2018 年 10 月度 ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）議事要旨
日 時：１０月３１日（水） 10:00～12:00
場 所：ゴルフダイジェスト社 会議室
司 会：平野事務局長(ＪＧＧＡ)
議事録：ＮＧＫ
１．開会挨拶 (馬場委員長)
10/30 開催の JGGA 主催「Japan golf インダストリーカップ」は晴天に恵まれ 24 社 2 団体、
169 名の参加者にて成功裏に開催されたことについて謝辞があった。
分科会については、今後のゴルフ界活性化への道筋をつけるべく、活発な議論を行って頂き
たい旨の挨拶があった。
２．報告・検討事項
(1)「大学ゴルフ授業」の充実を目指した産学連携について
資料に基づき下記の報告があった。
①第 3 回大学ゴルフ授業シンポジウムの開催
2019.3.23(土)JGF2 日目 PM 開催 テーマ(予定):大学ゴルフ授業と産学連携-事例と展望②産学連携の事例(クラブ開発と帽子開発)
③第 2 期大学ゴルフ授業研究会の体制が決まりました
・運営委員長・・北徹朗(武蔵野美術大学)
・フィールド研修委員会委員長・・松林幸一郎(亜細亜大学)
・カリキュラム開発委員会委員長・・小林勝法(文教大学)
・G ちゃれ研究推進委員会委員長・・高丸功(学習院大学)
・研究論文誌編集委員会委員長・・髙橋憲司(愛知学泉大学)
・通信教育授業研究委員会委員長・・服部由季夫(星槎大学)
・集中授業研究委員会委員長・・浅井泰詩(目白大学)
・中部地区大学ゴルフ授業研究会代表・・髙橋憲司(愛知学泉大学)
④2018 年度後期の「G ちゃれ」開催予定(決定分のみ)
・第 61 回 10/29(八王子 CC) ・第 62 回 12/2(名古屋グリーン)・第 63 回 12/25(八王子 CC)
・第 64 回 12/26(GMG 八王子)・第 65 回 12/27(八王子 CC)
⑤PGA 井上副会長による特別授業(武蔵野美術大学)

・第 66 回 1/30(八王子 CC)

11/13(火)3.4 限

⑥その他の大学ゴルフ授業関連予定
全国大学体育連合【第 10 回大学体育指導者養成研修会】2019.3/1～3 日本大学理工学部
⑦ゴルフ用品無償提供に対する喜びの声
9/25(東京都市大学)、10/2(神奈川大学)、10/24(滋賀大学)
⑧リレー掲載「我が大学のゴルフ授業」(月刊ゴルフ用品界提供)の予定
11 月(林恭輔・松山大学)、12 月(石川国広・東京工業大学)、1 月(柳田信也・東京理科大学)、
2 月(桂豊・甲南大学)、3 月(難波秀行・日本大学)
(2)ゴルフ関連団体及び企業からのゴルフ活性化施策の実施状況報告と提案
◆「ゴルマジ」・・リクルートライフスタイル (別紙参照)
会員登録数 10,573 名(19 歳 2,638 名・20 歳 7,935 名)

10/25 現在

施設利用者数 16,262 名(練習場 14,676・ゴルフ場 1,586)
賛同施設(ゴルフ場 92・練習場 158)
・【ゴルマジ!】第 5 期_SNS での声・体験記事 「ゴルマジ!」課題に対して

卒業生へのアンケート調査結果は十分なサンプル数に至っていないため、再度調査報告。
◆「楽ゴル・ゴルフスタートアッププロジェクト」・・楽天 (別紙参照)
・【若年層向け施策】各種コンテンツ利用状況
〈ゴルフ場〉公開コース数、楽ゴル公開コース数が昨年に比べて減少しているが、プラン公
開方針を変更しプランの質を向上。
〈練習場〉県別にバラつきがあるものの、順調に増加している。(夏は猛暑・雨で減少)
・【ゴルフ業界活性化支援施策】主な取り組み
〈楽天 GORA DAY 第 3 弾開催～全ゴルファー応援イベント～〉
11/14(日)トーキョージャンボゴルフセンター
〈楽天 GORA×楽天割引〉「300 円 off クーポン」「アンケート回答抽選会」10/18.25 配信
◆「ゴルフのたすきプロジェクト」・・ゴルフネットワーク (別紙参照)
・10/8(月・祝)「教える人×教わる人 9 ホール Challenge」イベント開催報告
取手国際 GC 東コース 40 組 80 名参加
イベント模様は 12 月上旬 CS 放送「ゴルフネットワーク」にて放送予定
イベント応募者データ(別紙参照)
参加者の多くは夫婦、「古閑プロのダメ出しが好きで参加」「ちょうど妻が golf を始めた
ので良い機会」「ゴルフを辞めて再開したので」等の声あり
(3)各団体及び委員からの報告・連絡事項
JGGA
・「Japan golf インダストリーカップ」報告
最終が 16:55 となり日没近くになり、進行が課題。新ルールは発表前なので不採用とした
・「2019JGF」11/15 までが出展期限
JGJA 9/28(金)第 6 回タウンミーティング 30 名強参加
テーマ「2019 ルール改正を徹底解剖!ゴルフ場で何が起きるのか?」報告
経済産業省 「IT 補助金」の周知依頼、「ねんりんピック富山 2018」11/3～6 開催について
３．分科会ごとの討議と全体で討議結果の発表・協議
◎「若年層活性化」分科会

