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ＶＯＬ．１  

四国支部の組織図をご紹介 

 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、毎年各

県事務所で3月に実施していた支部説明会が中止と

なりました。そこで、この四国支部の広報誌４Ｕス

クエアで、四国支部の組織や運営について、少しず

つ紹介していきたいと思います。 

 産業カウンセラー養成講座やキャリアコンサルタ

ント養成講習を修了して新しく会員になってくださ

った方々の支部理解の一助となれば幸いです。初回

となる今回は、四国支部がどんな組織で運営されて

いるのか、組織図をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊各部には部長1名、四県それぞれに部員が数名所

属。幹部及び部員は 2 年の任期で活動しています。

来年度が改選となります。各部の活動に興味のある

方は、来年、積極的に応募してください。 

次回以降で各部の紹介もしていきます。お楽しみ

に！ 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大対策のため、様々な

給付制度や助成金などが打ち出されています。働く

人と組織の心の健康をサポートする産業カウンセラ

ーとして、正しい情報を知っておきたいものですね。

社会保険労務士として活躍されている高知事務所長

の山本隆弘さんに、今押さえておきたい労働法につ

いて、寄稿していただきました。ぜひ、参考にして

ください。 

＜労働法ワンポイント講座①＞  

高知事務所長 社会保険労務士 山本 隆弘 

新型コロナウイルス（COVID－19）感染症の影

響を受けて、従業員が仕事を休んだ場合の給付制度

並びに事業主の義務や助成金の活用について、厚生

労働省HP＜新型コロナウイルスＱ＆Ａ5月14日時

点版＞等を基に説明いたします。 

＜休業手当とは 支払義務が生じる場合は＞ 

労働基準法第 26 条では、使用者の責（せめ）に

帰（き）すべき事由（じゆう）による休業の場合は、

休業手当（平均賃金の60％以上）を支払う義務があ

ります。しかし、①今回の新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく対応が取られる中で、外部よ

り発生した事故で営業を自粛するよう協力依頼や要

請などを受けた場合、かつ②休業を回避するための

具体的努力を最大限尽くした場合（自宅勤務に従事

させることを十分に検討する等）、以上から不可抗

力による休業の場合ならば休業手当の支払い義務は

ありませんが、労働基準監督署に相談する等、慎重

な判断を要します。 

＜雇用調整助成金の活用  

感染者は傷病手当金や労災保険給付＞ 

休業手当の支払い義務の有無にかかわらず、雇用

保険被保険者に休業手当を支払うことで、事業主（個

人事業主を含む）がハローワークに申請することで

雇用調整助成金が支給されます。従って、休業手当

を支払う義務のない企業も従業員に休業手当を支払

うことで助成金を受給することが望ましいと言えま

す。また事業所内に感染者が発生し、事業主が自主

的に休業を行った場合は、感染者以外への休業手当

は助成金の対象になりますが、患者本人への休業手

当は助成金の対象外となりますので、別途健康保険

制度から傷病手当金が支給されます（賃金の約

67％）。また、仕事中の業務に起因して感染したも

のであると認められる場合は、労災保険給付の対象

となります。 

＜雇用調整助成金の内容＞ 

解雇等を行わない企業の助成率は中小企業90％、大

企業 75％（4 月１日～6 月 30 日までの緊急対応期

間 この期間は雇用保険被保険者でない労働者の休

業も助成金対象）。７月１日以降の助成率はそれぞれ

67％、50％（中小企業は、4月8日以降の休業等に
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遡及して、要件を満たす場合助成率は特例的に

100％等に引き上げ）。支給される日額は、現在8,330

円が上限ですが、15,000円に増額する方向のようで

す。支給要件は、売上高が最近１カ月間の値が前年

同月比５％以上減少していること等を要します。申

請手続きは徐々に簡素化されてはいますが、休業協

定書の作成や複雑な計算等を要しますので、専門家

の支援を受けることも検討して下さい。 

※詳細及び個別の判断については、労働基準監督署

やハローワーク等に必ず問い合わせて確認して下さ

い。 

 

 

 

養成講座部・相談事業部 

カウンセリング実力アップ講座7月スタート！ 

関西支部のベテラン講師の講義も 

 7 月からカウンセリング実力アップ講座がスター

トします。12月の外部講師として関西支部所属の菊

地節子先生を講師としてお呼びいたします。 

菊地節子先生は、シニア産業カウンセラーとして

企業・官公庁・大学での豊富な経験、また協会のス

ーパーバイザー、関西支部元支部長等幅広くご活躍

されています。すでに産業カウンセラーになって30

年近くになられます。支部長退任後は、大阪文学学

校に 40 年ぶりに再入学するなど学びを深め、産業

カウンセラーを主人公とした小説「桜の樹の下で」

の出版もされました。カウンセリング実力アップ講

座では事例検討をご担当いた

だきますが、それに関連した

経験談も聴かせていただける

ことと思います。 

 皆さんのご参加をお待ちし

ています。 

 

