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JAICO憲章（こころざし）

　私たちは、人間尊重の精神に立ち、産業カウン
セリングを通して、働く人をめぐる組織と環境の調
整、コミュニティの活性化に寄与し、人びとが信頼と
安心の絆で結ばれる社会づくりに貢献します。

日本産業カウンセラー協会
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社会貢献活動

産業カウンセリング研究所、
ADRセンター



3

50年を超える歴史と経験で、企業と社会を
応援します

働く人びとの
心豊かな生活のために

　日本産業カウンセラー協会は、働く人びとの悩みに
寄り添い、生き生きと働き続けられることを支援しよ
うと1960年11月に創立されました。1970年には社
団法人として認可され、50年を超える歴史と実績を
誇ります。産業カウンセラーの養成を行い、現在、約
5万人が産業カウンセラーの資格を取得し、当協会認
定のキャリア・コンサルタントも約1万人にのぼります。
　長年の伝統と経験を生かし、企業・団体向けの研修・
相談、個人向けの電話相談活動、厚生労働省からの受
託事業など、全国で幅広い活動を展開しています。

産業カウンセラーの果たす役割とは

　産業カウンセラーとは、企業や組織で働く経営者を
含む勤労者、およびその家族を対象に、カウンセリング
や組織へのコンサルテーション、教育などの活動を通
して、個人とともに組織が抱える多様な心の問題の解
決への支援を行い、快適な職場環境づくりに寄与する
カウンセラーをいいます。「産業カウンセラー」と名乗
ることができるのは、当協会が実施している認定試験
に合格し、会員登録している人だけです。
　私たちは長年にわたり産業カウンセラーの養成に取
り組んできました。1992年には労働省の技能審査に
加えられ、公的資格である「上級・中級・初級」の3種類
の産業カウンセラーが誕生しました。その後の規制緩
和により「厚生労働省認定産業カウンセラー」は「協
会認定産業カウンセラー」となりましたが、養成講座
において実技指導の時間を増やすなど講座内容の充
実に努め、協会認定となった後も講座受講者は増加
しています。現在は、従来の「初級」であった資格を「産
業カウンセラー」とし、「中級」を「シニア産業カウンセ
ラー」と改め、研修を強化し、レベルの向上をめざしてい
ます。

自らの力で
成長することを支援

メンタルヘルス対策
への援助

メンタルヘルス対策
への援助

キャリア開発
への援助

職場における
人間関係開発への援助

職場における
人間関係開発への援助

キャリア開発
への援助

2
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産業カウンセラーの
3つの活動領域
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日本産業カウンセラー協会の事業内容一覧

事
業
内
容
一
覧 メニュー 対　象 目的・内容

カウンセリング

出張カウンセリング 一般社員、管理監督者
（いずれも希望者）

メンタルヘルス不調の早
期発見、職場の人間関係
づくり、キャリアに関する
ご相談など

体験カウンセリング 一般社員、管理監督者

当協会の相談室利用

一般社員、管理監督者、
ご家族（いずれも希望者）

当協会の電話相談
（一部の支部を除く）

健康な
組織づくり

メンタルヘルス研修
（一般社員向け） 一般社員 セルフケアとストレスの対

応策を学ぶ

メンタルヘルス研修
（管理監督者向け） 管理監督者

職場からメンタルヘルス
不調者を出さない対策を
学ぶ

キャリア開発 キャリアプラン研修 一般社員 これからのライフキャリ
アプランを立てる

快適な職場づくり

リスニング研修
（ベーシック／アドバンス）

一般社員
管理監督者

自身のコミュニケーション
のクセに気づき、聴くこ
との大切さを学ぶ

コミュニケーション研修 一般社員
管理監督者

職場のよりよい人間関係
をつくるコミュニケーショ
ンスキルを身につける

ハラスメント研修 一般社員
管理監督者

パワーハラスメント、セク
シャルハラスメントへの
正しい理解と予防対策を
学ぶ

組織へのサポート コンサルティング 人事担当者
安全衛生担当者など

社内のメンタルヘルス体
制の構築、キャリア形成
支援などのサポート

カウンセラー養成

産業カウンセラー 産業カウンセラーをめざ
す方、関心をお持ちの方

理論学習／カウンセリン
グ演習／対話分析などの
在宅研修

キャリア・コンサルタント
キャリア・コンサルタント
をめざす方、関心をお持
ちの方

理論学習／キャリア・カウ
ンセリング演習
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カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グカウンセリングサービス

　「メンタルヘルスケアの重要性はわかっているけれど、どうすればよいかわから
ない」「いきなり担当者になって途方に暮れている」──ご担当者さまのそんな悩
みにお応えするのが、当協会のカウンセリングサービスです。
　企業・団体さまの相談室にカウンセラーが訪問して面談を行う出張カウンセリ
ングや、職場で一斉に行う短期集中型の体験カウンセリングなど、職場の状況
に応じてきめ細やかなサポートをいたします。

