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Ⅰ 事業一覧 

 

月 日 活動 場所 

4 11 平成 30年度第 1回理事会 東京・日本橋 Neiro会議室 

22-25 AGTC2018 フィリピン・マニラ 

6 25 「東日本支配人会 ゴルフ活性化委員会」にて事業説明 東京・モントレ銀座 

28 平成 30年度第 2回理事会 TKP東京駅前カンファレン

スセンター 

 

第４回社員総会 

平成 30年度第 1回 JGTAゴルフツーリズムセミナー 

7 24 「宮崎県ゴルフ協会」にて講演 宮崎・宮崎カントリークラ

ブ 

8 2 JGTAゴルフツーリズム勉強会 in 東京 東京・TKP東京駅セントラ

ルカンファレンスセンター 

3 JGTAゴルフツーリズム勉強会 in 大阪 大阪・TKPガーデンシティ

ー東梅田 

9 10 「日本プロゴルフ協会 経営戦略委員会」にて事業説明 東京・日本プロゴルフ協会 

19 ゴルフツーリズムセミナー（スポーツ庁共催） 東京・文部科学省講堂 

21 「インバウンド・観光ビジネス総合展 2018」にて講演 東京・東京ビッグサイト 

24-25 JGTCメディアアテンド（Peter Ellegard） 東京都内 

26 JGTCメディアアテンド（Claudio DeMarchi） 東京都内 

26-27 IAGTOピーター会長 宮崎視察同行 宮崎県 

10 1-3 IAGTO第１回日本ゴルフツーリズムコンベンション 三重県・志摩市 

12  経済産業省委託事業 

平成 30 年度「中国地方等の魅力発信による消費拡大事

業」プロデュース支援事業「ゴルフツーリズムによるイ

ンバウンド促進プロジェクト」 

岡山県および兵庫県 

3 25 観光庁委託事業「ゴルフツーリズムセミナー〜世界のゴ

ルフツーリズムと日本の現状について〜」 

東京・TKP東京駅大手町カン

ファレンスセンター ホー

ル 22G 

3 31 AGTC2019出展 カンボジア・シェムリアッ

プ 
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Ⅱ セミナー事業 

 

１. 主催セミナー 

 

（１）平成３０年度第１回 JGTA ゴルフツーリズムセミナー 

 

開催日時： 平成 30年 6月 28日（水）午後 3時 15分～午後 4時 45分 

会  場： 東京都中央区八重洲 1丁目 5-20石塚八重洲ビル 4階 

      TKP東京駅前カンファレンスセンター ホール 4A 

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： 51名 

 

１.「インバウンドの最新動向」 

講師：株式会社やまとごころ 代表取締役 村山慶輔 

 

２. 「AGTC(アジアゴルフツーリズムコンベンション)2018出展報告」 

発表者：一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 事務局長 中澤龍 

 

３. 「JGTC(日本ゴルフツーリズムコンベンション)2018概要説明とサプライヤー募集案内」 

発表者：JGTC2018 PR業務代行 ジェイメッセージ株式会社 代表取締役 南波幸一 

 

４. パネルディスカッション 

モデレーター：株式会社やまとごころ 代表取締役 村山慶輔 

パネリスト：神戸メリケンパークオリエンタルホテル 総支配人 荒木潤一 

津カントリー倶楽部 支配人 林秀紀 

ジェイメッセージ株式会社 代表取締役 南波幸一 

一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 事務局長 中澤龍 
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（２）ゴルフツーリズムセミナー（スポーツ庁共催） 

 

行事名： ゴルフツーリズムセミナー 〜世界のゴルフツーリズムと日本の現状について〜 

 

開催期日： 平成３０年９月１９日（水） １０：００〜１２：００ 

開催場所： 東京都千代田区霞が関３丁目２番２号 

中央合同庁舎第７号館東館（文部科学省）３階 講堂 

 

主催： 一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 

     一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

共催： スポーツ庁 

後援： 経済産業省、観光庁、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

 

参加者数： １１２人 

参加者内訳：  

ゴルフ場 ２２人、 ゴルフ関連団体 １１人、 ゴルフ関連事業者 １０人、 

観光関連事業者 １７人、 行政・自治体 １４人、 メディア １３人、 個人・その他 ２５人 

 

プログラム： 

 

１．主催者挨拶   一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 副会長 小島 伸浩 

 

２．スポーツ庁挨拶 スポーツ庁次長 今里 讓 

 

