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　新年あけましておめでとうご
ざいます。年初めに必ず思う今
年の目標。これは昨年の反省も
あり、また今年こそはという期
待感、やる気が「ゼロ」ベース
で考えられる瞬間でもあり、や

2017 年の幕開けです。干支は酉、動物は鶏。ニワ
トリは早暁に啼くことから、一日のはじまりを告
げる縁起モノとされ、昔、夜明けを告げる宮廷の
役人を「鶏人」（けいじん）と呼んでいたそうで
す。そもそも鶏は弥生時代に大陸からもたらされ、
爾来、卵、鶏肉、闘鶏、愛玩用など、多岐にわた
りヒトの営みに関わってきました。

ゴルフ界は長らく低迷しており、その一因にシニ
ア依存型の市場構造から脱却できないことがあり
ますが、当協会は今年、主力事業のゴルフフェア
を横浜で開催するなど、様々な改革に着手してま

う時の喜び、もしくは結果の悲観。色々な思い
で次のショットを迎えることになります。結果
から言いますとリセットが出来ていなければ、
面白いように悪い結果となります。ゴルフに大
切な「集中力」が発揮できずミスを繰り返し、
ゴルフはメンタルなスポーツだと何度も何度も
感じて反省をするばかりです。
　しかし、なぜか「今度こそは」と思わせてく
れる素晴らしい魅力のあるスポーツです。私は
ゴルフが大好きです。ゴルフによって出会った
ご縁も多数あり、年齢を重ねると共にゴルフを
一緒に楽しむことができる知り合いが増えてき

ます。一つのスポーツを通じて色々な方々と出
会える魅力。これもゴルフならではです。
　ゴルフというスポーツと一緒に過ごし早いも
ので35年ですが、まだまだ深みのあるスポーツ
であると感じています。今年も初詣に行って、
毎年同じように「心」のリセットをし、大いに
飛躍する年と誓ってきます。「節」の大切さを感
じて大きく成長したいと思います。皆様にとり
ましても良い年になりますよう心より願ってお
ります。

（ブリヂストンスポーツセールスジャパン　北川元洋）

はり「節」は非常に大切だと毎年感じています。
「節」の積み重ねで色々な強さが出てきますし、
何より「これから」というリセットが出来ます。
最近の私はゴルフもよく似たものだと感じてい
ます。
　スタートホールの期待感、次のホールに向か

いります。

酉年――。鶏は「三歩あるくと忘れる」という物
忘れの代名詞にも使われますが、新たな一年を迎
えるに際して過去をリセット。闘鶏の猛々しさに
あやかって、飛翔しようではありませんか。

闘鶏の雄 し々さで飛翔を誓う
JGGAの改革元年
チャレンジ精神が新たな市場構築の要諦となる
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　新年あけましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、新たな気持ちで
新年をお迎えのことと心よりお喜び申し上げ
ます。
　昨年の国内経済においては、海外市場や
円高の影響もあり回復基調に足踏みがみら
れましたが、通年で見ると雇用情勢の改善
などにより、景気は引き続き堅調を維持し
ています。ゴルフ業界を振り返ると、ゴル
フ場入場者数は熊本地震の影響などもあり
前年同期比で微減となりましたが、一方用
品市場は単価の上昇により市場規模が拡大
し微増となりました。
　また昨年は112年ぶりにゴルフがオリンピ
ック正式競技として行われた記念すべき年で
もあります。各国を代表して出場した選手達
が素晴らしい熱戦を繰り広げ、ゴルフファン
はもちろん、ファン以外の方にも大いにゴル
フの魅力を伝える機会になったと思います。
我々ゴルフ業界としてはリオにおける成功体
験を踏まえ、2020年の東京オリンピックに
向けて周到な準備を進めていくべきと考えま
す。また他にも当時アマチュアであった畑岡 
奈紗選手の日本女子オープン優勝、松山英樹
選手の世界選手権優勝など歴史的な快挙が続
いた一年でもありました。
　そのような環境の中、昨年も会員の皆様
には積極的に協会活動へご協力いただき、
ありがとうございました。各委員会や各支
部での活動も従来からの活動結果を見直し
ていただきました。販売技術者講習会では、
従来の合宿型から都内での通学型に変更し、
充実した内容で好評でした。流通委員会で
は共同配送を開始し、物流コストが高騰す
る中、コストダウンの実績に繋がり、今後

　新年明けましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、新たな希望を持
って新年を迎えられた事と存じます。
　昨年は、英国のユーロ離脱、アメリカ大統
領選におけるトランプ氏の勝利、韓国の大統
領癒着問題など、政治経済に大きな影響を与
える出来事が起き、世界経済は期待ほどの成
長には至らず、日本経済も同様に不透明な状
況が続いております。ゴルフ業界においても、
大きな成長はなくほぼ横ばいで推移してお
り、引き続き厳しい環境が続いております。
　その中で、昨年はリオオリンピックが開催
され、ゴルフが112年ぶりに正式競技に復活
しゴルフ業界への追い風を期待いたしまし
た。しかしながら、現地でのジカ熱への懸念、
治安問題などによりトッププロの出場辞退が
相次ぎ、競技としての盛り上がりに欠け、期
待していたほどゴルフ市場活性化には繋がら
なかったと感じております。
　次のオリンピックは東京です。リオでの
様々な反省を踏まえて、この機会を有効に活
用することは必須であり、その土台創りは
2017年からスタートさせなければなりませ
ん。とにかく、ゴルフのタッチポイントを増
やし、ゴルフを身近なスポーツへと変えてい
く必要があります。そのために、協会全体で
ゴルフをもっと手軽に楽しめる提案、また
様々なイベントにおけるふれあいの場の提供
等、積極的に取り組みファンの拡大、ゴルフ
人口の拡大につなげていきたいと思います。
ゴルフは老若男女誰もが一緒に楽しむことが
でき、また楽しみながら健康増進を図ること
が出来るスポーツです。我々ゴルフに携わる
人間が、1000万人ともいわれる休眠ゴルフ
ァー、また、若者・女性に対してゴルフへの
参加を促していきましょう。
　最後になりますが、本年もご指導、ご支援
をお願いし、新年のご挨拶とさせていただき
ます。

