2017 年１０月度 ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）議事要旨
日 時：１０月２５日（水） 10 時～12 時
場 所：ゴルフダイジェスト社 会議室
出 席：JGGA、NGK、JGRA、PGS、JGJA、PGA、ゴルフダイジェスト、リクルート、
日本旅行、楽天、ゴルフネットワーク、有識者、経産省、スポーツ庁
司 会：平野事務局長
議事録：ＮＧＫ
１．開会挨拶 (馬場委員長)
分科会での検討事項をアクションプランへと繋げてもらいたい。関西 GMAC は２カ月に１回開
催し、関西ゴルフ連盟が実施する「関西ゴルフ振興初心者スクール」が年 1 万人となったこと
が報告されている。また、近年各団体等がペアスクランブルを実施し、好評を得ていることか
ら、GMAC の次のステップとしていきたい。
２．分科会ごとの討議と全体で討議結果の発表・協議
◎「４０～５０代掘り起こし」分科会

平野事務局長

GMAC 主催『エンジョイゴルフデイ』開催について
目的:初心者・休眠ゴルファーの掘り起こしをターゲットにした「初心者に優しいゴルフ」
日程:平成 29 年 12 月 16 日(土) 会場:東我孫子カントリークラブ西コース 9H 貸切
■コンペの部
募集人数:26 ペア(52 名) コース:西コース 9H(ハーフラウンド)
コンペ形式:ぺリア方式(隠しホール 6) 「初心者にやさしい」特別ルール設定
・でかカップ ・複数カップ ・スクランブル ・OB を 1 ペナ扱い
参加費用:1 人 4,000 円、18 歳以下 2,000 円
(諸税込、表彰式ソフトドリンク・賞品代込、昼食は別)事前振込
■アトラクションの部 (参加費無料)

12 歳未満は保護者同伴要

・最新クラブ試打会 ・ティーチングプロによるワンポイントレッスン
・パター＆アプローチレッスン、初心者限定:エチケット・マナー講習(各 40 分)
・スナッグゴルフ体験
[検討事項]
①経費の捻出 (チラシ・HP へ企業広告掲載 1 企業 2～3 万円協賛募集の予定)
・チラシ 今月末までに 500～1,000 部作成 コース・ショップへ配布
・試打会レッスン会打席料 最大 10 打席で 5 万円
・ティーチングプロ派遣料 6 万円程度
②試打クラブ JGGA＋G ちゃれで手配
・試打会 ・パター、アプローチレッスン(各 10 本) ・セットクラブ
③コンペ賞品の協賛 用品メーカーに依頼
④運営スタッフ GMAC より総勢 16 名の人員要請
⑤その他準備物
・スナッグゴルフ JGC・スナッグゴルフ協会等より
・レシーバー DSE より貸出
・スコアシート、昼食券、受付リボン、案内看板、のぼり類 等々

※本企画は台風 21 号の影響により東我孫子 CC が冠水被害を受けたため、来春以降に延期と
なった。
将来的に本企画を全国展開できるように仕上げ、「B to C」だけではなく「B to B」とし
ても活用できる応用性・汎用性のあるものとすべきとの意見が出された。
◎「若年層活性化」分科会

大石委員

本部会は、ゴルフ市場活性化の中期目標に基づき、それを達成するための戦術等について施
策を検討している。
大学ゴルフ授業の充実を目的とした「G ちゃれ」が軌道に乗ってきているので、就職後の若年
層社会人への働きかけについて検討している。
■【社会人版】企業の新入社員等を対象とし、ゴルフを活用した「社会人能力の向上」「異業種
交流」をテーマとしたイベントの実施。
内容は分科会で策定していくが、GMAC 参画企業におけるゴルフ未実施者を対象に試験的イ
ベントを開催してモデル構築をしたい。(20～30 名程度、人事課等へ働きかけ)
[1 日の流れ構想案]
・有識者によるゴルフ講義(座学)「ゴルフ入門セミナー」等 → 昼食 →
練習場→ コース体験 →

交流パーティー

12 月までに本企画が将来的に応用性・汎用性がある企画内容に纏める。5 月頃実施予定
[意見]
本施策は社会人対象というだけの企画ではなく、GMAC が従来行ってきた施策の延長線として
シンプルにまとめ、分かり易くした方がスピード感あって良い。
「ゴルマジ」(19～20 歳) → 「G ちゃれ」(大学生) → 社会人「楽ゴル」等含む
関西では公立高校のゴルフ授業も実施しており、ジュニア→高校も含めて一連の流れでゴル
ファー創出するなど団体の特徴を生かしながら GMAC 全体でトータルコーディネイトする方向
である。
◎「情報発信強化」分科会

