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第第２２章章 調調査査結結果果（（全全体体））

・公認心理師は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の５分野及び、私設心理相談機関、大学
等附属心理相談施設、大学・研究所等など、多様な分野で働いている。主たる活動分野では、保健医療分
野が約 ％、教育分野が約 ％、福祉分野が約 ％の順であった。全国において多様な分野で働く専門
職であることが示された。

・公認心理師のうち約 ％以上は、複数分野で働いていた。また業務内容も、心理的アセスメント、心理
支援、コンサルテーション、心の健康教育といったいわゆる 業務（基本業務）にとどまらず、マネジメ
ント（管理）、養成や教育、研究、勤務組織内外の他支援者への助言・指導、ケースカンファレンス等の
ケース情報共有、地域の各種会議や連絡会への出席、緊急支援など、多様な活動を展開していた。

・公認心理師は、多様な施設・機関との連携、多様な職種との連携を行っていた。連携方法も、ケースに関
する情報交換、文書を用いての連絡のみならず、カンファレンスやケース会議への出席、多職種チームへ
の参加など多様であった。

・主治医との連携においてよかったこととしては、主治医に治療方針の確認ができたと回答した人が約
％、心理支援の経過を主治医に伝えられたと回答した人が約 ％、要支援者に効果的な改善が得られ

たと回答した人が約 ％など、おおむね要支援者にとって資する連携がなされていたという傾向であっ
た。一方、主治医と連絡が取りにくかったと回答した人が約 ％であった。また、主治医への連絡につ
いて本人から同意が得られなかったとする人が約 ％存在した。

・このような多様な分野において多様な協働をしながら多様な方法での支援を行うために、公認心理師はそ
の専門性向上に力を入れていた。職場内の研修会や事例検討会、スーパーヴィジョンのみならず、職場外
の研修会やスーパーヴィジョンの機会を設けていた。また学会参加・発表も積極的に行っていた。

・虐待、発達障害、いじめ、不登校、ひきこもり、自殺、依存、心的外傷後ストレス障害、高次脳機能障害
といった、分野を限定しない幅広い心理支援が求められるテーマに関与した経験を有している公認心理師
が一定数いるとともに、それらのテーマについて研修を受け資質を向上させたいという意欲の高さも示さ
れた。

・このような高度な専門性を持ち多様なニーズにこたえようとしている公認心理師であるが、常勤勤務は約
で、非常勤勤務が約 ％であった。非常勤勤務である理由として、希望する常勤の求人がない人が

約 ％、自分の都合の良い時間に働きたい等が約 ％であり、半数以上は非常勤勤務を選ばざるを得な
いとの実態が示された。

・就労していない人が約 ％おり、その約 は育児・介護・家庭の事情であった。
・次世代養成について、実習指導担当をしているのが約 ％、検討中が約 ％であった。実習指導者に対す
る講習会を受講するとした人は約 ％、スーパーヴィジョンをこの 年間で行っているのは約 ％、過
去に行っていたのは約 ％であった。次世代育成に関与する可能性のある人はおおむね ～ ％と考え
られる。

・新型コロナウイルス感染症の影響で、各種遠隔相談ツールの導入が約 ％である一方、支援内容の縮
小・休止が約 ％、勤務形態の変更が約 ％、減収が約 ％と、支援の安定した提供に対する影響が大
きかった。特に、非常勤勤務での影響が常勤勤務と比較して多かった。
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調査期間の令和 2 年 9 月 18 日から令和 2 年 12 月 10 日の間に回答した者は 13,747 人であった（回収率
は、調査依頼状発送数を母数とすると 38.8％）。そのうち回答未完了者 46 人と明らかな入力ミスや欠損デ
ータがあるもの 13人を除いた有効回答者 13,688 人を分析対象者（回答者）とした。調査依頼状発送数に対
する有効回答率は 38.7%であった。 
この章では、回答者 13,688 人に対する分析結果を掲載する。A1 は基本情報（属性など）、A2 は活動状

況（活動分野や連携）、A3 は資質向上の取り組み（方法や内容）、A４公認心理師養成（実習やスーパー
ヴィジョン等）について示す。 
 
A1 基本情報 
A1-1 性別（n=13,688） 
 「性別」について以下に示した（該当するもの1つ選択）。男性が約26%であり、女性が約73%であり、
女性が全体の約 4 分の 3 を占めていた。なお、「回答しない」も約 1%存在した。日本心理研修センターか
ら発表されている試験合格者の性別内訳と比較したものを図に示す。ほぼ同じ割合となっていることがわか
る。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A1-2 年齢（階層別）（n=13,688） 
 
「年齢（2020 年 9 月 1 日時点）」について、以下に示した（数字で回答）。35 歳以上 40 歳未満の割合

が最も高く約 17％であり、次いで 40歳以上 45歳未満の割合が約 16％、30歳以上 35歳未満および 45歳以
上 50 歳未満の割合がいずれも約 14％であった。 

 

 人 ％ 
25歳以上 30歳未満 1,296 9.5 
30歳以上 35歳未満 1,892 13.8 
35歳以上 40歳未満 2,308 16.9 
40歳以上 45歳未満 2,179 15.9 
45歳以上 50歳未満 1,920 14.0 
50歳以上 55歳未満 1,441 10.5 
55歳以上 60歳未満 1,243 9.1 
60歳以上 65歳未満 913 6.7 
65歳以上 70歳未満 367 2.7 

性別 人 ％ 
男性 3,584 26.2 
女性 9,992 73.0 
回答しない 112 0.8 

26.2 25.9

73.0 74.1
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調査期間の令和 年 月 日から令和 年 月 日の間に回答した者は 人であった（回収率
は、調査依頼状発送数を母数とすると ％）。そのうち回答未完了者 人と明らかな入力ミスや欠損デ
ータがあるもの 人を除いた有効回答者 人を分析対象者（回答者）とした。調査依頼状発送数に対
する有効回答率は であった。
この章では、回答者 人に対する分析結果を掲載する。 は基本情報（属性など）、 は活動状

況（活動分野や連携）、 は資質向上の取り組み（方法や内容）、 ４公認心理師養成（実習やスーパー
ヴィジョン等）について示す。

基基本本情情報報
性性別別（（ ））

「性別」について以下に示した（該当するもの つ選択）。男性が約 であり、女性が約 であり、
女性が全体の約 分の を占めていた。なお、「回答しない」も約 存在した。日本心理研修センターか
ら発表されている試験合格者の性別内訳と比較したものを図に示す。ほぼ同じ割合となっていることがわか
る。

年年齢齢（（階階層層別別））（（ ））

「年齢（ 年 月 日時点）」について、以下に示した（数字で回答）。 歳以上 歳未満の割合
が最も高く約 ％であり、次いで 歳以上 歳未満の割合が約 ％、 歳以上 歳未満および 歳以
上 歳未満の割合がいずれも約 ％であった。

人 ％
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上 歳未満

性別 人 ％
男性
女性
回答しない

26.2 

74.1

73.0 

25.9
0.8 
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対象者 試験合格者

性別

（回答者・試験合格者比較）

男 女 回答なし

（％）

回答者

歳以上 歳未満
歳以上 歳未満
歳以上

不明回答

回答者の 年 月 日時点の年齢について、合格時年齢に換算して、日本心理研修センターから発表
されている試験合格者の年齢との比較を示した。 年度の試験合格者の年齢は、調査時点より 歳、

年度の試験合者の年齢は 年程度若いと考えられるため、年齢の補正を行った。補正方法は、対象者
の合格時年齢（推計： 年度は 月受験者と 月受験者を一律 年 月 時点、 年度は
年 月 日時点で換算）を算出し比較する方法をとった。対象者の合格時年齢は、 歳以下が約 、
歳以上 歳未満が約 、 歳以上 歳以下が約 、 歳以上 歳以下が約 、 歳以上が約

であった。対象者と試験合格者を比較すると、年齢の比率はほぼ似通っていたものの、若年層の回答が
少ない可能性がある。

現現住住所所（（ ））
「現住所（ 年 月 日時点）の都道府県」について以下に示した（該当するもの つ選択）。東京

都が約 で最も多く、次いで神奈川県が約 、大阪府が約 、愛知県が約 、埼玉県が約 、千葉
県が約 、兵庫県が約 、北海道が約 、福岡県が約 、京都府が約 であった。これらを地方別
に集計した結果も表に示した。なお、公認心理師登録者（ 年 月末）の地方別内訳が公表されており、
その登録者（ ）との比較を図に示した。回答者と登録者は、地方別でほぼ同じ割合であった。

16.3 

32.1 

27.5 
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歳以下
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歳以上 歳以下
歳以上 歳以下
歳以上
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人 ％
北海道地方：北海道
東北地方

青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

関東地方
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県

中部地方
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県

近畿地方
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

中国地方
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
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人 ％
北海道地方：北海道
東北地方

青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

関東地方
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県

中部地方
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県

近畿地方
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

中国地方
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県

四国地方
徳島県
香川県
愛媛県
高知県

九州地方
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

その他：海外

公公認認心心理理師師資資格格

受受験験区区分分（（ ））
「公認心理師試験に合格した際の受験区分」について以下に示した（該当するもの つ選択）。区分

（文部科学省・厚生労働省が知識・技能水準を認定）が約 、区分 （法施行日前に大学院を修了して
科目の読み替え）が約 、区分 （法施行日前に大学院に入学して科目の読み替え）が約 、区分
（ 年以上の実務経験ありで現任者講習会を受けた現任者）が約 であり、区分 が全体の約 分の
を占めていた。なお、「分からない 覚えていない」も約 存在した。受験区分については、合格者の情
報が心理研修センターから公開されているので、その割合との比較を図に示した。ほぼ同じ傾向であったが、
区分 が若干多く、区分 が若干少ない割合であった。
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合合格格年年度度（（ ））
「公認心理師試験の合格年度」について以下に示した（該当するもの つ選択）。 年度（第 回公

認心理師試験）が約 、 年度（第 回公認心理師試験）が約 で、 年度（第 回公認心理
師試験）が全体の約 分の を占めていた。なお、「分からない 覚えていない」も約 存在した。試験
合格者との比較をすると、ほぼ同じ割合であった。

人 ％
年度

（第 回公認心理師試験）
年度

（第 回公認心理師試験）
分からない／覚えていない

他他にに取取得得ししてていいるる資資格格等等
「 年 月 日時点で、公認心理師以外に取得している対人支援等の資格・免許等（一部、職種等も

含む）」について、以下に示した（該当するものすべて選択）。臨床心理士が約 で最も多く、次いで
教諭免許（幼稚園～高等学校）が約 、精神保健福祉士が約 、特別支援学校教諭免許が約 、心理
系：その他が約 、産業カウンセラーが約 、社会福祉士が約 、臨床発達心理士が約 、ストレス
チェック実施者が約 であった。また、「なし」も約 存在した。
臨床心理士、学校心理士、臨床発達心理士、特別支援教育士のいわゆる心理専門職 資格を有している人

