
【速報】 

 

 

 

公認心理師の誕生を受けて、一般社団法人日本公認心理師協会が活動を開始し

たことを記念して、設立記念祝賀会を 2019 年 9 月 26 日にホテルモントレ半蔵門で開

催しました。 

 

 公認心理師法の創設に多大なるご支援、ご尽力を賜りました各方面の皆様にご案内さ

せていただき、会場いっぱいの参加者で大盛会でした。 

ご来臨いただいた皆様、ご協力いただいた皆様にあらためて感謝申し上げます。 

                     

＜当日式次第＞ 

一、   会長挨拶 

一、   来賓挨拶 

一、   乾 杯 

設立記念祝賀会を開催しました。 



一、   来賓挨拶 

一、   メッセージ披露 

一、   来賓挨拶 

一、   役員紹介 

一、   協会の事業紹介 

一、   締 め 

                    

 公認心理師法創設にご尽力ご協力をいただいたたくさんの方からご祝辞を賜りました。 

 

来賓ご芳名 
国会議員 

加藤 勝信 衆議院議員 

（厚生労働大臣、国民のための公認心理師制度を推進する議

員連盟（以下、議員連盟）幹事長） 

「国民の心の健康の保持増進に今後も貢献を。国民に理解を深

めていただくための初めての国家資格。国家試験が 2 回行われ、

合計 3 万 6 千名が合格している。 

制度を進めるにあたり、広い社会でストレスが大きくなっており、保健医療、教育、福祉、

産業労働、司法犯罪など、幅広い分野で役割がある。各分野で公認心理師という言葉

が盛り込まれて活動が期待されている。専門職として知識や技能の向上を図ってほしい。

皆さんの活躍を知ったうえで、専門性を発揮していただける環境作りをしたい。制度が普

及し皆さんの協力のもとに国民の幸福が追求されることを希望する。」 

 

鴨下 一郎 衆議院議員 

（元環境大臣、議員連盟会長代行） 

「資格成立まで 20 年の歴史がある。協会設立後は経緯を知らな

い若い方々に 100 年語り続けてほしい。民主主義の中で法律が

できたので、その使命への重い責任がある。それぞれの分野で活躍

する方々、専門性を生かして、悩む方々のために責任を果たしてほ

しい。」 



 

松本 剛明 衆議院議員 

（元外務大臣 議員連盟顧問） 

「これから期待される課題が山積だが、公認心理師が多くの皆さん

に認めてもらえるように力を合わせたい。」 

 

逢沢 一郎 衆議院議員 

（議員連盟副会長） 

「子供が親から愛される、居場所がある、果たすべき役割がある、

長所があると子供たちが思えるよう、虐待、ひきこもりなど社会の現

象に取り組んでほしい。」 

 

 

馳 浩 衆議院議員 

（元文部科学大臣） 

「人材育成、ひきこもりなど現代的課題もある。心理職にはスポーツ

の選手を支える役割もある。」 

 

 

古屋 範子 衆議院議員 

（公明党副代表） 

「2005 年の頃から関わった。国家資格となったので大学生の希望

につながった。今後の活躍を期待しています。」 

 

 

北村 誠吾 衆議院議員 

（内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革、まち・ひと・しご

と創生担当）） 

「息子が臨床心理士、公認心理師も取った。世の中の多くの人々

が元気に活発に働けるよう、こころを汲み、支援してほしい。」 



吉野 正芳 衆議院議員 

（元復興大臣 議員連盟幹事） 

「復興庁はあと 1 年半でなくなるが、ポスト復興庁を作ることを決めて

いる。福島でもスクールカウンセラーの加配をきちんとして、つないでゆ

くので取り組んでほしい。」 

 

 

福島 みずほ 参議院議員 

（社会民主党副党首） 

「人生 100 年時代、人々に寄り添う役割。専門職同士の連携が

必要な時代。」 

 

宮島 喜文 参議院議員 

（財務大臣政務官・一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

会長） 

「国家資格・医療職種は多く、細分化している、医療法があっての

資格だが、これからは専門職種として確立が社会のニーズ。教育分

野も大きな任務がある、それを担う貴協会の役割は大きい。」 

 

左藤 章 衆議院議員 

「災害もあるが防衛の問題もあり、ケアする人たちが必要。社会貢

献を。」 

 

 

 

安藤 孝夫 衆議院議員 

（全日本病院協会 副会長） 

「全世代型社会保障のために、公認心理師の方も、一緒になって

地域の人に役立ってほしい。」 

 



 

 

堀内 詔子 衆議院議員 

「公認心理師合格者の７５％が女性。その仕事がますます盛んに

なるよう。また保険診療にのるよう応援したい。」 

 

 

とかしき なおみ 衆議院議員 

（議員連盟幹事） 

「心病む人が多い。命と生活を救うように力を発揮してほしい。」 

 

 

 

木原 稔 衆議院議員 

「人の多様性を認めて、いろんな状況の方々を公平に認めて、社会

で活躍してもらおうという中で心理職の役割がある。熊本地震も後

が大変だった。スクールカウンセラ－などの今後の活躍のためにも、日

本公認心理師協会の充実を。」 

 

 

滝波 宏文 参議院議員 

「社会の諸課題に向けて、今後の活躍を期待している。」 

 

 

 

