
1 

教育訓練給付制度一般教育訓練指定講座 

２０18(平成 30)年度 

産業カウンセラー養成講座ご案内 

日本産業カウンセラー協会四国支部 
 

 

≪講座概要≫全 22日間。通学 140時間（面接実習 104時間、理論 36時間）、 

在宅研修（修了条件となるもの）40時間相当、自主学習（DVD視聴による）9時間相当。 

 

 教室名・開催曜日・定員・会場 

教 室 名 開催曜日 定員 会  場 

愛媛教室 日 ３６ 松山市味酒町 1-3四国ガス第 3ビル 7階 日本産業カウンセラー協会四国支部研修室 

香川教室 日 ３６ 高松市郷東町 436番地 3 香川労働基準会館 

高知教室 土・日 ２４ 高知市本町 4丁目 3-30 高知県立県民文化ホール 

徳島教室 土・日 ２４ 徳島市北田宮 1丁目 8-68 徳島県教育会館 

 

 主な講師（50音順） 

愛媛教室 香川教室 

坂原 明 聖カタリナ大学教授 

長井偉訓 愛媛大学名誉教授 

信原孝司 愛媛大学大学院准教授 

櫃本真聿 四国医療産業研究所所長 

昇 淳一郎 松山記念病院精神科医 

森平准次 聖カタリナ大学准教授 

小柳晴生 臨床心理士 

竹森元彦 香川大学教授 

田中良子 高松大学教授 

花岡正憲 ゆりのき診療室所長 

矢野智宣 矢野産業医事務所所長 

高知教室 徳島教室 

池 雅之 高知工科大学教授・臨床心理士 

大原光秦 ㈱ビスタワークス研究所代表 

岡田和史 海辺の杜ホスピタル院長 

坂原 明 聖カタリナ大学教授 

渋谷恵子 高知大学保健管理センター医学部分室准教授 

長井偉訓 愛媛大学名誉教授 

橋詰 宏 藤戸病院院長 

山崎真理 オフィス山崎代表 

石元康仁  徳島県精神保健福祉センター所長 

井﨑ゆみ子  徳島大学准教授 

枝川浩二  枝川クリニック院長 

黒澤良輔  徳島文理大学教授 

山下景子  元徳島文理大学教授 

その他 日本産業カウンセラー協会講師（講師については変更の場合があります） 

実技指導者：日本産業カウンセラー協会会員 

一般社団法人 
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≪応募条件≫ 

・産業カウンセラーを目指す、受講開始時点で満 20歳以上の方 

・全日程を出席できる方 

≪お申込み方法≫  

◆郵送又はインターネット（ＷＥＢ）でお申込みください。 
郵 送 別紙申込書に必要事項を記入し受講料を振込み、振込み明細書（コピー可、インターネ

ットバンキングでお振込みの場合は受付結果の印刷で可）を所定欄に貼付の上、申込書

を申込書送付先へ郵送してください。（6～7ページお申込み手順をご覧ください） 

インターネット 日本産業カウンセラー協会四国支部ホームページ 

（http://www.counselor-shikoku.jp/）『産業カウンセラー養成講座』のページからお申

込みください。 

≪お申込受付期間≫ 平成 30年 １月９日（火） から～３月２８日（水） まで 
※インターネット(WEB）のお申込みは 1月 9日（火）0時～3月 28日（水）24時まで 

※期間前のお申込みは受付けることができません。受付期間に改めてお申込みいただく

ことになりますのでご了承ください。 

※定員に達した場合には申込受付期間内であっても受付を終了させていただきますので

あらかじめご了承ください。 

 受講の確定 

申込順（受講料のお振り込みもしくは学費ローン契約の成立と申込書の両方が確認された

順番）に受講を確定いたします。 

 

◆ 受講料・振込先 

受講料 総額：248,400円（教材費・税込み）<振込手数料はご負担ください> 

   （内訳：講座開講の経費（入講料）37,260円、受講料（授業料）211,140円） 

受講料振込先：伊予銀行湊町支店 普通 ３８６１７９８ 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 四国支部 