は、 人で ％であった。

区分
区分
分からない／覚えていない
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合合格格年年度度（（ ））
「公認心理師試験の合格年度」について以下に示した（該当するもの つ選択）。 年度（第 回公

認心理師試験）が約 、 年度（第 回公認心理師試験）が約 で、 年度（第 回公認心理
師試験）が全体の約 分の を占めていた。なお、「分からない 覚えていない」も約 存在した。試験
合格者との比較をすると、ほぼ同じ割合であった。

人 ％
年度

（第 回公認心理師試験）
年度

（第 回公認心理師試験）
分からない／覚えていない

他他にに取取得得ししてていいるる資資格格等等
「 年 月 日時点で、公認心理師以外に取得している対人支援等の資格・免許等（一部、職種等も

含む）」について、以下に示した（該当するものすべて選択）。臨床心理士が約 で最も多く、次いで
教諭免許（幼稚園～高等学校）が約 、精神保健福祉士が約 、特別支援学校教諭免許が約 、心理
系：その他が約 、産業カウンセラーが約 、社会福祉士が約 、臨床発達心理士が約 、ストレス
チェック実施者が約 であった。また、「なし」も約 存在した。
臨床心理士、学校心理士、臨床発達心理士、特別支援教育士のいわゆる心理専門職 資格を有している人

は、 人で ％であった。

区分
区分
分からない／覚えていない

40.3 45.9 

7.0 6.7 

50.5 47.4 

1.4
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対象者 試験合格者

（％）

受験区分

（回答者・試験合格者比較）

C区分 D1区分 D2区分 G区分 不明

76.8 78.4

23.1 21.6
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対象者 試験合格者

合格年度

（回答者・試験合格者比較）

2018年度 2019年度

（％）

回答者

回答者

人 ％
なし
臨床心理士
学校心理士
臨床発達心理士
特別支援教育士
心理系：その他
医師
看護師
保健師
助産師
作業療法士
言語聴覚士
医療系：その他
保育士
児童心理司
児童福祉司
社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士
スクールソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカー
福祉系：その他
教諭免許（幼稚園～高等学校）
特別支援学校教諭免許
教員（専修学校
教員（短大･大学・大学院
教育系：その他
家庭裁判所調査官
法務技官（心理）
処遇カウンセラー
司法・犯罪系：その他
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルティング技能士（ 級・ 級）
産業カウンセラー
ストレスチェック実施者
産業・労働系：その他
その他
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実実務務経経験験年年数数（（ ））
「公認心理師の専門性に基づく活動」の実務経験年数（ 年 月 日時点）について通算の年数を、

実務経験年数として示した（数字で回答）。この年数には 公認心理師資格取得以前の経験年数も含まれる。
しかし、大学・大学院等のカリキュラムとしての実習や離職期間は含めない。

年刻みでみると、「 年以上 年未満」が最も多く約 ％、次いで「 年以上 年未満」が約 ％
であった。 年未満を合計すると ％、 年未満の合計が ％となっている。

実務経験年数 人 ％
年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上

不明

実務経験年数別の常勤勤務者の割合を下図に示した。 年以上は人数が少ないため除外した。実務経験
が 年未満の場合には、常勤の割合は約 ％であったが、経験年数とともに少しずつ増加し、 年以上
年未満で ％に達した。その後は、減少傾向となった。キャリアを非常勤勤務でスタートし、経験を重ね
る中で常勤勤務が増えていく実態が示された。一方、定年などの年齢を境に、常勤勤務が減少していること
がわかる。

ここのの１１年年間間のの主主なな活活動動（（ ））
「この 年間の活動の主な内容」について以下に示す（該当する選択肢を つ（並立する場合は つま

で）選択）。「心理支援」が約 、「「心理支援」に関わるマネジメント（管理）・コーディネーショ
ン（調整）業務等」が約 、「心理専門職の養成･教育や「心理支援」に関わる研究等」が約 、
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実務経験年数別の常勤割合
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実実務務経経験験年年数数（（ ））
「公認心理師の専門性に基づく活動」の実務経験年数（ 年 月 日時点）について通算の年数を、

実務経験年数として示した（数字で回答）。この年数には 公認心理師資格取得以前の経験年数も含まれる。
しかし、大学・大学院等のカリキュラムとしての実習や離職期間は含めない。

年刻みでみると、「 年以上 年未満」が最も多く約 ％、次いで「 年以上 年未満」が約 ％
であった。 年未満を合計すると ％、 年未満の合計が ％となっている。

実務経験年数 人 ％
年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上 年未満
年以上

不明

実務経験年数別の常勤勤務者の割合を下図に示した。 年以上は人数が少ないため除外した。実務経験
が 年未満の場合には、常勤の割合は約 ％であったが、経験年数とともに少しずつ増加し、 年以上
年未満で ％に達した。その後は、減少傾向となった。キャリアを非常勤勤務でスタートし、経験を重ね
る中で常勤勤務が増えていく実態が示された。一方、定年などの年齢を境に、常勤勤務が減少していること
がわかる。

ここのの１１年年間間のの主主なな活活動動（（ ））
「この 年間の活動の主な内容」について以下に示す（該当する選択肢を つ（並立する場合は つま

で）選択）。「心理支援」が約 、「「心理支援」に関わるマネジメント（管理）・コーディネーショ
ン（調整）業務等」が約 、「心理専門職の養成･教育や「心理支援」に関わる研究等」が約 、
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「「他の専門性に基づく活動」（医療職･福祉職･教育職等）」が約 であった。なお、「この 年間就
労していない」も約 存在した。

「「公公認認心心理理師師のの専専門門性性にに基基づづくく活活動動」」のの内内容容
前項「この１年間の主な活動（ ）」で、「心理支援」、「心理支援」に関わるマネジメント（管

理）・コーディネーション（調整）業務等、心理専門職の養成･教育や「心理支援」に関わる研究等のいず
れかまたは つ選択した 人を対象とした。「この 年間に携わった「公認心理師の専門性に基づく
活動」の業務内容」について以下に示した（該当するものすべて選択）。
「要支援者に対する心理援助（心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、

指導その他の援助を行うこと）」が約 で最も多かった。次いで、「要支援者のアセスメント（心理に
関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること）」が約 、「家族等への助言や
支援：個別」が約 、「要支援者の関係者に対する心理援助（心理に関する支援を要する者の関係者に
対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと）」が約 であった。

人 ％
「心理支援」
「心理支援」に関わるマネジメント（管理）・コーディネーション（調整）業務等
心理専門職の養成･教育や「心理支援」に関わる研究等
「他の専門性に基づく活動」（医療職･福祉職･教育職等）
この 年間就労していない

人 ％
要支援者のアセスメント（心理に関する支援を要する者の心理状態を観察
し、その結果を分析すること）
要支援者に対する心理援助（心理に関する支援を要する者に対し、その心理
に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと）
要支援者の関係者に対する心理援助（心理に関する支援を要する者の関係者
に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと）
心の健康教育・情報提供（心の健康に関する知識の普及を図るための教育及
び情報の提供を行うこと）
「心理支援」に関わるマネジメント（管理）・コーディネーション（調整）
心理専門職の養成・教育等
「心理支援」に関わる研究等
家族等への助言や支援：個別
家族等への助言や支援：集団
遺族等への助言や支援：個別・集団
勤務組織内（院内・校内等）の他の支援者に対する助言・指導（コンサルテ
ーション）
勤務組織外（院外・校外等）の他の支援者に対する助言・指導（コンサルテ
ーション）
勤務組織内スタッフを対象とした心理教育・研修・講演等
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勤務組織外の専門職等を対象とした心理教育・研修・講演等
勤務組織外の住民を対象とした心理教育・研修・講演等
就労支援・リワーク
ケースカンファレンス・ケース共有のための
教育・研修の受講：業務として認められたもの
組織運営や地域関連の各種会議や連絡会への参加
「心理支援」における施策に関して意見を持ち働きかける活動
緊急支援・緊急対応
災害支援
その他
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勤務組織外の専門職等を対象とした心理教育・研修・講演等
勤務組織外の住民を対象とした心理教育・研修・講演等
就労支援・リワーク
ケースカンファレンス・ケース共有のための
教育・研修の受講：業務として認められたもの
組織運営や地域関連の各種会議や連絡会への参加
「心理支援」における施策に関して意見を持ち働きかける活動
緊急支援・緊急対応
災害支援
その他

この 年間に携わった「公認心理師の専門性に基づく活動」の業務内容」について、就業形態（常勤あ
り・非常勤のみ）別に下図に示した。アセスメントや心理援助等は非常勤のみの者が行っているとした割合
が高い傾向にあったが、勤務先外での活動は、常勤勤務ありの者の方が行っているとした割合が高かった。
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要支援者のアセスメント

要支援者に対する心理援助

要支援者の関係者に対する心理援助

心の健康教育・情報提供

「心理支援」に関わるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ

心理専門職の養成・教育等

「心理支援」に関わる研究等

家族等への助言や支援：個別

家族等への助言や支援：集団

遺族等への助言や支援：個別・集団

勤務組織内の他の支援者に対する助言・指導

勤務組織外の他の支援者に対する助言・指導

勤務組織内スタッフを対象とした心理教育・研修等

勤務組織外の専門職等を対象とした心理教育・研修等

勤務組織外の住民を対象とした心理教育・研修・講演等

就労支援・リワーク

ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ・ｹｰｽ情報共有のためのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

教育・研修の受講：業務として認められたもの

組織運営や地域関連の各種会議や連絡会への参加

「心理支援」における施策に意見を持ち働きかける活動

緊急支援・緊急対応

災害支援

その他

（％）

「公認心理師の専門性に基づく活動」の内容

（常勤・非常勤比較）

常勤 非常勤 （常勤・非常勤ともに休職中を含む）

52 53



 54  

A1-7b 新型コロナウイルス感染症流行の影響（n=12,185） 

 「この 1 年間の、新型コロナウイルス感染症流行が「心理支援」業務等に与えた影響」について以下に示

した（該当するものすべて選択）。「支援内容の縮小・休止」が約 66%で最も高く、次いで「勤務形態の

変更（在宅勤務･時短勤務等）」が約 41%、「各種遠隔相談ツールの導入」が約 34%であった。なお、「特

になし」も約 16%存在した。 

 

  人 ％ 

各種遠隔相談ツールの導入 4,161 34.1 

支援内容の縮小・休止 8,002 65.7 

支援内容の拡大 1,526 12.5 

勤務形態の変更（在宅勤務･時短勤務等） 4,960 40.7 

解雇･休業 388 3.2 

減収 1,918 15.7 

その他 278 2.3 

特になし 1,982 16.3 

 

