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Ⅰ 2020 年度実施事業 一覧 

 

月 日 活動 場所 

6 3 2020 年度第 1回理事会 オンライン開催(Zoom) 

6 9 第 2 回日本ゴルフトラベルマート 2020 実行委員会 書面開催 

6 24 第 6 回社員総会 オンライン開催(Zoom) 

7 17 第 1 回アジアゴルフツーリズムコンベンション 2021 

実行委員会への出席 

宮崎県庁 7号館 4階 

第 743 号会議室 

8 17 2020 年度第 2回理事会 オンライン開催(Zoom) 

9 7 第 3 回日本ゴルフトラベルマート 2020 実行委員会 オンライン開催(Zoom) 

9 16 アジアゴルフツーリズムコンベンション 2021 

ポストファムトリップ説明会 事務局運営 

オンライン開催(Zoom) 

11 10 第 1 回アジアゴルフツーリズムコンベンション 2021 

スポンサー分科会への出席 

オンライン開催(Zoom) 

12 17 2020 年度第 1回 JGTA ゴルフツーリズムセミナー 

「ゴルフ場×ワーケーションの相乗効果～実証実験

紹介と今後の可能性～」 

オンライン開催(Zoom) 

3 10 2020 年度第 3回理事会 オンライン開催(Zoom) 

3 22 第 1 回日本ゴルフトラベルマート 2021 実行委員会 兵庫県 

神戸国際会議場 403 会議室 

3 23 2020 年度オンライン情報交換会 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または 2021 年度以降への延期となった。 

月 日 予定活動 予定場所 

3 31-

4/3 

Asia Golf Tourism Convention 2020 出展 マレーシア・クアラルンプール 

9 14-15 Japan Golf Travel Mart 2020 開催 兵庫県・ウエスティンホテル淡路 

10 18-21 International Golf Travel Mart 2020 出展 英国・ウェールズ 
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Ⅱ 2020 年度事業報告  

 

１．公益的事業（主に公共の利益に資する事業） 

（１）AGTC2021(Asia Golf Tourism Convention)日本誘致及び開催へ向けた各種支援 

今年度は、AGTC2021(Asia Golf Tourism Convention)の日本開催に向けた開催地である宮崎県のサポ

ートとなる国内活動として、以下の事業の支援を行った。 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響による大会延期 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響の継続を受けて、主催者である IAGTO と宮崎県との協議の結

果、AGTC2021 の延期が正式に決まり、翌年 2022 年 3 月への延期が決定した。 

 

延期前         延期後 

  

 

①AGTC2021 実行委員会への参画 

 2020 年 7 月 14 日に、AGTC2021 開催地が正式に宮崎県に決定した。それに伴い、AGTC2021 実行委員会

が宮崎県内にて組成され、JGTA は代表理事の大会副会長職をはじめとして、以下の通り参画した。 

 

【表】JGTA の AGTC2021 実行委員会内での体制 

AGTC2021 実行委員会 役職 氏名（JGTA における役職） 

大会副会長 白石 武博（代表理事） 

委員 遠藤 正（監事） 

事務局員 太田 康裕（理事） 

事務局員 中澤 龍（事務局長） 

事務局員 竹花 駿平（事務局次長） 

 

②第 1回アジアゴルフツーリズムコンベンション（AGTC）2021 実行委員会への出席 

 2020 年 7 月 17 日に、宮崎県庁において、第 1回アジアゴルフツーリズムコンベンション 2021 実行委

員会が開催されたことに伴い、JGTA関係者が出席した。また、同日宮崎県知事を表敬訪問した。 

 

 

 



3 
 

日時：2020 年 7 月 17 日(金) 14:00〜15:00 

場所：宮崎県庁 

議題：実行委員会設置規定の承認、委員長・副委員長・監事の選任、実行委員会諸規定の承認、 

収支予算の承認 

  

 