（シャ ニホンサンギョウカウンセラーキョウカイ シコクシブ） 
＊一般社団法人の略称は（シャ）になります。 

※キャンセルされる場合の返金等につきましては 8～9ページの「受講約款」をご覧ください。 

※受講料の分割払いをご希望の方は、株式会社セディナ提携学費ローンをご利用ください。学費ローンをご利用

の場合は、受講のお申込み、学費ローンのお申込みいずれもインターネットからとなります。 

詳しくは四国支部ホームページ（http://www.counselor-shikoku.jp/）をご覧ください。 

 

≪留意事項≫ 

◆ 「受講約款」「個人情報のお取扱いについて」をよくお読みいただき同意のうえ、お申し込みく

ださい。 

◆ 講座内容は、産業カウンセリングについて、知識や経験のない方を対象としています。 

◆ 欠席が 19 時間以上に及んだ場合には修了したものとみなされません。また、在宅研修課題はす

べて提出し、ＡからＤまでの 4段階評価においてＡまたはＢの評定を受けることが必要です。 

◆ 19時間以上欠席した場合にはあらかじめ計画された補講（有料）を受講することにより、 

その受講時間を講座の出席時間とみなすことができます。補講は 24 時間（4 日間）まで受講で

きます。補講受講料は 1 日（6 時間）につき 10,800 円（消費税込み）です。詳細につきまして

は別途講座開講中にご案内いたします。 

◆ 担当講師及び日程等は都合により変更を生じる場合がありますので予めご了承ください。 

◆ 本講座は長期間にわたるため、心身に障がいを有する方、特別な配慮が必要な方、現在通院・治

療中など健康について不安のある方は、必ず事前にご相談ください。 

（診断書を提出していただく場合があります。） 
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≪愛媛教室≫                ≪香川教室≫ 

回 日程 科目 

 

回 日程 科目 

1 4月 8日 
(日) 

開講式･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
1 4月 8日 

(日) 

開講式･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

面接実習① 面接実習① 

2 4月 15日 
(日) 

産業カウンセラーの役割と活動/倫理 

傾聴の意義と技法 
2 4月 15日 

(日) 
産業カウンセラーの役割と活動/倫理 

傾聴の意義と技法 

3 4月 29日 
(日) 

面接実習② 3 4月 22日 
(日) 

面接実習② 

4 5月 6日 
(日) 

カウンセリングの基本 4 5月 6日 
(日) 

面接実習③ 

5 5月 13日 
(日) 

面接実習③ 5 5月 13日 
(日) 

カウンセリングの基本 

6 5月 20日 
(日) 

面接実習④ 6 5月 20日 
(日) 

面接実習④ 

7 6月 10日 
(日) 

面接実習⑤ 7 5月 27日
(日) 

カウンセリングの諸理論 

こころのメカニズム 

8 6月 24日 
(日) 

面接実習⑥ 8 6月 10日 
(日) 

面接実習⑤ 

9 7月 1日 
(日) 

カウンセリングの諸理論 

精神医学の基本 
9 

6月 24日 

(日) 
面接実習⑥ 

10 7月 8日 
(日) 

面接実習⑦ 10 
7月 1日 

(日) 
面接実習⑦ 

11 7月 22日 
(日) 

面接実習⑧ 11 
7月 8日 

(日) 
面接実習⑧ 

12 7月 29日 
(日) 

こころのメカニズム 

パーソナリティ理論/心理アセスメント 
12 

7月 22日 

(日) 
面接実習⑨ 

13 8月 5日 
(日) 

面接実習⑨ 13 
7月 29日 

(日) 

パーソナリティ理論/心理アセスメント 

精神医学の基本 

14 8月 19日 
(日) 

職場のメンタルヘルス・ケア 

コミュニケーションの理論と活用 
14 

8月 5日 

(日) 
面接実習⑩ 

15 8月 26日 
(日) 

面接実習⑩ 15 
8月 19日 

(日) 
面接実習⑪ 

16 
9月 9日 
(日) 

面接実習⑪ 16 
8月 26日 

(日) 
職場のメンタルヘルス・ケア 

コミュニケーションの理論と活用 

17 9月 16日 
(日) 

面接実習⑫ 17 9月 2日 
(日) 

産業社会の動向と人事労務管理 

実習 

18 9月 23日 
(日) 

ｷｬﾘｱ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの基本 
18 9月 9日 

(日) 
面接実習⑫ 

実習 

19 9月 30日 
(日) 

