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■ 2021年度実施事業 一覧 

 

年 月 日 活動 場所 

令和 3 5 18 2021年度第 1回理事会 オンライン開催(Zoom) 

6 17 宮崎県ゴルフツーリズムセミナー 宮崎県庁 

6 22 第 7 回定時社員総会 オンライン開催(Zoom) 

6 22 2021年度第 1回情報交換会 オンライン開催(Zoom) 

9 13 2021年度第 2回理事会 オンライン開催(Zoom) 

令和 4 1 31 JGTA ゴルフツーリズムに関する提言 

第 1 回意見交換会 

オンライン開催(Zoom) 

3 9 2021年度第 3回理事会 オンライン開催(Zoom) 

3 23 JGTA ゴルフツーリズムに関する提言 

第 2 回意見交換会 

オンライン開催(Zoom) 

3 29 2021年度第 1回 JGTAゴルフツーリズムセミナー 

「世界のゴルフツーリズム市場を見る～国際ゴルフ

ツアーオペレーター協会(IAGTO)とは～」 

オンライン開催(Zoom) 

3 30 2021年度第 2回情報交換会 オンライン開催(Zoom) 

 

 

※ 以下の事業は新型コロナウイルスに伴う影響により中止となった。 

年 月 日 予定活動 予定場所 

令和 3 11 12-13 Japan Golf Travel Mart 2021 に伴う諸活動 兵庫県・神戸国際会議場 

・神戸ポートピアホテル 

令和 4 3 22-24 Asia Golf Tourism Convention 2022 に伴う諸活動 宮崎県・宮崎市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 2021年度事業報告  

 

Ⅰ 公益的事業（主に公共の利益に資する事業） 

 

（１）AGTC2022日本開催に係る各種サポート 

2021 年 3 月に日本初開催が予定されていた、アジアゴルフツーリズムコンベンション 2022 宮崎大

会（AGTC2022）について、大会の成功と日本のゴルフツーリズムの発展に向け、JGTAは実行委員とし

て参画した。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国内外の移動制限・自粛に伴う影響に

より、昨年度に引き続き中止となった。JGTAとしては、宮崎県が同 2023年大会（AGTC2023）の開催誘

致に積極的であることから、引き続き AGTC2023 の成功へ向けて AGTC 実行委員会の一員として各種調

整などに関する協力を行う予定である。 

なお、今年度 JGTAとして協力を掲げた内容は以下の通りである。 

 

① スポンサー募集： 

開催決定が不透明な状況であったことから、今年度は具体的なスポンサー募集の活動を見送った。 

② 関係団体との調整： 

アジアゴルフツーリズムコンベンション 2022実行委員会にて、実行委員として遠藤監事が会合に

参加した。 

③ ポストファムトリップの受け地の調整： 

開催延期・中止に伴い、既に IAGTO による選定・承認がなされている地域について、定期的な意

向確認等のヒアリングを行った。また、追加希望団体へのフォローアップを行った。 

④ 宮崎県内でのゴルフツーリズムセミナー開催： 

宮崎県主催のゴルフツーリズムセミナーを開催した。 

 

宮崎県ゴルフツーリズムセミナー 

開催日時： 令和 3年 6月 17日（水）午後 3時～午後 4時 

会  場： 宮崎県庁（附属棟 3階） 

主  催： 宮崎県 

参加者数： 23名 

・宮崎県ゴルフツーリズム推進のための基礎調査の紹介などについて、県内のゴルフ場関係者等に紹介

するための報告会セミナー「宮崎県ゴルフツーリズムセミナー」を開催。 

・県内でゴルフツーリズムに関係する事業者が集まる初の会合のようで、今後のゴルフツーリズムで地

域を活性化するという目標を共有することができた。 

 



１．プログラム 

・スポーツツーリズムについて 

・ゴルフツーリズムについて 

・ゴルフツーリズムコンベンションについて 

・宮崎県ゴルフツーリズム推進のための基礎調査報告 

 

２．記録写真 

 

 

⑤ IAGTO Connect（IAGTO主催のオンライン商談会）での PR支援：  

  IAGTOによるオンライン商談イベント IAGTO Connectが開催された。IAGTO Connectで放映され

たインタビューでは、ピーター会長より宮崎県での AGTC開催を期待する発言があり、宮崎県として

も AGTCを開催したい旨、県知事より発言があった。また、これから実行委員会や IAGTOと協議をし、

開催に向けた手続きや準備を進めていくとともに、開催できることになった場合、皆様の参加をお

待ちしているので、ご協力をお願いしたい、とのことであった。 

JGTAは、宮崎県と観光庁（JNTO）が IAGTO Connectのプレゼンテーションスポンサーに選出され

たことを受け、10分程度の日本観光・ゴルフ・ゴルフツーリズム紹介動画（トレーニングモジュー

ル）の作成支援を実施し、日本のゴルフツーリズムの海外への発信を行った。 

 