はさらに参加企業を拡大していきたいと思
います。
　需要開発事業におきましては、各支部で従
来の試打会からペア・スクランブルゴルフの
大会に切り替え、特にラウンド経験の少ない
初心者や女性がゴルフの魅力を感じられる企
画として推進し、全国で360名という多数の
参加の実績も得られました。また、インダス
トリーカップも各支部で盛大に開催され、会
員企業の従業員のゴルフ活性化に貢献するこ
とができました。重要課題である若年層対策
についても大学のゴルフ授業を推進する新た
な動きが始まりましたが、その支援として大
学へのクラブ提供などを実施することができ
ました。以前から支援しているゴルマジや楽
ゴルとの相乗効果も期待されます。
　ゴルフフェアは昨年第50回という節目の
記念大会を迎え5万6千人という過去最高の
来場者を記録することができました。一方で
収支的には、出展コマ数の減少により、フェ
アの収支も大きく悪化し、協会収支の改善と
いう課題を残しました。今年からは、会場が
横浜、開催期間も3月末ということで、装い
も新たになるわけですが、来場者数6万人を
目標に新しい企画も盛り込み、ゴルフを盛り
上げるイベントとして成功させたいと思いま
すので、皆様のご協力を切にお願いしたいと
思います。
　本年も引き続き協会内の結束を深め、若年
層のゴルフ活性化や各委員会、支部の活動の
充実などに取り組みたいと思います。またゴ
ルフ関連17団体との連携を一段と強化し、ゴ
ルフ界の更なる発展に貢献していく所存で
す。今年もご指導、ご支援をよろしくお願い
し、新年のご挨拶とさせていただきます。　
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　新年明けましておめでとうございます。
　新たな気持ちで新年を迎えられたことと心
よりお喜び申し上げます。
　 昨年はイギリスのEU離脱、トランプ氏の
アメリカ大統領選勝利など世界は「不確実な
時代の幕開け」の様相でした。
　業界では団塊世代の高齢化、若者のゴルフ
離れが喫緊の課題となっていますが、各団体
など市場活性化に向けた新しい試みが行われ
ています。その一つが大体連・PGA・GMAC
の三者協同による大学生にゴルフ場体験をし

　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、新たな気持
ちで新年をお迎えのことと心よりお喜び申し
上げます。
　昨年は、112年ぶりにゴルフがオリンピック
の正式種目として実施され、ゴルフ界として
も2020年の東京オリンピックに向けて、新た
なスタートをきった1年であったかと存じま
す。同時に、ゴルフ用品市場は厳しさを増し
ており、市場の活性化を推進していかなけれ
ばいけないと痛感した一年でもありました。
　ただ、厳しい状況はこの業界に限ったことで
はなく、激しい競争を強いられている産業がほ
とんどです。そして、その厳しい状況下でも、
消費者のニーズやディマンドを掘り起こし、ヒ
ットを生み出している産業が多いことも事実で
す。例えば、昨年社会現象ともなった「ポケモ
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ンGO」や映画「君の名は。」などは、従来想定
をしていたターゲットだけでなく、想定してい
た以外のターゲットの心をも掴み、新たな需要
の創出ができています。そこには、単純ではあ
りますが、物事の本質が隠されています。本当
に良いものは、時代や年代を超えて、多くの方々
に愛されていくのです。
　我々は、市場の厳しさに惑わされ、目の前だ
けを見すぎていないでしょうか。本当に、ゴル
ファーを楽しませる製品やサービスを提供でき
ているのでしょうか。また、その製品はこれか
らゴルファーになろうとするポテンシャル層の
目にも魅力的に映り、新たな需要を創出でき得
るものでしょうか。本質的に、ゴルフを楽しい
と思わせてくれる製品は、多くの需要を創出し
てくれるはずです。
　今年からジャパンゴルフフェアは、横浜に会
場を移し新たな船出を迎えます。いつも通りの
2月、いつも通りのJGFではありません。環境の
変化が起きるこの年に、従来の常識にとらわれ
た発想ではなく、その常識を一度捨て、少し違
った観点でゴルファーへのアプローチをしてみ
ることが、私たちゴルフ業界に関わる一人ひと
りに必要な一年になるのではないでしょうか。
　2017年が我々にとって、より良く大きな変
化の年になることを祈りつつ、ご挨拶とさせて
いただきます。