３．講演「世界のゴルフツーリズムからみた日本の現状について」 

北海道大学観光学高等研究センター 客員教授 遠藤 正 

 

４．講演「三重県のインバウンドの取組におけるゴルフツーリズム」 

    三重県雇用経済部観光局海外誘客課 課長 松本 将 

 

５．情報提供「ゴルフにかかる市場・人口等の推移について」 

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付 専門官  高下 栄次 

 

６．閉会挨拶     一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 専務理事 大石 順一 
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記録写真 

 

スポーツ庁挨拶（スポーツ庁次長 今里 讓） 

講演「世界のゴルフツーリズムからみた日本の現状について」 

（北海道大学観光学高等研究センター 客員教授 遠藤 正） 

 

講演「三重県のインバウンドの取組におけるゴルフツーリズム」 

 （三重県雇用経済部観光局海外誘客課 課長 松本 将） 
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２. 主催勉強会・意見交換会 

 

（１）JGTAゴルフツーリズム勉強会 in 東京 

  

開催日時： 平成 30年 8月 2日（木）午後 2時 00分 〜 午後 4時 00分 

会  場： 東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル 10階 

      TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター カンファレンスルーム 10C 

主   催：  一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

参 加 費：  JGTA会員・賛助会員無料、一般 2000円 

参加人数： 20名 

 

（２）JGTAゴルフツーリズム勉強会 in 大阪 
 

開催日時： 平成 30年 8月 3日（金）午後 2時 00分 〜 午後 4時 00分 

会    場：  大阪府大阪市北区曾根崎 2丁目 11-16 

         TKP ガーデンシティ東梅田 カンファレンスルーム 4B 

主   催：   一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

参 加 費：  JGTA会員・賛助会員無料、一般 2000円 

参加人数： 44名 

 

本年は三重県で「日本ゴルフツーリズムコンベンション 2018」が開催されるなど、例年以上に皆様が

海外の旅行会社等と商談を設ける機会が増える年でした。JGTC開催を 2ヶ月前に控えた 8月上旬、「海

外の旅行会社と商談する際の事前準備と商談のポイント」をテーマに勉強会を開催しました。 

講師には、北海道ゴルフ観光協会で長年海外の商談会に参加してきた北海道大学観光学高等研究セン

ター教授遠藤正氏と、オーストラリアを拠点に世界各地へのハイエンドなゴルフツアーを取り扱う AYM 

Golf Tours社の Sheri Yu氏を招き、「海外ゴルフツアーバイヤー目線からみた日本のゴルフツーリズム

の強みと課題」についてお話しいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

３. その他講演・講師派遣 

 

（１）東日本支配人会 ゴルフ活性化委員会 

日時：平成 30年 6月 25日（月） 

場所： 東京・モントレ銀座 

主催：東日本支配人会 

講演内容： ゴルフツーリズムの現状と日本ゴルフツーリズム推進協会の活動 

講演者：（一社）日本ゴルフツーリズム推進協会 事務局長 中澤龍 

 

（２）宮崎県ゴルフ協会 

日時：平成 30年 7月 24日（火） 

場所： 宮崎県・宮崎カントリークラブ 

主催：宮崎県ゴルフ協会 

講演内容： ゴルフツーリズムの動向と日本各地の取組み事例 

講演者：（一社）日本ゴルフツーリズム推進協会 事務局長 中澤龍 

 

（３）（公社）日本プロゴルフ協会 経営戦略委員会 

日時：平成 30年 9月 10日（月） 

場所： 東京・日本プロゴルフ協会 会議室 

主催：（公社）日本プロゴルフ協会 

講演内容： ゴルフツーリズムの現状と日本ゴルフツーリズム推進協会の活動 

講演者：（一社）日本ゴルフツーリズム推進協会 代表理事 白石武博 / 事務局長 中澤龍 

 

（４）インバウンド・観光ビジネス総合展 2018  

日時：平成 30年 9月 21日（金） 

場所： 東京・東京ビッグサイト 東６ホール セミナー会場１４番 

主催： ツーリズム EXPOジャパン、日本経済新聞社 

講演内容：2020年に向けたゴルフツーリズム戦略 

〜世界のゴルフツーリズムにおける日本の現状と可能性〜 

パネリスト：北海道大学 観光学高等研究センター 客員准教授 遠藤正 

      国際ゴルフツアーオペレーター協会(IAGTO)日本代表 薬師寺輝 

      株式会社プリンスゴルフ 事業戦略部 古橋健太郎 

モデレーター：株式会社やまとごころ 代表取締役 村山慶輔 
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Ⅲ 海外プロモーション事業 