大石委員

【R&A・USGA、英国ゴルフ協会の動き】
・「新しいゴルフ規則」の目的は、R&A・USGA がニーズの変化に適合するための「規則の近代化」
の一つとしている。世界的にゴルフ人口が減少しており、その原因が「ルールが難解であ
り、容易に理解できない」ことが要因と位置づけ、全てのゴルファーが容易に理解できる
シンプルで公平なものとし、ゴルフを始める人にとって理解しやすい内容や表現に変更さ
れた。
【2012 年から 2017 年にかけて全世界の登録ゴルファー数は 2.4%減少した】
(英国では 4.3%減少、米国では 7.9%減少) スポーツマーケティングサーベイ社調べ
〈施策〉
・「サスティナビリティ」について
①ゴルフ普及するには→ゴルフ市場の維持、ゴルフ人口の拡大
②ゴルフを支えること→健全なゴルフ場経営を可能にすること、環境の保全。
・「世界女性ゴルフデー」開催
6/5 開催。豪州で始まって 24 時間後にハワイ終了まで、世界一周して 58 ヵ国 900 のゴル
フクラブが参加。(2 時間程度の 9 ホールやレッスン、その後の仲間やネットワークを作る 2
時間程度のパーティーを含むイベントを推奨するもの)

・英国ゴルフの動き
①ゴルフのイメージを変えよう!! Get into golf
②「女性のゴルフウイーク」7/30～8/5 「全英女子オープン」
「(英)U-18 ガールズオープン」
に合わせて、プロが初心者にレッスン、ゴルフ界における女性の仕事を紹介する等を実施。
・R&A が「女性のゴルフ振興憲章」を発表
以上、日本ゴルフ界の問題とし、これらを基礎として業界全体で考え方を統一して行くへきで
あり、意見を纏めて議論していく。
◎「４０～５０代掘り起こし」分科会

平野事務局長

GMAC 主催『第 2 回エンジョイゴルフ Day』開催について
日程:2019 年 5 月 19 日(日) 会場:大宮国際カントリークラブ(埼玉県) (別紙参照)
料金設定:一般 4,000 円、18 歳以下 2,000 円(昼食別、諸税込み、事前振込)
アトラクション:9H コンペ、エチケット・マナー講座(座学)、レッスン、スナッグゴルフ体験
・運営ボランティア募集、告知方法の再考
・本企画の横展開を推進するには費用面で検討していく必要がある。(チラシ作成の是非、
レッスン時のプロの確保等)
・日没の懸念があり、追加で 9H 借りられないか、組数(52 名)を減らすか、スタート時間を
早めるか、検討。
◎「情報発信強化」分科会

嶋崎委員

■ゴルフ人口の算出について GMAC としての数値を発信することについて
「社会生活基本調査」や「レジャー白書」など数値に誤差があり、世間一般ではそれらを引用
するケースが多々あることから、活性化施策を進める上で、より正確な市場規模の把握が必
要ではないか。NGK の「利用税から見た総来場者数」「特定サービス産業動態調査」や PGM、
GDO、楽天、矢野経済研究所、山岸さんデータ等のビッグデータを収集し、GMAC(又はゴルフ
界)として配信することが可能か検討していきたい。
■新ルールの改定について
1952 年から 67 年振りの大改定となり、関係者・ゴルファーが興味ある内容なので関係団
体等の協力を得て配信出来れば、HP 閲覧数も増加すると思われる。
「新しいゴルフ規則について」は、ルール改定だけではなく、R&A や USGA の根本的な取組
を周知することが肝心である。
・GMAC としての「キーワード」を作成して HP やニュースリリース等を含め、発表する方が良い
との意見あり。→「ゴルフ大衆化元年」(例)
・「E スポーツ」の一種である「みんなのゴルフ」の半数がゴルフ実施希望者であるとのことか
ら新ルールの告知等、活用できる方法はないか検討したい。
４．委員会開催日程
2018 年 11 月 29 日(木) 10:00～12:00
12 月 10 日(月) 15:00～17:00
【忘年会】12/10(月)18:00～20:00

於）ゴルフダイジェスト社
於）昭和の森ゴルフコース 会議室
フォレスト・イン昭和館「花林」

【懇親ゴルフ】12/11(火)7:20 集合 昭和の森ゴルフコース
2019 年

1 月 17 日(木) 10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

2 月 21 日(木)

10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

3 月 12 日(火)

10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社
以上