てもらう「Gちゃれ」です。継続していくには、
様々な課題や労力が必要かと想像されます
が、業界が支援し広めていく価値があり、効
果が期待されます。不確実な時代に求められ
るのは近視眼的な思い付きではなく、将来確
実に実を結ぶ種まきや育成に向けた継続的な
活動ではないでしょうか？微力ながら支援し
てまいりたいと思います。
　昨年、男子では松山選手の世界選手権シリ
ーズ優勝、女子では惜しくもオリンピック4
位となった野村選手、日本女子オープン優勝
に輝いた畑岡選手など若い女子ゴルファーの
台頭があり、2020年東京オリンピックに向
けて期待が膨らみます。
　今年からジャパンゴルフフェアは装いを新
たにパシフィコ横浜にて3月に開催されます。
業界が一致団結する場でもあり多くの方が来
場されることを期待しています。
　本年が皆様にとって良い年となりますよう
祈念いたしますとともに、ご指導ご支援の程
よろしくお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、新たな夢と希
望を胸に新年をお迎えのことと心よりお喜び
申し上げます。
　昨年はリオデジャネイロオリンピックにお
いて、ゴルフが正式種目として112年ぶりに
復活し、再びゴルフが注目を集める年となり
ました。スター選手の活躍により、若年層が
ゴルフを楽しむ姿も多く見かけるようにな
り、ゴルフ界に活気が戻ってきました。
　そのような状況の中、時代は「モノの消費」
に絡んで「コトの消費」が重要性を増してき
ています。ゴルフ業界においても、国内の男
女トーナメントやゴルフ場、練習場、シミュ
レーションゴルフ施設の利用増加など「コト
の消費」が旺盛となってきています。
　そうした時代の変化に伴い、当協会の最大
行事であるジャパンゴルフフェアもまた、大
きく変わります。場所を横浜に移し、これま
での「モノ」を主体としたトレードショー型
から、ゴルフの楽しみ方に繋がる消費者への
提案型に向け、大きく舵を切り始めました。
　ゴルファーには競技力向上を求めるジュニア
から、いつまでも健康で楽しいゴルフを求める
シニアまでおり、それぞれゴルフに求める目的
は異なりますが、我々がなすべきことは変わり
ません。お客様の求める目的に沿った新しい製
品、そしてその性能を試す「コト」の機会まで
含めて提案する。それを続けていくことができ
れば、ゴルフのさらなる普及、市場の活性化に
つながるものと信じております。
　3月に開催されるジャパンゴルフフェア
2017にはぜひ、多くの企業、団体の皆様に
奮ってご参加頂き、この大きな転機にお客様
と接点を持つ最大のチャンスとしてご活用頂
きますようお願い申し上げます。
　結びとなりましたが、本年が会員の皆様に
とって素晴らしい1年となりますよう祈念
し、ご挨拶とさせていただきます。
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　日本ゴルフ場経営者協会（NGK）はこのほ
ど「平成28年度版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」を発
表した。ゴルフ市場に関わる調査データは数
多くあるが、上記のデータは「課税状況」か
ら市況を把握しているだけに、確度の高いも
のといえる。調査開始は昭和32年（1957）で、
往時のゴルフ場数は116、延べ利用者数は
182万3000人だった。今回掲載した利用状況
推移は紙幅の都合上、平成元年（1988）以
降としている。
　なお、平成27年度のゴルフ場利用税額は
前年比3億3000万円減の475億2000万円だっ

た。同税は平成4年度に1035億7000万円を
記録しており、当時との比較では54％減と
なった。このあたりにもプレー需要の減少が
顕著に表れている。

ゴルフ場利用者状況

今回のデータは平成27年3月～28年2月まで
のゴルフ場利用者数となる。具体的には前年
比125万人増（1.4％増）の8775万人（千人
単位以下省略）となり、明るい兆しとも受け
取れるが、平成22年度に8809万人となって
以後、東日本大震災の影響を受けた平成23

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

延利用者数（千人）

数 増減数 増減率 人数 増減数 増減率 人数 増減数 増減率 人数 増減数 増減率 額 増減額 増減率

平成元 1,722 82 5.0 89,963 7,778 9.5 76,273 － － 52,243 4.3 － － － －

2 1,818 96 5.6 95,193 5,230 5.8 90,400 － － 52,361 0.2 － － － －

3 1,926 108 5.9 98,809 3,616 3.8 97,592 7,192 8.0 51,303 -2.0 50,671 － 988 －

4 2,028 102 5.3 102,325 3,516 3.6 103,570 5,978 6.1 50,456 -1.7 51,070 0.8 1,012 2.5

5 2,127 99 4.9 99,364 -2,961 -2.9 101,276 -2,294 -2.2 46,716 -7.4 47,614 -6.8 1,019 0.7

6 2,200 73 3.4 97,833 -1,531 -1.5 99,188 -2,088 -2.1 44,470 -4.8 45,085 -5.3 1,014 -0.5

7 2,273 73 3.3 97,512 -321 -0.3 97,457 -1,731 -1.7 42,900 -3.5 42,876 -4.9 999 -1.4

8 2,340 67 2.9 99,651 2,139 2.2 98,851 1,394 1.4 42,586 -0.7 42,244 -1.5 992 -0.7

9 2,370 30 1.3 100,529 878 0.9 98,360 -491 -0.5 42,417 -0.4 41,502 -1.8 978 -1.4

10 2,404 34 1.4 96,032 -4,497 -4.5 92,529 -5,831 -5.9 39,947 -5.8 38,490 -7.3 964 -1.5

11 2,421 17 0.7 93,228 -2,804 -2.9 87,673 -4,856 -5.2 38,508 -3.6 36,214 -5.9 940 -2.4

12 2,443 22 0.9 90,000 -3,228 -3.5 81,445 -6,228 -7.1 36,840 -4.3 33,338 -7.9 905 -3.8

13 2,452 9 0.4 90,175 175 0.2 79,236 -2,209 -2.7 36,776 -0.2 32,315 -3.1 879 -2.9

14 2,460 8 0.3 88,409 -1,766 -2.0 74,970 -4,266 -5.4 35,939 -2.3 30,476 -5.7 848 -3.5