メンタルヘルスケア体制の整備を支援

カウンセリングサービス一覧

自社の相談室に
カウンセラーを
派遣してほしい

働く人に
カウンセリングを
体験させたい

面談に抵抗がある
社員が相談できる
ようにしたい

社外の相談室を
活用したい

出張カウンセリング
御社の相談室や会議室に定期的にカウン
セラーが訪問し、面談を行います

体験カウンセリング
職場で一斉に行う短期集中のカウンセリ
ングです。全員で体験するので抵抗なくカ
ウンセリングが受けられます

当協会の相談室利用
職場の人に知られることなく安心してご
相談いただけます

電話相談　（一部の支部を除く）

予約なしで気軽に相談ができます
面談に抵抗感のある方にもご利用いただ
けます

▲
▲

▲
▲
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健
康
な
組
織
づ
く
り

メンタルヘルス研修
　経済・社会情勢の急激な変化により、働く人が抱えるストレスが大きくなって
います。仕事に関して強い不安やストレスを感じている人は約6割にのぼります

（厚生労働省「労働者健康状況調査」2007年より）。
　厚生労働省が2006年に策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指
針」では、労働者自身がストレスに気づき対処する「セルフケア」の重要性とあわ
せ、事業者によるメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であると指摘されてい
ます。
　働く人は、企業・組織にとっての「財産」です。従業員が生き生きと健康に働
ける職場づくりが、組織として力を発揮するうえでも不可欠といえます。

“心のSOS” 見逃さない職場づくりを

■研修例

部下の様子が、いつもと違っていませんか？
□ 遅刻、早退、欠勤、無断欠勤が増える
□ 仕事の能率低下や事故、ミスが多くなる
□ 残業、休日出勤が急に増える
□ 対人トラブルや顧客トラブルが起こる
□ 元気がない、顔色が悪い、笑顔や挨拶がなくなる
□ 報告や相談、職場の会話がなくなる
□ 服装が乱れたり、不潔であったりする
□ 飲酒の頻度や量が増える
ひとつでも該当する場合は部下への声かけを。対応にお悩みの方は当協会に
ご相談ください。

メンタルヘルス研修
（一般社員）

メンタルヘルスの必要性・重要
性を理解し、セルフケアとストレ
スへの対応策を学ぶ

メンタルヘルス研修
（管理監督者）

メンタルヘルスの必要性・重要
性を理解するとともに、管理監
督者の役割について学ぶ
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キ
ャ
リ
ア
開
発キャリアプラン研修

　急激な技術革新による産業構造の変化やグローバル化によって、働く人がこれ
まで培ってきた熟練の能力や技術が陳腐化してしまうことも多く見られるよう
になっています。これまで労働者のキャリア形成は実質的に企業にゆだねられて
きましたが、これからは労働者自身が、自らのキャリア形成を行っていかなけれ
ばならない時代。そして企業・組織には、労働者のキャリア形成を支援していく
ことが求められています。
　当協会では、個別の従業員に焦点をあてたキャリア・カウンセリングだけでなく、
キャリア形成を支援する体制づくりも含め、幅広いニーズに対応しています。

働く人のキャリア開発に向けて

　人生の各ステージ（段階）で担うことを期待される役割の連鎖――それが
キャリアだといえます。仕事の場における役割だけでなく、人生の他の役割も
含んでいると近年では考えられています。「キャリア開発」とは、職業生活や人
生において、自分についての理解を深め、自分の可能性を発見し、自律的・計画
的にキャリアの質を向上させようと実践すること。当協会のキャリアプラン
研修は、働く人がキャリア開発できるようになることをめざしています。

キャリアとは？

■研修例

キャリアとは
自己のキャリアを考えることとは、

キャリアとは、
キャリアプランの必要性

環境理解
（仕事理解）

仕事のイメージ、
家庭での自分、
周囲の理解、

現在の環境における課題

自己理解
自己イメージ、

自己のキャリアシート作成、
現在の自己の課題

方策・戦略
課題の整理・優先順位、

自己のキャリアプラン作成、
など
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快
適
な
職
場
づ
く
り

リスニング研修
　同僚や部下から「昇進試験頑張ったのに、今度も落ちてしまってガッカリ…」
と言われたら、あなたはどう応えますか? 「また落ちちゃったの?」「それはガッ
カリだね」──どのように伝え返せば、相手の思いを受け止めることができるの
でしょうか?
　快適な職場づくりの基本となるのは円滑なコミュニケーション。その土台と
いえるのが「聴く」力です。リスニングとは、話に耳を傾けて、相手の気持ちに共
感すること。「傾聴」とも言います。研修では実習を通して、自分自身のコミュニ
ケーションのクセや傾向に気づき、「聴く」ことの難しさや大切さを学びます。

