員が何度か寮に出向いてフォローしている」「管理情報資産台帳が整備され、書
庫やパソコンの中などが整然と整理されていた。書庫は契約書や各部ごとの稟議書な
どが部署別年度別にファイルも統一され、通しナンバーも打たれて管理されていた」

②プラスの指摘
「ハートコープの重点として、社会人として挨拶がきちんとできる社員に全員がなるこ
と、作業中に安全面での周りへの声かけをすることを掲げ、朝礼や終礼をはじめ、社
員への呼びかけを繰り返し実施することで、挨拶や声かけが増えているとのこと。監
査中も大きな挨拶が活発に行われていた」「ハートコープの社員の健康診断受診率をお
聞きすると、2015年度は社員45名全員の100％受診はもちろんのこと、二次検診が
必要な社員22名に対して受診を働きかけ、対象者全員が二次検診の受診ができていた」

②プラスの指摘
「障がいをお持ちの社員と半年に一度、面談をおこない、個々人の目標を確認して、目
標制度を運用して支援をすすめている。ある社員は試験栽培の中軸を担うまでになっ
ている」「職場で働く上での基本的なルールを手順書としてまとめて共有化をすすめて
いる」「備品類の定位置管理ができている」

監査対象部署

内部監査員

23部署・事業所

常勤役員、部長、所属長など32名、外部監査員として
いずみ市民生協メンバー８名、合計40名。