③AGTC2021 ポストファムトリップ受け地の調整に係る事務局運営 

 AGTC2021 のコンベンション終了後に実施するポストファムトリップについて、AGTC2021 実行委員会、

IAGTO、JGTA の 3 者で、「アジアゴルフツーリズムコンベンション(AGTC)2021」ポストファムトリップの

開催地候補予備調査を実施するにあたり、受け地の調整に係る事務局運営を行った。 

JGTA では応募団体の募集と取りまとめ等を行い、最終的に 7団体（その後、うち 1団体が辞退）より

希望表明を得た。これらの団体に対し、事務局および国際ゴルフツアーオペレーター協会（IAGTO）日本

代表薬師寺氏、宮崎県を交え、ポストファムトリップ説明会を開催。その後、各団体より行程表等の提出

を受け、主催者である IAGTO により 6団体（その後、うち 1団体が辞退）が AGTC2021 のポストファムト

リップ開催地として承認された。 

なお、ポストファムトリップについては、AGTC2021 開催が延期となったことに伴いスケジュールも変

更となったため、既に採択されている団体以外の希望団体について、追加募集を予定している。 

 

④その他 

 AGTC2021 実行委員会のスポンサー分科会へ JGTA として出席し、各種意見交換を行った。 
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（２）Japan Golf Travel Mart(JGTM)の開催支援 

JGTAが実行委員会構成団体として参画している Japan Golf Travel Mart 2020（JGTM2020）の開催に

ついて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、JGTM2020 第３回実行委員会により中止が決議され

た。また、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えて、2021 年 11 月開催にて JGTM2021が計画され、

JGTM2021 実行委員会が新たに組織され、JGTA は構成団体として参画した。 

 

①JGTM2020 実行委員会への参加 

JGTM2020 第２回実行委員会 

日時：2020 年 5 月 

場所：書面開催 

次第：日本ゴルフトラベルマート 2020 の開催方針について 

 

JGTM2020 第３回実行委員会 

日時：2020 年 9 月 7日 

場所：オンライン開催(Zoom) 

次第：日本ゴルフトラベルマート 2020 の中止について 

 

②JGTM2021 実行委員会への参加 

JGTM2021 第１回実行委員会 

日時：2021 年 3 月 22 日（月）14:00～15:30 

場所：神戸国際会議場 403 会議室 

次第：JGTM2021 実行委員会規約について、JGTM2021 実行委員会役員について、 

JGTM2021 実施計画について、JGTM2021収支予算について、プレファムトリップについて、 

交流ゴルフ大会について、ガラディナーについて、ファムァムトリップについて 

備考：実行委員会当日に、JGTM2021 の会場を予定している神戸国際会議場（商談会会場等）、及び神戸 

   ポートピアホテル (ガラディナー会場等)の視察を行った。 
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参考：JGTM2021 開催予定 

2021 年 11 月 12 日（金）交流ゴルフ（ゴルフ場調整中） 

13 日（土）商談会（神戸国際会議場）・ガラディナー（神戸ポートピアホテル） 

※プレファムトリップ：11 月 8 日（月）～11 日（木） 

※ポストファムトリップ先への移動日：11 月 14 日（日） 

 

（３）ゴルフツーリズムの認知向上 

① ゴルフツーリズムの基礎情報、最新情報の発信 

 JGTA 公式 Webサイトにおいてゴルフ場、国、自治体、関連民間企業等への情報発信を行った。 

  

 

② ゴルフツーリズムの普及啓発セミナー等の開催 

〇2020 年度第１回 JGTA ゴルフツーリズムセミナー 

 

開催日時： 2020 年 12 月 17 日（木）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： 39名 

 

メインテーマ「ゴルフ場×ワーケーションの相乗効果～実証実験紹介と今後の可能性～」 

・パネリスト①：一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 評議員 三石 茂樹 氏 

（株式会社矢野経済研究所 スポーツ事業部 部長） 

・パネリスト②：一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 評議員 倉田 知己 氏 

（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） 

・パネリスト③：サニーカントリークラブ（長野県佐久市） 広報担当 高野 進一郎 氏 

※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 
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画像：パネスディスカッションの様子（左上：竹花、右上：三石氏、左下：倉田氏、右下：高野氏） 

  

 

（４）日本ゴルフツーリズム戦略策定 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、業界環境が大きく変動していることから、2020 年度の実施

を見送り、2021 年度に新型コロナウイルス感染症後の業界環境も踏まえた上での戦略を策定することと

した。 

 

（５）ゴルフツーリズムの国際化推進（出展中止） 

 英国・ウェールズにおいて開催予定であった、IGTM2020（International Golf Travel Mart 2020）が、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響にて開催中止となったため、出展を中止した。 