「聴く」力は、これからの時代の必須条件

※職場の実情に合わせたオーダーメイドの研修も可能です。
お気軽にご相談ください。

リスニング研修
（ベーシック）
一般社員
管理監督者

実習を通して「聴く」ことの大切
さや難しさを学ぶ

対象者

ねらい

リスニング研修
（アドバンス）
一般社員
管理監督者

話をよりよく「聴く」ための傾聴
のスキルと伝え方を学ぶ

対象者

ねらい

尋ねる、問う、取り調べる、
責めるなどの意味がある。
訊き手が必要としている
ことを相手に質問して、答
えを要求する。

聞こえる、聞いて知る、声
が耳に入るなど、音声など
を耳に感じ取ること。 聞く
側が受け身であり、「こころ
をこめて」「熱心に」という
能動的な要素が少ない。

聴こうと努力する、こころ
をこめて聴く、きき漏らす
まいと熱心に聴くなど、相
手を理解しようとする聞
き方。リスニング研修では

「聴く」ことを学びます。

訊
く

聴
く

3つの「きく」

QA
聞
く
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快
適
な
職
場
づ
く
り

コミュニケーション研修
　当協会が働く人を対象に実施している電話相談で、最も多く寄せられる声が

「職場の人間関係に悩んでいる」というもの。
　職場は人と人とが作る場所。よりよい人間関係を構築するためには、一般社
員・管理監督者に関わらず、コミュニケーションスキルが必要です。快適な職場
づくりのために、「聴く」力をつけたうえで、「受け取る」「伝える」力を身につけま
しょう。社会経験が浅く、職場でなかなか自己主張できない新入社員向けに、
相手を尊重しながら自己主張をする「アサーション」のトレーニングも有効です。

職場の円滑な人間関係のために

※職場の実情に合わせたオーダーメイドの研修も可能です。お気軽にご相談ください。

（アサーション…相手も自分も大切にした率直で対等なコミュニケーション方法）

職場における
コミュニケーション

効果的な
コミュニケーション

スキル

自己表現力を高める

職場での
「受け取る」「伝える」ことの

重要性を学ぶ

傾聴技法の実習、
アサーティブな自己表現

を学ぶ

自己理解と他者理解
について知る

　当協会に所属する産業カウンセラーの特長の一つは、企業等における人事・
労務経験者や管理監督者など、社会経験豊富な人材が多いこと。机上の説明
だけに終わらず、カウンセラー自身の豊富な体験に基づいた、具体的かつ実践
的な内容の研修を行っています。

社会経験豊富な講師陣が「強み」

■研修例
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快
適
な
職
場
づ
く
り

ハラスメント研修
　近年、職場におけるハラスメントが問題となっています。男女雇用機会均等法
では、職場におけるセクシャルハラスメント（セクハラ）について、事業主が雇用管
理上必要な措置を講じなければならないと規定しています（11条）。職場におけ
る地位を利用した「嫌がらせ」であるパワーハラスメント（パワハラ）についても、
自殺した従業員に労災が認められる判決も出されています。
　いまや「ハラスメント対策」は企業・組織にとって必須の危機管理。人事労務
管理上、避けては通れない重要課題といえます。

働く人の尊厳を守る職場に

ハラスメントとは
セクハラ・パワハラの定義

パワーハラスメント
の現状

パワハラの起きやすい職場風土
とは、パワハラを起こしやすい
管理監督者像、パワハラの実例
と被害、など

企業が配慮すべき
対策と義務

一般防止策
未然防止策
再発防止策

セクシャル
ハラスメントの現状

男女雇用機会均等法11条及び
指針の理解、セクハラが起きる
原因と背景、セクハラを起こさ
せない職場づくり、など

■研修例

あなたは“ハラスメント”していませんか？
以下の行為は、セクハラ・パワハラだと思いますか。
□ 「おじさん」「おばさん」「○○クン」「○○ちゃん」と呼ぶ
□ 「男のくせに、女のくせに」と言う
□ 女性社員にだけお茶くみをさせている
□ 「お前はダメだ！」「やめちまえ」と部下を叱る
□ 無理なノルマを課す
□ 仕事と関係ない飲み会への参加を強要する
→ すべて「ハラスメント」になります
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組
織
へ
の
サ
ポ
ー
ト

コンサルティングサービス
　いまや、メンタルヘルス不調による休職者が珍しくない時代です。休職者の
復職（リワーク）支援や「新型うつ」への対応に、頭を悩ませている職場も多いの
ではないでしょうか。また、制度が整備されていても、効果が上がっていないとお
悩みではありませんか？
　当協会のコンサルティングサービスでは、社内のメンタルヘルス体制の構築に
お悩みの人事・安全衛生担当の皆さまや、メンタルヘルスケアの効果を促進させ
たいとお考えのご担当者さまに、それぞれのニーズに合わせた対応方法をご提
案いたします。お困りの事があれば、何なりとご相談ください。

人事担当者、安全衛生担当者をサポート

このような事でお困りでしたら、当協会にご相談を

・メンタルヘルス対策を進めたいが、どこから手をつけたらいい
かわからない

・休職者のリワークを支援したいが、具体的な方法を知りたい
・「新型うつ」への対応に苦慮している
・社員の相談室利用を促進したい
・メンタルヘルス対策の重要性をトップに理解してほしい



12

賛
助
会
員
ご
加
入
の
お
願
い

賛助会員ご加入のお願い
企業内福祉を支援する賛助会員制度
　当協会の目的・事業にご賛同いただき、賛助会員にご加入いただくと、企業の
皆さまが抱えるさまざまな問題の相談に応じ、取り組むべき課題の支援を優先
的に行います。企業・団体の健全な発展と、そこで働く人びとの福祉向上のため
に、是非ご加入いただきますようお願いいたします。