15 2,457 -3 -0.1 88,376 -33 0.0 84,269 4,108 69,203 -5,767 -7.7 35,969 0.1 28,166 -7.6 821 -3.2

16 2,453 -4 -0.2 85,307 -3,069 -3.5 80,061 -4,208 -5.0 5,246 1,138 27.7 63,738 -5,465 -7.9 34,777 -3.3 25,984 -7.7 796 -3.1

17 2,446 -7 -0.3 86,046 739 0.9 79,949 -112 -0.1 6,097 851 16.2 61,849 -1,889 -3.0 35,178 1.2 25,286 -2.7 774 -2.8

18 2,442 -4 -0.2 88,235 2,189 2.5 81,028 1,079 1.3 7,207 1,110 18.2 61,324 -525 -0.8 36,132 2.7 25,112 -0.7 757 -2.2

19 2,442 0 0.0 89,020 785 0.9 80,908 -120 -0.1 8,112 905 12.6 60,227 -1,097 -1.8 36,454 0.9 24,663 -1.8 744 -1.6

20 2,442 0 0.0 90,786 1,766 2.0 81,758 850 1.1 9,029 917 11.3 59,820 -407 -0.7 37,177 2.0 24,496 -0.7 732 -1.7

21 2,445 3 0.1 91,642 856 0.9 81,641 -117 -0.1 10,001 972 10.8 58,316 -1,504 -2.5 37,481 0.8 23,851 -2.6 714 -2.4

22 2,432 -13 -0.5 88,092 -3,550 -3.9 77,578 -4,063 -5.0 10,483 482 4.8 54,640 -3,676 -6.3 36,222 -3.4 22,467 -5.8 704 -1.4

23 2,413 -19 -0.8 84,327 -3,765 -4.3 73,022 -4,556 -5.9 11,306 823 7.9 50,651 -3,989 -7.3 34,947 -3.5 20,991 -6.6 694 -1.5

24 2,405 -8 -0.3 86,745 2,417 2.9 73,969 947 1.3 12,776 1,470 13.0 50,587 -64 -0.1 36,069 3.2 21,034 0.2 684 -1.4

25 2,386 -19 -0.8 86,746 1 0.0 72,889 -1,080 -1.5 13,857 1,081 8.5 49,310 -1,278 -2.5 36,356 0.8 20,666 -1.8 677 -1.1

26 2,336 -50 -2.1 86,505 -241 -0.3 71,661 -1,229 -1.7 14,845 988 7.1 47,854 -1,456 -3.0 37,031 1.9 20,485 -0.9 668 -1.3

27 2,317 -19 -0.8 87,753 1,248 1.4 72,164 504 0.7 15,589 744 5.0 47,523 -331 -0.7 37,874 2.3 20,511 0.1 659 -1.4

注1． 利用税額欄の平成元年度の額は、平成元年3月の利用行為に係る旧娯楽施設利用税（1カ月分）は控除し、平成元年4月から平成2年2月までの利用行為に係るゴルフ場利用税

（11カ月分）のみを掲げており、平成2年度以降は当年3月から翌年2月までの利用行為に係るゴルフ場利用税（12カ月分）である。

注2． 隣接都府県にまたがる19ゴルフ場がある。よって、ゴルフ場数・利用者等が重複集計されていることもある。

注3． 平成15年4月1日よりゴルフ場利用税の非課税措置が施行されている。

注4． 平成26年10月発行時の平成25年度ゴルフ場数は「2,385」であったが、発刊後に北海道より1ゴルフ場増との連絡を頂いた為、平成26年10月の数値を「2,386」と修正した。

１ゴルフ場当たりの

利用者数（人）・増

減率

１ゴルフ場当たり

の利用税額（千

円）・増減率

利用者１人当た

りの利用税額

（円）・増減率

ゴルフ場数 利用税額（百万円）
延利用者数合計 課税者数 非課税者数年度

一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会調べ

利用税の課税状況からみたゴルフ場数、延利用者数、利用税額等の推移

年度を除いては、ほぼ横這いで推移している。
同報告書はその要因について次のように説明
する。
＝横這いで推移している要因は、70歳以上の
利用者数（平成27年度は前年比5.2％増、構
成比16.8％）が直近の6年間において年平均
85万人増加しているためだが、この増加傾向
も徐々に鈍化。そのため「70歳以上者」の伸
びは2020年以降、減少傾向に転じる可能性が
予測される＝
その一方、これまで減少傾向を辿っていた
「70歳未満者」の利用者数が平成27年度に前
年比50万人増となったことは、明るい材料
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製造渉外委員会からの報告
　2016年12月8日(木)、日本ゴルフ用品協会事
務局内にて標記委員会を開催し、下記の各ワ
ーキンググループの活動状況を確認しました。

(1)用具ルールWG:
①2015年12月10日に全会員企業に送付し協
力依頼した「適合外ゴルフクラブヘッドの識
別に関するガイドライン」の12月公表に関
して、ゴルフクラブヘッドの製造・販売を行
なっている会員企業66社の意見を調査し、
31社から回答を得ました。以下に結果を要
約します。

質問1)　適合外ゴルフクラブヘッドを自社製
品として製造・販売していますか?
製造販売している :18社
製造販売していない :13社

質問2)　ガイドラインの公表について、懸念
されることはありますか?
ない :25社
ある :5社
未回答 :1社
 
質問3)　2016年12月に公表することについて
問題はありますか?
問題ない :24社
もう少し遅らせるべき :2社
公表すべきではない :3社
未回答 :2社
 