「主たる勤務先での就業形態」（A2-1-1）にて常勤（n=7,572）、非常勤（n=5,237）と回答した 12,809

人を対象とした。「この 1 年間の、新型コロナウイルス感染症流行が「心理支援」業務等に与えた影響」に

ついて常勤と非常勤の比較を以下に示した（該当するものすべて選択）。常勤・非常勤ともに「支援内容の

縮小・休止」が最も多かった。また、非常勤の特徴として「勤務形態の変更（在宅勤務･時短勤務等）」

（約 39%）、「減収」（約 21%）でも一定数の回答が得られた。 
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新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症流流行行のの影影響響（（ ））
「この 年間の、新型コロナウイルス感染症流行が「心理支援」業務等に与えた影響」について以下に示

した（該当するものすべて選択）。「支援内容の縮小・休止」が約 で最も高く、次いで「勤務形態の
変更（在宅勤務･時短勤務等）」が約 、「各種遠隔相談ツールの導入」が約 であった。なお、「特
になし」も約 存在した。

人 ％
各種遠隔相談ツールの導入
支援内容の縮小・休止
支援内容の拡大
勤務形態の変更（在宅勤務･時短勤務等）
解雇･休業
減収
その他
特になし

「主たる勤務先での就業形態」（ ）にて常勤（ ）、非常勤（ ）と回答した
人を対象とした。「この 年間の、新型コロナウイルス感染症流行が「心理支援」業務等に与えた影響」に
ついて常勤と非常勤の比較を以下に示した（該当するものすべて選択）。常勤・非常勤ともに「支援内容の
縮小・休止」が最も多かった。また、非常勤の特徴として「勤務形態の変更（在宅勤務･時短勤務等）」
（約 ）、「減収」（約 ）でも一定数の回答が得られた。
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勤務形態の変更（在宅勤務･時短勤務等）

解雇･休業

減収

その他

特になし

新型コロナウイルス感染症流行の影響（常勤・非常勤比較）

常勤 非常勤

（％）

「「公公認認心心理理師師のの専専門門性性にに基基づづくく活活動動」」ををししてていいなないい理理由由（（ ））
「この１年間の主な活動（ ）」で、「他の専門性に基づく活動」のみ選択した 人を対象とし

た。「公認心理師資格を所持しているが、この 年間の主な活動が「公認心理師の専門性に基づく活動」で
はなかった（「他の専門性に基づく活動」 のみであった）理由」について以下に示した（該当するものす
べて選択）。「他の専門性に基づく活動」を行う者として勤務している（医療職・福祉職・教育職等）」が
約 で最も多く、次いで「勤務している職場が「心理支援」業務を行っていない」が約 、「「心理
支援」業務を行える勤務先（就職先）がない」が約 であった。

人 ％
「他の専門性に基づく活動」を行う者として勤務している（医療職・福祉職・教育職等）
勤務している職場が「心理支援」業務を行っていない
「心理支援」業務を行える勤務先（就職先）がない
その他

就就労労ししてていいなないい理理由由（（ ））
「この１年間の主な活動（ ）」で、「この 年間就労していない」を選択した 人を対象とした。

「この 年間就労していない理由」について以下に示した（該当するものすべて選択）。「育児･介護･家庭
の事情等」が約 で最も多く、次いで「転居・職場閉所等」が約 、「健康上の理由等」が約 であ
った。なお「その他」も約 存在した。

人 ％
育児･介護･家庭の事情等
転居・職場閉所等
学業・自己研鑽等
定年退職等
健康上の理由等
その他

活活動動状状況況
主主たたるる活活動動分分野野

主主たたるる勤勤務務先先ででのの就就業業形形態態（（ ））
「 年 月 日時点で、「公認心理師の専門性に基づく活動」を行っている「主たる勤務先」での就

業形態」について以下に示した（該当するもの つ選択）。「常勤（含．休職中）」が約 、「非常勤
（含．休職中）」が約 、「その他」が約 であった。なお、「この 年間、「公認心理師の専門性に
基づく活動」を行う就労をしていない」も約 存在した。
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人 ％
常勤（含．休職中）
非常勤（含．休職中）
その他
この 年間、「公認心理師の専門性に基づく活動」を行う就労をしていない

非非常常勤勤勤勤務務ででああるる理理由由（（ ））
前項「主たる勤務先での就業形態（ ）」で「非常勤（含育休中）」と回答した 人を対象と

した。「主たる勤務先」が非常勤勤務である理由」について以下に示した（該当するものすべて選択）。
「希望する分野・機関等で常勤の求人がない／少ない」が約 で最も多く、次いで「自分の都合のよい
時間に働きたい」が約 、「専門的な技能等を活かせる」が約 、「家事・育児・介護等と両立しや
すい」が約 、「幅広い実務経験を得るために複数の勤務先で働きたい」が約 、「時間のゆとりを
持って働きたい」が約 であった。なお、この項目は、労働力調査の「非正規の職員・従業員についた
主な理由」の選択肢を使用した。

人 ％
希望する分野・機関等で常勤の求人がない／少ない
自分の都合のよい時間に働きたい
家計の補助・学費等を得たい
家事・育児・介護等と両立しやすい
通勤時間が短い
専門的な技能等を活かせる
幅広い実務経験を得るために複数の勤務先で働きたい
時間のゆとりを持って働きたい
ライフスタイルとして常勤職を望まない
扶養控除の範囲内で働きたい
その他

非常勤勤務である理由を挙げた人の中で女性の割合を図に示した。「扶養控除の範囲内で働きたい」が
％（ 人中 人）、「家事・育児・介護等と両立しやすい」が ％（ 人中 人）、「通勤

時間が短い」が ％（ 人中 人）と 割を超えた。女性の家庭内での役割を反映しているデータで
ある。一方で、「幅広い実務経験を得るために複数の勤務先で働きたい」が ％であり、キャリア形成の
ための非常勤選択は、男性にも一定数いることが考えられる。
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人 ％
常勤（含．休職中）
非常勤（含．休職中）
その他
この 年間、「公認心理師の専門性に基づく活動」を行う就労をしていない

非非常常勤勤勤勤務務ででああるる理理由由（（ ））
前項「主たる勤務先での就業形態（ ）」で「非常勤（含育休中）」と回答した 人を対象と

した。「主たる勤務先」が非常勤勤務である理由」について以下に示した（該当するものすべて選択）。
「希望する分野・機関等で常勤の求人がない／少ない」が約 で最も多く、次いで「自分の都合のよい
時間に働きたい」が約 、「専門的な技能等を活かせる」が約 、「家事・育児・介護等と両立しや
すい」が約 、「幅広い実務経験を得るために複数の勤務先で働きたい」が約 、「時間のゆとりを
持って働きたい」が約 であった。なお、この項目は、労働力調査の「非正規の職員・従業員についた
主な理由」の選択肢を使用した。

人 ％
希望する分野・機関等で常勤の求人がない／少ない
自分の都合のよい時間に働きたい
家計の補助・学費等を得たい
家事・育児・介護等と両立しやすい
通勤時間が短い
専門的な技能等を活かせる
幅広い実務経験を得るために複数の勤務先で働きたい
時間のゆとりを持って働きたい
ライフスタイルとして常勤職を望まない
扶養控除の範囲内で働きたい
その他

非常勤勤務である理由を挙げた人の中で女性の割合を図に示した。「扶養控除の範囲内で働きたい」が
％（ 人中 人）、「家事・育児・介護等と両立しやすい」が ％（ 人中 人）、「通勤

時間が短い」が ％（ 人中 人）と 割を超えた。女性の家庭内での役割を反映しているデータで
ある。一方で、「幅広い実務経験を得るために複数の勤務先で働きたい」が ％であり、キャリア形成の
ための非常勤選択は、男性にも一定数いることが考えられる。

主主たたるる活活動動分分野野（（ ））
「 年 月 日時点で、「公認心理師の専門性に基づく活動」を行っている「主たる活動分野」」に

ついて以下に示した（該当するもの つ選択）。なお、分析対象 人から、「主たる勤務先での就業
形態就業形態（Ａ ）」で、この 年間「公認心理師の専門性に基づく活動」をしていないと回答した

人を除いた 人を対象とした。「保健医療分野」が約 で最も多く、次いで「教育分野」が約
、「福祉分野」が約 であった。なお、 年 月 日時点で、「「公認心理師の専門性に基づく

活動」はしていない」も約 存在した。
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ライフスタイルとして常勤を望まない

扶養控除の範囲内で働きたい

（％）

非常勤勤務である理由（女性の割合）

人 ％
保健医療分野
福祉分野
教育分野
司法・犯罪分野
産業・労働分野
その他の分野（私設心理相談機関、大学等附属心理相談施設、大学・研究所等）
「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていない
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そそれれ以以外外のの活活動動分分野野（（ ））
「主たる活動分野（ ）」の対象 人のうち、主たる活動分野では、 年 月 日時点で

「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていないと回答した 人を除いた 人を対象とした。
「前項（Ａ ）で選択した「主たる活動分野」以外に、「公認心理師の専門性に基づく活動」を行って
いる分野」について以下に示した（該当するものすべて選択）。「教育分野」が約 、「保健医療分野」
が約 、「福祉分野」が約 であった。なお、「前項以外の活動分野はない」が約 であり、 分
野のみの勤務者が約半数であった。また「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていない人が約 存在
しており、これは心理学に基づく心理支援を行う施設に勤務しているが、実際の業務は施設の別の業務、例
えば福祉学に基づく生活支援をしているなどで、実際には専門性に基づく活動はしていないと判断している
人等と考えられる。

人 ％
前項以外の活動分野はない
保健医療分野
福祉分野
教育分野
司法･犯罪分野
産業･労働分野
その他の分野
「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていない

主たる活動分野（ ）とそれ以外の分野（ ）において、選択した分野の人数を下図に示した。
教育分野が最も多く、 人（ ）であった（％は 年間「公認心理師の専門性に基づく活動」をし
ている 人における割合を示す）。次いで、保健医療分野が、 人（ ％）であり、現在、教育
分野と保健医療分野で活動する公認心理師が多いことを意味する。福祉分野は 人（ ）、その他
の分野は 人（ ）、産業・労働分野は 人（ ）、司法・犯罪分野は 人（ ）で
あり、司法・犯罪分野で活動する公認心理師が少ないことを意味する。

保健医療分野, 30.2%

福祉分野, 21.3%
教育分野, 28.9%

司法・犯罪分野, 3.8%

産業・労働分野, 6.0%

その他の分野, 8.6%

主たる活動分野
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そそれれ以以外外のの活活動動分分野野（（ ））
「主たる活動分野（ ）」の対象 人のうち、主たる活動分野では、 年 月 日時点で