面接実習⑬ 19 9月 30日 
(日) 

面接実習⑬ 

20 10月 14日 
(日) 

面接実習⑭ 20 10月 14日 
(日) 

面接実習⑭ 

21 10月 21日 
(日) 

産業社会の動向と人事労務管理 
21 10月 21日

(日) 

ｷｬﾘｱ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの基本 

実習 実習 

22 10月 28日 
(日) 

面接実習⑮ 
22 10月 28日 

(日) 

面接実習⑮ 

閉講式（修了式） 閉講式（修了式） 

 



4 

≪高知教室≫                  ≪徳島教室≫ 

回 日程 科目 

 

回 日程 科目 

1 4月 8日 
(日) 

開講式･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

1 4月 8日 
(日) 

開講式･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

面接実習① 面接実習① 

2 4月 15日 
(日) 

産業カウンセラーの役割と活動/倫理 
傾聴の意義と技法 2 4月 15日 

(日) 
産業カウンセラーの役割と活動/倫理 

傾聴の意義と技法 

3 4月 22日 
(日) 

面接実習② 3 4月 22日 
(日) 

面接実習② 

4 5月 6日 
(日) 

面接実習③ 4 5月 6日 
(日) 

面接実習③ 

5 
5月 13日 

(日) 
カウンセリングの基本 5 

5月 13日 
(日) 

カウンセリングの基本 

6 5月 20日 
(日) 

面接実習④ 6 5月 27日 
(日) 

面接実習④ 

7 5月 27日 
(日) 

面接実習⑤ 7 6月 10日 
(日) 

面接実習⑤ 

8 6月 10日 
(日) 

こころのメカニズム 

コミュニケーションの理論と活用 
8 6月 24日 

(日) 
こころのメカニズム 

コミュニケーションの理論と活用 

9 6月 24日 
(日) 

面接実習⑥ 9 7月 1日 
(日) 

面接実習⑥ 

10 7月 1日 
(日) 

カウンセリングの諸理論 

パーソナリティ理論/心理アセスメント 
10 7月 8日 

(日) 
カウンセリングの諸理論 

パーソナリティ理論/心理アセスメント 

11 7月 8日 
(日) 

面接実習⑦ 11 7月 22日 
(日) 

面接実習⑦ 

12 7月 22日 
(日) 

面接実習⑧ 12 7月 29日 
(日) 

面接実習⑧ 

13 7月 29日 
(日) 

精神医学の基本 

職場のメンタルヘルス・ケア 
13 8月 5日 

(日) 
面接実習⑨ 

14 8月 5日 
(日) 

面接実習⑨ 14 8月 18日 
(土) 

面接実習⑩ 

15 8月 19日 
(日) 

面接実習⑩ 15 8月 26日 
(日) 

職場のメンタルヘルス・ケア 
精神医学の基本 

16 
8月 26日 

(日) 
面接実習⑪ 16 

9月 2日 
(日) 

面接実習⑪ 

17 9月 2日 
(日) 

産業社会の動向と人事労務管理 17 9月 16日 
(日) 

面接実習⑫ 
実習 

18 9月 16日 
(日) 

面接実習⑫ 18 9月 23日 
(日) 

産業社会の動向と人事労務管理 

実習 

19 9月 30日 
(日) 

面接実習⑬ 19 9月 30日 
(日) 

面接実習⑬ 

20 10月 6日 
(土) 

面接実習⑭ 20 10月 14日 
(日) 

面接実習⑭ 

21 10月 14日 
(日) 

ｷｬﾘｱ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの基本 
21 10月 21日 

(日) 

ｷｬﾘｱ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの基本 

実習 実習 

22 10月 28日 
(日) 

面接実習⑮ 

22 11月 4日 
(日) 

面接実習⑮ 

閉講式（修了式） 閉講式（修了式） 
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◆講座時間 

面接実習 9：00～17：00  

（開講式・オリエンテ―ション・閉講式は講座時間に含まれておりません。） 

理論講義 9：00～16：00 

※面接実習・理論とも昼休憩は 1時間です。 

 