　数社から反対のご意見があり、また、内容
を充分に理解していただけていないと思われ
るコメントもあったことから、計画していた
2016年12月頃の公表は一時延期し、今回の
調査を行った企業に調査結果の報告をすると
共に、ガイドラインの要点を絞った説明資料
を再度送付して協力をお願いすることとしま
した。

②今後、「適合外ゴルフクラブヘッドの識別
に関するガイドライン」の普及状況を定期的
に調査して全会員企業に報告し、普及の進捗
状況を踏まえ、公表時期を含めて促進検討し

ていきます。
 
(2)標準化WG:
「ゴルフクラブのスペック測定に関するガイ
ドライン」の導入を促進すべく活動していま
す。現在、他社の様子見も含めて導入をため
らっている企業が多い状況であるため、それ
らの会員企業に対して導入への協力を再度
お願いしています。その結果、新たに導入を
決定した企業、同時にすべてを導入するのは
難しいが一部併記することから始める、など
導入の方向へ進む企業も出てきました。また
会員企業から、当協会ホームページにガイド
ラインを掲載して欲しいとの要望がありま
したので、2017年1月中に掲載させていただ
きます。今後、当協会会員の小売り企業にも
ガイドラインの進捗状況について情報提供
を行い、それに関する現場のご意見、お客様
の反応等をヒアリングすることも検討して
いきます。
 
(3)模倣品対策WG:
①2017年秋商品より変更予定の次期模倣品
対策ラベルは最終の仕様が決まりました。
これにより模倣品対策ラベルの2016年12月
の発注では、各会員企業の切り替えが滞り
なく進むように、現行ラベルでの最後の発
注と、新規ラベルの最初の発注を並行して
行える事に致しました。尚、新ラベルの詳
細はJGGANEWS2016年11月号に掲載されて
おります。

②2016年10月に米国ゴルフメーカー協議会
(USGMC)模倣品対策チームのリーダーが来
日されました。東京でミーティングを行い、
当協会とUSGMCにおける今後の協業体制に
ついて再確認しました。
 
③会員企業から、ゴルフクラブ以外の用品に
ついても、当協会全体でより効果的な模倣品
対策に取り組めないかという提案がありまし
た。今後は模倣品対策ラベルに限らず、協会
全体で協力して対応する方法を検討していき
ます。

と捉えている。
次に「全国平均」に比べて減少率が高い県を
見てみよう。「10％減以上」に限定すると①
和歌山県（17.0％減）、②福島県（15.0％減）、
③岡山県（12.7％減）、④島根県（11.2％減）、
⑤長野県（10.6％減）となっており、いわゆ
る「地方の疲弊」が顕在化した格好だ。同報
告書は、
＝中国地方、四国地方が総じて減少傾向が高
くなっており、人口密集地域との距離や人口
動態等により地域間格差が生じている＝
これに反して、増加している府県が12あっ
たことも注目される。①宮城県（8.2％増）、
②石川県（3.5％増）、③千葉県（3.3％増）、
④山形県（2.0％増）、⑤奈良県（1.8％増）、
⑥山梨県（1.7％増）などで、宮崎県（1.5％増）
や青森県（1.1％増）なども含まれる。増加
グループ最下位の大阪府も0.1％増だった。
各県個別の要因はあるだろうが、総じて低迷
の雰囲気が漂う中、高い伸び率を示している
県の分析も必要だろう。

ゴルフ場数の推移

　平成28年3月末におけるゴルフ場数は、前
年比19コース減の2317コースとなった。都
道府県に跨るゴルフ場が19あるため、実稼働
コースは2298コースとなる。また、ホール
数を減少しているゴルフ場もあるため、18ホ
ール換算ではこの1年間で26コース程度が減
少したとみられる。ちなみに平成22年度以降
の6年間で、累計128コースが閉鎖した。

18歳未満の利用者数

　ゴルフ普及のテーマで多くの団体が「ジュ
ニア育成」を手掛けているが、「18歳未満者」
の状況は芳しくない。以下、平成20年以降
の同世代における利用者数を列記しよう。平
成20年度26万2000人、21年度31万1000人、
22年度32万9000人、23年度33万8000人、24
年度34万6000人、25年度34万3000人、26年
度33万人、27年度32万9000人ー。
　過去8年間で6万7000人増（25.5％増）は
一定の成果を伺わせるが、その起点となる平
成20年度が唯一20万人台と少なく、以後の
年度比較では横這いだ。限られたエリートジ
ュニアに特化した育成の在り方も、見直す必
要があるだろう。
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「クラブ市場では秋以降に発売された新製品がラ
ンクインしていますが、そんな中、ドライバー
市場でキャロウェイ『グレートビッグバーサ
（2015）』が 2位にランクインしているのが特徴
的といえば特徴的です。ご存知のように松山プ
ロが使用して活躍していることが “リバイバル
ヒット”の要因ですが、今時のゴルファーは “契
約外のクラブをプロが使っている”ことに対し
て反応すること、逆に言えば “契約プロが契約
メーカーのクラブを使うこと”に対して “オドロ
キ ”を感じなくなっていることの裏返しとも言
えます。何だか切ない話ですが」

順位 DRIVER BEST５ ヘッド素材 メーカー名 順位 FW ＆ UTILITY BEST５ メーカー名

1 XXIO9 チタン ダンロップスポーツ 1 XXIO9 UT ダンロップスポーツ

2 GREAT BIG BERTHA
（2015） チタン キャロウェイ 2 XXIO9 FW ダンロップスポーツ

3 917 D2 チタン アクシネット 3 917 F2 アクシネット

4 917 D3 チタン アクシネット 4 inpres UD+2 FW（2016） ヤマハ

5 inpres UD+2（2016） チタン ヤマハ 5 XR 16 FW キャロウェイ

順位 IRON BEST５ シャフト メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 XXIO9 カーボン ダンロップスポーツ 1 Cleveland 588 RTX 2.0 
SERIES ダンロップスポーツ

