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■ 2019 年度実施事業 一覧 

 

月 日 活動 場所 

4 1-3 Asia Golf Tourism Convention 2019 出展 カンボジア・シェムリアップ 

6 17 第１回 AGTC2021誘致準備委員会 TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセ

ンター 

6 28 2019年度第 1回理事会 TKP 東京駅日本橋カンファレン

スセンター 第５回社員総会 

2019年度第 1回 JGTAゴルフツーリズムセミナー 

7 2 一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会 主催 

ゼロから始める「豪州ゴルファー誘客のためのキッ

クオフセミナー」（JGTA共催） 

AP東京八重洲通り会議室 

9 12 2019年度第 2回理事会 東京・三恵ビル 

9 27 徳島県観光協会 主催 セミナーにて講演 徳島・アスティとくしま 

9 30 2019年度第 2回 JGTAゴルフツーリズムセミナー 

in 兵庫・神戸 

兵庫・TKP 神戸三宮カンファレン

スセンター 

10 1 JGTA交流ゴルフコンペ 神戸ゴルフ倶楽部 

10 14-17 International Golf Travel Market 2019 出展 モロッコ・マラケシュ 

12 3-5 JGTM2019実行委員会 主催 

Japan Golf Travel Mart 2019 開催 

滋賀・びわ湖大津プリンスホテル 

/瀬田ゴルフコース 

1 24 2019年度第 3回理事会 TKP新橋汐留ビジネスセンター 

 

 

※ 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または令和 2 年度以降への延期となった。 

月 日 予定活動 予定場所 

3 5 静岡県ゴルフ場協会 にて講演 静岡・新沼津カントリークラブ 

3 9 2019年度第 4回理事会 東京・ゴルフダイジェスト社 

3 19 2019 年度第 3 回 JGTA ゴルフツーリズムセミナー

（JGTM2020実行委員会 共催） 

TKP 東京駅日本橋カンファレンスセ

ンター 

3 25 北播磨インバウンド推進会議 にて講演 兵庫・ネスタリゾート神戸 

3 30 Asia Golf Tourism Convention 2020 出展 マレーシア・クアラルンプール 
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■ 2019 年度事業報告  

 

Ⅰ 普及啓発セミナー事業 

 

（A）2019 年度第１回 JGTA ゴルフツーリズムセミナー 

 

開催日時： 令和元年 6月 28日（金）午後 3時 15分～午後 4時 45分 

会  場： 東京都中央区八重洲 1-2-16 

      TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール 302 

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： 56名 

 

１．基調講演 

「富裕旅行市場の解明と攻略の手がかり」 

講師：伊東 和宏 氏  日本政府観光局(JNTO) 市場横断プロモーション部 部長  

 

２．パネルディスカッション 

「加速する日本のゴルフツーリズム〜三重県の戦略から今後の取り組みを考える〜」 

・パネリスト： 

 小島 伸浩 氏  津カントリー倶楽部 取締役副社長 

 遠藤 正 氏   札幌国際大学観光学部教授、北海道大学観光学高等研究センター客員教授 

 鈴木 志づほ 氏 一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構 

・ファシリテーター： 

 村山 慶輔 氏  株式会社やまとごころ 代表取締役 

 

３．記録写真 

パネスディスカッション（左から村山氏、小島氏、鈴木氏、遠藤氏） 
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（B）2019年度第 2回 JGTA ゴルフツーリズムセミナーin 兵庫・神戸 

 

開催日時： 令和元年 9月 30日（月）午後 2時～午後 4時 

会  場： 兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-12 5F 三宮ビル東館 

      TKP神戸三宮カンファレンスセンター カンファレンスルーム 5C 

主  催： 一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 

共  催： 神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会・北播磨広域観光協議会 

参加者数： 54名 

 

１．主催者挨拶・講演①「協会の取り組みおよび日本ゴルフツーリズムの最新動向」 

・講師：（一社）日本ゴルフツーリズム推進協会 事務局 

講演②「北播磨インバウンドのあゆみ」 

・講師：北播磨広域観光協議会 

講演③「神戸エリアのゴルフツーリズムの取り組み」 

・講師：神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会 

 