◆産業カウンセラー養成講座 修了者の感想 

・大変良かった。考え方、接し方、心構え等、カウンセラーとしての基本が学べました。 

・暖かく時にきびしくご指導いただきありがとうございました。聴く事の大切さ、難しさを痛感しなが

ら勉強させていただきました。ここで学んだことをこれからの仕事にプライベートに生かせていきた

いです。 

・色々な価値観の人と知り合えてよかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「産業カウンセラー養成講座で自分が変われたこと」 

 

愛媛教室 

食品容器製造会社経理事務（４６歳）Ｎ. Ｔ 

  

産業カウンセラー養成講座の７か月間で、自分自身が変われたと実感しています。最初は、発言す

ることが怖かったのですが、カウンセリング演習を重ねる度に、自分ついて深く考え、感情に振り回

されたりしながらも、課題に挑戦したことで、自分の良いところや悪いところを受け入れ、自己理解

ができ、今では自信を持って発言できています。 

また毎回、先生からの丁寧なフィードバックや適切なアドバイスで、自分の準拠枠や価値観が、他

者とどう違うのかにも気づけ、カウンセラーとしての姿勢を学べました。その演習の積み重ねで、ク

ライエントの心に自然と寄り添え、心の痛みを理解する力が身に付いてきたと思います。今では職場

や家庭での生活でも、受容・共感・自己一致することがあり、自分が変わったことで、関係が良好に

なっていると感じています。 

そして演習では安心して何でも話せる、心の深い繋がりを感じられました。またグループでのフィ

ードバックや演習で、皆から色んな意見や考え方など、気持ちや感情を聴くことで、自分では気づか

なかったところが分かり、視野が広がり感受性も豊かになって、自分の成長に繋がったと感じていま

す。 

この養成講座の期間の中では、反省し過ぎて自己嫌悪になったこともありましたが、それでも頑張

れたのは、一緒に学んだ皆が居たからです。助け合い、励まし合いながらも、支えてもらえたことが

私の活力になり、充実した時間を過ごせ、とても感謝しています。 

 これから試験に向けて勉強しますが、カウンセラーとしては知識も能力も十分ではないので、自己

研鑽に努め、産業カウンセラーと自信を持って言えるような自分に、成長していきたいと思っていま

す。 
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◆お申込み手順◆ 

 

 

 

 

              

 

                         

 

 

 

              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

別紙申込書に必要事項を記入しま

す。（申込書記入例：７ページをご

覧ください。） 

お申込みと、受講料のお振り込み（もしくは学費ローン契約の成立）の両方が確認できた順に

受講を確定します。※2週間以内に事務局より申込受理ハガキをお送りいたします。 

受講料の分割払いをご希望の方は、

株式会社セディナ（三井住友フィナン

シャルグループ）の学費ローンをご利

用ください。※学費ローンご利用の場

合、受講申込み、学費ローン申込みと

もにインターネット（ＷＥＢ）からの

お申込となります。 

「受講約款」と「個人情報のお取扱

いについて」を読みます。 

「受講約款」と「個人情報のお取

扱いについて」は 8～10 ページ

をご覧ください。 

お申込方法と 

受講料のお支払い方法を決めます。 

インターネット（WEB） 

（一括・分割払い） 

四国支部ホームページから『産業カウンセラー

養成講座』のページにアクセスして、画面の指

示に従い、申し込みフォームに必要事項を入力

し送信してください。 

郵 送 

（一括払いのみ） 

受講料の振込み 

（一括払いのみ） 

学費ローン 

（分割払い）手続き 

株式会社セディナ（三井住友フィナンシ

ャルグループ）の学費ローン申込みサイ

トにアクセスして、画面の指示に従い必

要事項を入力しお申込みください。 

※受講申込受付番号が必要です 

※詳しくは四国支部ホームページ「学費

ローンのご案内」をご覧ください。 

振込明細書（コピー可、インターネ

ットバンキングの場合は受付結果

の印刷で可）を裏面に添付のうえ申

込書を「申込書送付先」へ郵送しま

す。 

３月下旬頃、開講案内を申込時に指定していただいた住所へ送付いたします。 
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四国地区の申込書送付先・問合せ先 

教 室 申込書送付先・問合せ先 

愛媛教室 

〒790-0814 愛媛県松山市味酒町 1丁目 3番地 四国ガス第 3ビル 7階 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 四国支部 