組織の健全な発展の一助に

日本産業カウンセラー協会の活動原則
協会は
１．働く人が職業生活を通じ、能力が発揮でき、人間的成長を育めるように支援

します。
２．人びとがいきいきと自分らしい人生を送れるように支援します。
３．企業・団体等の組織が活性化され健全な発展が図れるように支援します。
４．地域社会が温かみのある生活の場となるように支援します。
５．会員が拠りどころとする専門集団としてのこころざしを自覚し、誇りをもっ

て活動します。
６．法令を遵守し、関係する団体・個人との協働の輪を拡げます。

  加入資格
　当協会の事業に賛同する企業・団体であれば、どなたでもご加入できます。

  会　　費
　会費は年会費とし、毎年４月１日から翌年３月末日までの年度を単位とします。ただし、10月
以降に加入の場合、初年度会費のみ半期会費となります。

　　　　　年会費　　１口　50,000円
　　　　　半期会費　１口　25,000円

  特　　典
１．カウンセリングサービス、研修、教育等

　従業員の方々に対するカウンセリング、社内教育、研修講演のほかカウンセリング関係
のご要望に対し、優先的に援助いたします。
　また、入会いただいた年度に１回（２時間）、ご加入いただいた企業・団体さまが主催するメ
ンタルヘルス研修会に無料で講師を派遣いたします（３口以上の場合は２回まで無料で派
遣。10月以降半期で申し込みされた賛助会員は、翌年度継続された場合のみ無料で派遣）。

２．機関誌その他出版物の配布
　当協会が毎月発行している機関誌、研究誌、パンフレット及び随時発行する資料等を
お届けします。

３．その他会員（個人）に準ずる扱い
　当協会の主催する各種の催しの際、賛助会員の企業等に所属する方々には会員に準
ずる特典（割引、その他）があります。

４．全国研究大会に１口１名様無料でご招待（講演会、交流会、分科会のみ）

５．相談室でのカウンセリング料金を１回50分5,500円（一般6,000円）
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カウンセリング導入企業さまの声
企業と働く人が共に成長を

　当社では、およそ10年前からメンタルヘルス不調の社員や、それが原因となった休職
者が増える事態が顕在化してきました。早期の対応は、産業医の面談だけではまかない
きれず、また復職者に対してもじっくりと時間をかけた面談をする必要性があり、カウン
セリングの導入に至りました。
　2006年2月に相談室を開設し、これまでに、全社員のおよそ20％がカウンセリングを
利用しました。今、社内においては「カウンセリング」および担当カウンセラーが広く認知
されており、早期段階での予防に大きく貢献しています。

早期の予防に
大きく貢献

B株式会社
〔所 在 地〕 神奈川県
〔事業内容〕 コンピュータ周辺装置及びその応用製品
　　　　　  の開発・設計・製造・販売

〔従業員数〕 832人（2009年3月現在）

　2004年以降全職員を対象に順次、メンタルヘルス研修を実施しています。特に現場
管理者にはカウンセリングマインドを持ってもらえるように、ロールプレイ形式での傾
聴訓練も行っています。すでにほぼ全職員が研修を受講しています。
　カウンセリングはメンタルヘルス不調による休職者の職場復帰に役立っていることは
もちろん、職場におけるストレスコーピングをはじめ、組織全体のリスク軽減に役立っ
ています。

A信用金庫
〔所 在 地〕 東京都
〔事業内容〕 協同組織金融業
〔従業員数〕 2,073人（2012年３月現在）

組織全体の
リスク管理に
役立ちます

　学生が保健室を利用するケースが増えてきました。それも、「体調不良」という曖昧な
症状を訴える学生が多く、どうも心に何か原因があっての体調不良ではないかと感じて
いました。
　学園内に産業カウンセラーを導入したいと考えた時、学生が対象でしたので、「女性
でしかもお母さんのような方、包容力があり気軽に相談できる雰囲気を持った方」が適
切ではないかとの結論になり、その方向での人選を日本産業カウンセラー協会中部支
部にお願いしました。私たちのイメージにぴったりの産業カウンセラーを紹介していた
だきました。

C自動車大学校
〔所 在 地〕 愛知県　
〔事業内容〕 教育・学習支援業
〔従業員数〕 101人〈学生1,082人〉 （2012年４月現在）

イメージ通りの
人選をして

もらえました
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産業カウンセラー養成講座
　私たちは50年以上、働く人の悩みや生き方の選択に関わる相談に応じてきま
した。その前提には、どんな場合にも「傾聴」「対話」があります。
　当協会が実施する養成講座では、相談者の問題解決への援助が確実にでき
る産業カウンセラーの育成を何よりも重視し、そのためにカウンセリング実習を徹
底的に行います。長年の経験にもとづく確かなプログラムをお約束します。さまざ
まなワークスタイルの中で学ぶことをサポートしようと、近年は通信制も拡大。
面接実習時間（104時間）は通学制と変わらず、通学制と同水準の学習内容を
保証しています。通学制・通信制ともに教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講
座です。

