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学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

①学生の確保の見通し 

ア 定員充足の見込み 

平成 27 年に本学文学部の学部改組を行うまで、旧国際文化学科の「行動心理コース／心

理学コース」を希望して入学する学生は、毎年学科定員の半数（20 名）に満たない状態で

あった。改組によって「心理学専攻」を設置して以降はこの状況が改善され、改組から 3 年

目には在籍者数が 100 名を超え、8 年目の令和 4 年 4 月までに 323 名が入学している。単年

度の入学者数では、心理学専攻設置から 2 年目の平成 28 年度に 40 名を超え、その後も毎

年度 40 名程度を受け入れてきた。令和 3 年 4 月及び令和 4 年 4 月の入学者は、2 年連続で

50 名を超えている。 

石川県内に所在する国公私立大学では、本学の他、金沢大学、金沢工業大学、北陸大学、

北陸学院大学が、公認心理師養成の学部カリキュラムを整備している。このうち心理学分野

単独の教育課程を設置しているのは、本学と金沢工業大学、北陸大学である。金沢大学と北

陸学院大学は、他の学問分野と合わせた学科を設置している。 

金沢工業大学の公認心理師養成課程を有する情報フロンティア学部心理科学科の令和 3

年 5 月の在学者数は 1 年次 49 名、2 年次 50 名、3 年次 46 名、4 年次 43 名、合計 188 名（年

平均 47 名）である。北陸大学では国際コミュニケーション学部心理社会学科に公認心理師

養成課程が設けられているが、令和 3 年 4 月に設置されたばかりであり、令和 3 年 5 月の

在学者数は 1 年次 46 名のみである。 

金沢大学と北陸学院大学は、同じ学部に併設するその他の学問領域の専門教育課程との

合計数となる。金沢大学では、人間社会学域人文学類に心理学プログラムが設けられており、

当該プログラムを含む 7 領域で入学定員を設定している。令和 3 年 5 月の在学者数は 1 年

次 131 名、2 年次 146 名、3 年次 152 名、4 年次 186 名、合計 615 名である。これらの在学

生が各領域に均等に在籍すると仮定するならば、1 領域あたり 1 学年 20 名程度となる。北

陸学院大学では、人間総合学部社会学科に公認心理師対応カリキュラムが設けられている。

社会学科には心理学を含む 5 コースが設置され、令和 3 年 5 月の在学者数は 1 年次 82 名、

2 年次 113 名、3 年次 75 名、4 年次 75 名、合計 345 名である。これらの在学生が各コース

に均等に在籍すると仮定するならば、1 コースあたり 1 学年 17 名程度となる。 

以上の数値を単年度で合計すると、心理学分野を修めた卒業生数は、本学を含む 5 大学で

毎年 130 名程度となる見込みである。 

これに対して、公認心理師養成課程を持つ大学院修士課程を設置しているのは金沢大学

と金沢工業大学のみである。金沢大学では令和 4 年 4 月に人間社会環境研究科人文学専攻

に公認心理師養成課程が設置された。当該の専攻の定員は 23 名であるが、これは公認心理
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師養成課程を含む 17 領域の合計である。金沢工業大学では、大学院心理科学研究科の入学

定員は 6 名である。したがって、約 130 名の学士課程卒業見込みに対して、大学院修士課程

の入学定員は 8～10 名程度にすぎない。 

隣接する富山県では、富山大学人文学部心理学コース及び大学院人文社会芸術総合研究

科心理学プログラム（修士課程）に、公認心理師養成課程が設置されている。修士課程は令

和 4 年から改組され、心理学プログラムの定員は 5 名である。人文学部心理学コースの公

認心理師養成課程対応も令和 4 年からであるため、修士課程入学者は当分の間他大学から

の進学希望者に限られる。富山県内には他に公認心理師養成課程を持つ大学・大学院は存在

しない。福井県では、仁愛大学人間学部心理学科及び大学院臨床心理学専攻に公認心理師養

成課程が設置されている。心理学科の定員は 95 名、大学院臨床心理学専攻の定員は 12 名

であるが、令和 3 年度の大学院の入学者数は 6 名となっている（資料１）。 

金沢大学及び富山大学については、本学を含む石川県内の他の私立大学とは学生の学力

層が異なっており、大学院選抜において競合する可能性は低いと考えられる。本学文学部文

学科心理学専攻の入学者には、従来石川県内と富山県内の高校から進学してきた学生が多

いが、石川県については、金沢大学は学力層が異なっていること、他の私立大学については、

学部の入学者数が本学とほぼ同程度であり、現時点では本研究科に新たに設置する心理学

専攻と金沢工業大学以外に大学院の選択肢がないことからも、石川県内からの入学者は確

保できると考えられる。富山県については、公認心理師養成課程を持つ大学・大学院が富山

大学 1 校のみであり、学力層も異なっていることから、富山県内から本学に進学してきた学

生は、大学院進学の際に本学を選択することが見込まれる。 

 