 

１ AGTC2018 共同出展 

正式名称  Asia Golf Tourism Convention 2018 

主催者   国際ゴルフツアーオペレーター協会(IAGTO) 

会期    2018 年 4 月 22 日〜25 日 

場所    フィリピン・マニラ マリオットホテル  

参加者数  560 名 

内、バイヤー数：33 ヶ国 214 団体  

 

日本からは 14団体が出展。出展団体は以下の通り。 

アコーディア、北海道ブルックスカントリークラブ、北海道ゴルフ観光協会、日本ゴルフツーリズム推

進協会、Japan Golf Travelers Club、川奈ホテルゴルフコース、みえゴルフツーリズム推進協会、

PGM、プレミアム北海道、プリンスグランドリゾート箱根、プリンスグランドリゾート軽井沢、プリン

スホテル&リゾーツ、瀬田ゴルフリゾート、ノースカントリーゴルフクラブ（順不同） 

 

 JGTAは沖縄観光コンベンションビューローと共同出展。計 30社（アジア 12社、欧州 12社、オセアニ

ア４社、北米 1社、アフリカ１社）と商談を実施。 
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２ JGTC2018 

 日本初開催となった日本ゴルフツーリズムコンベンション（略称：JGTC2018）。JGTA は地元実行委

員会（LMC）の構成団体を担うとともに、当日は出展者として商談会にも参加し、旅行会社との商談を

行いました。 

 

正式名称： IAGTO 第１回日本ゴルフツーリズムコンベンション 

主催者：  国際ゴルフツアーオペレーター協会(IAGTO) 

会期：   2019 年 10 月 1 日〜3 日 

場所：   三重県・志摩観光ホテル 

参加者：  総計２６２名 

 ・県内視察：欧米豪を中心（約８割）とする旅行会社等 ５２社５８名 

 ・商談会：欧米豪を中心（約８割）とする旅行会社等  ５２社５９名 

      日本国内のゴルフ場、観光事業者等    ５１社１４６名 

 ・その他（交流ゴルフ、パーティ、会場視察、展示販売、セミナー参加等）５７名 
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３ AGTC2019 出展 

 

名  称： Asia Golf Tourism Convention 2019 

主  催： 国際ゴルフツアーオペレーター協会(IAGTO) 

開催期間： 2019年 3月 31 日（日）〜4月 3日（水） 

開催都市： カンボジア・シェムリアップ 

会  場： ソカ シェムリアップ リゾート&コンベンション センター 

参加者数：   420名 

       内、バイヤー数： 34ヶ国 109団体 

         セラー数 ： 32ヶ国 124団体 

 

日本からの出展団体（7団体） 

Hanazono Golf（北海道）、みえゴルフツーリズム推進協会、株式会社 伊勢志摩ツーリズム、三重交通

グループホールディングス（以上、三重県）、パシフィックゴルフマネージメント株式会社、The Golf 

Japan Inc.、一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 
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Ⅳ 受託事業 

 

１ 経済産業省「HASHIWATASHI プロジェクト」 

 

事 業 名：経済産業省 平成 30年度「中国地方等の魅力発信による消費拡大事業」 

プロデュース支援事業「HASHIWATASHIプロジェクト」（委託事業） 

プロジェクト名：ゴルフツーリズムによるインバウンド促進プロジェクト 

担 当 団 体：一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

事 業 者 名：西日本ゴルフツーリズム推進会議 

プロデューサー名：遠藤 正 氏（北海道大学 観光学高等研究センター 客員教授） 

 

実施概要： 

平成 30年 7月の西日本豪雨へのふっこう支援を目的とした、経済産業省の「HASHIWATASHIプロジェ

クト」。豪雨による被害を受けた岡山県および兵庫県のゴルフ場をインバウンドゴルファーの獲得によ

り盛り上げることを目指す「ゴルフツーリズムによるインバウンド促進プロジェクト」が支援事業の１

つに採択され、JGTAが受託事業者として支援を行いました。 

本事業内では、特にオーストラリアをターゲットとして、旅行会社による現地視察や商品造成を行い

ました。 
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２ 観光庁主催 ゴルフツーリズムセミナー 

 