残念ながら時間の関係で、ご来臨くださったすべての先生方から 

ご挨拶をいただくことはできませんでした。 

申し訳ございません。 

 



 

 

 

 

（以下、代理のご出席含む） 

河村 建夫 衆議院議員（元文部科学大臣・元内閣官房長官・議員連盟会長） 

根本 匠 衆議院議員（前厚生労働大臣・議員連盟代行） 

塩谷 立 衆議院議員（議員連盟顧問） 

野田 聖子 衆議院議員（議員連盟副会長） 

山本 有二 衆議院議員（議員連盟副会長） 

竹本 直一 衆議院議員（議員連盟幹事） 

岩田 和親 衆議院議員（防衛大臣政務官） 

冨岡 勉 衆議院議員（厚生労働委員長） 

上野 宏史 衆議院議員 

田畑 裕明 衆議院議員 

船田 元 衆議院議員 

三ッ林 裕巳 衆議院議員 

泉 健太 衆議院議員 

逢坂 誠二 衆議院議員 

神山 佐市 衆議院議員 

西村 康稔 衆議院議員 

松本 純 衆議院議員 

吉川 貴盛 衆議院議員 

小川  克巳 参議院議員 

石井 浩郎 参議院議員 

古川 俊治 参議院議員 

 

メッセージをいただいた議員 

山下 貴司 衆議院議員 （前法務大臣・議員連盟事務局長） 

大塚 耕平 参議院議員 （元厚生労働副大臣） 



石田 昌宏 参議院議員 

梶山 弘史 衆議院議員 

 

 

 

 

 

 

 

官庁関係 

（以下、ご挨拶をいただきました。） 

法務省矯正局少年矯正課長 

文部科学省高等教育局長 

（以下、ご出席官庁名・役職名） 

法務省矯正局少年矯正課企画官 

法務省保護局観察課処遇企画官 

文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室長 

文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室長補佐 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進

室長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進

室長補佐 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進

室公認心理師専門官 

 

 

関係団体 

（以下、ご挨拶をいただきました。） 



公益社団法人日本医師会 会長代理 常任理事 釜萢 敏 様 

公益社団法人全日本病院協会 会長 猪口 雄二 様 

公益社団法人日本精神科病院協会 副会長 林 道彦 様 

一般財団法人日本心理研修センター 理事長 村瀬 嘉代子 様 

公益財団法人国際医療技術財団 代表理事 小西 惠一郎 様 

公益社団法人日本栄養士会 会長 中村 丁次 様 

特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会 共同代表 伊藤 正俊 様 

（以下、ご出席団体名・役職名） 

一般社団法人日本自閉症協会 会長 

一般社団法人日本発達障害ネットワーク 理事長 

公益社団法人日本教育会 専務理事 

公益社団法人日本精神神経科診療所協会 理事 

チーム医療推進協議会 相談役 

一般社団法人日本医療法人協会 副会長 

公益財団法人日本訪問看護財団 常務理事 

公益社団法人日本理学療法士協会 副会長 

一般社団法人日本作業療法士協会 会長 

公益社団法人日本診療放射線技師会 理事 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事 

一般社団法人日本言語聴覚士協会 会長 

公益社団法人日本視能訓練士協会 会長 

公益社団法人日本技師装具士協会 副会長 

公益社団法人日本社会福祉士会 副会長 

公益社団法人日本精神保健福祉士協会 常務理事 

公益社団法人日本医療社会福祉協会 会長 

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会 専務理事 

一般社団法人学校心理士認定運営機構 理事長 

一般社団法人日本臨床心理士会 常務理事 

日本臨床発達心理士会 幹事長 

日本学校心理士会 会長 



一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会 事務局長 

NPO 法人日本教育カウンセラー協会 会長 

一般社団法人日本いのちの電話連盟 理事長 

NPO 法人日本キャリア開発協会 理事長 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国児童養護施設協議会 会長 

社会福祉法人桜ケ丘社会事業協会 理事長 

一般財団法人愛成会弘前愛成会病院 院長 

全国児童心理治療施設協議会 会長 

NPO 法人メンタルケア協議会 理事長 

一般財団法人 ACCN 理事 

NPO 法人子育てネットワークピッコロ 理事 

一般社団法人日本小児精神神経学会 常務理事 

一般社団法人日本心理学諸学会連合 理事長 

一般社団法人日本心理臨床学会 理事長 

一般社団法人日本カウンセリング学会 理事 

一般社団法人日本発達心理学会 代表理事 

一般社団法人日本 LD 学会 理事長 

一般社団法人日本箱庭療法学会 理事長 

日本教育カウンセリング学会 理事長 

日本ブリーフサイコセラピー学会 常任理事 

日本学生相談学会 常任理事 

日本学校メンタルヘルス学会 会長 

日本学校心理学会 事務局長 

日本コラージュ療法学会 理事長 

一般社団法人日本公認心理師養成機関連盟 会長 

公認心理師制度推進連盟 理事 

 

メッセージをいただいた関係団体 

公益社団法人日本看護協会 会長  

社会福祉法人全国社会福祉協議会 会長 



一般社団法人日本病院会 会長 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国保育協議会 会長 

公益社団法人日本柔道整復師会 会長 

社会福祉法人日本保育協会 理事長 

 

当協会協力賛同団体・賛助会員・関係会社からも多数のご臨席をいただきました。 

まことにありがとうございました。 

 

 