　年に1回、学科試験と実技試験を実施しています。養成講座を修了すると受験
資格が得られます。

50年の歴史が保証する確かなプログラム

社内相談室を立ち上げました
　企業グループの健康保険組合で働いています。20年ほど前に社内で生活習慣・健康
調査を実施した際に、「眠れない」「疲れがとれない」「イライラする」など精神神経的な症
状を訴える人が多いことにびっくりし、将来メンタルヘルス不調者は爆発的に増えるだ
ろうと予測しました。そして発症前の一次予防を早急に実施していく必要があると感じ
て、養成講座を受講し、資格をとりました。
　養成講座での「実習」を通じて、社内でもアサーティブに自分の意見を伝えられるよ
うになりました。また、カウンセラーとしての態度や傾聴を意識して、上司や同僚、部下の
話を聴くようになりました。資格取得の大きな収穫は、社内で相談室を立ち上げ、カウ
ンセラーとして社員のさまざまな声を聴く機会を得たこと、教育・研修にも携われるよ
うになったことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   （ Iさん）

多様な受講生の顔ぶれ

産業カウンセラー試験

現役産業カウンセラーの声

●社員の健康管理担当者
●管理監督者

●医師
●看護師

●大学・短大教員
●高校教員

●社会保険労務士
●介護福祉士

社員の相談にのりたい

患者さんの心に寄り添いたい

学生の相談に応じたい

顧客のニーズにより応えたい
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50年の歴史が保証する確かなプログラム

キャリア・コンサルタント講座
　厳しい雇用情勢のもと、いまの日本社会には若年フリーター、中高年の離転職、
働く女性の課題など、働くことに関わるさまざまな問題が山積しています。キャ
リア・コンサルタントの仕事は、求人と求職の効果的なマッチングにとどまり
ません。働く人々の「いかに働きがいを持って生きていくのか」「現在の変化にど
う対応するのか」「自分自身でどのようにキャリア形成していくのか」という課
題解決への要望に応え、自律的な職業選択、キャリア形成を支援していくことを
使命としています。当講座では、産業カウンセラーとして培ってきたカウンセ
リングの技法を活かしながら、キャリア・コンサルティングのスキルを身につけ
ていきます。また、「キャリア・コンサルタント特別講座（A）」修了者は、当協会の
キャリア・コンサルタント試験の受験資格を得ることができます。

激変する時代に、必要とされる存在

さらに仕事に活かしたい
　合格通知をポストに発見したときは、思わず「ガッツポーズ」をして喜びました。現在
は、就職支援機関で就職相談の仕事をしていますが、キャリア・コンサルタント講座で
学んだことや実習での経験がとても役に立っています。仕事を通して、多くの方が「十分
な選択肢から、その人がその人らしい人生の選択」が出来るように寄り添っていけたら
と考えています。仕事では個人面談もあれば、セミナーなども開催しているので、求めら
れるスキルは多岐にわたります。しかし、どんな仕事であっても産業カウンセラーとキャ
リア・コンサルタント講座で学んだ「傾聴」の姿勢が私の基軸となっています。
　将来は、就職支援だけでなく、働く人々が笑顔になるように、自己研鑽を怠らず、尽力
したいと思っています。

 （ Mさん）

キャリア・コンサルタント試験合格者の声

※キャリア・コンサルタント講座の受講対象者は産業カウンセラーの資格保有者です

　年に1回、学科試験と実技試験を実施しています。社会人としての職業経験
3年以上を有し、講座を修了すると受験資格が得られます。

キャリア・コンサルタント試験



16

社
会
貢
献
活
動 社会貢献活動

働く人の電話相談室
　当協会では毎年、自殺予防週間（９月10日から
の１週間）に合わせて、全国13支部で一斉に「働く
人の電話相談室」を開設しています。通話料・相談
料とも無料。朝10時から夜10時まで、仕事や人
間関係、生活などのさまざまな問題に、経験豊富
な産業カウンセラーが応じます。

全国の支部に相談室を開設
　当協会の全国の各支部に相談室を開設し、カウンセリングを行っています。

（１回50分6,000円、賛助会員5,500円）

地域の「こころの支え」をめざす

阪神・淡路大震災（1995年） 現地支援活動、電話相談活動など

新潟県中越地震（2004年）
新潟・福島豪雨（2004年）

「心のケア」、「働く若者たちのケアサポート」の
ボランティアに参加

ＪＲ西日本福知山線脱線事故
（2005年） 被害者を対象に電話相談

新潟県中越沖地震（2007年）
台風４号（2007年） 災害にともなう受託研修、カウンセリングなど

岩手・宮城内陸地震（2008年） 現地支援活動、電話相談活動など

東日本大震災（2011年） 東日本大震災支援「こころの無料電話相談」、
９カ月間で3,054件の相談

働く人の悩みホットライン
　2004年から無料電話相談を通年で実施しています。相談料金は無料。
相談受付は月曜日から土曜日まで（祝日を除く）の午後３時から午後８時
まで。職場、暮らし、家族、将来設計など、働くうえでのさまざまな悩みに対応
しています。お一人１回30分以内。通話料はご負担ください。

03-5772-2183（相談は無料）

 