「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていないと回答した 人を除いた 人を対象とした。
「前項（Ａ ）で選択した「主たる活動分野」以外に、「公認心理師の専門性に基づく活動」を行って
いる分野」について以下に示した（該当するものすべて選択）。「教育分野」が約 、「保健医療分野」
が約 、「福祉分野」が約 であった。なお、「前項以外の活動分野はない」が約 であり、 分
野のみの勤務者が約半数であった。また「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていない人が約 存在
しており、これは心理学に基づく心理支援を行う施設に勤務しているが、実際の業務は施設の別の業務、例
えば福祉学に基づく生活支援をしているなどで、実際には専門性に基づく活動はしていないと判断している
人等と考えられる。

人 ％
前項以外の活動分野はない
保健医療分野
福祉分野
教育分野
司法･犯罪分野
産業･労働分野
その他の分野
「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていない

主たる活動分野（ ）とそれ以外の分野（ ）において、選択した分野の人数を下図に示した。
教育分野が最も多く、 人（ ）であった（％は 年間「公認心理師の専門性に基づく活動」をし
ている 人における割合を示す）。次いで、保健医療分野が、 人（ ％）であり、現在、教育
分野と保健医療分野で活動する公認心理師が多いことを意味する。福祉分野は 人（ ）、その他
の分野は 人（ ）、産業・労働分野は 人（ ）、司法・犯罪分野は 人（ ）で
あり、司法・犯罪分野で活動する公認心理師が少ないことを意味する。

保健医療分野, 30.2%

福祉分野, 21.3%
教育分野, 28.9%

司法・犯罪分野, 3.8%

産業・労働分野, 6.0%

その他の分野, 8.6%

主たる活動分野

連連携携
この項目は、分析対象 人から、「主たる勤務先での就業形態（Ａ ）」で、この 年間「公認

心理師の専門性に基づく活動」をしていないと回答した 人を除いた人数 人のうち、主たる活動
分野では 年 月 日時点で「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていないと回答した 人を除
いた人数 人を対象とした。

連連携携方方法法（（ ））
「「公認心理師の専門性に基づく活動」で行っている連携の方法について（この 年間）」以下に示した

（該当するものすべて選択）。「ケースに関する随時の情報交換」が約 で最も多く、次いで「定例の
ミーティング、カンファレンス、個別ケース会議等」が約 、「文書（カルテ・連絡票等）を用いての
連絡・報告」が約 、「支援に関する多職種チームに参加」が約 、「ケース情報共有以外の連携
（研修会・講演会への協力等）」が約 であった。なお、「連携していない（含．連携先がない、必要
なケースがない）」が約 、「この 年間休職している」が約 存在した。

人 ％
支援に関する多職種チームに参加
定例のミーティング、カンファレンス、個別ケース会議等
文書（カルテ・連絡票等）を用いての連絡・報告
ケースに関する随時の情報交換
ケース情報共有以外の連携（研修会・講演会への協力等）
連携していない（含．連携先がない、必要なケースがない）
この 年間休職している
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主たる分野 追加分野
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就業形態別の連携方法について、下図に示した。非常勤勤務と比較して、常勤勤務の方が多職種チームへ

の参加やミーティング・個別ケース会議、ケース情報共有以外の連携などを行っている割合が高かった。 

 

 

 

 

A2-3-2 連携施設・機関等（n=12,848） 

「公認心理師の専門性に基づく活動」について、連携した施設･機関等を示した（該当するものすべて選

択）。まず、保健医療分野では「病院／診療所」が約 63%、「保健所／保健センター」が約 24%、福祉分

野では「児童相談所」が約 31%、「児童福祉施設・機関・事業（含．保育所型認定こども園）」が約 24%、

教育分野では「学校（小学校、中学校、高等学校、大学等）」が約 53%、「教育委員会（教育相談所、適

応指導教室、巡回相談等）」が約 30%、司法・犯罪分野では「警察関係（警察、科学捜査研究所等）」が

約 10%、産業・労働分野では「就労支援施設・事業等（障害者職業センター、障害者就業・生活支援セン

ター、無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設）」が約 13%、その他の分野では「私設

心理相談」が約 6%、「大学等附属の地域向け心理相談施設等」が約 5%であった。 

 

  人 ％ 

＜保健医療分野＞ 

病院／診療所 8,125 63.2 

保健所／保健センター 3,067 23.9 

精神保健福祉センター 1,075 8.4 

介護療養型医療施設／介護老人保健施設／介護医療院 379 2.9 

保健医療分野：その他 179 1.4 

<福祉分野＞ 

児童相談所 4,018 31.3 

児童福祉施設・機関・事業（含．保育所型認定こども園） 3,114 24.2 

障害者福祉施設・機関・事業 2,419 18.8 

女性福祉施設・機関・事業 572 4.5 

老人福祉施設・機関・事業  428 3.3 
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ケース情報共有以外の連携（研修会・講演会への協力等）

連携していない（含．連携先がない、必要なケースがな

い）

この1年間休職している

連携方法 （常勤・非常勤比較）

常勤 非常勤

（％） 



就業形態別の連携方法について、下図に示した。非常勤勤務と比較して、常勤勤務の方が多職種チームへ
の参加やミーティング・個別ケース会議、ケース情報共有以外の連携などを行っている割合が高かった。

連連携携施施設設・・機機関関等等（（ ））
「公認心理師の専門性に基づく活動」について、連携した施設･機関等を示した（該当するものすべて選

択）。まず、保健医療分野では「病院／診療所」が約 、「保健所／保健センター」が約 、福祉分
野では「児童相談所」が約 、「児童福祉施設・機関・事業（含．保育所型認定こども園）」が約 、
教育分野では「学校（小学校、中学校、高等学校、大学等）」が約 、「教育委員会（教育相談所、適
応指導教室、巡回相談等）」が約 、司法・犯罪分野では「警察関係（警察、科学捜査研究所等）」が
約 、産業・労働分野では「就労支援施設・事業等（障害者職業センター、障害者就業・生活支援セン
ター、無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設）」が約 、その他の分野では「私設
心理相談」が約 、「大学等附属の地域向け心理相談施設等」が約 であった。

人 ％
＜保健医療分野＞
病院／診療所
保健所／保健センター
精神保健福祉センター
介護療養型医療施設／介護老人保健施設／介護医療院
保健医療分野：その他
福祉分野＞
児童相談所
児童福祉施設・機関・事業（含．保育所型認定こども園）
障害者福祉施設・機関・事業
女性福祉施設・機関・事業
老人福祉施設・機関・事業
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定例のミーティング、カンファレンス、個別ケース会議等

文書（カルテ・連絡票等）を用いての連絡・報告

ケースに関する随時の情報交換

ケース情報共有以外の連携（研修会・講演会への協力等）

連携していない（含．連携先がない、必要なケースがな

い）

この1年間休職している

連携方法 （常勤・非常勤比較）

常勤 非常勤

（％）

福祉分野：その他
＜教育分野＞
幼稚園（含．幼稚園型認定こども園）
学校（小学校、中学校、高等学校、大学等）
教育委員会（教育相談所、適応指導教室、巡回相談等）
民間教育機関（サポート校、フリースクール、予備校等）
教育分野：その他
＜司法・犯罪分野＞
警察関係（警察、科学捜査研究所等）
裁判所関係（家庭裁判所等）
法務省矯正局関係（少年鑑別所、少年院、刑事施設等）
法務省保護局関係（保護観察所、地方更生保護委員会、更生保護施設等）

団体（被害者支援、加害者更生支援等）
司法・犯罪分野：その他
＜産業・労働分野＞
ハローワーク
産業労働センター
企業内産業保健部署

等（企業・組織内外を含む）
就労支援施設・事業等（障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、無
業青少年の職業生活における自立を支援するための施設）
産業・労働分野：その他
＜その他の分野＞
私設心理相談機関
大学等附属の地域向け心理相談施設等
要支援者の所属部署等
その他の官公庁・自治体行政機関
その他

連携した施設・機関において、実務経験 年未満と 年以上で比較すると、おおむね 年以上の経験
の人の方が、連携した施設・機関を挙げる割合が若干高かった。
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連連携携職職種種等等（（ ））
「「公認心理師の専門性に基づく活動」について、この 年間で連携した職種等」について以下に示した

（該当するものすべて選択）。「他の心理専門職」が約 であった。また、保健医療分野では「医師」
が約 、「看護職（保健師、助産師、看護師等）」が 、福祉分野では「児童福祉関係者（保育士、
児童心理司、児童福祉司、児童相談員等）」が約 、「精神保健福祉士」が約 、教育分野では「学
校教職員」が約 、司法・犯罪分野では「非行少年・犯罪者の処遇に関する専門職（警察の心理職・少
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福祉分野：その他

幼稚園（含．幼稚園型認定こども園）

学校（小学校、中学校、高等学校、大学等）

教育委員会（教育相談所、適応指導教室、巡回相談等）

民間教育機関（サポート校、フリースクール、予備校等）

教育分野：その他

警察関係（警察、科学捜査研究所等）

裁判所関係（家庭裁判所等）

法務省矯正局関係（少年鑑別所、少年院、刑事施設等）

法務省保護局関係（保護観察所、地方更生保護委員会等）

NPO団体（被害者支援、加害者更生支援等）

司法･犯罪分野：その他

ハローワーク

産業労働センター

企業内産業保健部署

EAP等（企業・組織内外を含む）

就労支援施設・事業等（障害者職業センター等）

産業･労働分野：その他

私設心理相談

大学等附属の地域向け心理相談施設等

要支援者の所属部署等

その他の官公庁・自治体行政機関

その他

連携施設・機関等 （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上

（％）
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連連携携職職種種等等（（ ））
「「公認心理師の専門性に基づく活動」について、この 年間で連携した職種等」について以下に示した

（該当するものすべて選択）。「他の心理専門職」が約 であった。また、保健医療分野では「医師」
が約 、「看護職（保健師、助産師、看護師等）」が 、福祉分野では「児童福祉関係者（保育士、
児童心理司、児童福祉司、児童相談員等）」が約 、「精神保健福祉士」が約 、教育分野では「学
校教職員」が約 、司法・犯罪分野では「非行少年・犯罪者の処遇に関する専門職（警察の心理職・少