松尾委員

■ホームページの発信強化
更新が遅いことへの対応策
・各団体の HP 見出しにあるニュース等をピックアップし、それらへのリンク依頼。
・更新に「D-rise」を通すと 1 クッション以上遅れるため、GMAC 広報部会が直接更新できる
仕組みを検討したい。
・各団体から月 1 で情報提供を依頼し、掲載後に加盟会員に広報することであったが、機能
していない状況なので各団体担当者と再度、連絡を密とする。
・サミット HP でも同様な課題があり、今後はサミットと GMAC 交互にバナーを掲載するなど
情報をシェアしていくことを検討する。
・データ資料について、矢野経済研究所では現在有料であるが、個別企業情報とならなけれ
ば提供可能であるとのことなので、最新の必要データを依頼する。
・GMAC データを見れば業界の最新データが分かるという内容が良いと思われるので、各団体
担当者と連絡を密とし、交互に情報発信が出来ればと考える。
・ゴルフ市場調査として情報分析を実施という意見有り、各団体が行っていない有益なデー
タを GMAC 参画企業の協力を得て情報収集したい。財源が必要な場合は要検討。

■GMAC セミナー2018 の分科会としての意見
各種の市場データはネガティブなものが多く、発表しても参加者の胸に響かないため、成功
事例や成果が出やすい内容を発表し、ゴルフ界に効果あるものや従来の GMAC 活動をシンプルに
まとめた内容を発表することも含めて今後発展的な議論をするべきではないかとの意見があっ
た。
[意見]
・成功事例では「楽ゴル」などの企業施策でも良いのか

→従来の施策を広げるために今まで

の課題をクリアしていけば将来的にゴルファー増となる内容であればと考える。
・成功事例の定義とは、GMAC 活動が即効性あるものではなく、種まきであるため、課題をクリ
アすることで効果が表れるという発展的な内容が良いと考える。
３．報告・検討事項
（１）ＧＭＡＣセミナー検討について
開催日:平成 30 年 3 月 23 日(金) 例年通りの時間
場所:パシフィコ横浜

(2018JGF にて) 同じ会場を予定

12 月末 GMAC までにテーマを決定し告知する。
数名の検討委員会にて具体的テーマを策定し、11 月 GMAC にて発表する。
委員からの意見があれば平野委員までに連絡する。
（２）日本ゴルフサミット会議の進捗
2018 ジャパンゴルフフェアにてサミット会議としてブース出展する。
新春特別企画講演は JGA、PGA による将来展望や選手強化策等の発表となる予定。
（３）「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産学連携について (別紙参照)
①G ちゃれの定義について
②G ちゃれ用クラブセット寄贈について
③JGGA からのクラブ提供と各大学からの喜びの声
④2017 年度の「G ちゃれ」経過報告
⑤「(一社)大学ゴルフ授業研究会」の組織化について
⑥大学ゴルフ授業研究会主催「第１回 PGA 大学ゴルフ実技研修会」の開催
⑦第 4・5・6 回「フィールド研修会」の開催
⑧PGA 井上副会長特別授業(武蔵野美術大学)と懇談会の開催
⑨大学ゴルフ授業研究会 忘年会のお知らせ
⑩(公社)全国大学体育連合の全国研修会予定
（４）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
■「ＰＧＡゴルフ市場再活性化策」の進捗状況報告 特になし
■「ゴルマジ」・・・リクルートライフスタイルより説明(別紙参照)
■「楽ゴル：ゴルフスタートアッププロジェクト」・・・楽天より説明(別紙参照)
楽ゴルプランは毎月 30 名程度利用
楽ゴルＤＡＹは地域 6 カ所実施、10/7 トーキョージャンボ開催は１１５名の参加と
過去最高を記録。今後は地域を絞り 6 カ所程度シンプルに継続

■「ゴルフ場を地域との交流の場として活用した地方創成事業」・・日本旅行
たびーら沖縄は県外からの募集が厳しく中止。県内女子をフォローしていく。
同 御殿場 市から予算が組まれた為、御殿場観光協会等と共催にて実施。(29.11.24 開
催) 100 名募集 新宿より「たぴーら号」バス運行 (別紙参照)
■「ゴルフのたすき」・・・ゴルフネットワークより説明
教える人×教わる人 9 ホール Challenge イベント報告 (別紙参照)
10/9(月祝)取手国際ゴルフ倶楽部東コースにて開催。約 100 名参加
25 歳女性参加者の感想の紹介があった。
（５）各団体及び委員からの報告・連絡事項
JGGA
■2018 ジャパンゴルフフェア 3/23(金)～25(日) パシフィコ横浜
3/23(金)、24(土)は 2 時間延長して 19 時まで開催する。2 時間はイベント等開催し
集客に努める。メディア 10 社の協力のもとイベント事前告知。
関連団体のセミナーは 2017 年度通り会場を抑えているが、会議費用は改定する。
関連団体への出店依頼
■2017 インダストリーカップ 10/6(月)雨天開催 GMAC チーム(20 位・23 位/26 中)
NGK
■「ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の数・利用者数等」発刊
４．委員会開催日程 (会議室の関係で時間が変更となっております)
11 月 16 日（木）9:30～11:30

於）ゴルフダイジェスト社

※通常より 30 分繰り上げて開催
12 月 13 日（水）15:20 分～
2018 年 1 月 19 日(金) 9:30～11:30

於）足利市「太鼓橋本館」
於）ゴルフダイジェスト社

※30 分繰り上げて開催 (変更)
2 月 20 日(火) 10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

3 月 12 日(月)

於）ゴルフダイジェスト社

9:00～11:30

※30 分繰り上げて開催 (変更)
以上