 



（２）日本ゴルフツーリズム提言書の策定の検討準備 

ゴルフツーリズム推進にあたり、JGTAとして今後の推進の方向性を作成するとともに、今後、国な

どに対外的に方針を打診・提言していく機会に備え、理事等の協会関係者間で意見交換を開催した。 

現在、新型コロナウイルス感染症にかかる海外渡航制限の影響をはじめとした国際情勢ならびに国

が見据える国際観光回復までのロードマップ等を参考の上、構成案や趣旨・目的に関する具体的な検

討を進めている。2022年度も引き続き検討を重ね、年度中に方針を公開することを想定している。 

 

① JGTA ゴルフツーリズムに関する提言 第 1回意見交換会 

開催日時： 令和 4年 1月 31日（月）午後 1時 30分～午後 2時 30分 

会  場： オンライン（Zoom） 

参加者数： 7名 

 

② JGTA ゴルフツーリズムに関する提言 第 2回意見交換会 

開催日時： 令和 4年 3月 23日（水）午前 11時～12時 

会  場： オンライン（Zoom） 

参加者数： 8名 

 

 

（３）ゴルフツーリズムの認知向上 

宮崎県が誘致を目指している AGTC 日本開催を念頭に、国内でのゴルフツーリズムの普及啓発活動

を目的に、オンラインセミナーを行った。 

参加頂いた企業・団体に関しては、2022 年度も引き続きゴルフツーリズムの普及啓発とともに、

AGTC2023 の出展者募集、及び JGTA 会員の新規獲得に取り組む。また、全国各地における自治体・

公益団体等とタイアップした講演セミナー、シンポジウム等の開催・支援（企画運営、講師派遣等）を

行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年度第１回 JGTAゴルフツーリズムセミナー 

開催日時： 令和 4年 3月 29日（火）午後 4時～午後 5時 

会  場： オンライン開催（Zoom） 

主  催： 一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

参加者数： 50名 

 

【セミナー告知チラシ】 

 

 

１．プログラム 

（１）主催者挨拶 

（２）メインテーマ「IAGTO のゴルフツーリズムへの取り組み」 

講師：IAGTO 日本代表 薬師寺 輝 氏 

（一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 評議員） 

※司会進行：一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会（JGTA）事務局 竹花 

（３）質疑応答 

（４）宮崎県観光推進課 AGTC 開催に向けたご報告 

（５）JGTA事務局からのご案内  

 



２．記録写真（スクリーンショット） 

  

  

  

 

（４）ゴルフツーリズムのエリアの拡大 

 ゴルフツーリズム・デスティネーションの新規開拓に資するゴルフツーリズムに関心の高い自治体

等に、フォローアップ等の支援（協会役員や会員を交えた、ゴルフツーリズムに関心を持つ団体との

情報交換会）を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 共益的事業（主に JGTA 会員の事業に資する事業） 

 

（１）AGTC2022 日本開催に関連する事業の検討 

AGTC2022 日本開催に向け、JGTA として可能な事業を洗い出し、AGTC2022 サプライヤー出展に

関するアドバイスなどの検討を行っていく予定であったが、AGTC2022 大会の中止を受けて、

AGTC2023 大会の決定を見越して企画を一時保留している。 

 

（２）会員の海外マーケティング活動の推進支援 

JGTA 英語公式 Web サイトにおいて、会員の広告宣伝・プロモーションの場の提供を行うため、新

規法人会員に対する紹介ページの作成支援を行った。 

 

（３）会員の学習・研究機会の提供 

会員向けのゴルフツーリズム勉強会に準じる機会提供の場として、AGTC2022（2023）での商談へ

向けた会員・役員同士の情報交換会を実施した。 

 

① 2021年度第 1回情報交換会 

開催日時： 令和 3年 6月 22日（火）午後 4時～午後 5時 

会  場： オンライン開催（Zoom） 

主  催： 一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

参加者数： 10名 

 

１．プログラム 

・参加者近況報告・情報共有・意見交換（今年度事業について・コロナ禍での取り組み等） 

２．記録写真（スクリーンショット） 

 

 

② 2021年度第 2回情報交換会 

開催日時： 令和 4年 3月 30日（水）午後 1時～午後 1時 30分 

会  場： オンライン開催（Zoom） 

主  催： 一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

参加者数： 6名 



 