災害等における主な活動実績　　
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　解雇や賃下げ等個別労働関係紛争全般及び離婚等男女間の維持調整に関
する紛争を解決する裁判外紛争解決（調停）機関です。

対話促進による紛争解決機関

▲

「法律的な解決よりも、当事者の言い分を
じっくり聴いてもらったうえで話し合いに
よって解決したい…」

「相手との話し合いができないでいるが、
訴訟まではしたくない…」

産業カウンセラーの資格をもった専門家が、
当事者同士の話し合いによる解決を援助します

次のような
とき、

ご利用くだ
さい

調停の対象となる紛争(トラブル)内容は?
個別労働関係紛争（解雇、賃下げ、セクハラ等）および男女間の維持調整に
関する紛争（離婚、夫婦関係の調整等）の二つです。

Q.1
A.

解決までの期間は?
調停回数4回以内または3ヵ月以内での解決を目指します。

Q.2
A.

調停申立時の費用はどのくらい?
2万7000円です。(ただし、1回目の調停費用を含んだ金額です)

Q.3
A.

難しい法律問題が出てきた場合は?
当センターが契約している弁護士の助言が得られるよう手当してあります。

Q.4
A.

当協会ADRセンターは、裁判外紛争解決手続の利
用の促進に関する法律（ADR法）に基づいて、法務
大臣の認証を取得した認証紛争解決機関（かいけつ
サポート）です。

Q & A

所在地　日本産業カウンセラー協会内
連絡先　TEL 03-3438-4568　FAX 03-3438-4487

平成20年9月22日　認証番号第19号
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産業カウンセリング研究所

産業カウンセリング研究所の事業内容
　産業カウンセリング研究所の行う主な事業は次のとおりです。

・研究活動では、理論研究、調査研究、開発・実験研究などに取り組んでいま
す。これまで調査研究として「産業カウンセラー等の実態調査」（2009年）を、
開発研究として「職場健康診断システム（仮）」の開発に取り組んでいます。

・研究基盤の構築では、産業カウンセリング関係の情報収集、文献および研究
者のデータベース作成などに取り組んでいます。

・研究成果の発信では、研究成果などを、会員・資格取得者と産業界および一
般社会を対象に、会報・協会ホームページ・メールマガジン・特別講演会など
を通じて公表しています。

・その他、受託事業として研究・教育などの依頼に対応しています。　

　上記の「3つの活動領域」に関する調査研究などについて、お気軽にご相談
ください。

協会活動のシンクタンク

産業カウンセリング研究所は、
産業カウンセラーの実践性、実効性を高めるため、
３つの活動領域
・メンタルヘルス対策への援助
・キャリア開発への援助
・職場における人間関係開発への援助

に関する諸問題の調査・研究を行う当協会の付属機関です。

産業カウンセリング研究所
所在地　日本産業カウンセラー協会本部内
連絡先　E-mail:kenkyujo@counselor.or.jp　
　　　　FAX 03-3438-4487
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３．８　資格登録していない理由は…（質問26：２つまで選択）

「活動をしていないから」が40％ （３．７で「資格は持っているが会員登録していない」と答えた方のみの回答）

　資格登録をしていない理由は、全体では「現在、産業カウンセリングにかかわる『活動』をしてい

ないから」が最も多く40.1％であるが、次に「資格登録料が高いから」36.4％、「資格登録をしても得

られるメリットが少ないと思うから」32.6％が続き、資格の価値についての疑問が少なくない。また、

「資格登録の仕方が分からないから」という人が17.2％いる。

　性別の違いはほとんどないが、女性では「現在、産業カウンセリングにかかわる『活動』をしてい

ないから」が43.2％、男性では「資格登録料が高いから」が37.9％で最も多くなっている。（図15）

【図１５　資格登録していない理由（２つまで選択）】
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４．１　「資格」取得を周囲に公表している程度は…（質問７：１つ選択）

「資格取得を周囲に公にしている」人は64％
　協会認定の産業カウンセラー等の資格を取得している人が、周囲に明示（公示または公表）してい

る程度は、「自分の名刺に記載したり、勤務先に公表したりしている」が63.7％と最も多く、次が「身

近な人には個人的に言っているが、勤務先には公表していない」が31.4％である。なお、「誰にも言っ

ていない」は3.7％と少ない。（図16）

【図１６　「資格」取得を周囲に公表している程度（１つ選択）】
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４．２　「資格」を公表していない理由は…（質問８：３つまで選択）