行事名： ゴルフツーリズムセミナー～世界のゴルフツーリズムと日本の現状について～ 

開催期日： 平成３１年３月２５日（月） １４：３０〜１７：３０ 

開催場所： TKP東京駅大手町カンファレンスセンター ホール 22G 

       （東京都千代田区大手町１丁目８－１ KDDI大手町ビル 22F） 

 

主催： 観光庁 

協力： スポーツ庁 

参加者数： １０４人 

参加者内訳： ゴルフ場 １４人、 ゴルフ関連団体 ８人、 行政・自治体 ２０人、 DMO ２人、 

観光関連事業者 ２３人、 メディア １２人、 その他 ２５人、 

 

実施概要： 

観光庁からの委託を受け、JGTAにてゴルフツーリズムセミナーの運営を行いました。基調講演には、

国際ゴルフツアーオペレーター協会のピーター・ウォルトン会長をイギリスから招き、世界のゴルフツ

ーリズムのトレンドと日本への期待などについての講演を頂きました。 

 

プログラム： 

１部 （14:30～15:50） 

１．主催者挨拶 

２．基調講演 

 ・Peter Walton（ピーター・ウォルトン）氏 （国際ゴルフツアーオペレーター協会（IAGTO） 会長）  

※逐次通訳付き 

 ・村山 慶輔 氏 （一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 理事） 

 

２部 （16:00～17:30） 

３．パネルディスカッション 

 《コーディネーター》 

  ・村山 慶輔 氏 （一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 理事） 

 《パネリスト》 

  ・遠藤 正 氏 （北海道大学 観光学高等研究センター 客員教授） 

  ・松本 将 氏 （三重県観光局海外誘客課 課長） 

  ・太田 康裕 氏 （セガサミーゴルフエンタテイメント株式会社 代表取締役社長） 

  ・薬師寺 輝 氏 （国際ゴルフツアーオペレーター協会（IAGTO） 日本代表） 
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記録写真 
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Ⅴ その他事業 

 

１ JGTA 海外プロモーション動画制作 

 JGTC2018 の商談会前日に開催されたバイヤー向けセミナーに合わせて、日本のゴルフツーリズムの

プロモーションムービーを制作しました。今後も JGTA の web 等で活用予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２回関西インバウンド交流会 出展 

 関西観光本部からの依頼を受け、関西地区のインバウンド関係者が会する関西インバウンド交流会に

関西観光本部ブース内に出展。来場した行政関係者や事業者に対して、ゴルフツーリズムと協会の PR 活

動を行いました。 

 

名称： 関西インバウンド交流会 2019 

主催： 一般財団法人関西観光本部 

株式会社テレビ大阪エクスプロ 

会期： 平成 31 年 2 月 26 日(火) 12:00〜17:00 

    平成 31 年 2 月 27 日(水) 10:00〜16:00 

会場： グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場） 

来場者数： 1,430 人 
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Ⅴ 役員・会員一覧 

 

１ 役員一覧（順不同） （平成 31 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 青木尚二 JTB執行役員 スポーツビジネス推進担当 

理事 関昌博 株式会社日本旅行 MICE営業部 部長 

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 

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 STH Japan株式会社 執行役員 

評議員 島嵜賢 株式会社日本旅行 MICE営業部 チーフマネージャー 

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 
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２ 会員一覧（平成 31 年 3 月末日時点） 

法人会員（２０社） 

株式会社ウィルエスピー 株式会社カヌチャベイリゾート 

ニッポンレンタカー沖縄株式会社 株式会社日本旅行 

株式会社やまとごころ ジェイメッセージ株式会社 

津カントリー倶楽部 株式会社 JTB 

株式会社ユタカ開発 株式会社ゴルフダイジェスト社 

大日本印刷株式会社出版メディア事業部 株式会社エヌズ・エンタープライズ 

株式会社エスプリゴルフ 東芝情報システム株式会社 

エーアイイー（AIE） 安達建設グループ 

三重交通グループホールディングス株式会社 ANA セールス株式会社 

KNT-CT ホールディングス株式会社 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

 

公益法人（５団体） 

一般社団法人静岡県ゴルフ場協会 

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 

株式会社くまもと DMC 

北播磨広域観光協議会 

 

自治体（２団体） 

三重県雇用経済部観光局 海外誘客課 

和歌山県商工観光労働部観光局 観光交流課 

 

賛助会員（６団体） 

ジェイティービー印刷株式会社 高橋尚子 

国際興業株式会社 鳥羽観光会館ビル株式会社 

株式会社シンワ 芝鳥のぶあま 

 

 


