
2020 年 6 月 20 日 

第 18 回定時支部総会の成立について 

会員数（2020 年 3 月 31 日） 総会成立の定足数 出席（書面表決）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） 

１４９８名 ３７５名 ５５１名 成   立 ２７６以上の賛成で承認 

 

書面表決書の集計結果（議決）について 

議  案 賛 成 反 対 保 留 議 決 

第１号議案 2019 年度支部事業報告に関する件 ５４８ ０ ３ 承 認 

第２号議案  2019 年度支部収支決算報告に関する件 ５４８ ０ ３ 承 認 

第３号議案  2020 年度支部事業計画の報告に関する件 ５４３ ２ ６ 承 認 

第４号議案  2020 年度支部収支予算報告に関する件 ５４２ ２ 7 承 認 

その他、書面表決書提出するも表決記載なし（無効）：４名 

 

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。） 

関連議案 ご意見等 回  答 

第 1 号議案  なし  

第 2 号議案 なし  

第 3 号議案 ①事業推進の収益事業について 

・是非黒字化して社会に存在価値を存分に示せるように期待する。 

・競争するのではなく現状分析と差別化戦略をきちんと見据えた

上でターゲットの絞り込み、必要なスキルと人財配置を見直す等

も選択肢としてあるのではないか。 

・単なるメンタル対応のみでなく組織開発まで踏み込む時期では

ないか。 

ご意見、ご提案ありがとうございます。 

・僅かながら黒字化はできておりますが、更に社会に貢献できるように

務めさせていただきます。 

・支部は特別委員会「長期事業検討プロジェクト」を立ち上げ今後の事

業展開においては組織開発まで踏み込んだ事業を検討しております。 

・賜りました貴重なご意見も参考にさせていただきます。 

今後ともご支援をよろしくお願いいたします。 

②研修日程の早期開示について 

・コロナ感染症の関係で事業計画の立案もご苦労があることと推

察いたしております。 

・各種研修日の開催が決まりましたら、その都度開催日だけでも

HP 等でお知らせいただけますと助かります。スケジュールを抑え

ることができます。 

・その後に開催事項等のご提示で構いませんのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

・各種研修は開催日が決定次第 HP 等でお知らせ願います。（日程

調整の為、細部は、後日の提示でも良いので。） 

ご意見ありがとうございます。 

・各種研修等のイベント再開の見通しが立ち、開催日程が決まりました

ら、即時性を基本に HP に掲載させて頂きます。 

・各県開催の研修等については各県運営部と連携しつつコロナ禍の情勢

を踏まえつつ活動内容を精査し修正計画をご報告させていただきます。

研修によっては講師手配、会場確保などの都合により、やむを得ず中止

させていただく場合がございますので何卒、ご理解・ご容赦のほど宜し

くお願い致します。 

なお、開催にあたっては「あんしん・安全」な環境（密集・密接・密

閉の回避、衛生管理の徹底）を整え、covid-19 対策に努めます。 

②_2 会員研修の充実について 

・支部カウンセラー研修を東京支部のように充実して欲しい。 

 