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

令和 4 年 3 月末に、本研究科心理学専攻の基礎となる本学文学科心理学専攻在学生のう

ち、令和 4 年度の新 4 年生及び新 3 年生に、公認心理師養成課程に対応することを説明し

た上で、「大学院人文学研究科心理学専攻の設置に関するアンケート」を実施した。回答が

得られたのは、4 年生 22 名、3 年生 36 名であった（資料２―１、資料２－２）。 

本学人文学研究科心理学専攻への進学を「希望する」または「検討する」と回答した在学

生は、4 年生 9 名（40.1％）、3 年生 13 名（36.1％）であった。このうち、合格した場合に進

学を希望すると回答したのは、4 年生 4 名、3 年生 11 名であった。アンケートを実施した時

点で、4 年生はすでに複数の学生が就職内定を得た状態であったが、その状態でも進学希望

者 4 名を確保できており、定員 4 名を充足することは可能であると考えられる。 

また、本学人文学研究科心理学専攻の受験及び進学について尋ねる項目に、いずれも「検

討する」と回答した学生 7 名のうち 4 名は、進学先を決定するために重視する事柄として

「学校の所在地」を挙げている。学士課程から引き続き同じ校地での学修・研究活動を続け
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られることは、こういった大学院の立地を検討材料とする学内出身者には有効に働くと考

えられる。

 「ア 定員充足の見込み」で述べたように、公認心理師養成課程及び心理学を専修する修

士課程を持つ大学・大学院は、石川県・富山県ではかなり限定されている。本学の教育理念

は「創造」であり、これを実現するための実践として、

一、「ふるさとを愛し、地域社会に貢献する」

一、「良識を培い、礼節を重んずる」

一、「社会の要請に応え、構想する力、実践する力を育む」

の３項目を掲げている。

本学の教育理念及び、その実現のための実践の方針に鑑み、社会の要請に応え、地域社会

の心理・社会的健康を支える人材の育成、並びに研究者として自らの研究成果を地域に還元

できる人材の養成を目指す。

ウ 学生納付金の設定の考え方

人文学研究科心理学専攻における学生納付金は、下記のとおりとする。

（表 1 本研究科心理学専攻の学納金）

区分 金額 

入学金 200,000 円 
授業料（年間） 590,000 円 
教育充実費 300,000 円 
初年度納付金合計 1,090,000 円 

本学大学院の初年度納付金は以下の表 2 の通りである。心理学専攻の入学金、授業料、教

育充実費は、他の専攻や研究科と同程度としている。なお、実習費については、実習施設と

の協議の上、別途設定する。

（表 2 本大学院の初年度学納金）

研究科専攻名称 入学金 授業料 教育充実費 合計 

経営情報学研究科 

経営情報学専攻 
200,000 590,000 320,000 1,110,000 

人文学研究科 

人文学専攻 
200,000 590,000 300,000 1,090,000 

スポーツ健康学研究科

スポーツ健康学専攻
200,000 590,000 320,000 1,110,000 

また、近隣の大学院の初年度学納金は、表 3 の通りとなっている。競合が予想される金沢工

業大学大学院心理科学研究科で初年度納付金 126 万 1 千円および実習費となっている。
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本学の学生納付金との相違点は教育充実費が無い点であるが、その分授業料が高く設定さ