１．プログラム 

・参加者近況報告・情報共有・意見交換（IAGTO最新情報、世界のゴルフツーリズム市場の動向、次年

度以降の取り組みについて、JGTAの事業案について） 

２．記録写真（スクリーンショット） 

 

 

（４）会員への情報提供 

ゴルフツーリズム関連情報の会員限定提供として、最新ニュース等の配信や JGTA 公式 Web サイ

ト上での情報掲載、メールによる情報配信等を不定期で行った。また、JGTA 会員限定でのオンライ

ン情報交換会の実施や、各理事・評議員からの寄稿を発信することなどにより、会員同士の交流によ

る事業創出、情報連携を行った。 

 

 

（５）会員企業の事業へのサポート 

行政の公募案件の企画提案や、会員企業が受託した事業に関するアドバイジングを行った。 

 

 

 



Ⅲ 自主事業（主に JGTA の利益に資する事業） 

 

（１）JGTA スポンサーの募集活動 

  ゴルフツーリズムにメリットのある関連業界の企業を精査の上、資料送付や訪問などのスポンサー

募集に向けた各種セールス活動を実施した。 

 

（２）ゴルフツーリズム・デスティネーション地域づくりの支援事業 

地域におけるゴルフデスティネーションづくりのプランニング支援、ファムトリップへの助言、マ

ーケティング支援等を行った。  

 

（３）ゴルフツーリズム商談会の開催支援（中止） 

JGTAが実行委員会構成団体として参画している Japan Golf Travel Mart 2021（JGTM2021）の開催

について、新型コロナウイルス感染症に伴う渡航制限等の影響を鑑み、中止となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 役員・会員一覧 

 

１．役員一覧（順不同） （令和 4年 3月末日時点） 

会長・代表理事 白石 武博 株式会社カヌチャベイリゾート 代表取締役社長 

副会長・理事 小島 伸浩 津カントリー倶楽部 取締役副社長 

理事 木村 正浩 株式会社ゴルフダイジェスト社 専務取締役 

理事 高橋 尚子 一般社団法人北海道ゴルフ観光協会 理事 

理事 南波 幸一 ジェイメッセージ株式会社 代表取締役 

理事 村山 慶輔 株式会社やまとごころ 代表取締役 

理事 太田 康裕 セガサミーゴルフエンターテインメント株式会社 代表取締役 

理事 大井 宇亮 株式会社日本旅行 ソリューション事業本部 副本部長 

理事 荒木 潤一 株式会社ホテルマネージメントジャパン 代表取締役 

理事 竹谷 賢一 一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構 会長 

理事 酒井 敬明 株式会社 NTTデータ社会基盤事業本部 デジタルコミュニティ事業部長 

監事 

 

北村 倫夫 

 

北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院 

メディア・コミュニケーション研究院 特任教授 

監事 遠藤  正 北海道大学 観光学高等研究センター 客員教授 

評議員 中山 哲郎 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 事務局長 

評議員 

 

倉田 知己 

 

株式会社ジャパン・スポーツ＆ツーリズム・プレミア 代表取締役 

STH Japan株式会社 シニアアドバイザー 

評議員 吉見 哲生 安達建設グループ 

評議員 武井 雅子 株式会社エスプリゴルフ 代表取締役 

評議員 薬師寺 輝 IAGTO日本代表 

評議員 三石 茂樹 矢野経済研究所 スポーツ事業部 部長 

評議員 大石 順一 一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 専務理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．会員一覧（令和 4年 3月末日時点） 

 

法人会員（１６社） 

株式会社 NTT データ（シルバースポンサー） 株式会社エスプリゴルフ 

株式会社 カヌチャベイリゾート 三重交通グループホールディングス株式会社 

株式会社 ゴルフダイジェスト社 ANA X 株式会社 

津カントリークラブ 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

ジェイメッセージ 株式会社 株式会社ホット沖縄総合研究所 

株式会社 日本旅行 株式会社やまとごころ 

株式会社 エヌズ・エンタープライズ 株式会社プリンスホテル 

安達建設グループ 有限会社エンゼルプロダクション 

 

公益法人会員（５団体） 

公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー 

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 

一般財団法人神戸観光局 

公益社団法人ひょうご観光本部 

一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構 

 

自治体会員（１団体） 

宮崎県観光経済交流局観光推進課 

 

賛助会員（５団体・個人） 

株式会社シンワ 

A I E  Japan 合同会社 

The Golf Japan株式会社 

株式会社ジャパン・スポーツ＆ツーリズム・プレミア 

高橋尚子 