Tel：089-968-2800／Fax：089-968-2801  E-Mail:shikoku@counselor.or.jp 

香川教室 

〒761-8071 香川県高松市伏石町 2028番地２ 木内ビル２Ｆ 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 香川事務所 

Tel：087-816-8040／Fax：087-816-8041  E-Mail:shikoku.kagawa@counselor.or.jp 

高知教室 

〒780-0870 高知県高知市本町４丁目 2-31 アートセンタービル１階 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 高知事務所 

Tel & Fax：088-826-9880  E-Mail:shikoku.kochi@counselor.or.jp 

徳島教室 

〒770-8551 徳島県徳島市幸町３丁目 55番地 自治会館３階 301号 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 徳島事務所 

Tel & Fax：088-655-5800  E-Mail:shikoku.tokusima@counselor.or.jp 

＜申込書記入例と注意事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育訓練給付金の受給をご希望の方

は、住所欄に住民票記載の住所を 

ご記入ください。 

現在従事されている職業、職種、 

雇用形態で、一番近いものに 

1箇所のみ『○』をつけてください。 

申込受付後、各種連絡を致します。 

その際の宛先をご指定ください。 

「その他」を連絡先として希望する 

場合は住所をご記入ください。 
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産業カウンセラー養成講座受講約款    

2007 年 12 月 11 日作成、 

2014 年 5 月 29 日・2015 年 11 月 18 日・2016 年 11 月 27 日改定 

本約款は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会（以下「甲」という）が実施する産業カウンセラー養成

講座（以下「講座」という）に適用される条件を定めたものです。講座を受講しようとする者（以下「乙」という）

は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。 

第 １ 条  受講契約の成立 

受講契約は、乙が甲に講座受講申込書を提出し、講座受講料を支払った後または乙と信販会社との

間の学費ローン契約の成立を甲が確認した後、甲が乙の受講を承諾した旨の書面を発送した日に成立

するものとします。 

 

第 ２ 条  講座の実施 

甲は、受講案内書記載の日時に講座を実施します。ただし、自然災害などやむを得ない事情がある場合

には、日時等を変更または代替措置を講ずることとします。 

 

第 ３ 条  受講の条件 

１．乙の年齢が受講開始時点で満２０歳以上であること。 

２．乙がメンタルヘルス不調で治療中等の場合には、次の条件を満たすことが必要です。メンタルヘルス

不調の定義は、ICD10または DSM-5記載の診断名によります。 

① 受講申込み前に必ず協会に相談し、主治医の書面による許可（診断書等）および講座受講に関

する同意書を提出すること。 

② 乙が就業している場合には、メンタルヘルス不調による欠勤または休職中ではないこと、復帰後

は業務上の措置が解除されていること。または就業していない場合においては、主治医が就業可

能な状態であると判断していること。 

 

第 ４ 条  受講契約の解除 

１．受講契約の解除は、書面により行うものとします。 

２．開講前に受講契約を解除する場合には、以下の基準を適用します。 

① 開講日前 4週間の応当日（応当日が土曜､日曜､国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲

の事務取扱日）までの申し出については、乙の支払った受講料より事務取扱手数料（振込み手

数料を含む）として 2,000円を控除した金額を返還します。 

② 開講日前 4週間の応当日を経過し開講日前日（開講日前日が土曜､日曜､国民の祝日にあたる

場合はその前日までの甲の事務取扱日）までの申し出については、乙の支払った受講料より講座

開講の経費（受講料の 15％相当分）を控除し、併せて事務取扱手数料（振込み手数料を含む）

2,000円を差し引いた金額を返還します。 

３．開講日以降は、以下の場合を除き乙から受講契約の解除はできません。この場合の返金等の取り扱

いは、所定の基準によるものとします。 

① 乙が受講教室の変更が不可能な地域へ転勤する場合。 

② 乙が事故または重大な心身の疾病によりそれ以降の受講が不可能になり、かつ医師の診断書が提出

された場合。ただし、乙が、第 3条第 2項の条件を満たして受講を開始した場合でメンタルヘルス不調

により受講が不可能になったとき、または、第 3条第 2項に定める状態にあったにも関わらず同項に定

める条件を満たさずに受講を開始し、かつメンタルヘルス不調により受講が不可能になったときには、

本項は適用されません。 

③ 乙が死亡した場合。 
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４．甲は、次の各号の１に該当するときは、受講契約を解除することができます。この場合、講座受講料は