 

（６）ゴルフツーリズムのエリアの拡大（行政の受託事業等） 

〇 宮崎県ゴルフツーリズム推進のための基礎調査委託業務 

宮崎県から、「宮崎県ゴルフツーリズム推進のための基礎調査委託業務」を受託した。宮崎県では、こ

れまでスポーツキャンプ受入れや国際スポーツ大会の開催等により観光・経済の振興を図る「スポーツ

ランドみやざき」の取組を推進してきた。東京オリンピック・パラリンピックといった世界から注目され

るビッグイベントを控え、国内外からさらなる誘客の絶好の機会であった。 

このことを受け、宮崎県の観光資源であるゴルフを活かし、将来を見据えたゴルフツーリズムの在り

方を明確にするため、宮崎県のゴルフツーリズム推進の指針となるゴルフツーリズム推進戦略案を策定

するために必要な調査を実施した。 
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２．共益的事業（主に JGTA 会員の利益に資する事業） 

（１）ゴルフツーリズムウェルカムマーク（延期） 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種影響に伴い、実施を延期した。 

 

（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サイトにおける会員の広告宣伝・プロモーションの場の提供を行った。 

  

 

（３）会員の学習・研究機会の提供 

（A）2020 年度オンライン情報交換会 

開催日時： 2021 年 3 月 23 日（火）午後 2時～午後 3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： 6名 

内  容： 事務局より最新情報の共有、参加者及び事務局間での意見交換 
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（４）会員の学習・研究機会の提供 

ゴルフツーリズムの基礎情報、最新情報、関連情報の定期的発信として、JGTA 会員向けメールマガ 

ジン等での関連情報配信を行った。 

  

 

（５）会員企業の事業へのサポート 

 JGTA 会員企業の事業における相談等を事務局にて受け、情報の提供など可能な限りの支援を行った。 

 

（６）IAGTO（国際ゴルフツアーオペレーター協会）との相互会員制度の検討 

 AGTC 開催を好機と捉え、JGTA入会特典に新たに IAGTO 会員特典を付与することで相互会員とするた

めの取り組みを行うことで、双方の会員数拡大を図ることを検討したが、新型コロナウイルス感染症拡

大による AGTC2021 開催延期の影響もあり、本年度の制度化は見送った。 

 

 

３．自主事業（主に JGTA の利益に資する事業） 

（１）AGTC2021 日本開催に関連する事業の検討 

 AGTC2021 が延期になったことに伴い、一旦検討を中止した。2022 年 3 月には AGTC2022 が宮崎県にて

開催される予定のため、改めて 2021 年度に検討を行う。 

 

（２）JGTA スポンサーの募集活動 

 JGTA では、ゴルフツーリズムにメリットのある関連業界等を対象としたスポンサー制度を設けている。

2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、新規にスポンサー団体の獲得が難しい状況であっ

た。 
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Ⅲ 役員・会員一覧 

 

１．役員一覧（順不同） （2021 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 

 

治福 司 

 

株式会社 JTB 執行役員 グローバル事業本部 グローバル DMC 事業部長 

訪日インバウンドビジネス推進担当（兼務） 

理事 荒井 重之 株式会社日本旅行 全国営業推進部 チーフマネジャー 

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 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 

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 
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２．会員一覧（2021 年 3 月末日時点） 

 

法人会員（２０社） 

株式会社 NTTデータ（シルバースポンサー） 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 津カントリークラブ 

株式会社 JTB 株式会社日本旅行 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 株式会社日本旅行 

ジェイメッセージ株式会社 株式会社ユタカ開発 

株式会社エヌズ・エンタープライズ 安達建設グループ 

大日本印刷株式会社 株式会社エスプリゴルフ 

株式会社やまとごころ ANA X株式会社 

三重交通グループホールディングス株式会社 東急リゾーツ&ステイ株式会社 

株式会社ホット沖縄総合研究所 株式会社プリンスホテル 

 

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 

 

賛助会員（７団体） 

佐川印刷株式会社 

エーアイイー(AIE) 

The Golf Japan株式会社 

株式会社シンワ 

高橋尚子 

倉田知己 

水上俊也 

 

 