0 20 40 60 80

病院／診療所

保健所／保健センター

精神保健福祉センター

介護療養型医療施設／介護老人保健施設／介護医療院

保健医療分野：その他

児童相談所

児童福祉施設・機関・事業（含．保育所型認定こども園）

障害者福祉施設・機関・事業

女性福祉施設・機関・事業

老人福祉施設・機関・事業

福祉分野：その他

幼稚園（含．幼稚園型認定こども園）

学校（小学校、中学校、高等学校、大学等）

教育委員会（教育相談所、適応指導教室、巡回相談等）

民間教育機関（サポート校、フリースクール、予備校等）

教育分野：その他

警察関係（警察、科学捜査研究所等）

裁判所関係（家庭裁判所等）

法務省矯正局関係（少年鑑別所、少年院、刑事施設等）

法務省保護局関係（保護観察所、地方更生保護委員会等）

NPO団体（被害者支援、加害者更生支援等）

司法･犯罪分野：その他

ハローワーク

産業労働センター

企業内産業保健部署

EAP等（企業・組織内外を含む）

就労支援施設・事業等（障害者職業センター等）

産業･労働分野：その他

私設心理相談

大学等附属の地域向け心理相談施設等

要支援者の所属部署等

その他の官公庁・自治体行政機関

その他

連携施設・機関等 （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上

（％）
年補導職員、保護観察官、保護司、更生保護施設職員、法務教官、刑務所の教育専門官、処遇カウンセラー
等）」が約 、「治安関係の職種（警察官、刑務官等）」が約 、産業・労働分野では「職業相談・援
助者（障害者職業カウンセラー、ジョブコーチ等）」が約 、その他の分野では「管理栄養士／栄養士」
が約 、「要支援者の所属部署担当者／上司等」が約 、「ピアスタッフ／ピアサポーター／ピアカウ
ンセラー／ボランティア」が約 であった。

人 ％
他の心理専門職
＜保健医療分野＞
医師
看護職（保健師、助産師、看護師等）
薬剤師
医師、看護職、薬剤師以外の医療専門職
保健医療系：その他
＜福祉分野＞
児童福祉関係者（保育士、児童心理司、児童福祉司、児童相談員等）
精神保健福祉士
社会福祉士
老人福祉関係職（介護福祉士、介護支援専門員、ホームヘルパー等）
スクールソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカー
福祉系：その他
＜教育分野＞
学校教職員
公的教育施設の関係者
民間教育施設の関係者
教育系：その他
＜司法・犯罪分野＞
非行や犯罪・家庭内紛争のアセスメントに関する専門職（少年鑑別所・刑務所の心
理技官、家庭裁判所調査官等）
非行少年・犯罪者の処遇に関する専門職（警察の心理職・少年補導職員、保護観察官、
保護司、更生保護施設職員、法務教官、刑務所の教育専門官、処遇カウンセラー等）
治安関係の職種（警察官、刑務官等）
法曹関係者（裁判官、検察官、弁護士等）
犯罪被害者支援に携わる相談員
司法・犯罪系：その他
＜産業・労働分野＞
キャリアコンサルタント／キャリアコンサルティング技能士／産業カウンセラー
職業相談・援助者（障害者職業カウンセラー、ジョブコーチ等）
産業・労働系：その他
＜その他＞
管理栄養士／栄養士
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ピアスタッフ／ピアサポーター／ピアカウンセラー／ボランティア
要支援者の所属部署担当者／上司等
その他
分からない

連携した職種において、実務経験 年未満と 年以上で比較すると、おおむね 年以上の経験の人の
方が、連携した職種を挙げる割合が高かったが、大きな違いはないようである。
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ピアスタッフ／ピアサポーター／ピアカウンセラー／ボランティア
要支援者の所属部署担当者／上司等
その他
分からない

連携した職種において、実務経験 年未満と 年以上で比較すると、おおむね 年以上の経験の人の
方が、連携した職種を挙げる割合が高かったが、大きな違いはないようである。

連携した職種を、勤務形態で比較すると、保健医療関係の職種及び福祉職、司法・犯罪関係職、産業・労
働関係の職種は、常勤勤務の人が連携したと回答する割合が高かった。常勤勤務の方が、様々な活動を展開
できることがわかる。一方、教育分野では、非常勤勤務の人の回答する割合が高かった。これは教育分野で
は、非常勤勤務者が多いという事情が考えられる。

「公認心理師の専門性に基づく活動」について、この 年間で連携した職種等」について、主たる活動
分野による比較を示した（該当するものすべて選択）。主たる活動分野を保健医療分野とする者

病院／診療所
保健所／保健センター
精神保健福祉センター

介護療養型医療施設／介護老人保健施設／介護医療院
保健医療分野：その他

児童相談所
児童福祉施設・機関・事業（含．保育所型認定こども園）

障害者福祉施設・機関・事業
女性福祉施設・機関・事業
老人福祉施設・機関・事業

福祉分野：その他

幼稚園（含．幼稚園型認定こども園）
学校（小学校、中学校、高等学校、大学等）

教育委員会（教育相談所、適応指導教室、巡回相談等）
民間教育機関（サポート校、フリースクール、予備校等）

教育分野：その他

警察関係（警察、科学捜査研究所等）
裁判所関係（家庭裁判所等）

法務省矯正局関係（少年鑑別所、少年院、刑事施設等）
法務省保護局関係（保護観察所、地方更生保護委員会等）

団体（被害者支援、加害者更生支援等）
司法･犯罪分野：その他

ハローワーク
産業労働センター

企業内産業保健部署
等（企業・組織内外を含む）

就労支援施設・事業等（障害者職業センター等）
産業･労働分野：その他

私設心理相談
大学等附属の地域向け心理相談施設等

要支援者の所属部署等
その他の官公庁・自治体行政機関

その他

連携職種等 （常勤・非常勤比較）

常勤 非常勤 （常勤・非常勤ともに休職中を含む）

（％）

64 65



（ ）、福祉分野の者（ ）、教育分野の者（ ）、司法・犯罪分野の者（ ）、
産業・労働分野の者（ ）、その他の分野の者（ 、計 人を対象とした。なお、主たる
活動分野における連携のみを尋ねているわけでないため、回答には主たる活動分野以外の分野における連携
も含まれることに留意する必要がある。
保健医療分野では「医師」が約 ％、「看護職」が約 ％、「精神保健福祉士」が約 ％、「他の心理

専門職」が約 ％と高く、「医師」「看護師」「精神保健福祉士」は他の分野と比べても高い割合の回答
が得られた。
福祉分野では「児童福祉関係者」が約 ％、「学校教職員」が約 ％、「医師」が約 ％、「他の心理

専門職」が約 ％と高く、「児童福祉関係者」は他の分野と比べても高い割合の回答が得られた。
教育分野では「学校教職員」が約 ％、「医師」が約 ％、「スクールソーシャルワーカー」が約 ％、

「他の心理専門職」が約 ％と高く、「学校教職員」「スクールソーシャルワーカー」は他の分野と比べ
ても高い割合の回答が得られた。
司法・犯罪分野では「非行少年・犯罪者の処遇に関する専門職（警察の心理職・少年補導職員、保護観察

官、保護司、更生保護施設職員、法務教官、刑務所の教育専門官、処遇カウンセラー等）」が約 ％、
「非行や犯罪・家庭内紛争のアセスメントに関する専門職（少年鑑別所・刑務所の心理技官、家庭裁判所調
査官等）」が約 ％と高く、他の分野と比べても高い割合の回答が得られた。
産業・労働分野では「医師」が約 ％、「看護職」が約 ％、「職業相談・援助者」が約 ％、「キャ

リアコンサルタント／キャリアコンサルティング技能士／産業カウンセラー」が約 、「他の心理専門
職」が約 ％と高く、「職業相談・援助者」「キャリアコンサルタント／キャリアコンサルティング技能
士／産業カウンセラー」は他の分野と比べても高い割合の回答が得られた。
その他の分野では「医師」が約 ％、「学校教職員」が約 ％、「他の心理専門職」が約 ％と高かっ

た。
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主たる活動分野別の連携職種等（１）

保健医療分野 福祉分野 教育分野

司法・犯罪分野 産業・労働分野 その他の分野
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（ ）、福祉分野の者（ ）、教育分野の者（ ）、司法・犯罪分野の者（ ）、
産業・労働分野の者（ ）、その他の分野の者（ 、計 人を対象とした。なお、主たる
活動分野における連携のみを尋ねているわけでないため、回答には主たる活動分野以外の分野における連携
も含まれることに留意する必要がある。
保健医療分野では「医師」が約 ％、「看護職」が約 ％、「精神保健福祉士」が約 ％、「他の心理

専門職」が約 ％と高く、「医師」「看護師」「精神保健福祉士」は他の分野と比べても高い割合の回答
が得られた。
福祉分野では「児童福祉関係者」が約 ％、「学校教職員」が約 ％、「医師」が約 ％、「他の心理

専門職」が約 ％と高く、「児童福祉関係者」は他の分野と比べても高い割合の回答が得られた。
教育分野では「学校教職員」が約 ％、「医師」が約 ％、「スクールソーシャルワーカー」が約 ％、

「他の心理専門職」が約 ％と高く、「学校教職員」「スクールソーシャルワーカー」は他の分野と比べ
ても高い割合の回答が得られた。
司法・犯罪分野では「非行少年・犯罪者の処遇に関する専門職（警察の心理職・少年補導職員、保護観察

官、保護司、更生保護施設職員、法務教官、刑務所の教育専門官、処遇カウンセラー等）」が約 ％、
「非行や犯罪・家庭内紛争のアセスメントに関する専門職（少年鑑別所・刑務所の心理技官、家庭裁判所調
査官等）」が約 ％と高く、他の分野と比べても高い割合の回答が得られた。
産業・労働分野では「医師」が約 ％、「看護職」が約 ％、「職業相談・援助者」が約 ％、「キャ

リアコンサルタント／キャリアコンサルティング技能士／産業カウンセラー」が約 、「他の心理専門
職」が約 ％と高く、「職業相談・援助者」「キャリアコンサルタント／キャリアコンサルティング技能
士／産業カウンセラー」は他の分野と比べても高い割合の回答が得られた。
その他の分野では「医師」が約 ％、「学校教職員」が約 ％、「他の心理専門職」が約 ％と高かっ

た。
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100（％）

主たる活動分野別の連携職種等（１）

保健医療分野 福祉分野 教育分野

司法・犯罪分野 産業・労働分野 その他の分野

主主治治のの医医師師ととのの連連携携（（ ））
前項の「連携職種等（ ）」で、連携した職種で「医師」と回答した 人を対象とした。「主治

医と連携した結果、感じた点について（この 年間）」以下に示した（該当するものすべて選択）。＜よか
ったと感じたこと＞については「主治医の治療方針を確認できた」が約 、「「心理支援」の内容や経
過を主治医に伝えることができた」が約 、「主治医に伝えたい要支援者の状況を主治医と共有できた」
が約 、「要支援者の置かれている状況を理解することに役立った」が約 であった。＜困難を感じ
たこと＞については「主治医との連絡が取りにくかった」が約 、「主治医から情報が提供されなかっ
た」が約 、「主治医と心理師の所属機関との方針の調整が難しかった」が約 であり、「困難を感
じたことがなかった」が約 存在した。

