
2022 年 6 月 25 日 

第２０回定時支部総会の成立について 

会員数（2021 年 3 月 31 日） 総会成立の定足数 出席（回答書提出）数 総会の成立要件 

（C が B 以上で成立） 

議決［承認の条件］ 

A B （A の１/4 超） C （C の過半数以上） 

１４７３名 ３６９名 ５２８名 成   立 265 以上の賛成で承認 

 

 

議決（審議）事項： な し 
 

 

 

総会議案書に対するご意見等と回答 
（多数のご意見等ありがとうございました。） 

事業区分 会員からの意見・質問等 回答案 

養成講座 現在、産業カウンセラーの養成講座を受講していますが、自身の

気付きが多く、大変勉強になっております。 

ご自身の気づきにつながっているというコメント、大変ありがたく承りました。 

産業カウンセラー養成講座は、単に知識を提供するのではなく、体験学習の中から、

学び、気づきを得て、ご自身の変容、成⾧へとつなげていただける講座であると確信

しております。引き続き、「今、ここで」起きている「きもち」をふりかえりご自分

の気づきへとつなげてくださいますよう願っています。 

会員研修 オンラインでの研修で全国各地で開催されている興味深いテーマ

があったら参加したい。今後もオンライン研修の充実をよろしくお

願いします。支部関係なく、どこからでも参加可としてほしい。 

 協会本部が、会員のための学びのプラットフォーム『J・ラボ』を昨年度試行し、本

格運用に向けて検討しております。オンラインで全国から参加できる研修・交流会等

の場が開設されます。期待してお待ち願います。 

対面式の講義等を積極的に選ぼうとも考えています。ぜひ、非対

面に傾かず対面式の研修を充実させていただけますか？ 

 対面型式だから可能なこと及び制限、オンライン型式だから可能なことと制約、科

目・講師・会場等々、状況により利点・不利点はあります。どちらかの型式に傾くこ

となく「会員ファースト」で検討の上、企画して参ります。 
各研修の開催が仙台で行われることが多い。今後オンラインでの

研修が多くなることを希望します。 

事業計画「研修」について質問。 

①P3、№8「危機介入等の実践的理解」2 月 27 日開催、P53 では 1

月 28 日になっていますが、内容が違っているのでしょうか。 

②9.3 開催の「傾聴と愛着」は仙台開催となっていますが、P53 では

オンライン開催の印がついています、オンライン開催されるので

しょうか。 

 ご指摘ありがとうございます。以下のとおり修正し HP も更新しました。 

①シニア育成講座 No.8「危機介入等の実践的理解」は 2 月 26 日（日）開催します。 

 （講師と再調整の結果変更となりました。） 

②会員研修「傾聴と愛着」（9/3 開催）の★印は「みなし資格登録研修」の印でオン

ライン開催ではありません。 

事業報告を見て色々な研修があることを知り、コロナがおさまれ

ば是非参加したいです。 

 是非参加願います。お待ちしております。 

東北支部の講座内容についてですが、他支部に比べると関心のあ

る受講したいと思うような講座が少ないように思います。例えば、

認知行動療法とか、アドラー心理学など多様なものを取り入れてい

ただきたいと思います。 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

今後の研修企画の参考とさせていただきます。 

広  報 遠隔地域の会員や仕事上及び家庭の事情等研修参加都合のつかない

会員、又はオンライン環境設備の整っていない会員などは受講した

い講座があってもなかなか参加できない状況にある人もいると思い

ます。そういった会員のためにも DVD や CD の販売、頒布、斡旋に

ついても検討して頂きたいと思います。  

 貴重なご意見ありがとうございます。 

会員のためにも DVD や CD の販売、頒布、斡旋について 

・現在書籍は本部 HP「書籍刊行案内」において、通信販売しております。 

こちらのコーナーを活用願います。 

  URL（https://www.counselor.or.jp/books/tabid/155/Default.aspx） 

・DVD や CD については、著作権等もあり今後の検討課題とさせていただきます。 

  



