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 近年、国内のゴルフ産業を取り巻く環境は、景気の低迷などを背景に、プ
レーヤーの減少や活動率の低下が続き、ゴルフ場運営などが厳しい状況と
なっております。 

 
ゴルフ場活性化委員会の調査によると、 

◆ゴルフ対象人口の減少は2015年で182コース、2030年には408コース余剰となる 
◆2015年にはコース入場者数：641万8千人減少、1コースあたり入場者数：2624人
（年間）減少する 
 
※日本国内ゴルフ対象人口最新推計からゴルフ参加率、活動率、ゴルフ施設数が将来も現在と変改しないとする 
※ゴルフ市場活性化委員会  「2004年11月に（社）日本ゴルフ場事業協会、（公社）日本パブリックゴルフ協会、 （社）日本ゴ
ルフ用品協会、（社）全日本ゴルフ練習場連盟、（財）日本ゴルフ協会、の5つの団体から 構成された委員会」資料 

  
 この様な現状を踏まえ本協会では、全国にさきがけ、国内でも有数の優れたゴル
フ場とプレイ環境をもつ北海道において、ゴルフというスポーツを観光資源と捉え、
観光産業との連携を図り、国内需要はもとより、海外におけるゴルフツーリズム需
要への積極的なアプローチを行いゴルフ観光のニーズを喚起し、ゴルフ産業なら
びに観光産業の振興に寄与する目的で設立致しました。 
 
 
 

はじめに ２ 



◆北海道＝自然、健康というブランドイメージが既に形成された強み 
 
◆明確な四季と、それに応じた楽しみ方のできる環境 
 
◆自然を再発見、感じることのできる環境 
 
◆雪を活用した ウインタースポーツが広く普及。雪質の良さは抜群 
 
◆梅雨のない良好な グリーンシーズン。本州と比較した下記の気温の低さ、湿度の低さもアピールポイント 
 
◆全般に車両の少ない環境。広大な土地、広い道路等ランニング、サイクリングに適した土地特性 
 
◆北海道の食材による健康・ヘルシーなイメージとの相乗効果 
 
 
 

北海道におけるスポーツの特徴 

食と観光のような６次産業 
のポテンシャル 

スポーツ観光における北海道の強み 

スポーツを通じて四季を 
楽しむことが可能 

北海道＝大自然といった 
ブランドイメージ 

北海道におけるスポーツ観光の特徴と強み 

「スポーツの環境」は、抜群の北海道 
【仮説】観光を通じた地域振興に結び付く可能性のあるスポーツの１つがゴルフ 

資料提供：北海道大学観光学高等研究センター客員准教授遠藤正 
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P01 ゴルフは観光と融合できるか 

◆マナーとルールに対するプレーヤー意識が高く、国際的にも紳士・淑女の
スポーツとして楽しまれている。 

４ 

観光との融合が期待で
きるスポーツがゴルフ 

◆ゴルフは高齢者のプレーが可能で、世代を超えた交流ができるな
ど幅広い層が楽しめるスポーツである。 

◆欧米はもとより、近年ではアジア各国でも競技人口が増えてくるなど、注
目されているスポーツ競技である。至近ではオリンピックにも採用。 



世界のゴルフツーリズムマーケット 

全世界5,900万人のゴルファーの内 

5～10％のゴルファーが毎年ゴルフを目的とした海外旅行をする 

世界のゴルフ人口 

アメリカ 

アジア 

ヨーロッパ 

3,000万人 

1,800万人 

その他 

900万人 

200万人 

※出典『Golf Tourism』Simon Hudson and Louise Hudson  

＝
 

295万人～590万人 

５ 



ゴルフツーリズムの特徴 

IAGTO（国際ゴルフ・ツアーオペレター協会）の調査によると、 

アメリカ人の12％がゴルファーで、 

アメリカの旅行産業の内ゴルフ旅行が27％の消費を占める 

アメリカの人口に対する 

ゴルファーの割合 

12％ 27％ 

アメリカ人の旅行消費に対して 

ゴルフ旅行消費の占める割合 

 

ゴルフ旅行者は一般旅行者と比べて 

一日あたりの消費金額が20％多い傾向がある 
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◇ゴルフを通じた観光＝ゴルフツーリズムは欧米を中心に近年急速に成長 

正式名称: International Association of Golf Tour Operators 

（国際ゴルフ・ツアーオペレター協会）      

◆ゴルフ観光振興・普及を目的に設立され、その活動を世界規模で行って
いる唯一の団体 
 
◆世界のゴルフ観光産業をリードする団体として1997年に設立され、今日で
は世界55ヶ国、370社のゴルフツアー専門オペレーター を含む、89ヶ国で
1600を超える企業や団体が加盟している 
 
