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報道資料
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北海道で広報・ＰＲ資格検定試験を初実施
東京・大阪に続き、日本で3番目の受験開催地に
社団法人日本パブリックリレーションズ協会 ( 略称：日本ＰＲ協会、理事長：森 健 ) は、日本で唯一の広報・
ＰＲ業務への資格検定試験に対する、東京・大阪以外での各地域での開催希望の声に応え、来る 8 月 28 日 ( 日 )、
北海道建設会館（札幌市中央区北４条西３丁目１番地）にて、北海道では初めての「ＰＲプランナー資格認定制度／
検定第 1 次試験」を実施します。
従来、
「ＰＲプランナー資格検定試験」は東京と大阪の 2 地区のみで実施しており、他都市では札幌が初めてとな
ります。札幌は、北海道における産業や行政の中心地であり、多数の人々が広報・ＰＲの業務に従事するとともに、
北海道大学をはじめ多数の教育機関が集中し、広報・ＰＲに関する教育・研究も活発に行われています。このため、
予てから当地における試験実施への要望は根強く、日本ＰＲ協会では今夏より「ＰＲプランナー資格認定検定第１
次試験」を実施することを決定しました。
日本ＰＲ協会が公益法人として認定する「ＰＲプランナー資格認定制度」は、広報・ＰＲの業務に求められる専
門的な知識やスキル、職能意識等を検定し資格として認定する、わが国唯一の資格制度です。検定試験は第 1 次か
ら第 3 次にわたり、さらに面接試験を経ることにより、広報・ＰＲに関する高い専門能力の保有を認定する「ＰＲ
プランナー」資格を取得することができます。本制度は 2007 年より発足しすでに 8 回の試験を実施、難関を突破し
資格を取得した 1,000 名近いＰＲプランナーが一般企業、ＰＲ会社、政府機関や自治体等で活躍しています。
なお、日本ＰＲ協会では地方におけるＰＲプランナー資格取得希望者の強い要望に対応するため、東京、大阪に
加え、今後、第 1 次試験を 8 月に札幌、3 月に福岡での実施を計画しています。

ＰＲプランナー資格認定制度／検定第1次試験

札幌会場

実施概要

●日
程：平成23年8月28日（日） [東京会場、大阪会場と同日実施]
●主
催：（社）日本パブリックリレーションズ協会、後援：日本広報学会
●会
場：北海道建設会館（札幌市中央区北4条西3丁目1番地）
●募集定員：30名
●受験応募・申込方法：ホームページで受験予約を行った上で申込書を郵送
http://pr-shikaku.prsj.or.jp/
●募集期間
受験予約期間（ホームページ）：平成23年6月1日（水）～ 7月15日（金）
申込書送付期間：平成23年6月2日（木）～ 7月22日（金） ＜必着＞
※この報道資料は平成23年5月31日、
東商記者クラブにおいて配布されたものです。
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■第 9 回（平成 23 年度後期）資格検定試験実施概要
◇主催・後援
・主催：社団法人 日本パブリックリレーションズ協会（略称：PRSJ）
・後援：日本広報学会
◇試験実施日程、会場
１）1 次試験 平成 23 年 8 月 28 日（日）
東京会場：東京海洋大学 品川キャンパス
大阪会場：関西大学 天六キャンパス
札幌会場：北海道建設会館
２）2 次試験 平成 23 年 11 月 13 日（日）
東京会場：東京海洋大学 品川キャンパス
大阪会場：毎日インテシオ
３）3 次試験 平成 24 年 1 月 21 日（土）
東京会場のみ：富士通ラーニングメディア品川ラーニングセンター ※予定
◇1 次試験受験者募集定員
１）東京会場：400 名
２）大阪会場：80 名
３）札幌会場：30 名（最少実施人数：20 名）
◇1 次試験受験者募集期間
・受験予約期間（ＷＥＢより予約受付）
平成 23 年 6 月 1 日（水）～7 月 15 日（金）
・受験申込書送付期間
平成 23 年 6 月 2 日（木）～7 月 22 日（金）必着
※定員に達し次第、締め切らせていただきます。
◇受験料
１）1 次試験
・一般： 10,500 円（税込）
・学生： 6,300 円（税込）
２）2 次試験
・一般： 4 科目 16,800 円（税込） （1 科目 5,250 円：税込）
・学生： 4 科目 10,500 円（税込） （1 科目 3,150 円：税込）
３）3 次試験
・一般： 12,600 円（税込）
◇資格認定登録料
１）ＰＲプランナー補（1 次試験合格者）
・一般： 5,250 円（税込）
・学生： 4,200 円（税込）
２）准ＰＲプランナー（2 次試験 4 科目合格者）
・一般： 8,400 円（税込）
・学生： 6,300 円（税込）
３）ＰＲプランナー（3 次試験合格者）
・一般： 10,500 円（税込）
◇受験応募・申込方法
下記の日本ＰＲ協会資格ホームページにアクセスし、受験予約を行った上、事務局宛にお申込く
ださい。
詳細は当協会ＰＲプランナー資格制度認定制度ホームページをご覧ください。
http://pr-shikaku.prsj.or.jp

(社)日本パブリックリレーションズ協会（略称：日本ＰＲ協会）について
社団法人日本パブリックリレーションズ協会（略称：日本ＰＲ協会 理事長 森 健）
は、1964 年に結成された日本ＰＲ協会と、1974 年に設立された日本ＰＲ業協会が
1980 年に、時代に即したＰＲの在り方を求め、ＰＲの啓発・普及を図るために合併
統合されました。
現在は、一般企業の広報部門、ＰＲ業およびＰＲ業関連会社、それに学者・有識者
を含む約 520 名で組織されているＰＲのプロフェッショナル団体です。
主要活動としては、広報・ＰＲパーソンの倫理の徹底や「各種研修セミナー」など
の教育事業、会員相互の交流事業、年鑑「PR Yearbook」や会員誌「協会ニュース」、
ＰＲにかかわるデータを網羅した「ＰＲ手帳」などの出版事業、優れたＰＲ事例を
顕彰する「ＰＲアワードグランプリ」、傑出したＰＲパーソンを表彰する「ＰＲパ
ーソン・オブ・ザ・イヤー」の運営等を行っており、これらの活動を通じて「パブ
リックリレーションズ」の理解促進と、会員のＰＲスキル向上を推進しています。
また、2007 年より、ＰＲパーソンとしての知識やスキル、職能意識を有すること
を認定する資格制度「ＰＲプランナー資格認定制度」をスタートさせ、協会内外の
ＰＲパーソンや、ＰＲに興味を持つ学生などの幅広い参加をいただいております。
新たに 2009 年 10 月から時代の要請に応える広報・ＰＲ人材育成センターを目指し、
広報力アップを目的とした「広報ＰＲアカデミー」を開講いたしました。
さらに、ＰＲプランナー資格認定制度対応テキストとして、2010 年 4 月に「広報・
ＰＲ概論(1 次試験対応)」を、2011 年 3 月に「広報・ＰＲ実務(2 次・3 次試験対応)」
を出版し、広報・ＰＲの普及と発展に寄与しております。
社団法人日本パブリックリレーションズ協会
〒106-0032 東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー5Ｆ
TEL：03-5413-6760

FAX：03-5413-2147