2 inpres UD+2 IRON
（2016） カーボン ヤマハ 2 VOKEY DESIGN SM6 

SERIES アクシネット

3 Steelhead XR  N.S. PRO スチール キャロウェイ 3 MACK DADDY-
FORGED キャロウェイ

4 XXIO9 LADIES カーボン ダンロップスポーツ 4 MD3 MILLED WEDGE 
SERIES キャロウェイ

5 SRIXON Z565  N.S. 
PRO スチール ダンロップスポーツ 5 RM-22 フォーティーン

順位 BALL BEST５ 構造 メーカー名 順位 PUTTER BEST５ メーカー名

1 SRIXON Z-STAR 
SERIES（2015）

3ピース/
4ピース ダンロップスポーツ 1 ODYSSEY WHITE HOT 

RX SERIES キャロウェイ

2 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 2 ODYSSEY WORKS 

SERIES キャロウェイ

3 PRO V1 SERIES（2015） 3ピース/
4ピース アクシネット 3 SCOTTY CAMERON 

SELECT SERIES（2016） アクシネット

4 HVC SERIES 2ピース アクシネット 4 ODYSSEY WHITE HOT 
PRO 2.0 SERIES キャロウェイ

5 SRIXON DISTANCE
（2015） 2ピース ダンロップスポーツ 5 CADENCE  TR SERIES ピン

＝矢野経済研究所＝
国内大手調査会社。約１５０人の調査員が「生活周辺」

「情報通信」「ライフサイエンス」「インダストリー
テクノロジー」などの６万社以上を調査。スポーツ
用品市場は約４５０社を調べ、ゴルフ用品市場も緻密
な調査を行っている。（コメント：三石茂樹）11月1日〜11月30日

ドライバー2位＝GREAT BIG BERTHA（2015）

ゴルフクラブの
『スペック測定』に
関するガイドライン

JGGA製造渉外委員会
標準化ワーキンググループ

　平素は日本ゴルフ用品協会 (JGGA)の活動
に対するご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　当協会では、2015年9月に「ゴルフクラブ
の『スペック測定』に関するガイドライン」
を制定し、会員企業の導入促進に努めており
ますが、このたび広くその内容についてご理
解いただけるよう、ホームページで掲載をさ
せていただくこととしました。
　現在、ゴルフクラブに関する多くのスペッ
クデータが各メーカーより公表されていま
す。しかしながら、そのデータについては個々
のメーカーのゴルフクラブに対する考え方や
設計思想などの違いにより、測定方法も異な
り、メーカー間でのデータ比較をすることが
できない状況となっています。
　そのため、当協会としてお客様の利便性を
考え、メーカーを問わずデータでスペックを
比較できる環境整備が必要との観点から、主
要スペック8項目についての測定ガイドライ
ンを制定しました。
　本ガイドラインの測定方法については、「比
較のしやすさ」・「合理性」・「正確性」・「簡便性」・
「普及度合い」・「ゴルフ規則との共通性」を
重視して判断しています。過渡期におきまし
ては、各メーカー独自の測定法によるデータ
と本ガイドラインに基づくデータが混在する
ケースも発生するかと思われますが、本ガイ
ドラインに基づくデータ (JGGA測定法による
計測値 )がゴルフ用品協会統一のデータとな
り、それ以外は各社独自の計測値となります。
　今後、メーカー間のデータ比較には、JGGA
測定法による計測値をご活用いただきますよ
うお願い致します。

問合せ先
一般社団法人 日本ゴルフ用品協会
担当：蓋（キヌガサ）
TEL ：03-3832-8589 ／FAX ：03-3832-8594　　　　　　　
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　我が国は、2007年に超高齢社会（65歳以
上の人口が総人口に占める割合が21％以上）
となり、高齢化率は今後も上昇する。ゴルフ
場入場者数は、70歳以上利用者数が直近の
10年間で約950万人増加しているため、年間
8,800万人前後と横這いで推移している。し
かし、70歳以上者の増加率も徐々に鈍化し
ており、「団塊の世代」の全てが後期高齢者
となる2025年以降に減少傾向が顕著に現れ
るのではと予測される。
　一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会（略
称：NGK）は、上記予測に基づき、残された
10年間の中長期的課題と対応策を次の3点と
して活動を行っている。

【中長期的課題と対応策】
1.ゴルフ市場活性化策
「新規ゴルファー創造」の最も効率の良いタ
ーゲット年齢層は、社会生活基本調査等から
「20歳代後半～30歳代前半」であると分析し、
この対象年齢層のゴルフ参加率を10年後に
10％強に引き上げることを目標に定め、下
記の対応策を実施している。
(1)「大学体育のゴルフ授業」の充実を目指
した産学連携の推進
＊大学体育のゴルフ授業の大半が学内施設の
みで実施されているため、受講生のゴルフ継
続意欲が低い。この課題を解決するために、
受講学生を対象としたゴルフデビュープログ
ラム「Gちゃれ」を実施。
＊「ゴルフマナー」や「ゴルフに関する基礎
知識」等を盛り込んだワークブックを大学、
出版社などと共同で編纂。ラウンド体験前の
学生が使用する。
(2)地域スポーツの拠点としての役割をゴル
フ場が担う
　人口密集地域からの距離にもよるが、ゴル
フ市場の縮小によりフル活用が出来なくなっ
ている部分（施設面、閑散期や閑散時間帯）
を有効活用するとの観点から、クラブハウス
やコースを地域スポーツコミュニティーの場
(核 )として地方自治体や地域産業との融合に
より、新たな事業を創出して地域活性化に貢
献する。