人 ％
連携した医師は主治医ではなかった
＜よかったと感じたこと＞
主治医の治療方針を確認できた
主治医の治療方針について要支援者と話し合うことができた
投薬内容についての情報が得られた
要支援者の置かれている状況を理解することに役立った
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60（％）

主たる活動分野別の連携職種等（２）

保健医療分野 福祉分野 教育分野

司法・犯罪分野 産業・労働分野 その他の分野
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要支援者が主治医に伝えたいことを要支援者と話し合えた
「心理支援」の内容や経過を主治医に伝えることができた
主治医に伝えたい要支援者の状況を主治医と共有できた
要支援者に効果的な改善が得られた／状態の悪化を防ぐことができた
その他
よかったと感じたことがなかった
＜困難を感じたこと＞
主治医との連携について要支援者の同意を得ることが困難だった
主治医との連絡が取りにくかった
主治医から情報が提供されなかった
主治医と心理師の所属機関との方針の調整が難しかった
主治医の知りたい情報を公認心理師が持っていなかった
主治医から得られた情報を公認心理師が有効に活用できなかった
その他
困難を感じたことがなかった

「主たる勤務先での就業形態（ ）」にて常勤（ ）、非常勤（ ）と回答した
人を対象とした。なお、常勤、非常勤ともに休職中も含む。「主治医と連携した結果、感じた点について
（この 年間）」常勤と非常勤の比較を以下に示した（該当するものすべて選択）。
＜よかったと感じたこと＞については、常勤・非常勤ともに「主治医の治療方針を確認できた」が最も多

かった。また、すべての項目において常勤のほうが高い割合の回答が得られた。
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主治医の治療方針を確認できた

主治医の治療方針について要支援者と話し合うことができた

投薬内容についての情報が得られた

要支援者の置かれている状況を理解することに役立った

要支援者が主治医に伝えたいことを要支援者と話し合えた

「心理支援」の内容や経過を主治医に伝えることができた

主治医に伝えたい要支援者の状況を主治医と共有できた

要支援者に効果的な改善が得られた／状態の悪化を防ぐことができた

主治医との連携：よかったと感じたこと（常勤・非常勤比較）

常勤 非常勤

（％）
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＜困難を感じたこと＞については、常勤・非常勤ともに「主治医との連絡が取りにくかった」が最も多か
った。また、常勤では非常勤より約 10％高い割合で「困難を感じたことがなかった」という回答が得られ
た。 

 
 
 
A3        資質向上の取り組み 
 
A3-1 資質向上の方法（n=13,688） 
 「これまでに取り組んできた資質向上のための研鑽・研修等の方法について」以下に示した（該当するも
のすべて選択）。「職場外での研修会・研究会等」が約 81%で最も多く、次いで「職場内での研修会・研
究会等」が約 68%、「学術大会／学会への参加」が約 67%、「学術雑誌・専門書等による知識の随時更新」
が約 53%、「心理専門職の職能団体への入会」が約 53%、「職場内でのグループスーパーヴィジョン・事
例検討会等」が約 51%であった。なお、「特にない」も約 1%存在した。 
 

  人 ％ 
職場内での研修会・研究会等 9,234 67.5 
職場内でのグループスーパーヴィジョン・事例検討会等 7,027 51.3 
職場内での個人スーパーヴィジョン等 3,028 22.1 
職場外での研修会・研究会等 11,144 81.4 
職場外でのグループスーパーヴィジョン・事例検討会等 5,539 40.5 
職場外での個人スーパーヴィジョン等 4,117 30.1 
心理専門職の職能団体への入会 7,190 52.5 
学術大会／学会への参加 9,198 67.2 
学術大会／学会での発表  2,943 21.5 
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主治医との連携について要支援者の同意を得ることが困難だった

主治医との連絡が取りにくかった

主治医から情報が提供されなかった

主治医と心理師の所属機関との方針の調整が難しかった

主治医の知りたい情報を公認心理師が持っていなかった

主治医から得られた情報を公認心理師が有効に活用できなかった

困難を感じたことがなかった

主治医との連携：困難を感じたこと （常勤・非常勤比較）

常勤 非常勤

（％）
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学術雑誌・専門書等による知識の随時更新 7,275 53.1 
その他 202 1.5 
特にない 198 1.4 

 
「これまでに取り組んできた資質向上のための研鑽・研修等の方法について」、実務経験の長さによる比

較を下図に示した。実務経験 10 年未満の者（n=4,729）10 年以上の者（n=7,449）、計 12,178 人を対象と
した。 
実務経験 10 年未満・10 年以上の者ともに「職場外での研修会・研究会等」が最も多かった。「学術大会

／学会への参加」「心理専門職の職能団体への入会」「学術雑誌・専門書等による知識の随時更新」では、
実務経験 10 年以上の者が 10 年未満の者よりも 10%ほど高い割合の回答が得られた。反対に、「職場外で
の個人スーパーヴィジョン等」「職場内での個人スーパーヴィジョン等」では、実務経験 10 年未満の者が
10 年以上の者よりも 3~5%ほど高い割合の回答が得られた。 
 

 
A3-2 テーマ別支援経験と向上を図りたい知識・スキル 
A3-2-1 支援等の経験 (n=13,688) 
 「これまでに支援等の経験があるテーマ」について以下に示した（該当するものすべて選択）。なおここ
で挙げたテーマは、今後の公認心理師の活動で特に注目しているものに絞っているので、公認心理師が扱う
うつや不安といったテーマは含んでいない。「発達障害」が約 93%で最も多く、「不登校」が約 75%、次 
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職場外でのグループスーパーヴィジョン・事例検討会等

職場外での個人スーパーヴィジョン等

心理専門職の職能団体への入会

学術大会／学会への参加

学術大会／学会での発表

学術雑誌・専門書等による知識の随時更新

その他

特にない

（％）

資質向上の取り組み （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上



学術雑誌・専門書等による知識の随時更新
その他
特にない

「これまでに取り組んできた資質向上のための研鑽・研修等の方法について」、実務経験の長さによる比
較を下図に示した。実務経験 年未満の者（ ） 年以上の者（ ）、計 人を対象と
した。
実務経験 年未満・ 年以上の者ともに「職場外での研修会・研究会等」が最も多かった。「学術大会

／学会への参加」「心理専門職の職能団体への入会」「学術雑誌・専門書等による知識の随時更新」では、
実務経験 年以上の者が 年未満の者よりも ほど高い割合の回答が得られた。反対に、「職場外で
の個人スーパーヴィジョン等」「職場内での個人スーパーヴィジョン等」では、実務経験 年未満の者が
年以上の者よりも ほど高い割合の回答が得られた。

テテーーママ別別支支援援経経験験とと向向上上をを図図りりたたいい知知識識・・ススキキルル
支支援援等等のの経経験験

「これまでに支援等の経験があるテーマ」について以下に示した（該当するものすべて選択）。なおここ
で挙げたテーマは、今後の公認心理師の活動で特に注目しているものに絞っているので、公認心理師が扱う
うつや不安といったテーマは含んでいない。「発達障害」が約 で最も多く、「不登校」が約 、次
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職場外での研修会・研究会等

職場外でのグループスーパーヴィジョン・事例検討会等

職場外での個人スーパーヴィジョン等

心理専門職の職能団体への入会

学術大会／学会への参加

学術大会／学会での発表

学術雑誌・専門書等による知識の随時更新

その他

特にない

（％）

資質向上の取り組み （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上

いで「児童思春期」が約 、「子育て」が約 、「その他の心理療法（支持的カウンセリング・折衷
的心理療法・統合的アプローチ・心理教育等）」が約 、「虐待」が約 であった。

人 ％
子育て
虐待
児童思春期
非行
いじめ
不登校
ひきこもり

等セクシュアリティ
ドメスティック･バイオレンス
離婚
ハラスメント
ストレスチェック
ホームレス
被災者
自殺（含．予防）
遺族支援
新型コロナウイルス感染症
発達障害
高次脳機能障害
依存・嗜癖等（アルコール・薬物・ギャンブル・ネッ
ト・ゲーム等）
摂食障害
慢性身体疾患
がん／緩和ケア
認知症
心的外傷後ストレス症（含．トラウマ関連症状）
被害者
加害者・犯罪者等（含．家族）
親権者変更・子の引渡し等
成年後見
裁判員裁判の裁判員
鑑定（精神鑑定・心理鑑定等）・意見書等
力動的・精神分析的心理療法
認知行動療法
その他の心理療法（支持的カウンセリング・折衷的心
理療法・統合的アプローチ・心理教育等）
遠隔相談（電話･メール･オンライン等）
アウトリーチ（訪問･外部機関への同伴等）
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「これまでに支援等の経験があるテーマ」について、実務経験の長さによる比較を示した。実務経験
年未満の者（ ）、 年以上の者（ ）、計 人を対象とした。実務経験 年未満・
年以上の者ともに「発達障害」が最も多かった。すべての項目において実務経験 年以上の者で高い割合
の回答が得られた。特に、「摂食障害」「自殺（含．予防）」「ドメスティック・バイオレンス」「ハラス
メント」では、実務経験 年以上の者が 年未満の者の割合を 以上上回る結果となった。
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被害者

加害者・犯罪者等（含．家族）

親権者変更・子の引渡し等

成年後見

裁判員裁判の裁判員

鑑定（精神鑑定・心理鑑定等）・意見書等

力動的・精神分析的心理療法

認知行動療法

その他の心理療法

遠隔相談（電話･メール･オンライン等）

アウトリーチ（訪問･外部機関への同伴等）

（％）
支援等の経験 （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上
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「これまでに支援等の経験があるテーマ」について、実務経験の長さによる比較を示した。実務経験
年未満の者（ ）、 年以上の者（ ）、計 人を対象とした。実務経験 年未満・
年以上の者ともに「発達障害」が最も多かった。すべての項目において実務経験 年以上の者で高い割合
の回答が得られた。特に、「摂食障害」「自殺（含．予防）」「ドメスティック・バイオレンス」「ハラス
メント」では、実務経験 年以上の者が 年未満の者の割合を 以上上回る結果となった。
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鑑定（精神鑑定・心理鑑定等）・意見書等

力動的・精神分析的心理療法

認知行動療法

その他の心理療法

遠隔相談（電話･メール･オンライン等）

アウトリーチ（訪問･外部機関への同伴等）

（％）
支援等の経験 （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上

向向上上をを図図りりたたいい知知識識・・ススキキルル（（ ））
「今後特に知識・スキルの向上を図りたいテーマ」について以下に示した（該当するものすべて選択）。

なおここで挙げたテーマは、今後の公認心理師の活動で特に注目しているものに絞っているので、公認心理
師が扱ううつや不安といったテーマは含んでいない。テーマ別にみると、「発達障害」が約 で最も多
く、次いで「認知行動療法」が約 、「その他の心理療法（支持的カウンセリング・折衷的心理療法・
統合的アプローチ・心理教育等）」が約 、「虐待」が約 、「児童思春期」が約 であった。