２．パネルディスカッション 

「加速する日本のゴルフツーリズム～兵庫県内ゴルフ場の今後の取り組みを考える～」 

・パネリスト： 

荒木 潤一 氏    株式会社ホテルマネージメントジャパン 

三宅 隆之 氏  北播磨広域観光協議会 三宅 隆之 

宮本 雄一 氏  神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会 宮本 雄一 

望月 実香 氏  共栄ゴルフ工業株式会社 取締役 

・ファシリテーター：  

中澤 龍    （一社）日本ゴルフツーリズム推進協会 事務局長 中澤 龍 

 

３．記録写真 

講演（JGTA事務局）/ パネスディスカッション（左から中澤、望月氏、荒木氏、三宅氏、宮本氏） 
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（C）その他講演・講師派遣 徳島県観光協会 

 

開催日時：令和元年 9月 27 日（金） 

会  場：徳島県徳島市・アスティとくしま 2Ｆ 第 6会議室 

主  催：徳島県観光協会 

講演内容：ゴルフツーリズムを活用した誘客と地域活性化 

講  演：（一社）日本ゴルフツーリズム推進協会 事務局次長 竹花駿平 

参加者数：21名 
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Ⅱ 海外プロモーション事業 

 

１．AGTC2019 出展 

正式名称  Asia Golf Tourism Convention 2019 

主催者   国際ゴルフツアーオペレーター協会(IAGTO) 

会期    2019 年 3 月 31 日〜4 月 3 日 

場所    カンボジア・シェムリアップ 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） 

 

日本からは 7団体が出展。出展団体は以下の通り。 

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

（三重県）、三重交通ループホールディングス（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. 、日本ゴルフツーリズム推進協会（順不同） 

 

開催地が約 4ヶ月前に決まったこと、及び年度末と重なったことで、日本からの出展者は伸び悩ん

だ。一方、AGTCの日本誘致やゴルフツーリズム商談会への共同出展事業を見据えて、JNTOが視察に来

るなど、新しい動きもあった。 
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２．IGTM2019 出展 

正式名称  International Golf Travel Market 2019 

主催者   Reed Travel Exhibition 

会期    2019 年 10 月 14 日～17 日 

場所    モロッコ・マラケシュ Assoufid Golf Club 

参加者数  約 1300 人（内、バイヤー・メディア約 400 名、セラー：477 団体） 

 

日本からは 5団体が出展。出展団体は以下の通り。 

（一社）みえゴルフツーリズム推進機構（三重県）、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー（沖

縄県）、北海道ゴルフ観光協会（北海道）、株式会社プリンスホテル、（一社）日本ゴルフツーリズム

推進協会（順不同） 

本大会では JNTOによる共同出展事業が行われ、日本全体としての統一感を出すため「ジャパンブー

ス」が設営された。JGTAは欧米のバイヤーを中心に計 35社と商談を実施した。次年度以降も IGTMへの

共同出展事業は JNTOとして継続を検討しており、来年度は更なる盛り上がりを期待したい。 
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３．JGTM2019 開催 

正式名称  Japan Golf Travel Mart 2019 

主催者   JGTM2019 実行委員会 

構成団体  （一社）日本ゴルフツーリズム推進協会、株式会社プリンスホテル、北播磨広域観光協議

会、神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会、（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、

（一社）みえゴルフツーリズム推進機構（順不同） 

会期    2019 年 12 月 4 日・5 日 

場所    滋賀県・びわ湖大津プリンスホテル 

参加者数  42 団体（内、海外バイヤー数：10 ヶ国 18 団体・国内セラー数：24 団体） 

 

本大会は、複数自治体のファムトリップを組み合わせることで効率化を図ると共に、商談会を設け、

ファムトリップ参加自治体以外の事業者でも参加できることを目的に実施した。 

初開催であったが、結果としてアジアや欧米などの海外バイヤー18団体、全国各地のゴルフ場、

DMC、自治体などの国内サプライヤー24団体が参加。今回の成果と反省を踏まえ、次回に向け JGTM2020

を検討中。 

 

