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芝草管理技術者資格認定 

第１０回「１級」 

Web通信講座 実施要項 



「芝草管理技術者」資格認定事業のご案内 

 

◆芝草管理技術者資格認定制度とは 

我が国唯一の芝草管理に対する資格認定制度として芝草管理技術者®は平成 4 年にスタートし

て以来 12,000 名を超す資格者を輩出しております。 

平成 19 年には公益財団法人日本ゴルフ協会の公認資格となり、芝生を管理するために必須の資

格との評価をいただき、多くの資格者が全国で活躍しております、 

また、ジュニア世代の育成から高齢者の健康づくりといった面から幅広くスポーツの振興に資

することが認められ、本事業はスポーツ庁の後援となっております。 

 

芝生は多年生イネ科の植物を耕うんなどを実施しないで通年管理し、しかも収穫物を得ないと

いう点が一般の農業とは大きく異なります。また、成長力が旺盛な芝生を頻繁に刈り込むなどの

点は他の造園植物(樹木など)とも大きく異なる点です。 

 そのため、芝生管理にはその目的に合った技術の習得と芝生の生理生態を理解することが、欠

かせません。 

 

近年ではゴルフ場や各種のスポーツターフ(野球・サッカー・ラグビー・クリケット・競馬・パ

ークゴルフなど)に加え、緑地公園でも高度に管理された芝生が増えてきています。また、河川堤

防や道路法面での利用、庭園などの利用や水田の畦畔でも利用が広がっています。加えて都市緑

化や屋上緑化、また SDGs における芝地の意義や、社会的効用はさらに広がるものと期待されます。 

 

 地球温暖化がもたらす気象変化など、芝生を取り巻く環境も大きく変化しており、専門知識

も常にアップデートが必要とされております。品種改良の動向や、肥培管理の知識、病害や虫害、

雑草などの制御も含めた多くの知見を随時更新しております。芝草管理技術者は芝生管理の専門

的な知識を持つものとして、その地位と社会的役割は今後更に高まることが期待されます。 

 

◆本資格の等級について 

本制度は 1級，2級，3級の 3等級制となっており、3級から順次ステップアップするもので

す。それぞれ研修会と試験を実施し、合格基準に達した者に資格を付与いたします。資格の

有効期限は 3 年間です。資格の継続は、更新手続き（3年又は 1年）により更新されます。 

 

◆「1級」受講資格について 

「1 級」資格は、芝草管理技術者における高度の知識・技術及び人事・労務に関する能力を

持つ者が取得できるものです。 

研修会の受講にあたっては次の条件をいずれも満たすことが必要となります。 

① ｢2 級｣資格保有者 

② 5年以上の実務経験※1があること。 

※1実務経験について 

この場合の実務経験とは本資格（3級および 2級）取得前の実務経験も含まれます。芝草管理等の業

務に従事した期間が通算して 5年以上になる者で、複数の企業等での経験年数も合算できます。従事

期間は 2023年 3月 31日まで通算可能です。 

 

 

研修概要 
１．Web通信講座 

ステップアップ講座をサポートするため、場所も時間も選ばずに効率的に学習を進め、資

格取得に取り組んでいただけるよう Web 講座（録画授業）での実施となります。視聴期

間中はいつでも、何回でも、パソコンやスマートフォン、タブレットで視聴することがで

きます。安定した通信環境、有線 LAN 又は無線 LAN（Wi-Fi）環境などでご受講いただ

くことを強くお勧めいたします。 

 

 



２．視聴期間 

2022 年 11 月 1 日（火）～2023 年 3 月 31 日（金） 

 

３．受講料（Web 通信講座・電子書籍代、消費税込） ※テキスト代（冊子）は別途料金 

単位：円（消費税込） 

Web 通信講座 ①一般 
（芝草管理技術者） 

②芝草法人会員 

③芝草学会正会員 
④造園 CPD プログラム 

受講料 79,200 74,200 76,200 

受講料 

テキスト代込（冊子） 
88,000 83,000 85,000 

②芝草法人会員とは、当機構の総会において議決権を有する法人会員に属する者です。 

③芝草学会正会員とは、日本芝草学会に加入している個人の方です。 

 

受講方法・・・ID／パスワードの送付 

1 級研修プログラムは Web 通信講座＋電子書籍となります。 

受講申込の手続きが完了しましたら、通信講座にログインする為の受講 ID とパスワード

を郵送にてお知らせいたします。専用ページにログイン後、Web 講座（録画授業）、電子

書籍をご利用いただけます。 

研修テキスト（冊子）ご希望の方は別途料金となります。 

 

申込方法 

 

【郵送申込み】銀行振込、ATM、ネットバンク等                             

１．提出書類 

（1）受講申込書 

『第 10 回「1 級」Web 通信講座申込書』に必要事項を記入、裏面の所定欄に受講料振込金

領収書※1 のコピーを添付の上、同封の返信用封筒にて郵送してください。 

 

※1 受講料振込金領収書 

同封の振込用紙又は ATM 等にて受講料を振込後、振込金領収書のコピーを受験申

込書裏面の所定欄に貼付してください。ATM、インターネットバンキング等からお

振込みいただく場合、ATM 明細票のコピーまたは振込完了画面を印刷したものを貼

付してください。振込手数料は申込者負担にてお願いします。 

 