事業区分 会員からの意見・質問等 回答案 

事業推進 私はカウンセラーやキャリコンを生かす仕事を得ております。新たに資

格を取得した方への実務的経験のフォローや産業カウンセラーをとった

ら、こんな仕事ができるよとかのバックアップがないと、新しく産業カウ

ンセラー協会の講習を受けて産業カウンセラーやキャリコンになってみた

いと思う人が増えないと思います。 

 ご意見をいただき、誠にありがとうございます。ご指摘事項につきま

しては、以下のように支部として取り組みをしておりますので、ご一読

をいただければと願います。更に、ご提案のある場合は忌憚なくお寄せ

願います。 

〇「実務的経験のフォロー」 

 秋田県・宮城県会員には県から受託の補助金事業で相談室を通年開設

運営して会員の相談実践機会をも受けております。今後同様の受託事業

を全県へ拡大すべく努めております。また、毎年開催しております「働

く人の電話相談（９月１０日～１２日）」も実践の機会ですので、ご参加

をごいただければと願います。 

〇「こんな仕事ができるよ」のご提案 

 議案書でも報告しましたが、令和 3 年度においては、支部から 62 団体

へ延 972 人の相談員を派遣、また研修講師は 46 団体へ延 177 人を派遣

しております。支部認定相談員又は、同研修講師として支部の委嘱を受

けて活動しております。是非、認定相談員・講師としても支部活動へご

協力をいただければと願います。なお、今年度の重点事業として地域事

業場支援を強化しますので、こちらの事業へのご協力もお願いを申し上

げます。（事業推進部） 

意見【提案】 

〇協会として「いのちの電話」と連携し、産業カウンセラーが電話相談に

対応できるような、資格を活かせる道を開いてはいかがでしょう。 

〇「いのちの電話」の養成講座に講師を派遣して専門知識を提供するなど

の関わりをもつことも、産業カウンセラーの知名度を高めることにつなが

ると考えますがいかがでしょう。 

【現状】 

〇産業カウンセラーの知名度や関心が低いのは、資格取得後の有効な活か

し方をイメージできないことも、理由のひとつとしてあるのではないでし

ょうか。 

〇インターネット上に、学習内容は貧弱でも５万円程度で取得できる▲▲

カウンセラー等の商品が見られることから、カウンセラーへの興味や市場

はあるように感じます。 

〇カウンセリングの需要は世界的な不安感の増大、ネット社会での希薄化

した人間関係、未婚者増加による孤立等からも拡大が予想され、カウンセ

ラー養成はニーズが見込まれます。 

【連携のメリット】 

〇いのちの電話は著名人の自殺などが報道されるたびに、相談先として取

り上げられて知名度が高くなっており、協会との連携で産業カウンセラー

の知名度向上が期待できます。 

〇メジャーな活動にカウンセラーをして参加できることは、資格の取得に

一定のインセンティブを与え、産業カウンセラー養成講座の集客数が改善

する機会になると考えます。 

【いのちの電話の課題】 

〇養成講座の研修期間が⾧く（1８カ月）、新規の養成が進みにくい。 

〇定期的に研修会はあるが、専門性は産業カウンセラー向けよりも高くな

い。 

〇一般のボランティアによる傾聴が基本の相談対応は、一定の成果を上げ

ているものの批判も見られ、専門知識の補強があれば相談支援のレベルア

ップが期待できる。 

〇資格などは取得できない。 

微細にわたるご提案ありがとうございます。ご意見をお寄せください

ましたように「自死予防」へは協会・支部一丸となって取り組んでおり

ます。 

現在東北支部では、秋田県・岩手県・宮城県が各県において、「自死予

防」へ取り組んでおり、専門性のある他の団体と連携をして進めており

ます。 

 

〇協会としては、「孤独。孤立」対策としての内閣府の研究調査への協 

力等・活動を広くご理解いただき、生活圏にいる「産業カウンセラー」に

ついても周知を図る事を今後も続けて参ります。 

 

〇「いのちの電話」との連携（電話相談対応・養成講座への講師派遣）に

つきましては、本部会議等ご提案の内容を本部・各支部へ伝えたいと存

じます。 

 今後も支部活動への忌憚のないご意見をお寄せいただき、社会貢献へ

つなげる事が出出来ればと願っております。関心をお寄せいただき誠に

ありがとうございます。 

 

〇「いのちの電話」に関わらず、ご提案の「会員の資格を活かせる道を開

く」「産業カウンセラーの知名度を高める」ことについては、令和４年度

事業計画においても重視して取り組みますのでご協力、ご支援をよろし

くお願いします。 

 