最も多いのは「資格が現在の担当業務に関係薄いから」で、37％ 

（４．１で「勤務先に公表していない」「誰にも言っていない」と答えた方のみの回答）

　協会認定の産業カウンセラー等の資格を公表していない理由は、「勤務先での現在の担当業務では

「資格」は関係が薄いから」が最も多く36.9％、以下「「資格」を公表しても周りや勤務先の評価や処
技「、％8.72

」らかたっ
だめたのい

がき生や強
勉の身自分

自は得取」
格資「「、％6

.82」らか
いならわ変

は遇
能や経験が不足していて「資格」公表に自信がないから」20.5％と続く。また、「資格」を使ってどう

いう場で活動できるかわからないから」という人が14.0％いる。（図17）

【図１７　「資格」を公表していない理由（３つまで選択）】

とくにない周囲に問題がない社会的認知がない誤解・敬遠される他資格に見劣りがする職務に関係が薄い評価や処遇変らない公表に自信がない資格に向いていない職務の一助に自分の勉強や生きがい活動の仕方が分らない他資格のワンステップ
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４．資格の活用は？
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全国研究大会
　当協会では定期的に全国研究大会を開催し、会員の産業カウンセラー やキャ
リア・コンサルタント、養成講座受講者などに研鑽の場を提供しています。賛助会
員である企業や団体の皆さまにもご参加いただ
き、貴重な交流の場となっています。
　私たちは社会に開かれた産業カウンセリング
をめざしており、研究大会では企業や教育、地域
での産業カウンセリングについて、幅広い情報提
供を試みています。

産業カウンセリングを社会に発信

第43回全国研究大会 in 四国（2013年）
　2013年5月開催の全国研究大会では大野裕先生(独立行政法人国立精神・
神経医療研究センター 認知行動療法センター長)と佐々木常夫先生（株式会社
東レ経営研究所 特別顧問）の講演と対談
がありました。
　大野先生は、日本の精神疾患に対する
体制について、佐々木先生は、地域の関わ
り合いが少ない現状についてお話しされ、
活発な意見が交わされました。

海外との連帯
　協会の新たな発展と会員のグローバルな視点からの学習のために、当協会で
は海外からゲストを招いての講演会を開くなど、積極的に海外の専門家やカウ
ンセラーとの交流をはかっています。

ミック・クーパー教授（スコットランド・ストラスクライド大学）
カウンセリング特別講演会（2009年）

カウンセリングは、本当に効果があるのか？
― その実証的な研究とイギリスでの産業カウンセリングの実情 ―

講演内容

マイケル・ゴウ准教授（アメリカ・ミネソタ大学）
特別講演会（2011年）

多様性を活かす職場を作るには
― 産業カウンセラーが果たす役割と専門性 ―

講演内容

国際的に視野を広げる活動
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厚生労働省受託事業
　当協会では、厚生労働省などの公的機関と連携しながら、働く人のメンタルヘ
ルス対策の推進をはかっています。

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
http://kokoro.mhlw.go.jp

　厚生労働省の委託を受けて当協会が運営。メンタルヘルスに関する情報が網羅
されたウェブサイトです。アクセス数は年間およそ64万件にのぼります。ストレス
チェックやセルフケアに関するeラーニングなど、メンタルヘルスを楽しく理解
できる工夫が満載されています。

メンタルヘルス対策支援センター事業〈北海道〉（2011年度、2012年度）

　職場におけるメンタルヘルス対策についての総合支援相談窓口として、全都
道府県に設置されているメンタルヘルス対策支援センター。このうち、北海道に
ついては当協会の北海道支部が受託し、情報提供や働く人などの相談に応じて
います。

勤労者心の電話相談
　ストレスに悩む勤労者を支援し、健康な社会生活を送ってもらおうと、全国の
労災病院では「勤労者心の電話相談」を開設。心の電話相談員として当協会の産
業カウンセラーが活躍しています。

働く人の「心のよりどころ」として

労災病院との協働事業

2011年度、2012年度
2013年度（　　　　　 ）
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　日本産業カウンセラー協会は、個人情報の重要性を認識し、個人情
報を適切に保護し管理するため、プライバシーポリシー（個人情報の
取り扱いについて）の基本方針を策定しております。この基本方針をす
べての役職員ならびに関係する従業者に理解させるとともに、個人情
報の保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報保護の徹底
に努めます。

前文
　一般社団法人日本産業カウンセラー 協会は産業カウンセラー に
よって組織された職能団体である。産業カウンセラー は心の専門的
技能者であるだけでなく、関連する広い学問、科学を重んじ、産業界
の動向に通じた複合的能力をもって、あらゆる場面で活躍している。
　産業カウンセラーが自ら倫理綱領を定め、それを遵守することの意
味は、倫理綱領が専門家としての倫理的責任を全うするための指針で
あるだけでなく、カウンセリング・サービスを受ける人びとの利益を守
り、企業社会の公正で健全な発展に寄与することにある。
　産業カウンセラーは、人間の多様性を承認しつつ、その尊厳、価値、
可能性を擁護して人間の生涯発達を促進する視点で活動する。その
ために、人としての自律を尊重し、忠誠と公正を重んじて働く人びとの
福祉の増進をめざす。この綱領は、このことを具体化し、企業社会の倫
理性を高める視点をも考慮して作られた。それゆえに、本綱領がめざ
すところは、規範による外的強制によって守られるだけではなく、専門
家としての自覚とともに、社会における共通倫理（コモンモラル）の推
進という高い倫理意識と内心からの自発的献身とが相まって達成さ
れる。またそれは、産業カウンセラーが自己の責任を果たすだけでは
なく、相互の研鑽によって高められてゆくものと認識する。
　産業カウンセラーが、心の問題にかかわる専門家としての倫理を自
覚し、優れた能力と識見とを基礎に向上心と高い自律性をもった生き
方を自己に課すことにより、社会の尊敬と信頼を得られるものと確信
する。
　産業カウンセラーがこの綱領に則って誠実に行動することを誓い、
ここに綱領を確定する。