（2）キャリアシート（業務経歴書） 

実務経験年数は 2023年 3月末時点でカウントしてください。 

 

２．受講料振込先 

三菱ＵＦＪ銀行 新橋駅前支店 

口座番号 普通 3 9 1 5 4 2 9 

口座名義 トクヒ）ニホンシバクサケンキユウカイハツキコウ 

 

３．申込期限 

2022 年 9 月 1 日（木 ）～12 月 14 日（水 ） 
 

 



受講申込取り消しと受講料の扱い 

下記のキャンセル可能期限までに申し出があった場合、全額返金いたします。返金振込手数

料、テキスト返却送料は申込者負担となります。期限を経過してからのキャンセルは理由の

如何を問わず返金は致しかねますので予めご了承ください。 

テキスト開封の場合、テキスト代金、返金振込手数料を差し引いた額となります。 

キャンセル可能期限：受講申込完了日（送付物に明記）から起算して 7 日以内 

 

資格認定試験 
◆一次試験について（詳細は、受講申込み者に随時ご案内いたします） 

（1）日時  2023年 4 月 4日(火) 10：00受付／10：30～15：00試験実施  

（2）会場  （一財）日本教育会館（一ツ橋ホール） 

（3）試験の内容 

 ①筆記試験Ａ 選択式（4択）50問 120 分 

 ②筆記試験Ｂ 記述式（必須 2題）90分 文字制限なし 

 

（4）受験料 受験料については、改めてご案内いたします。（参考料金 22,000 円） 

（5）その他 試験会場への電子書籍、研修テキスト、テキスト類の持込は一切不可

とします。 

 

（6）合否の通知 2023 年 4月末日までに、合否いずれの場合も郵便で通知します。電話

等による合否結果の照会には応じられません。また合否判定内容につ

いても一切行いません。 

◆二次試験について  

（1）日時  2023年 6 月上旬予定 

（2）会場  未定 

（3）試験の内容 

 ①一次試験にて、所定の基準(概ね 70点以上)の成績を収めた者 

 ②プレゼン 5分、ディスカッション約 20 分（7～8人） テーマは当日発表 

（4）受験料  受験料については、改めてご案内いたします。（参考料金 22,000 円） 

 

再受験について 
■前回受験資格を取得（Web講座視聴完了）して受験料を納入後、試験を欠席した方。 

 返金なしの方は今回の受験料に充当できます。返金済みの方、未入金の方は改めてお振込

となります。受験を希望される方は、改めて事務局から送付される受験案内をご確認くださ

い。Web 講座視聴案内と電子書籍をご案内いたします。 

   

■前回が不合格であった方。 

 受験を希望される方は、改めて事務局から送付される受験案内をご確認ください。Web 講

座視聴案内と電子書籍をご案内いたします。 

a) 第一次試験で不合格の方------ 一次試験からの受験が可能です。 

b) 第二次試験で不合格の方------ 二次試験からの受験が可能です。 
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講座内容 

科目 
単

位 
科目の概要 講師 

芝生文化論 2 
芝生の歴史、文化的側面、社会的意義

などを学ぶ 

日本大学講師 

藤崎健一郎 

芝草の光合成 2 
芝の光合成について C3.C4 それぞれを

詳述 

東洋グリーン企画部長 

木村正一 

芝草管理と SDG’s 2 
SDG’s と芝草管理の在り方、関係を学

ぶ 

日本芝草学会副会長 

外木秀明 

芝草育種学 2 

品種改良の対象となる芝草の遺伝形質

とその関連遺伝子の説明、新種育成の

ための育種法について学ぶ 

東海大学教授 

村田達郎 

芝草の試験-1 2 
検定の方法、統計数値の見方について

学ぶ 

日本大学講師 

藤崎健一郎 

芝草の試験-2 2 

世界的な芝草の研究の例なども含めた

情報の入手方法や注目すべき研究のベ

クトルなどを学ぶ 

東洋グリーン企画部長 

木村正一 

樹林管理と日照管理 2 

ゴルフ場およびスポーツ施設における

日照を確保しつつ、競技性を保つため

の樹林管理のありかたを学ぶ 

リゾートトラスト／林重人 

ゴルフトーナメントと競

技の管理 
2 

トーナメントや競技会において求めら

れる条件や技術、注意点について学ぶ 
リゾートトラスト／林重人 

スポーツターフ管理特論 2 
校庭・公園緑地・芝生の競技場などの

特徴と管理目標を学ぶ 

グリーンマスターズ清水／

佐野忍 

メンテナンススタンダー

ドと予算管理 
2 

管理目標の設定と予算の管理を具体的

に学ぶ 

日本芝草学会ゴルフ場部会

長／牛木雄一郎 

職場のハラスメントと労

働災害防止 
2 

近年特に注意が必要なハラスメント防

止や労働災害の防止の基礎的考え方、

職場の安全衛生責任者としての基礎的

知識を学ぶ 

労働安全コンサルタント 

小泉潤一 

コミュニケーションとリ

ーダーシップ 
2 

基礎的なコミュニケーションの技法と

リーダーシップの在り方について学ぶ 

明治大学教授 

山口生史 

企画とプレゼンテーショ

ン 
2 

新しい企画を立案するための基礎的知

識とプレゼンテーションに必要な技能

を学ぶ 

（株）ＢＬＣ 

別所栄吾 

＊網掛けは選択科目 

  