〇他団体様もご指摘のように、心理系の資格講座を展開されていますの

で、当協会としても遅れをとらないよう、新しい営業提案をした参りた

いと存じます。 

相談事業 登録カウンセラーの育成について：実施研修に逐語記録の作成の検討と

あるが、記録作成のためのカウンセリング相手を自ら探さねばならないこ

とが負担になっている。 

協会側で逐語記録作成のためのマッチングができるような仕組み作りを

して頂けると目指しやすくなるのではないかと考えます。 

ご意見をいただきありがとうございます。相談事業部のガイドラインに基づい

て、カリキュラム等を編成しております。 

自己理解の項目のカウンセラー体験を先に行い、逐語記録の作成を後に回すと

いうのも考え方としてありますので今後検討させていただきます。 

逐語記録作成のためにクライアントのマッチングができるような仕組み作り

についてということですが、支部に今そのシステムはございませんので、どうし

てもという際には相談事業部まで連絡いただきたければと思います。 



事業区分 会員からの意見・質問等 回  答 

地区活動 各県の運営部の運営状況を確認・支援する体制も必要だと思う。  ご意見ありがとうございます。各県の活動状況を把握し、支援をするこ

とは、支部の重要な役割であると認識しております。 

 この２年間はコロナ禍の影響を受け、各県往訪による活動は自粛・制限

を強いられたこともあり、県運営部⾧との情報共有の機会（オンライン）

を増やし各県の状況把握に努めました。 

 今後もオンラインを活動した情報共有の場を設けるとともにコロナ禍

の緩和状況を確認しながら往訪による意見交換会を開催し県運営部が活

動しやすい環境整備を進めてまいります。 

【要望】 

新規の会員を地域で孤立させないように、資格取得後の会員が勉強会グ

ループと交流できるような機会を作っていただけないでしょうか。 

地域における産業カウンセラー同士の連携強化で、産業カウンセラーと

しての活動が活発化すれば資格を生かす機会も増えますし、産業カウン

セラーの知名度向上にもつながることが期待できます。ご検討ください。 

 支部、地区活動部、県運営部、学習グループ等が連携して、新規会員が

地域で交流・繋がれるように努めてまいります。この際、今年度から毎月

（10 日基準）全会員宛にメールマガジンを配信するシステムとなりまし

た。 

本システムを活用して、活発に交流できる場を案内できればと考えます。 

総  務 本回答書に関して郵送である必要性はどこまであるのでしょうか？ 

Web 上で回答の方が支部・会員相互にメリットがあように思われます 

が…。 

（郵送の手間と労力（支部サイド）と会員側の意識及び手間で…。） 

 ご意見ありがとうございます。 

Ｗｅｂ上で回答いただくことは、迅速・確実であり経費・事務処理上か

らも理想とするところです。しかしながら一部の会員は、Ｗｅｂ環境がな

いとの現状認識から紙媒体と併用しております。 

近い将来、Ｗｅｂ上で完結できることを願っております。 

報告に対して意見を言う場、特に事業計画に関して会員の希望を聞く機

会を確保してほしい。 

 本来であれば、総会の場で直接お聞きできるのですが、コロナ禍下の書

面総会となり申し訳ありません。 

今回は「回答書」という形を採用させていただきましたことをご容赦願

います。なお、希望等につきましては、随時に受け付けますので軽易に支

部事務局へ提言願います。 

必要に応じて役員会へ提議させていただきます。 

コロナ禍での事業は困難を伴うことと思われます。そんな中で、小・中・

高校の教員カウセリング支援は受容大であるのではないでしょうか。「や

れることをやる。出来る範囲で着実にやる」という理念を大事にされるこ

とを願っています。 

 ご意見ありがとうございます。理念を大切に推進します。 

2023.4.1 に資格登録更新日となります。この場合、講習会を受講しなく

てはいけないと心配です。 

更新する場合、どのようにすればよいのでしょうか。 

2018.4.1 に資格登録日となり、約１年後に１度講習を受けました。その

後仕事も忙しく受講していいません。 

 先ずは、会員マイページにログインしてご自分の受講状況をご確認願

います。（みなし含む）資格登録更新研修を 6 時間以上受講しておられれ

ば更新要件は満たしております。 

そうでない場合は、令和 5（2023）年 3 月末までに「支部研修（みなし

資格登録更新研修）」を 6 時間以上受講して下さい。 

また、年度末までに、本部が企画する e-learning による資格登録更新

研修も開催される予定です。 

 

上記以外にも、多くの激励・慰労のお言葉を賜りました。ありがとうございます。 