ご意見ありがとうございます。 

・地域的な課題はありますが、今後はより充実して参りたいと思います。

具体的なご意見等いただければ、実施に向け企画したいと思います。 

③リモート研修の導入について 

・今回の新型コロナウィルス問題で他団体では、リモート研修が

開催されております。支部研修の多くは、仙台・盛岡が中心になっ

ているようですが、他県から参加するとなると旅費も時間もかか

ります。もちろん面接等の実習講座は無理でしょうがリモート研

修でも良いものはあるかと思います。 

・全員の専門知識向上の為には取り組みへの工夫が必要かと思わ

れますがいかがお考えですか？ 

 ご意見、ご提案ありがとうございます。 

・リモート研修につきましては、必要性・効用等から支部も導入・実現

へ向けて着手しております。 

・コロナ禍による環境の変化を転機・好機と捉え、早期導入へ向けて加

速します。 

・ハード面の整備、Zoom 等への慣熟はもちろんのこと、運用にあたっ

ての規約、同意書等ソフト面の基盤を整備・確立した上で運用を開始す

る予定です。楽しみにお待ち願います。 

③_2 ｗｅｂを利用した研修について 

・特にキャリアコンサルタント更新講習は、期限内に受講が必要

になります。 

・感染防止の観点からｗｅｂを利用した研修の検討もお願いしま

す。 

ご提案ありがとうございます。 

・ＣＣ更新講習は、安全を最優先した態勢を整えて 6 月以降開催してお

ります。 

・ｗｅｂを利用した講習の開催については検討に着手しております。講

習内容による適否もあり諸々の環境整備も必要です。お待ち願います。 

④業務・テーマの選択と集中、スリム化について 

コロナ禍は、ピンチをチャンスに変えるいい機会です。膨れ上が

っている業務・テーマを思い切って見直す機会です。選択と集中を

考えてみましょう。 

※本当に議案書にあるように、こんなにできるのかなと。スリム化

は時代の流れです。 

 ご意見ありがとうございます。 

・コロナ禍で既にスリム化せざるを得ない環境に置かれております。 

・社会の大転換の時代に調和するための大きな転機でありチャンスと捉

え、新しいサービス形態や新しい生活に融合した組織運営を検討して参

ります。ご支援をよろしくお願いいたします。 

⑤普及事業の見える化について 

P32 事業推進活動（1）のエの項目について関係者に公開とあ

りますが、関係者とは具体的に教えていただけますでしょうか。 

（会員という意味でしょうか。） 

 ご質問ありとうございます。 

・関係者とは、運営協議員及び普及事業担当者です。 

・個人情報等も含まれますので限定させていただきます。。 

⑥コロナ時代への対応について 

・改めて講習（研修）養成講座等の見直しはどうするか不明です。 

・昨年度の 1～3 月までの中途半端な研修への終止への解答は？ 

※3 月 28 日の資格研修がコロナで中止（延期）のお知らせを頂い

ご意見ありがとうございます。疑義を呈してしまい申し訳ありません。 

・講習（研修）、養成講座等の見直しは、第 2 波も懸念される中、開催に

あたっては安心安全を最優先に慎重に進めております。ご理解願います。 

・今後の研修等は、7 月頃以降ホームページ（HP）等で順次に案内予定



た後何のこともなくどうなっているのでしょうか？ です。それまでお待ち願います。 

・養成講座は、本部の統制の下、受講者皆様のご協力を得て e-learning

理論学習に専念いただいております。面接体験実習は各コースとも 6 月

下旬から順次に再開します。 

・なお、確定事項は今後も HP からご案内いたします。 

⑦ｗｅｂを活用したカウンセリングについて 

・ウイズコロナの環境がしばらく継続すると予想される中、触接

面談する以外のカウンセリング方法が求められると考えます。 

・今年度の講座メニューに追加する形でｗｅｂを活用したカウン

セリングにおけるセキュリティやカウンセリング時の注意点、検

討課題などについて実施するお考えはないものでしょうか。 

 ご意見ありがとうございます。 

Web カウンセリングは、将来性があり現在検討しております。 

しかし、実施するには①機材、相談室の準備、②カウンセラーのスキ

ル、③クライアントのｗｅｂ取扱い能力・病態、④通信に不具合発生時

の対処要領、⑤クライアントからの同意書の取り付け等解決しなければ

ならない諸問題があります。これらを解決して実施する為にはガイドラ

インを準備する必要があり慎重に進めたいと考えます。 

⑧産業カウンセラー養成講座のコース設定等について 

申込者を確保することが難しい状況にあり今年度も同様の課題

が残ると予想されます。産業カウンセラーの資格に興味があると

問い合わせがあっても仕事の都合で土日は休めないとの理由で申

し込みをあきらめる場合があります。 

・土日に休みをとれる方以外にも門戸を開き、平日や夜間に勉強

できる体制に移行するお考えはないでしょうか。 

・幸いコロナ騒ぎでＷＥＢ会議の利用が進んでいます。既に座学

はＤＶＤの視聴に移行していますし、実技の教科は支部単位では

なく全国規模で考えると一定数の参加者を確保でき、各教室単位

で規定人数を集める必要がなくなり、費用を抑えることも可能で