(3)他産業との融合による新たなビジネスの
創出
　他の産業（スポーツと健康、食、観光、フ
ァション等）との融合により、付加価値を高
め、新規需要を開拓する。これには、インバ
ウンドゴルファーや国内ゴルフツーリズム等
も含む。
(4)他ゴルフ団体との連携強化、ゴルフ関連
企業の企画を援助推進
「ゴルフ市場活性化委員会（通称：GMAC）」
に代表される連携活動を基本とし、他のゴル
フ関連団体との関係を強化して相乗効果を目
指す。また、ゴルフ関連企業の企画について
も推進する。
　
2.ゴルフ場経営のコストダウン
　収益力の低下に比較して高額な評価のまま
である「固定資産税」、「ゴルフ場利用税」（廃
止運動を基本とするが、ゴルフ場利用税決定
基準や制度的問題点の改善を含む）等の税制
問題の改善や農薬の規制や排水基準の見直し
等を所轄官庁と折衝して行く。また、経営の
コストダウンを目指して共同購入事業の推
進、ゴルフ場経営に不可欠な保険料を「ゴル
フ場共済協同組合」（平均15％～20％削減）
により削減する。

3.預託金償還問題への取組み
　約8割を占める「預託金制ゴルフ場」にお
ける預託金償還問題への対応策の検討と啓発
活動を実施する。特に、「預託金償還ビジネス」
に対して情報の把握を行い、訴訟等により窮
地に立たされているゴルフ場へのサポートを
実施する。

　以上が、弊協会が実施している事業の骨格
だが、「ゴルフ市場の拡大」については、以
下の点において国の政策と整合していると思
われる。
　安倍内閣は、名目GDP600兆円の実現を目
指すとして「日本再興戦略2016～第4次産業
革命に向けて～」を発表し、その中で新たに
10の重点課題として有望成長市場創出を提
案している。その一つが、「スポーツの成長

ゴルフ場業界再興に向けての提案
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

産業化」であり、その目標は2012年のスポ
ーツ市場規模5.5兆円を2020年に10.9兆円、
2025年に15.2兆円に拡大することである。
そのための具体策の方向性は、スポーツ庁と
経済産業省により2020年以降も展望した我
が国のスポーツビジネスにおける戦略的な取
組を進める方針策定として発表された「スポ
ーツ未来開拓会議中間報告～スポーツ産業ビ
ジョンの策定に向けて～」に記載されており、
この中でゴルフ場業界が取り組まなければな
らない事項は、「スポーツ参加人口の拡大」、
「地方自治体や地域産業との融合による地域
活性化」、「他産業との融合による新たなビジ
ネスの創出（健康、食、観光、ファション等
との融合化）」の3課題と考えている。
　
　以上、弊協会が目指すゴルフ場産業の再興
という目標への施策であるが、成果は一朝一
夕で望めるものではなく、各施策を粘り強く
ゴルフ場業界に訴えかけ、全体の発展なくし
て個の発展は望めないとの意識を徹底するこ
とが鍵だと考えている。
　最後に、「スポーツ参加人口」についての
現状と国の目標は下記の通りである。
・「スポーツ実施率」向上の目標（スポーツ
基本計画）
　平成33年度末目標：成人の週1回以上のス
ポーツ実施率65％程度。成人の週3回以上の
スポーツ実施率30％程度（文部科学省の現
状推計：週1回以上が40％、週3回以上が20
％／20歳代・30歳代の週1回以上のスポーツ
実施率が30％弱／60歳代の実施率が一番高
く、50％強）。
・平均寿命と健康寿命の差：男性9.13年、女
性12.68年
　平均寿命と健康寿命の差を短縮することを
運動・スポーツを通じての疾病予防、健康増
進、介護予防等により実施し、治療費や介護
給付費の増大を抑制する。

大石　順一（おおいし・じゅんいち）
１9４9年生まれ、成蹊大学経済学部経済学科卒。
１997年八王子カントリークラブ総支配人就任。
2０１１年日本ゴルフ場経営者協会専務理事。
この間、東日本ゴルフ場支配人会連合会常任幹事、
税対策委員長、及び、日本ゴルフ場事業協会（現・
日本ゴルフ場経営者協会）理事、税・労務委員長と
して、主にゴルフ場関連税制の問題に対応。
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　平成28年11月29日（火）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS12月号について
1～3面：「ジャパンゴルフフェア2017」の開
催概要を掲載。
●「19番ホール」：出井久幸理事が担当。
4面：「第6回インダストリーカップゴルフ大
会、第5回西日本企業対抗ゴルフ大会アンケ
ート結果」の報告記事を掲載。
5面：「市場活性化コーナー　大学のゴルフ
授業充実に向けた取り組み」を掲載。
6～7面：「YPSゴルフデータ」、「リアルマー
ケットレビュー2」、「共同配送の稼働状況報
告」を掲載。
8面：協会関連事項を掲載。
議題-2、JGGANEWS1月号編集について
1～3面：「年頭所感」を掲載。
●「19番ホール」：北川元洋理事が担当。
4面：「ゴルフ場利用税の課税状況から見た
ゴルフ場の数・利用者数」を掲載。
5面：「製造渉外委員会報告」を掲載。
6～7面：「YPSデータ」、「ゴルフクラブのス
ペック測定に関するガイドライン」、「関連団
体のゴルフ活性化の取り組み」を掲載。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載。
議題-3、JGGANEWS2月号について
1～3面：「2017年ゴルフ新年会開催」を掲載
予定。
●「19番ホール」：伊藤康樹理事が担当。
4面：「市場活性化コーナー」などを掲載予定。
5面：「ジャパンゴルフフェア出展者一覧」
などを掲載予定。
6～7面：「YPSゴルフデータ」、「関連団体の
ゴルフ活性化の取り組み」を掲載予定。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載予定。
議題-4、次回委員会の日程
　平成29年1月27日（金）