れているため総額はほぼ等しくなっている。よって、本学が設定した学納金について妥当性

があると考えている。

（表 3 本大学院周辺の心理学系の課程を持つ大学院の初年度学納金）

研究科専攻名称 入学金 授業料 教育充実費 合計 

金沢工業大学大学院 

心理科学研究科 

臨床心理学専攻 

250,000 1011,000 － 1,261,000 

②学生確保に向けた具体的な取組状況

学内においては、本研究科心理学専攻の基盤となっている本学文学科心理学専攻の学生

に対して大学院説明会を開催する。特に、最終学年で予定している「心理実習」を履修する

学生に、大学院の概要及び募集について丁寧に説明していく。

学外向けには、本学が継続的に開催している高等学校等への進学説明会での案内、オープ

ンキャンパスでの案内等を実施する。本学大学院では、大学院のみを紹介するキャンパスガ

イド（冊子）を作成している。公式ウェブサイトの大学院の学生募集情報の更新と合わせ、

広く本研究科心理学専攻の入学及び学生募集に関する情報も公開していく予定である。

（２）人材需要の動向等社会の養成

①人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）

本研究科心理学専攻においては、「心理学に関する高度な専門知識と技能、研究遂行能力

を有し、科学的な態度を持って、さまざまな心理・社会的問題の解決に貢献できる人材を育

成する」ことを目的とする。

これに基づき、障がい者、高齢者、子どもなど多様な心理的支援を要する者に対して、専

門的知識・技能を以て対応し、心理的困難の解決や地域の心理的健康の増進に貢献するため

の教育課程を設ける。科目担当教員の専門領域を中心に、本研究科心理学専攻の基礎となる

本学文学部文学科心理学専攻の学修内容を発展させ、より高度な知識や技能、実証研究の技

法を修得させる。教育課程には講義・演習科目と実習科目を設け、特に実習科目においては、

心理専門職に求められる職業倫理を大原則とし、臨床的介入の対象者が抱える心理社会的

問題や課題、対象者の家族等の周囲の人々の問題・課題を適切に査定して科学的根拠を固め、

これに基づく臨床活動を行う能力、並びに問題解決能力、応用力、判断力を涵養する。具体

的には、心理に関する支援を要する者等に関して、多様な特性を持つ人々と適切なコミュニ

ケーションを取る能力や、心理検査・心理面接を通して、支援を要する者の特性を把握・理
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解し、ニーズを把握し、適切な支援につなぐ能力を身につけさせる。また、多職種連携・地

域連携による支援における心理専門家の責務を理解し、実践する能力も養成する。具体的に

は、他分野の専門家と協働するチームアプローチの中で活動する能力、地域に存在するリ

ソースを活用する能力を身につけさせる。さらに、支援・援助において公認心理師としての

職業倫理及び法的義務を理解し、適切な活動を行える態度を涵養する。

このような実践的能力を備えた心理専門家の養成の一方で、研究の実践能力についても

高めていく。大学院生各自の研究課題について、主体的・能動的に取り組む教育方法を積極

的に取り入れ、自ら考え、問題や課題を発見し、その解決に向かうための能力及び姿勢を涵

養する。これらの科目で培った知識・技能を実習や特論演習に還元することにより、理論と

実践を統合し、心理臨床の本質を理解することにつなげていく。

②上記（１）が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根

拠

「こころの専門家」を取り巻く社会情勢として、この 10 年あまりでメンタルヘルスや学

校臨床（発達障害等）の重要性が叫ばれるようになった。気分障害患者の著しい増加や、発

達障害やいじめへの対応等の学校臨床現場における心理専門家へのニーズの高まり、認知

症や高次脳機能障害といった医療・リハビリテーション分野での支援のニーズ、近年大規模

化する傾向がある自然災害での被災者のメンタルケアなど、教育現場や地域で心理学的な

支援を必要とする要支援者は、拡大・増加している。

この状況にあって、北陸 3 県（石川・富山・福井）の公認心理師は、令和 3 年 4 月現在

で、石川県で登録されている公認心理師は 312 人である。隣接する富山県では 233 人、福井

県では 283 人が登録されている。令和元年 4 月現在の公認心理師 1 人あたりの人口を算出

すると、石川県では 4,153.3 人で、これは全国で 25 番目に多い数値である。富山県では 5,523.8

人（7 番目）、福井県では 3,268.1 人（40 番目）となっている。特に石川県と富山県の公認心

理師数は少なく、専門家の育成及び配置が急務であると言える（資料３－１、３－２）。

しかしながら、公認心理師の養成課程を持つ大学院は、石川県内には金沢大学と金沢工業

大学の 2 校のみで、入学定員も 8～10 名程度である。富山県内では富山大学が養成課程を

置いたばかりであり、他に養成課程を持つ大学は存在しない（資料１）。

本学が人文学研究科心理学専攻を設置することにより、石川県・富山県において地域の心

理的健康の増進や、心理的支援・援助に従事する専門家を養成して、高等教育・高度専門教

育の成果を地域に還元することができると考える。
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資料１　近隣大学の公認心理師養成課程関連学部・大学院の状況（令和３年５月）