す。また、ベテランとビギナーがペアーで指導することで経験を伝

授しやすいと考えます。課題である平日に活動可能な産業カウン

セラーの確保にもつながります。 

 ご意見及びご提案ありがとうございます。 

・平日夜間コースにおきましては、2020 年 1 月より仙台教室のみでござ

いますが実施しております。昨年 8 月から 5 か月間募集活動に力を入れ

ましたが、受講者数 5 名での開講となりました。 

・新しい生活様式に対応するべく WEB を利用した養成講座の在り方に

ついては、現在本部主幹で検討チームが発足され検討に入っております。

東北支部としても随時対応をしていく所存です。 

・養成講座の指導の仕方としまして、リーダー（ベテラン）とサブリー

ダー（ビギナー）がペアとなりグループを担当することを常としており

ます。引き続き実施して参ります。 

・受講者確保が厳しい状況の続く産業カウンセラー養成講座であります

が、現状を柔軟に捉えながら募集活動に反映できるよう励みます。 

会員の皆さまにもご協力賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

⑨支部事務局の効率的な業務運営について 

・協会本部と連携して、厳格な業務統制・・・とあるが 

厳格な業務統制の具体的説明を。 

 ご質問ありがとうございます。厳格な業務統制について説明します。 

 事務局が所掌する①諸規定の整備と管理、②事務局員の勤怠・労務管

理、③物品の購入と管理、④施設・設備の維持管理、⑤固定資産の管理、

⑥文書管理、⑦会員情報の管理、⑧個人情報保護、⑨会計・経理事務等

を遂行する際及び各事業部を支援するにあたり、当然なすべきあたりま

えのことをあたりまえに徹底して実践することです。 

第 4 号議案 （第 3 号議案へのご意見に集約）  

添付資料 〇東北支部組織図（役員名簿）について 

・総務部長、同副部長が欠員になっているが、全国研究大会を控え

て年度当初から欠員で出発するのか。 

 ご質問ありがとうございます。 

・昨年度同様に欠員のまま出発しました。実務上は事務局長が兼務して

おります。 

・ご懸念の全国研究大会につきましては、一昨年度から特別委員会（第

50 回全国研究大会実行委員会）を編成して準備業務を推進しておりま

す。本大会時は是非、皆様の積極的なご参加とご支援を何卒よろしくお

願い申し上げます。 

その他 

 

①支部総会（ｗｅｂ化導入）について 

・ｗｅｂ参加、ｗｅｂ表決を可能にしてほしい。検討願います。 

・今後は、議案書送付もｗｅｂ上で！ 

 ご提案ありがとうございます。 

・コロナ禍を好機と捉えて実現できるように検討します。 

①-2 支部総会（議案）について 

・議案という名前はありますが全て報告事項なので審議する内容

はないと思います。賛否を付するのは違和感があります。 

「確認」とか意見聴取を求めるものならつけやすいです。 

 ご意見ありがとうございます。 

・ご意見のとおり今回の議案 4 件は報告事項であり、本来審議するもの

ではありません。誤解を招きましたことをお詫びいたします 

・報告事項であるがゆえに、役員会等で審議を重ねて作成し報告させて

いただきました。ただ、コロナ禍の影響で会員皆様のご意見を直接伺う

機会が局限されてしまいましたのでこのような形態をとらせていただき

ましたことをご理解願います。ただし、今後の審議事項がない場合の総

会については、違和感が生起せぬよう「報告事項の確認」と「意見聴取」

に適した形を取りたいと考えます。 

・なお、反対のご意見につきましては実行の段階において貴重な参考意

見とさせていただきます。 

①-2-2 議決権行使について 

・2020 年度から「事業計画」「収支予算」は「議決事項」から「報

告事項」に変更されたのに「議決権の行使」とは何か。 

・反対すれば検討するのか。 

②支部役員、事務局員への慰労等 

・コロナ感染対策の中、とても大変なことであろうと思います。 

お疲れ様です。また笑顔で会える日を楽しみに！ 

・今後も活動を応援しております。 

・お疲れさまでした。 

・どうぞ体調にはご留意を。 

・コロナ禍お疲れ様です。よろしくお願いします。 

・ご担当者様いつもありがとうございます。 

・議案書を拝見し、作成された皆様のご労苦に頭が下がります。

ありがとうございました。 

・新型コロナウィルス感染症拡大の中、総会の資料をまとめてい

ただき感謝申し上げます。来年開催される全国大会楽しみにして

います。 

・毎度お世話になります。まだ入門の域を出ませんが、今後とも

よろしくお願いします。  （他多数） 

 

数々のお言葉ありがとうございます。 

 

一同身に沁みます。 

 

今後の活動の励みにさせていただきます。 

 

今後とも支部活動へのご理解とご協力・ご支援を 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

（お詫び）  議案書に不適切な掲載がありましたことを重ねてお詫び申し
上げます。 
他にも年度等の誤りやら数値の誤植等のご指摘を賜りまし

た。大変申し訳ありませんでした。 
何卒ご容赦をお願いいたします。 

 