返金しません。 

① 乙が犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき。 

② 乙が受講中に講師、実技指導者等の指示に従わず、または講座の進行に支障を及ぼすなど、乙

の受講が適切でないと甲が判断したとき。 

 

第 ５ 条  修了認定 

乙が、所定受講時間数および課題学習等を修了したとき、または甲の指定する補講等を受講し修了要件

を満たしたときには、受講を修了したものとします。なお、補講受講に必要な費用は乙の負担とします。 

 

第 ６ 条  著作権 

１．講座に関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作成者に帰属します。配布するテキス

ト、ビデオテープ、その他一切の教材の複写複製または他での使用はできません。 

２．乙は、講座内容を録画・録音することはできません。録画録音に関して特別に講師の許可があった場

合でも、それを複写複製または他で使用することはできません。 

３．乙は、講座の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。 

 

第 ７ 条  受講に関する支援 

１．講座は、原則として日本語で行い、他の言語による通訳等のサポートはいたしません。 

２．受講にあたり補助・介護など特別な支援を必要とする場合には、甲の事前の承諾を得るものとし、それ

に関わる費用、手配は乙の負担とします。 

 

第 ８ 条  免責事項 

甲の責めに帰さない事故ならびに講座を実施する施設内において生じた盗難および紛失などについては、甲

は責任を負いません。 

 

第 ９ 条  情報保護 

１．甲は、本講座に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。 

 特に、第3条2項および第4条3項②号にかかわる書面については厳格に取り扱います。 

２．乙は、本講座に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。 

 

第 １０ 条  通知 

乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなければなりません。変更の

通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足

り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため

郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。 

 

第 １１ 条  責任の制限 

講座に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講座受講料を上限とします。 

 

第 １２ 条  管轄裁判所 

本契約に関して問題が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 
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個人情報のお取扱いについて 

  

産業カウンセラー養成講座応募時にご記入、ご提供いただきます個人情報は、一般社団法人日本産業カウンセ

ラー協会「個人情報保護規程」ならびに「個人情報保護規程に関する運用手続き要領」に基づき厳正な管理をい

たします。 

 

１．個人情報とは 

個人情報とは、氏名、生年月日、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス、勤務先名等によって個

人を識別できる情報のことをいいます。 

 

２．個人情報の利用目的 

  申込書にご記入いただく個人情報は、養成講座に関わる事務管理、個人を特定できないデータに加工した調

査研究資料の範囲で利用させていただきます。 

ご提供いただく個人情報は任意ですが、ご提供いただけなかった場合、講座受講に際して不具合が生じる

場合があります。 

 

３．個人情報の第三者への提供及び外部への委託 

  ご提供いただいた個人情報は、上記の目的での利用または法律で定められている場合および当協会と業務

委託契約を締結した委託先、公共機関を除いて、ご本人の同意を得ず第三者へ開示・提供または外部へ委託

することはございません。 

 

４．機微（センシティブ）情報の取扱い 

  機微（センシティブ）情報については、受講約款第 3 条 2 項および第 4 条 3 項②号に定められているもの以

外は取得しません。取得した機微（センシティブ）情報は、所管部署内で厳格に管理し、法律で定められている

場合を除き目的外使用はしません。 

 

５．個人情報の開示・訂正・削除 

ご提供いただいた個人情報について、開示、内容の訂正、追加または削除を請求することができます。個人

情報の開示・訂正・削除を請求される場合は、養成講座申込み先の当協会支部にご連絡をお願いいたします。

なお、本請求にあたり、ご本人であることを確認させていただきます。 

 

2009 年 11 月 20 日作成 

2016 年 11 月 27 日改定 

2017 年 6 月 13 日改定 
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愛媛教室 

日本産業カウンセラー協会四国支部研修室 

松山市味酒町 1-3四国ガス第 3ビル 7階  

香川教室 

香川労働基準会館 
高松市郷東町 436番地 3 

  

高知教室 

高知県立県民文化ホール 
高知市本町 4丁目 3-30  

徳島教室 

徳島県教育会館 
徳島市北田宮 1丁目 8-68 

  

会場地図 
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