1年 2年 3年 4年 合計
収容
定員

金沢学院大学（文学部文学科心理学専攻） 51 45 33 36 165 160

金沢大学（人文学類） 131 146 152 186 615 564

金沢大学大学院（人間社会環境研究科人文学専攻） 18 29 47 46

金沢工業大学（情報フロンティア学部心理科学科） 49 50 46 43 188

金沢工業大学大学院（心理科学研究科） 5 6 11

北陸大学（国際コミュニケーション学部心理社会学科） 46 46

北陸学院大学（人間総合学部社会学科） 82 113 75 75 345 280

富山大学（人文学部人文学科） 765 694

富山大学大学院（人文科学研究科） 17 16

仁愛大学（人間学部心理学科）※ 88 108 104 81 381 384

仁愛大学（臨床心理学専攻）※ 13 6 19 24

※仁愛大学のみ令和4年5月現在の数値である。
※空欄は確認できなかった項目である。

大学・大学院

令和3年5月現在

（学年別数は非公開）

（学年別数は非公開）
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資料2-1 ⾦沢学院⼤学⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻の設置に関するアンケート

1/2

男性

⼥性

⾦沢学院⼤学⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻の設置に
関するアンケート
 ⾦沢学院⼤学では、地域社会で必要とされる⼈材の育成などの要請に応えるため、下記の
とおり⼤学院⼈⽂学研究科に、新たに⼼理学専攻を設置することとしました 。 
 このアンケートは、無記名式で、⾦沢学院⼤学⽂学部⼼理学専攻の皆さんの卒業後の進路
などについてお聞きし、⼤学院⼈⽂学研究科に⼼理学専攻を設置するための基礎資料とする
ものです。ご協⼒をお願いいたします。 
 なお、このアンケートの結果は、コンピュータにより処理され、統計資料としてのみ⽤
い、外部の⼈に⾒せたりすることはありません。回答は設問の順に該当する番号を回答欄に
⼊⼒してください。⼀部の設問では該当する番号を選択してく ださい 。 

<<最後に表⽰される【送信】ボタンの押し忘れにご注意ください。>> 

 また、概要については現在構想中であり、変更される場合があります。 

◆設置する⼤学院の名称︓⾦沢学院⼤学⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻（⼊学定員 4名）
◆⼈⽂学研究科⼼理学専攻の開設時期 2023年4 ⽉（予定）
◆⾦沢学院⼤学⼤学院⼈⽂学研究科が⽴地する住所︓⽯川県⾦沢市末町10

（アクセス）⾦沢駅からバスで約35分、⾹林坊からバスで約 20分
◆養成する⼈材像
⼈の⾏動や⼼理、および⼼理社会的⽀援について研究し、さらに地域に貢献できる⼼理専

⾨職となるために必要な専⾨的知識や能⼒を⾝につけ、他者を理解・尊重して円滑なコミュ
ニケーションをとることができ、これからの知識基盤社会を⽀えていくための幅広い視野と
柔軟な思考⼒を持つ有為な⼈材を養成する。

ishikawa@kanazawa-gu.ac.jp アカウントを切り替える

このフォームを送信すると、メールアドレスが記録されます

*必須

問１ あなたの性別についておたずねします。次の中から選んでください。 *
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⽯川県

富⼭県

福井県

その他:

⼤学院進学（専⾨職⼤学院を含む）

専⾨学校進学

就職

その他

1/3 ページ

Google フォームでパスワードを送信しないでください。

このフォームは kanazawa-gu.ac.jp 内部で作成されました。 不正⾏為の報告

問２ あなたがお住まいの都道府県についておたずねします。次の中から選ん
でください 。その他の場合は具体的に記⼊してください。

*

問３ あなたの進路についておたずねします。あなたは⼤学卒業後どのような
進路を希望していますか。次の中からもっとも希望に近い進路を１つだけ 選ん
でください。

*

次へ フォームをクリア

フォーム

学生確保の見通し（資料）－4
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問４以降は、問３で「⼤学院進学（専⾨職⼤学院を含む）」を選択された⽅のみ
回答してください。