個人情報の取り扱いについて

産業カウンセラー倫理綱領
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　協会が設立された50年前、わが国の産業は重化学工業を中心に驚異的な発
展を遂げ、高度成長期にありました。産業界は大量の労働力を農村に求め、多く
の出稼ぎ労働者が農閑期に季節労働者として都会で働きました。中学卒業の少
年少女たちが「金の卵」ともてはやされ、全国各地の工業地帯へ貴重な労働力と
して送られた時期でもありました。
　しかし、この若者たちは孤独や仕事への不適応などにより離職する者も多く、
これら若者の職場定着を図ることが喫緊の課題となりました。当協会草創期の
先輩たちは、この若者たちのよき相談相手として社会に貢献したのです。
　それ以来50年余り、当協会では高度成長期の公害や労災事故に対する安全
衛生運動に始まり、バブル期における雇用の流動化、バブル崩壊後のリストラ・
過重労働・働き方の多様化などにより心の問題を抱えた労働者への対応に努め
てきました。これからも、情報化・グローバル化など激動する産業社会の中で悩
み苦しむ人の支援はもちろん、生涯を通した生き方・働き方などキャリア開発の
援助に力を注いでまいります。

年　　月 事　　項

1960（昭和35）年　11月 日本産業カウンセラー協会創立（本部東京）
第１回産業カウンセリング全国研究集会開催（東京）
以後、毎年各地で全国研究集会を開催（現在の全国研究大会の
前身）

1970（昭和45）年　  4月 労働省より社団法人の認可を受ける
設立総会（本部大阪）

1971（昭和46）年　  5月
　　　　　　　　　  9月

社団法人日本産業カウンセラー協会第1回総会開催（大阪）
第1回2級産業カウンセラー試験実施

1977（昭和52）年　　 本部東京移転

1980（昭和55）年　11月 創立20周年

1981（昭和56）年　11月 第1回1級産業カウンセラー試験実施

1990（平成 2）年　 11月 創立30周年

1992（平成 4）年   　1月
　　　　　　　　　10月

労働省技能審査制度の認定を受ける
労働省認定　第１回初級産業カウンセラー試験

1993（平成 5）年　　1月
　　　　　　　　　12月

全国各地で初級産業カウンセラー養成講座スタート
労働省認定　第１回中級産業カウンセラー試験

1996（平成 8）年　　8月 労働省受託事業「勤労青少年相談事業」（ハート・ナビゲーション）
開始（2004年度まで）

1999（平成11）年　  9月 支部設置決定

協会の沿革
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会員数の推移

年　　月 事　　項
2000（平成12）年　  4月
　　　　　　　　　  5月
                                 11月

労災病院「勤労者心の電話相談」で電話相談開始
無料職業紹介（労働省認可事業）を開始
創立40周年　　

「私たちの歩み－社団法人日本産業カウンセラー協会40年史」発行

2002（平成14）年　  4月 労働省認定の産業カウンセラー試験が協会認定試験となる

2003（平成15）年
                        　  8月

社会貢献事業の公開講座（メンタルヘルス、キャリア開発）開催
キャリア・コンサルタント試験開始

2004（平成16）年　  2月
　　　　　　　　　  9月
　　　　　　　　　11月

産業カウンセリング研究所創設
通年無料電話相談「働く人の悩みホットライン」開始
新呼称「産業カウンセラー試験」開始

2005（平成17）年　  2月                                          
　　　　　　　　　  8月

新呼称「シニア産業カウンセラー試験」開始
厚生労働省受託事業「若年労働者キャリア形成支援・相談事業」

（ヤングキャリア・ナビゲーション）開始（2008年度まで）

2006（平成18）年　  5月 「産業カウンセラー倫理綱領」決定

2007（平成19）年　  9月 自殺予防ダイヤル相談「働く人の電話相談室」開始、連合協力

2008（平成20）年　  9月 法務省からＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）事業の認証を受ける

2009（平成21）年 創立50周年記念「産業カウンセラー等の実態調査」実施
創立50周年記念「相談室利用者の効果測定調査」実施

2010（平成22）年　  6月                                
　　　　　　　　　11月

創立50周年記念全国研究大会（第40回）
創立50周年記念祝賀会
協会ロゴマーク改訂

2011（平成23）年　  4月
　
                             5月

東日本大震災の被災者・ご家族・関係者を対象に「こころの無料
電話相談」を開設

「私たちのあゆみ－社団法人日本産業カウンセラー協会50年史」発行

2012（平成24）年　  3月
　　     　　　　　　5月
　

有料職業紹介（厚生労働省認可事業）を開始
ＪＡＩＣＯ憲章制定
一般社団法人への移行決定

2013（平成25）年　  4月 一般社団法人へ移行
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※2級・初級産業カウンセラーは現在の産業カウンセラー 
　1級・中級産業カウンセラーは現在のシニア産業カウンセラー 
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