＜JGTM2019スケジュール＞ 

12月 4日 交流ゴルフ 瀬田ゴルフコース 西コース 

 サプライヤー向けセミナー 講師：Evelyn Gruber氏 

 バイヤー向けセミナー 講師：Kieron Cashell 氏 

 ウェルカムパーティー  

12月 5日 商談会 サプライヤー固定、総当たり（12 分） 計 432 件 

 ガラディナー  
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４．AGTC2021(Asia Golf Tourism Convention)の日本誘致に向けた国内活動・対外ロビーイング活動 

 

 2019 年 3 月に IAGTO のピーター会長と観光庁長官との面談が実現するなど AGTC2021 の日本誘致

が本格化する中、日本国内での開催候補地の選定へ向けて AGTC2021 誘致準備委員会（以下、誘致準備

委員会）を立ち上げた。誘致準備委員会には、JGTA の他、ゴルフ業界、旅行業界の業界団体にも委員と

して参画いただいた。 

 2019 年 12 月に宮崎県より具体的な提案を受け、誘致準備委員会における委員による協議の結果、宮

崎県を AGTC2021 にかかる日本国内からの立候補地に選定した。 

 2020 年 1 月には宮崎県が IAGTO へ企画書を提出。現在、開催地決定へ向けた協議が続いている。 
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Ⅲ ゴルフツーリズム認知向上事業 

 

（１）ゴルフツーリズムの基礎情報、最新情報の定期的発信 

   2020 年 2 月に日本語ウェブサイトのリニューアルを実施した。 

 

 

 

 

（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 

みえゴルフツーリズム推進機構が採択された観光庁「最先端コンテンツインキュベータ―事業」

にて連携団体として携わった。 
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（３）インバウンド・ゴルフツーリズム・ウェルカムマークの認証管理 

外国人インバウンドゴルファーへのフレンドリーな姿勢を持つ会員であることを顕在化させ、ジャ

パンゴルフツーリズムの普及・啓発を図っていく目的でフレンドリーマークを制作した。 

本年度は、試験的に JGTA 会員（法人会員、自治体会員）を対象に、ゴルフ場や商談会の場で使用

頂けるようにフレンドリー盾を送付した。 

 

 

 

（４）ゴルフツーリズム関連情報の会員限定提供 

   会員向けメールマガジン配信等での関連情報配信を行った。 
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Ⅴ 役員・会員一覧 

 

１ 役員一覧（順不同） （令和２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 坪井 泰博 

株式会社 JTB グループ本社 訪日インバウンドビジネス推進部 取締役 

訪日インバウンドビジネス推進部長 

理事 島嵜  賢 

株式会社日本旅行 営業企画本部 法人営業統括本部 MICE営業部 

チーフマネージャー 

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 

メディア・コミュニケーション研究院 教授 

監事 遠藤  正 

札幌国際大学観光学部 教授 

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 STH Japan株式会社 執行役員 

評議員 荒井 重之 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 

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 

評議員 古田 正雄 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 
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２ 会員一覧（令和２年 3 月末日時点） 

 

法人会員（２２社） 

株式会社カヌチャベイリゾート 株式会社ゴルフダイジェスト社 

株式会社 JTB 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 株式会社ウィルエスピー 

ジェイメッセージ株式会社 株式会社日本旅行 

株式会社エヌズ・エンタープライズ 株式会社ユタカ開発 

大日本印刷株式会社 安達建設グループ 

株式会社やまとごころ 株式会社エスプリゴルフ 

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 

株式会社ホット沖縄総合研究所 株式会社東急リゾートサービス 

株式会社ジーウイング 株式会社 NTT データ 

株式会社プリンスホテル エーアイイー(AIE) 

 

公益法人会員（６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 

一般財団法人神戸観光局 

 

自治体会員（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（５団体） 

ジェイティービー印刷株式会社 

株式会社シンワ 

鳥羽観光会館ビル株式会社 

株式会社プレイゴルフジャパン 

高橋尚子 