研究科の専攻分野

学校の所在地（交通の利便の良さ）

資格を取得できる

就職実績

設置形態（国・公・私⽴）

校舎・施設・設備等の教育研究環境

学費（⼊学⾦・授業料）

学校の伝統・知名度

⼊試難易度・⼊試科⽬

周囲の意⾒

クラブ活動・学⽣⽣活の充実度

その他:

⾦沢学院⼤学⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻の設置に
関するアンケート

ishikawa@kanazawa-gu.ac.jp アカウントを切り替える

このフォームを送信すると、メールアドレスが記録されます

問４ あなたが進学先を決定する際に重視する事柄はどれですか。次の中から
【２つまで】 選んでください。
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1 芸術学関係（美術、⾳楽、舞台芸術、映像芸術、デザインを含む）

2 ⽂学関係（史学、哲学等を含む）

3 教育学・保育学関係

4 ⼼理学関係

5 家政学（栄養、調理を含む）・⽣活科学関係

6 外国語関係

7 国際関係学関係

8 体育学・スポーツ科学関係

9 経済学関係

10 経営学関係

11 法学・政治学関係

12 社会学・福祉学関係

13 理学・⼯学関係

14 農林⽔産学関係

15 医学・⻭学・薬学関係

16 看護学・医療技術学関係

その他:

2/3 ページ

Google フォームでパスワードを送信しないでください。

このフォームは kanazawa-gu.ac.jp 内部で作成されました。 不正⾏為の報告

問５ あなたが進学したいと考えている分野はどれですか。次の中から １つだけ
選んでください。

戻る 次へ フォームをクリア

フォーム
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問６以降は「⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻」への興味・関⼼についておたずね
します。

問６以降は、問５で「4 ⼼理学関係」を選択された⽅が対象となります。

受験を希望する

受験先として検討する

受験を希望しない

進学を希望する

進学先として検討する

進学を希望しない

3/3 ページ

Google フォームでパスワードを送信しないでください。

このフォームは kanazawa-gu.ac.jp 内部で作成されました。 不正⾏為の報告

⾦沢学院⼤学⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻の設置に
関するアンケート

ishikawa@kanazawa-gu.ac.jp アカウントを切り替える

このフォームを送信すると、メールアドレスが記録されます

問６ あなたは⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻への受験を希望しますか。次の中
から１つだけ 選んで ください。

問７ あなたは⼤学院⼈⽂学研究科⼼理学専攻を受験して合格した場合、進学を
希望しますか。次の中から１つだけ選んでください。

戻る 送信 フォームをクリア
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フォーム

学生確保の見通し（資料）－8
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資料２-2 人文学研究科心理学専攻の設置に関するアンケート結果 

対象：本学文学部文学科心理学専攻に在籍する令和 4 年度の 4 年生および 3 年生 
実施時期：令和 4 年 3 月末 
実施方法：口頭で人文学研究科心理学専攻の設置及び公認心理師養成課程に対応すること

を説明した後に、オンライン上に設けたアンケートにその場で回答を求めた。

金沢学院大学大学院人文学研究科心理学専攻の設置に関するアンケート

 金沢学院大学では、地域社会で必要とされる人材の育成などの要請に応えるため、下記の

とおり大学院人文学研究科に、新たに心理学専攻を設置することとしました 。
 このアンケートは、無記名式で、金沢学院大学文学部心理学専攻の皆さんの卒業後の進路

などについてお聞きし、大学院人文学研究科に心理学専攻を設置するための基礎資料とす

るものです。ご協力をお願いいたします。

 なお、このアンケートの結果は、コンピュータにより処理され、統計資料としてのみ用い、

外部の人に見せたりすることはありません。回答は設問の順に該当する番号を回答欄に入

力してください。一部の設問では該当する番号を選択してください 。

また、概要については現在構想中であり、変更される場合があります。

◆設置する大学院の名称：金沢学院大学大学院人文学研究科心理学専攻（入学定員 4 名） 
◆人文学研究科心理学専攻の開設時期 2023 年 4 月（予定）

◆金沢学院大学大学院人文学研究科が立地する住所：石川県金沢市末町 10
（アクセス）金沢駅からバスで約 35 分、香林坊からバスで約 20 分 

◆養成する人材像

人の行動や心理、および心理社会的支援について研究し、さらに地域に貢献できる心理専

門職となるために必要な専門的知識や能力を身につけ、他者を理解・尊重して円滑なコミュ

ニケーションをとることができ、これからの知識基盤社会を支えていくための幅広い視野

と柔軟な思考力を持つ有為な人材を養成する。
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集計結果一覧