人 ％
子育て
虐待
児童思春期
非行
いじめ
不登校
ひきこもり

等セクシュアリティ
ドメスティック･バイオレンス
離婚
ハラスメント
ストレスチェック
ホームレス
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自殺（含．予防）
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依存・嗜癖等（アルコール・薬物・ギャンブル・ネッ
ト・ゲーム等）
摂食障害
慢性身体疾患
がん／緩和ケア
認知症
心的外傷後ストレス症（含．トラウマ関連症状）
被害者
加害者・犯罪者等（含．家族）
親権者変更・子の引渡し等
成年後見
裁判員裁判の裁判員
鑑定（精神鑑定・心理鑑定等）・意見書等
力動的・精神分析的心理療法
認知行動療法
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その他の心理療法（支持的カウンセリング・折衷的心
理療法・統合的アプローチ・心理教育等）
遠隔相談（電話･メール･オンライン等）
アウトリーチ（訪問･外部機関への同伴等）

「今後特に知識・スキルの向上を図りたいテーマ」について、実務経験の長さによる比較を示した。実務
経験 年未満の者（ ）、 年以上の者（ ）、計 人を対象とした。
実務経験 年未満・ 年以上の者ともに「発達障害」が最も多かった。また、「子育て」「児童思春期」

「非行」「いじめ」「不登校」「力動的・精神分析的心理療法」では、実務経験 年未満の者が 年以上
の者よりも ほど高い割合の回答が得られた。
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その他の心理療法（支持的カウンセリング・折衷的心
理療法・統合的アプローチ・心理教育等）
遠隔相談（電話･メール･オンライン等）
アウトリーチ（訪問･外部機関への同伴等）

「今後特に知識・スキルの向上を図りたいテーマ」について、実務経験の長さによる比較を示した。実務
経験 年未満の者（ ）、 年以上の者（ ）、計 人を対象とした。
実務経験 年未満・ 年以上の者ともに「発達障害」が最も多かった。また、「子育て」「児童思春期」

「非行」「いじめ」「不登校」「力動的・精神分析的心理療法」では、実務経験 年未満の者が 年以上
の者よりも ほど高い割合の回答が得られた。
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力動的・精神分析的心理療法

認知行動療法

その他の心理療法

遠隔相談

アウトリーチ

知識・スキルの向上 （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上

（％）
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向向上上ささせせたたいい専専門門性性（（ ））
「公認心理師として、今後特に向上をさせたい専門性」について以下に示した（該当するものすべて選

択）。「「心理支援」技法・方略等」が約 で最も多く、次いで「アセスメント等（含．心理検査）」
が約 、「関係者への「心理支援」技法・方略等（コンサルテーション）」が約 、「多職種連携・
地域連携等」が約 、「専門や立場が異なる関係者等とのコミュニケーション力」が約 、「心の健
康教育の方法等（学校・職場・地域等のコミュニティ対象）」が約 であった。

人 ％
アセスメント等（含．心理検査）
「心理支援」技法・方略等
関係者への「心理支援」技法・方略等（コンサルテーション）
心の健康教育の方法等（学校・職場・地域等のコミュニティ対象）
勤務組織で公認心理師の職務・役割を伝え、活動の幅を拡げるスキル
専門や立場が異なる関係者等とのコミュニケーション力
多職種連携・地域連携等
多様性（ダイバーシティ）に対応できる支援方法
リスクマネジメント（危機管理）
活動分野全体の心の健康に関する支援ニーズの把握
勤務する分野に特化した心理支援に関する知識・スキル
各分野共通の「心理支援」に関する知識・スキル
心の健康に関する法律・制度や倫理の理解と運用
臨床実践と研究の相互性を重視した「心理支援」
特定の疾患（問題）の回復・改善に向けた専門的な支援方法
実習指導方法
スーパーヴィジョン・事例検討の実施方法
その他

「公認心理師として、今後特に向上をさせたい専門性」について、実務経験の長さによる比較を示した。
実務経験 年未満の者（ ）、 年以上の者（ ）、計 人を対象とした。実務経験
年未満・ 年以上の者ともに「「心理支援」技法・方略等」が最も多かった。
「アセスメント等」「「心理支援」技法・方略等」「専門や立場が異なる関係者等とのコミュニケーショ

ン力」「勤務する分野に特化した心理支援に関する知識・スキル」では、実務経験 年未満の者が 年以
上の者よりも一定数（ 以上）高い割合の回答が得られた。一方、「スーパーヴィジョン・事例検討の実
施方法」では、実務経験 年以上の者が 年未満の者よりも ほど高い割合の回答が得られた。
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向向上上ささせせたたいい専専門門性性（（ ））
「公認心理師として、今後特に向上をさせたい専門性」について以下に示した（該当するものすべて選

択）。「「心理支援」技法・方略等」が約 で最も多く、次いで「アセスメント等（含．心理検査）」
が約 、「関係者への「心理支援」技法・方略等（コンサルテーション）」が約 、「多職種連携・
地域連携等」が約 、「専門や立場が異なる関係者等とのコミュニケーション力」が約 、「心の健
康教育の方法等（学校・職場・地域等のコミュニティ対象）」が約 であった。

人 ％
アセスメント等（含．心理検査）
「心理支援」技法・方略等
関係者への「心理支援」技法・方略等（コンサルテーション）
心の健康教育の方法等（学校・職場・地域等のコミュニティ対象）
勤務組織で公認心理師の職務・役割を伝え、活動の幅を拡げるスキル
専門や立場が異なる関係者等とのコミュニケーション力
多職種連携・地域連携等
多様性（ダイバーシティ）に対応できる支援方法
リスクマネジメント（危機管理）
活動分野全体の心の健康に関する支援ニーズの把握
勤務する分野に特化した心理支援に関する知識・スキル
各分野共通の「心理支援」に関する知識・スキル
心の健康に関する法律・制度や倫理の理解と運用
臨床実践と研究の相互性を重視した「心理支援」
特定の疾患（問題）の回復・改善に向けた専門的な支援方法
実習指導方法
スーパーヴィジョン・事例検討の実施方法
その他

「公認心理師として、今後特に向上をさせたい専門性」について、実務経験の長さによる比較を示した。
実務経験 年未満の者（ ）、 年以上の者（ ）、計 人を対象とした。実務経験
年未満・ 年以上の者ともに「「心理支援」技法・方略等」が最も多かった。
「アセスメント等」「「心理支援」技法・方略等」「専門や立場が異なる関係者等とのコミュニケーショ

ン力」「勤務する分野に特化した心理支援に関する知識・スキル」では、実務経験 年未満の者が 年以
上の者よりも一定数（ 以上）高い割合の回答が得られた。一方、「スーパーヴィジョン・事例検討の実
施方法」では、実務経験 年以上の者が 年未満の者よりも ほど高い割合の回答が得られた。
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リスクマネジメント

活動分野全体の心の健康に関する支援ニーズの把握

勤務する分野に特化した心理支援に関する知識・スキル

各分野共通の「心理支援」に関する知識・スキル

心の健康に関する法律・制度や倫理の理解と運用

臨床実践と研究の相互性を重視した「心理支援」

特定の疾患（問題）の回復・改善に向けた専門的な支援方

法

実習指導方法

スーパーヴィジョン・事例検討の実施方法

その他

向上させたい専門性 （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上

（％）
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公公認認心心理理師師養養成成

実実習習指指導導
実実習習指指導導担担当当（（ ））

「所属機関（職場）で、公認心理師養成に係る実習指導（大学・大学院等の養成機関から依頼されて機関
として引き受けたもの）を担当しているか」について以下に示した（該当するもの つ選択）。「担当して
いる／担当する予定がある」が約 、「担当していない／担当する予定はない」が約 、「検討中／
分からない」が約６％であり、「担当していない／担当する予定はない」が全体の 分の を占めていた。

人 ％
担当している／担当する予定がある
検討中／分からない
担当していない／担当する予定はない

「所属機関（職場）で、公認心理師養成に係る実習指導（大学・大学院等の養成機関から依頼されて機関
として引き受けたもの）を担当しているか」について、活動分野による比較を示した。 年 月 日時
点で、「「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていない」 人を除いた、保健医療分野の回答者
（ ）、福祉分野の回答者（ ）、教育分野の回答者（ ）、司法・犯罪分野の回答者
（ ）、産業・労働分野の回答者（ ）、その他の分野の回答者（ ）、計 人を対
象とした。
「担当している／担当する予定がある」と回答した者について、回答の実数では、保健医療分野（ ）

が最も多く、次いでその他の分野（ ）、教育分野（ ）、福祉分野（ ）の順で多かった。
ただ、割合でみると保健医療分野（約 ）、司法・犯罪分野（約 ）、その他の分野（約 ）で

以上、「担当している／担当する予定がある」の回答が得られた。
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担当している／担当する予定がある 検討中／分からない

担当していない／担当する予定はない
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公公認認心心理理師師養養成成

実実習習指指導導
実実習習指指導導担担当当（（ ））

「所属機関（職場）で、公認心理師養成に係る実習指導（大学・大学院等の養成機関から依頼されて機関
として引き受けたもの）を担当しているか」について以下に示した（該当するもの つ選択）。「担当して
いる／担当する予定がある」が約 、「担当していない／担当する予定はない」が約 、「検討中／
分からない」が約６％であり、「担当していない／担当する予定はない」が全体の 分の を占めていた。

人 ％
担当している／担当する予定がある
検討中／分からない
担当していない／担当する予定はない

「所属機関（職場）で、公認心理師養成に係る実習指導（大学・大学院等の養成機関から依頼されて機関
として引き受けたもの）を担当しているか」について、活動分野による比較を示した。 年 月 日時
点で、「「公認心理師の専門性に基づく活動」はしていない」 人を除いた、保健医療分野の回答者
（ ）、福祉分野の回答者（ ）、教育分野の回答者（ ）、司法・犯罪分野の回答者
（ ）、産業・労働分野の回答者（ ）、その他の分野の回答者（ ）、計 人を対
象とした。
「担当している／担当する予定がある」と回答した者について、回答の実数では、保健医療分野（ ）

が最も多く、次いでその他の分野（ ）、教育分野（ ）、福祉分野（ ）の順で多かった。
ただ、割合でみると保健医療分野（約 ）、司法・犯罪分野（約 ）、その他の分野（約 ）で

以上、「担当している／担当する予定がある」の回答が得られた。
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担当している／担当する予定がある 検討中／分からない