講習会委員会

　平成28年11月22日（火）、協会事務局内に

て標記の委員会を開催した。
議題-1、「第42期ゴルフ用品販売技術者講習
会」の概要
■日程：平成29年8月21日（月）～24日（木）
■会場：LMJ東京研修センター
■科目数：14科目
・全科目で認定試験を行い、1000点満点の
合格点700点とする。
■講義時間：20時間40分
■受講費用：会員 78000円／非会員 98000円
■募集人数：先着60名
議題-2、講習会テキストの修正箇所の確認
・講習会テキストⅠの見直しについて
議題-3、「ジャパンゴルフフェア2017」セミ
ナーの内容と有料化の検討
①JGGAゴルフ用品セミナー
■タイトル：「日米ゴルフ用品市場の動向と
分析について」
■講師：三石茂樹（矢野経済研究所）、ゴル
フデータテック社（米国）
■日程：平成29年3月24日（金）12:00～
13:15
■費用：会員 無料／非会員 2000円
②R&Aセミナー
■タイトル：「用具規則に関する最新の情報
や動向について」
■講師：スティーブ・オットー（R&A研究・
試験ディレクター）
■日程：平成29年3月25日（土）13:00～
14:20
■費用：会員 無料／非会員 2000円
議題-4、次回委員会の日程
　平成29年2月1日（水）

第7回活性化委員会

　平成28年11月22日（火）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題-1、GMACの動きについて
1)関連企業活動状況
・ゴルマジの利用状況など
・楽ゴル各種コンテンツの利用状況など
2)大学体育授業における業界の協力状況
■大体連、PGA、GMACの連携協定の動向に
ついて
・「Gちゃれ」の今後の開催予定
・大学授業用クラブの送品状況
　8月～10月までに23大学へ493本配布した。

議題-2、来年度のペアスクランブルゴルフ大
会の開催について
　東日本支部、中部日本支部、西日本支部共
に開催の継続を予定している。
議題-3、次回委員会の日程
　平成29年2月1日（水）

第6回インダストリーカップ委員会

　平成28年11月22日（火）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題-1、「第6回ジャパンゴルフインダストリ
ーカップ」について
　天候も良く、参加者も大いに楽しんだ大会
となった。
■参加チーム人数
・男子スクラッチ部門：12チーム47名
・女子スクラッチ部門：10チーム20名
・アンダーハンディ部門：26チーム104名
　合計48チーム171名参加（企業 25社、団
体 2団体）
議題-2、「第7回ジャパンゴルフインダストリ
ーカップ」の開催について
■日程及び場所の検討
・27または36ホールが有り、18ホールは貸
切可能なことを前提に選定する。
・平日の開催で、費用は18000円前後を予定
している。
議題-3、次回委員会の日程
　平成29年2月1日（水）

変更事項

【住所変更】
●ピンゴルフジャパン株式会社
新住所：〒335-0032　埼玉県戸田市美女木
東2-1-14
TEL：048-437-6500　FAX：03-6685-6169
【代表者変更】
●株式会社ヒマラヤ
新代表者：後藤　達也（旧代表者：野水　優治）

お詫びと訂正

　JGGANEWS12月号8面「変更事項」にて、「え
株式会社OG」と記載がありましたが、正し
くは「株式会社OG」です。
　訂正してお詫び申し上げます。

協会関連事項
広報委員会

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.大学時代にゴルフ部に所属していたので、ゴ
ルフの楽しさを伝えたいと思い、ゴルフに関係
する仕事に就きたいと考えていました。
Q.お仕事の内容を教えて下さい。
A.当初は対外的な商品広報のみでしたが、
2006年に上場してからは徐々に体制も変わり、
グローバル化した社内の活性化・モチベーショ
ン向上につなげるためにグループ報を発行する
等、インナー広報も担当しています。
Q.ずっと広報の仕事をなさっているんですか？
A.いいえ、最初はグループ内のトーナメント運
営会社にいて、スクール事業部、トーナメント
運営部、経営企画部を経験しました。トーナメ
ント運営時代はツアーでまさに全国を飛び回り、

vol.1

出張週は朝から晩までゴルフ場という生活。ス
タートアナやグリーン場での選手紹介などの貴重
な経験もしました。同じ生活を今やれと言われ
たら無理ですね（笑）
Q.年間のラウンド数は？
A.仕事とプライベートあわせて5～6ラウンドです。
子供が大きくなったらもっと行きたいんですけどね。
Q.ゴルフ界で働く女性へのメッセージを。
A.女性ゴルファーの増加が業界活性化のポイン
トと言われていますが、女性向けのサービスや
対応、情報発信は不十分なのが現状だと思いま
す。より女性がゴルフを始めやすい環境を作る
ためにも、女性ゴルファーならではの目線で積
極的に”女性が楽しめるゴルフ”を提案していき
ましょう！

ダンロップスポーツ株式会社 広報部

小山 明子さん
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