問１ あなたの性別についておたずねします。次の中から選んでください。

３年 ４年

男性 16 7 
女性 20 15 

問２ あなたがお住まいの都道府県についておたずねします。次の中から選んでください 。
その他の場合は具体的に記入してください。

３年 ４年

石川県 26 16 
富山県 10 4 
福井県 0 1 
その他 0 1 

問３ あなたの進路についておたずねします。あなたは大学卒業後どのような進路を希望

していますか。次の中からもっとも希望に近い進路を１つだけ選んでください。

３年 ４年

大学院進学（専門職大学院を含む） 14 10 
専門学校進学 0 0 
就職 22 12 
その他 0 0 

問４以降は、問３で「大学院進学（専門職大学院を含む）」を選択された方のみ回答してく

ださい。

問４ あなたが進学先を決定する際に重視する事柄はどれですか。次の中から【２つまで】

選んでください。

３年（％） ４年（％）

研究科の専攻分野 9 （47.4） 10 （41.7） 
学校の所在地（交通の利便の良さ） 4 （21.1） 2 （8.3） 
資格を取得できる 2 （10.5） 5 （20.8） 
設置形態（国・公・私立）

校舎・施設・設備等の教育研究環境 2 （8.3） 
学費（入学金・授業料） 4 （21.1） 1 （4.2） 
学校の伝統・知名度

入試難易度・入試科目 2 （8.3） 
周囲の意見 1 （4.2） 
クラブ活動・学生生活の充実度

その他 1 （4.2） 
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問５ あなたが進学したいと考えている分野はどれですか。次の中から １つだけ 選んで

ください。

３年 ４年

1 芸術学関係（美術、音楽、舞台芸術、映像芸術、デザインを含む） 
2 文学関係（史学、哲学等を含む） 1 
3 教育学・保育学関係 
4 心理学関係 13 9 
5 家政学（栄養、調理を含む）・生活科学関係 
6 外国語関係 
7 国際関係学関係 
8 体育学・スポーツ科学関係 
9 経済学関係 
10 経営学関係 
11 法学・政治学関係 
12 社会学・福祉学関係 
13 理学・工学関係 
14 農林水産学関係 
15 医学・歯学・薬学関係 1 
16 看護学・医療技術学関係 
その他: 

問６以降は「大学院人文学研究科心理学専攻」への興味・関心についておたずねします。

問６以降は、問５で「4 心理学関係」を選択された方が対象となります。 

問６ あなたは大学院人文学研究科心理学専攻への受験を希望しますか。次の中から１つ

だけ選んでください。

３年（％） ４年（％）

受験を希望する 8 （57.1） 3 （30.0） 
受験先として検討する 5 （35.7） 6 （60.0） 
受験を希望しない 1 （7.1） 1 （10.0） 

問７ あなたは大学院人文学研究科心理学専攻を受験して合格した場合、進学を希望しま

すか。次の中から１つだけ選んでください。

３年（％） ４年（％）

進学を希望する 11 （78.6） 4 （40.0） 
進学先として検討する 2 （14.3） 5 （50.0） 
進学を希望しない 1 （7.1） 1 （10.0） 
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資料３－１　北陸３県の公認心理師数

3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末

富山県 189 193 194 196 233 240 240 293
石川県 274 276 278 278 312 317 318 397
福井県 235 238 237 239 283 287 288 333

資料３－２　北陸３県の人口あたり公認心理師数（令和元年の数値に基づく）

公認
心理師

総人口
公認心理師
1人あたり

数
全国順位

生産年齢
人口

公認心理師
1人あたり

数
全国順位

富山県 189 1,044,000 5523.8 7 587,000 3105.8 7
石川県 274 1,138,000 4153.3 25 661,000 2412.4 24
福井県 235 768,000 3268.1 40 436,000 1855.3 40

都道府県

令和2年 令和3年

都道府県

令和元年度3月（2021年3月）
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