担当していない／担当する予定はない

「所属機関（職場）で、公認心理師養成に係る実習指導（大学・大学院等の養成機関から依頼されて機関
として引き受けたもの）を担当しているか」について、現住所の地域による比較を示した。北海道地方の者
（ ）、東北地方の者（ ）、関東地方の者（ ）、中部地方の者（ ）、近畿地方
の者（ ）、中国地方の者（ ）、四国地方の者（ ）、九州地方の者（ ）、計

人を対象とした。
「担当している／担当する予定がある」と回答した者について、回答者の実数では、関東地方の者

（ ）が最も多く、次いで近畿地方の者（ ）、中部地方の者（ ）、九州地方の者（ ）
が多かった。また、いずれの地域においても、「担当している／担当する予定がある」と回答した者が 割
前後を占めていた。

担担当当ししなないい理理由由（（ ））
前項「実習指導担当」（ ）で「検討中／分からない」もしくは「担当していない／担当する予定

はない」と回答した 人を対象とした。「担当しない理由について」以下に示した（該当するものす
べて選択）。「所属機関（職場）の方針として実習を引き受けるかどうかが分からない／引き受けない」が
約 で最も多く、次いで「大学等の養成機関からの実習依頼があるかどうかが分からない／ない」が約

、「実習指導の力量等が足りるかどうかが分からない／足りない」が約 、「実習指導者となる資
格を満たしているかどうかが分からない／満たしていない」が約 であった。
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人 ％
所属機関（職場）の方針として実習を引き受けるかどうかが分からない／引き受
けない
大学等の養成機関からの実習依頼があるかどうかが分からない／ない
実習を引き受けるメリットが分からない／ない
業務内容が実習に適しているかが分からない／適さない
実習指導の人員が足りるかどうかが分からない／足りない
実習指導者となる資格を満たしているかどうかが分からない／満たしていない
実習指導の力量等が足りるかどうかが分からない／足りない
実習指導の時間がとれるかどうかが分からない／とれない
曜日や勤務形態が合うかどうかが分からない／合わない
他に担当者がいるかもしれない／いる
担当しない理由：その他

実実習習指指導導者者講講習習会会のの受受講講予予定定（（ ））
「今後、実習指導者講習会が開催されたら受講するかについて」以下に示した（該当するもの つ選択）。

「受講する」が約 、「受講しない」が約 、「検討中／分からない」が約 であった。

人 ％ 累積％
受講する
検討中／分からない
受講しない

「今後、実習指導者講習会が開催されたら受講するか」について、実習指導担当による比較を示した。実
習指導について、「担当している／担当する予定がある」と回答した者（ ）、「検討中／分からな
い」と回答した者（ ）、「担当していない／担当する予定はない」と回答した者（ ）、計

人を対象とした。
実習指導者講習会について、実習指導を担当している者のうち、「受講する」と回答した者の割合は、約
％であり、実習指導を「検討中／分からない」と回答した者では約 、実習指導を「担当していない

／担当する予定はない」者では約 であった。全体では、実習指導者講習会を「受講する」と回答した
者は約 ％であった。
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人 ％
所属機関（職場）の方針として実習を引き受けるかどうかが分からない／引き受
けない
大学等の養成機関からの実習依頼があるかどうかが分からない／ない
実習を引き受けるメリットが分からない／ない
業務内容が実習に適しているかが分からない／適さない
実習指導の人員が足りるかどうかが分からない／足りない
実習指導者となる資格を満たしているかどうかが分からない／満たしていない
実習指導の力量等が足りるかどうかが分からない／足りない
実習指導の時間がとれるかどうかが分からない／とれない
曜日や勤務形態が合うかどうかが分からない／合わない
他に担当者がいるかもしれない／いる
担当しない理由：その他

実実習習指指導導者者講講習習会会のの受受講講予予定定（（ ））
「今後、実習指導者講習会が開催されたら受講するかについて」以下に示した（該当するもの つ選択）。

「受講する」が約 、「受講しない」が約 、「検討中／分からない」が約 であった。

人 ％ 累積％
受講する
検討中／分からない
受講しない

「今後、実習指導者講習会が開催されたら受講するか」について、実習指導担当による比較を示した。実
習指導について、「担当している／担当する予定がある」と回答した者（ ）、「検討中／分からな
い」と回答した者（ ）、「担当していない／担当する予定はない」と回答した者（ ）、計

人を対象とした。
実習指導者講習会について、実習指導を担当している者のうち、「受講する」と回答した者の割合は、約
％であり、実習指導を「検討中／分からない」と回答した者では約 、実習指導を「担当していない

／担当する予定はない」者では約 であった。全体では、実習指導者講習会を「受講する」と回答した
者は約 ％であった。

受受講講ししなないい理理由由（（ ））
前項「実習指導者講習会の受講予定」（ ）で、「検討中／分からない」もしくは「担当していな

い／担当する予定はない」と回答した 人を対象として、「受講しない理由」について以下に示した
（該当するものすべて選択）。「職場が実習を引き受けるかどうか分からない／引き受けていない」が約

で最も多く、次いで「実習指導者になる予定が分からない／ない」が約 、「講習会の日程や時間
による／時間が確保できない」が約 であった。

人 ％
職場が実習を引き受けるかどうか分からない／引き受けていない
実習指導者になる予定が分からない／ない
講習会の日程や時間による／時間が確保できない
講習会の受講料による／経済的余裕がない
職場の許可が下りるかが分からない／下りない
講習会の場所による／外部講習への参加が難しい
必要性を感じない／関心がない
その他

ススーーパパーーヴヴィィジジョョンン等等のの実実施施（（ ））
「心理専門職のスーパーヴィジョン等を行っているか（スーパーヴァイザーであるか）について」以下に

示した（該当するもの つ選択）。「行っている」が約 、「現在は行っていない（過去には行ってい
た）」が約 、「これまで行ったことがない」が約 であり、「これまで行ったことがない」が約
割を占めていた。
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人 ％
行っている
現在は行っていない（過去には行っていた）
これまで行ったことがない

公公認認心心理理師師のの専専門門性性・・社社会会貢貢献献のの向向上上（（ ））
「公認心理師が今後、より専門性を高め、社会に貢献して行くために、公認心理師全体で取り組む必要

があると考えることについて」以下に示した（該当するものすべて選択）。「心の健康に関する法律や制
度の理解を更新する機会・手段の確保」が約 で最も多く、次いで「公認心理師業務の収益性向上」お
よび「倫理的姿勢を向上させる機会・手段の確保」が約 ％、「公認心理師の職業的発達についての共通
理解」が約 であった。

人 ％
倫理的姿勢を向上させる機会・手段の確保
心の健康に関する法律や制度の理解を更新する機会・手段の確保
公認心理師の職業的発達についての共通理解
指導者としての研鑽機会の確保（スーパーヴィジョンの質の向上等）
コミュニティに向けた公認心理師の職務・役割の発信
公認心理師の職能団体としてのまとまりや機能の強化
心の健康に関する教育・啓発活動とその効果評価
養成機関（大学・大学院等）と支援機関（現場）との連携強化
他職種の職能団体との連携強化と協働
心理支援に関する科学及び技術を発展させる研究等の推進
心の健康に関する諸課題の国際的視点での検討
各種公的事業や施策の取り組みへの参入
公認心理師業務の収益性向上
その他
特にない

「公認心理師が今後、より専門性を高め、社会に貢献して行くために、公認心理師全体で取り組む必要が
あると考えること」について、実務経験の長さによる比較を示した。実務経験 年未満の者（ ）、
年以上の者（ ）、計 人を対象とした。
「公認心理師の職業的発達についての共通理解」「公認心理師業務の収益性向上」では、実務経験 年

未満の者が 年以上の者よりも高い割合で回答が得られた。
反対に、「倫理的姿勢を向上させる機会・手段の確保」「指導者としての研鑽機会の確保」「各種公的事

業や施策の取り組みへの参入」では、実務経験 年以上の者が 年未満の者よりも高い割合で回答が得ら
れた。

82



人 ％
行っている
現在は行っていない（過去には行っていた）
これまで行ったことがない

公公認認心心理理師師のの専専門門性性・・社社会会貢貢献献のの向向上上（（ ））
「公認心理師が今後、より専門性を高め、社会に貢献して行くために、公認心理師全体で取り組む必要

があると考えることについて」以下に示した（該当するものすべて選択）。「心の健康に関する法律や制
度の理解を更新する機会・手段の確保」が約 で最も多く、次いで「公認心理師業務の収益性向上」お
よび「倫理的姿勢を向上させる機会・手段の確保」が約 ％、「公認心理師の職業的発達についての共通
理解」が約 であった。

人 ％
倫理的姿勢を向上させる機会・手段の確保
心の健康に関する法律や制度の理解を更新する機会・手段の確保
公認心理師の職業的発達についての共通理解
指導者としての研鑽機会の確保（スーパーヴィジョンの質の向上等）
コミュニティに向けた公認心理師の職務・役割の発信
公認心理師の職能団体としてのまとまりや機能の強化
心の健康に関する教育・啓発活動とその効果評価
養成機関（大学・大学院等）と支援機関（現場）との連携強化
他職種の職能団体との連携強化と協働
心理支援に関する科学及び技術を発展させる研究等の推進
心の健康に関する諸課題の国際的視点での検討
各種公的事業や施策の取り組みへの参入
公認心理師業務の収益性向上
その他
特にない

「公認心理師が今後、より専門性を高め、社会に貢献して行くために、公認心理師全体で取り組む必要が
あると考えること」について、実務経験の長さによる比較を示した。実務経験 年未満の者（ ）、
年以上の者（ ）、計 人を対象とした。
「公認心理師の職業的発達についての共通理解」「公認心理師業務の収益性向上」では、実務経験 年

未満の者が 年以上の者よりも高い割合で回答が得られた。
反対に、「倫理的姿勢を向上させる機会・手段の確保」「指導者としての研鑽機会の確保」「各種公的事

業や施策の取り組みへの参入」では、実務経験 年以上の者が 年未満の者よりも高い割合で回答が得ら
れた。
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倫理的姿勢を向上させる機会・手段の確保

心の健康に関する法律や制度の理解を更新する機会・手段の

確保

公認心理師の職業的発達についての共通理解

指導者としての研鑽機会の確保

コミュニティに向けた公認心理師の職務・役割の発信

公認心理師の職能団体としてのまとまりや機能の強化

心の健康に関する教育・啓発活動とその効果評価

養成機関（大学・大学院等）と支援機関（現場）との連携強

化

他職種の職能団体との連携強化と協働

心理支援に関する科学及び技術を発展させる研究等の推進

心の健康に関する諸課題の国際的視点での検討

各種公的事業や施策の取り組みへの参入

公認心理師業務の収益性向上

その他

特にない

専門性・社会貢献の向上 （実務経験年数比較）

10年未満 10年以上

（％）
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