キャリア部 

ＣＣ養成講習四国支部演習講師研修を終えて 

演習講師インターン 宮下 憲子 (香川) 

四国支部演習講師研修が 4月12日（日）9：30～16：

30 香川会場で実施されました。本日のねらい、リレー

式事例(新スペック)ロールの説明後、役割決めをして 4

セッションを行いました。セッションでは役割を担うこ

とで CC としての自分の課題を再認識する場面や

CC の言葉で CL の心の動きや変化を体験的に学習

することができたという意見も出ました。 

グループ指導力・ファシリテーション力の向上が

本研修のねらいです。ふりかえりではCC役の応対

だけに意見が集中しがちですが、CL 役から直接意

見を聴けるのは演習の大きなメリット。CL は伝え

たかったことが伝わったと感じたのか、CC の応答

によって気持ちがどのように変化したのかを場に出

すように演習講師が促すことでメンバーの学びにつ

ながると感じました。受講しての感想は「難しい…

」。壁は乗り越えられる人の目の前にしかやってこな

いと言いますが、これからも諸先輩のお力添えをい

ただきながら鋭意努力する所存です。 

 

演習講師 永野 桂 (愛媛) 

4月12日(日)は、四

国支部研修室にての演

習講師研修でした。感

染症対策の為、3 密を

避け、マスク・衛生消

毒に気を配りながら行

いました。能力要件の

見直しに伴い、私たち

演習講師・講師とも新仕様に添っての研修です。 

午前中は基準書や事例を読み、意見を述べ合う検

討時間を取りました。互いが話し合うことで気付き

が増え、時代の変化も踏まえ調査が必要な箇所やク

ライエント理解など共通認識が進み、紙面で事例を

読み込みクライエント理解について深めておくこと

が実際のコンサルティングに役立つことを実感でき

ました。午後からは演習です。久々に役を担うこと

を各自が体験し、大切にされている心地よさを味わ

い、その安心があるからこそ共に前へ進めることを

改めて感じました。 

グループメンバーが自律的に安定して自身を発達

させ、学びを深めるには、演習講師が心から相手を

大切にする心構えと姿勢を持つことの必要を切に感

じられる実り多き研修となりました。 

 

JAICOキャリコンボランティア 

オンライン無料キャリアコンサルティングに参加して 

ＣＣ養成講座講師 竹田 三千代 (愛媛) 

4月29日～5月6日のゴールデンウィーク中、日

本産業カウンセラー協会は「JAICOキャリコンボラ

ンティア オンライン無料キャリアコンサルティン

グ」を実施しました。新型ウイルスの感染拡大によ

(関西支部 菊池節子先生) 

愛 媛 
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る収入減やリストラなどの不安やストレスなどを抱

えた働く人を支援しようと企画されたものです。

JAICO キャリコンボランティア 40 名体制で、67

件の相談に対応しました。四国支部からも、平井キ

ャリア部長をはじめ有志が参加、私もその一人とし

て1件ではありますが、ご相談をお受けしました。 

今回特筆すべきは、ZOOMを使ってのキャリアコ

ンサルタントを実施したということです。ZOOM初

心者の上、オンラインでのキャリアコンサルティン

グも初めてでスムーズにできるのか、不安も大きか

ったのですが、マッチングコーディネーターを務め

てくださった上信越支部の方のフォローもあり、な

んとか無事に終えることができました。相談者の方

の表情なども思っていた以上に感じ取ることができ、

オンラインでの相談の可能性を実感！有意義な経験

をさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご存知でしたか？ 

広報誌４Ｕスクエアのバックナンバーが、 

四国支部のＨＰでもご覧いただけます。 

四国支部会員ページを開いてみてください。４Ｕ

スクエアのバックナンバー(1年分がご覧いただけま

す。その他にも、個人会員の入会案内、会員マイペ

ージのご案内、カフェ便りなどを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：一般社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部 

愛媛事務所 

〒790-0814  

松山市味酒町1丁目3番地四国ガス第3ビル7階 

TEL(089)968-2800  FAX(089)968-2801 

相談予約専用電話 089-945-8110 

e-mail：shikoku@counselor.or.jp 

香川事務所 

〒761-0301 

高松市林町2217-15香川産業頭脳化センタービル4階411 

TEL(087) 816-8040  FAX(087) 816-8041 

e-mail：shikoku.kagawa@counselor.or.jp 

高知事務所 

〒780-0870 高知市本町4丁目2-31 ｱｰﾄｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１階 

TEL・FAX (088)826-9880 

e-mail：shikoku.kochi@counselor.or.jp 

徳島事務所 

〒770-0942 

徳島市昭和町3丁目35-1徳島県労働福祉会館6階601 

TEL・FAX (088)655-5800 

e-mail：shikoku.tokusima@counselor.or.jp 

フェイスブック始めました！ 
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