◆IAGTO加盟団体は、アジアを除く80パーセントのゴルフ旅行に何らかの形
でビジネスとして係わっており、扱うマーケットの規模は年間100億ユーロ以
上 
 

ゴルフツーリズムの潮流 ７ 

◇1997年世界ゴルフツアーを取りまとめる団体、IAGTO（国際ゴルフツアー
オペレータ協会）が設立 



◆日本は世界で2番目にゴルフ場が多い国で2,400コースが運営 

ゴルフツーリズムにおける日本の特徴 ８ 

◆欧米各雑誌社が選ぶ「世界ゴルフ場100選」に、常に３・４コースが選出 

◆四季に富んだ日本の気候 

◆日本の文化体験、食、ホスピタリティ 



当協会のビジョン 

 
◆ 北海道のゴルフ場 
 北海道内ゴルフ場総数：165コース 
   北海道ゴルフ連盟加盟ゴルフ場数：114コース 
  北海道観光振興機構 業界会員ゴルフ場数：68コース 

 
◆ 北海道ゴルフ観光協会  
 会員ゴルフ場数：27コース 
 全会員数：62社 
 会員業種：ゴルフ場・宿泊施設・飲食店・ゴルフ関連企業・観光関連企業 他 

 

当協会では、ゴルフを新たな観光資源としてとらえ、海外ゴルフツーリズムの
需要に対し、オフィシャルサイトの運営などを通じて、北海道のゴルフ場の魅
力を幅広く世界に発信するとともに、外国人観光客の受入整備をサポート致し
ます。また、その先にはオールジャパンによる施策を考えております。 

北海道ゴルフ観光協会の概要と取り組み ９ 

こうした取り組みを通じて私たちが目指すのは創客と連携です。 



１．ゴルフ観光協会の趣旨目的に賛同するゴルフ場の共同連携を推進 

２．ゴルフ場に於いての外国人顧客対応の充実を支援 

  言語対応・サイン計画・マナーブック作成・接遇研修等の実施 

  外国人観光客のニーズや習慣など情報を共有 

３．ゴルフを活用した北海道観光のメニューの充実 

  冬期間のゴルフ場活用の提案 

  ホテル・旅館等の宿泊施設との連携 

  ゴルフ場周辺観光地・レストラン・レンタカー会社との連携 

４．北海道のゴルフ観光を海外に情報発信（Ｗｅｂ） 

  ポータルサイトを活用し、中国語(簡体字・繁体字）・韓国語・英語によ

るゴルフ場や観光関連の情報を発信 

５．北海道のゴルファーと海外のゴルファーの交流を推進 

  海外ゴルフ場と道内ゴルフ場の姉妹コース提携やマッチングの援助 

６．海外観光市場の情報を収集し会員への提供 

  海外とのネットワークにより収集した情報を会員へ提供 

北海道ゴルフ観光協会の活動内容 １０ 



富裕層 

ゴルフ場・ゴルファー 
（超富裕層・財界） 

北海道ゴルフ産業 

北海道ゴルフ観光協会 

北海道のゴルフ観光情報発信 
海外のゴルフ観光客誘致 
海外のゴルフ場との交流 
海外ゴルファーとの交流 

将来： 
ビジネスマッチング 
投資マッチング 
財界同士の交流 

北海道観光産業 北海道経済 
国際化・活性化 

海外（中国・香港・シンガポール・台湾・韓国など） 

新たなビジネス 
モデルの創出 
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北海道の各種産業 

北海道 

北海道ゴルフ観光協会の役割 １１ 



  2月  第45回ジャパンゴルフフェアー ゴルフダイジェスト社と連携し 

  セミナー開催 

  8月  IAGTOピーター・ウォルトン会長を北海道へ招聘 

  9月  協会主催『上海ゴルフフォーラム』開催 

10月  北海道銀行主催 第二回「北海道『観光』特別商談会 from  

  中国」出展 

これまでの活動 

  4月  北海道ゴルフ観光協会設立 

  6月  ポータルサイト開設 

    上田札幌市長に表敬訪問 

  7月  溝畑観光庁長官 表敬訪問 

  8月  IAGTO ピーター・ウオルトン会長と面談 

  9月  IAGTO 正式加盟 

    上海万博開催期間に上海ゴルフ連盟 訪問 

10月 高橋はるみ北海道知事表敬訪問 

        北海道観光ビジネスファーラム出展 

        台北駐日經済文化代表處札幌分處 表敬訪問 

    協会主催「中国人ゴルファーおもてなし研修会」開催 

11月 IGTM「 国際ゴルフ旅行博」(スペイン・バレンシア)出展   

2010年 

2011年 

１２ 



◆2011年8月 ビジット・ジャパン風評被害対策緊急事業（北海道運輸
局）にてゴルフツーリズムの第一人者であるＩＡＧＴＯ（国際ゴルフツアー
オペレーター協会）会長ピーター・ウォルトン氏を日本で初めて招請した 

◆同時に、北海道のゴルフ関係者へ世界の最新情報を共有すべく、
フォーラムとシンポジウムを開催 

平成23年の活動実績 ＃１ 

◆北海道や日本のゴルフツーリズムの可能性やアジア・ヨーロッパへ向
けた戦略について意見交換を行った 

ウォルトン氏他招請ゲスト 講演会の様子 

１３ 



Peter Walton氏 来日映像 １４ 



◆2011年8月に上海ゴルフ協会の王会長を他12名を北
海道へ招聘し、中国人ゴルフ観光客誘致のためのゴ
ルフ交流会を開催 

◆上海ゴルフ協会と友好提携を締結 

平成23年の活動実績 ＃２ １５ 

王会長（右）とＨＧＴＡ高橋会長 上海ゴルフフォーラム招請ゲスト 



上海ゴルフ協会とは １６ 

◆1995年に設立された独立法人 
 
◆上海市体育局、上海市体育総会、中国ゴルフ協会
の監督管理下にある社会団体であり、主な活動内
容はゴルフの競技の開催、ゴルフ選手の育成、ゴ
ルフ関連業界の連携など 

 
◆上海のゴルファー及びゴルフメディアに影響力が大
きい 

上海ゴルフ協会 http://www.shanghaigolf.cn/ 



 
 ◆ディスカバリーベイゴルフクラブ（香港） 
 
  ・事業主：香港国際興業集団（HKRI） 
  ・場所：ランタオ島 
  ・開業：1983年 
  ・ホール数：27ホール 
  ・会員制：会員同伴のみプレー可能（一部曜日除く） 
 
 ◆提携内容 
 
  ・契約日：2007年4月 
  ・会員相互のプレー料金優待 
  ・各年1回会員親睦コンペ開催 
  ・事業主運営施設の会員優待 

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 
  ・住所：北海道千歳市蘭越26番地（新千歳空港より車で15分） 
  ・設計者：青木功プロ 
  ・ホール数：18ホール 
  ・特徴：オールベント芝コース 
  ・トーナメント：長嶋茂雄invitaionalセガサミーカップ 
  ・事業主：セガサミーホールディングス 
  ・理事長：里見治 
  ・2010年度開催大会：北海道OP、日刊アマ全日本大会（男女） 

海外ゴルフ場との提携事例 １７ 

ザ・ノースカントリーゴルフクラブの提携事例 



 ◆営業内容 
  ・アイテム：雪・氷遊び体験、チューブ滑り、歩くスキー 
  ・オプション：スノーラフティング、雪上乗馬、ミニスノーモービル、 四輪バギー 
  ・レストラン：ワンコインメニュー、野外ジンギスカン、ラムしゃぶ食べ放題など 
  ・期間：2010年12月25日～2011年3月10日 
  ・来場構成比     北海道内 2,800人 
  ・来場構成比       日本国内 1,800人 
  ・来場構成比       日本国外 6,000人 – 台湾 5,700人 
  ・来場構成比     日本国外 1,000人 –   中国 100人 
  ・来場構成比     日本国外 1,000人 –   シンガポール 200人 

  ・地域協力事業：千歳市内循環無料送迎バス運行        

ゴルフ場の冬季活用事例 １８ 

冬季事業「ノース・スノーランド」営業による海外集客 



北海道ゴルフ観光協会の現状認識と展望 １９ 

◆外国人観光客によるゴルフ観光マーケットを実感 

 

◆外国人観光客にとって日本はまだ知らない「旅の本質」が残る国 

北海道にとどまらず全国各地の地域資源を結び付け、 

より国際競争力のあるゴルフ観光の確立が不可欠 

北海道ゴルフ観光協会の成果 

北海道ゴルフ観光協会の展望 



今後のアジアにおけるゴルフツーリズムの展望 

ゴルフツーリズムがアジアで醸成され 

訪日ゴルファーを増加させる 

2012年4月AGTC（アジアゴルフツーリズムコンベンション）マレーシア開催 

2013年4月AGTC（アジアゴルフツーリズムコンベンション）タイ開催予定 

2014年4月（アジアゴルフツーリズムコンベンション）日本開催を目指す 

２０ 



北海道ゴルフ観光協会 

TEL  011-271-5678 

Email  n-plan@amail.plala.or.jp  

代表幹事 高橋尚子 

HP http://www.hgta.jp 


