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地域に愛される
明るい未来のゴルフ練習場を
共に作りましょう！
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東北ブロック
練習場仲間のオーナーから連盟を紹介頂き入会しました。他の
練習場の運営方法を学べることは勿論のこと特に連盟で活躍し
ている「ジュニアゴルファーの検定会」はジュニアゴルファーに
力を入れたいオーナーさんには大変良いと思います。もっと多く
の練習場が入ることをお勧めします。

関東ブロック
ゴルフ練習場連盟の会員になって良かったことは、ゴルフがジュ
ニア健全育成の役に立つことを実感し証明する場があり、それを
広めるお手伝いが出来ること。そして仲間を増やして、公益社団
法人だからこそ地域、世の中に貢献できる活動にも携われます。

今回の新型コロナウイルス感染症におきまして、ゴルフ練習場
連盟から発信される情報が、お客様の感染対策をとるうえで非
常に助けになりました。全国で共通した対策をすることで連盟と
して統一感があり安心につながりました。

毎月、ゴルフ練習場連盟から送られてくる地域ゴルフ練習場景
況調査（売上成績）を見て、昨対マイナスが自社だけではない
と確認と安心できること。また自社の経営に活かせること。また、
ゴルフ練習場連盟主催の勉強会を通じて、よりお客様へのサー
ビス向上を果たせたり、他の練習場経営者の方々との交流が持
てる。

ゴルフ練習場連盟に加入した事で同じ練習場の仲間が出来た事
又、練習場リニューアルの際に他施設様の見学を気軽にできて
大変参考にさせていただきました。更に、災害が起きた際の対
処方法などのアドバイス及び情報を瞬時にもらえる事がよかった
です。

多くの練習場運営、スクール運営のノウハウが蓄積されていて、
更に、それを活かす積極的な行動や新たな取り組みがあり、非
常に勉強になっています。

カワナミゴルフ
代表取締役社長　川波　豪 様

北海道ブロック
コロナ禍に対し、いち早く対策及びガイドラインの提供を頂き連
盟に加盟して良かった。その結果練習場にご来場のお客様に「安
心して練習できる」と多くの声を頂けました。

中部ブロック
ゴルフ練習場連盟に加盟したことにより、同じ業界で働く練習
場経営者と親睦を深められて経営のノウハウに関する情報交換
や悩みの共有が出来ます。他社の施設見学をする機会にも恵ま
れ自社の練習場経営の参考にする事が可能となり自己研鑽の場
として自身のスキルや能力アップにも繋がります。そのおかげで、
人との繋がりが大きな財産となり、今では全国にいる仲間が宝
となっています。 UP・DOゴルフガーデン

代表取締役　河合　孝浩 様

ＰＬＡＣＥ ＯＦ ＧＯＬＦ５４
代表取締役　小松　剛治 様

コモゴルファーズアカデミー
ゼネラルマネージャー　三宅　美知子 様

ニュー成城ゴルフセンター
代表取締役　服部　朋春 様

美里ゴルフセンター
支配人　金田　二郎 様

中台ゴルフセンター
代表取締役社長　高野　順二 様

北郷ゴルフセンター
支配人　内藤　裕円 様

関西ブロック
ＪＧＲＡ会報誌の配布、地域別の練習場営業成績配布も貴重な
情報源になっております。設備関連会社様との繋がりもでき、
施設整備の業者選択肢も広がりました。今後は皆様に情報を頂
くだけではなく、情報発信できるよう精進いたします。

ゴルフ人口の減少、お客様の高齢化など練習場を取り巻く環境
は年々厳しくなっており、現状維持の運営では先が見えないの
が現状でした。そこで業界としての方針、会合などの様々な視
点で情報共有できることで弊社の取り組み方にも大変プラスに
なりました。 江坂ゴルフセンター

支配人　原田  容三郎 様

書写グリーンクラブ
支配人　鳥居　秀樹 様

中四国ブロック
施設の老朽化問題や自然災害への恐怖がある中、同じ悩みや
不安がある仲間とつながりをもてたことで様々な問題の対応策
を相談できる事が良いところです。施設のリニューアルの際に
も様々なお力添えをしていただけました。

瀬戸内ゴルフセンター
代表取締役　槙塚　正福 様

九州ブロック
当練習場はゴルフ練習場連盟を一度脱退しましたが再加入しま
した。様々な変化に対応するには同業他社との助け合いが必要
だと感じたからです。連盟で得られる人脈や情報は有益です。
研修会はインストラクターの技能研鑽に大いに役立っています。

ゴルフ練習場連盟への加盟で他練習場の経営者と意見交換し
て有益な情報を得る事が出来ました。今回のコロナ禍では難し
い経営判断を迫られた中、全日本からの情報がとても役に立ち
助けられました。連盟の必要性を再認識しました。

大野城スカイゴルフセンター
代表取締役社長　草場　翔 様

立花ゴルフセンター
代表取締役　俵　悦子 様

ゴルフ練習場経営者の
みなさまへ

北海道・東北・関東・中部・関西・中四国・九州
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-17-5  原宿シュロス303号
TEL 03-5772-3821　FAX 03-5772-3822
E-mail info@jgra.or.jp　URL http://www.jgra.or.jp/
Facebook https://www.facebook.com/jgra.gol

諸官庁・地域行政等、
経済産業省・国土交通省（住宅局）県庁等に
対してＪＧＲＡ加盟施設としての登録がされる。

ＪＧＲＡ事務局・各地区ゴルフ練習場連盟より
災害対策マニュアル・
感染予防対策マニュアル等の情報提供

ＪＧＲＡ事務局・各地区ゴルフ練習場連盟にて
作製物の配布（一部有料も含む）

ＪＧＲＡ・各地区ゴルフ練習場連盟にて
開催イベント・セミナー・勉強会のご案内

ＪＧＲＡ賛助会員・各地区スポンサー企業
（賛助会）様へのご紹介が可能

自社の施設（ゴルフ練習場）でのトラブル・等のご相談などが受けられる
（弁護士・税理士・等が必要の場合はＪＧＲＡ・各地区顧問契約をしている
弁護士・税理士等のご紹介を実施　※但し費用に関しては各施設にて負担）

各地域会員様の 声
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2 連盟が動いた成果２【ゴルフ業界関連団体との連携により大きな成果】

3 連盟が動いた成果3【感染予防ガイドライン・ポスターの作成等】

１ コロナ感染症対策例から連盟が動いた成果1【休業要請業種から外す努力が実を結ぶ】

❶日本ゴルフトーナメント振興協会を通してテレビ局へ報道の自粛要請を行う。
❷日本ゴルフ協会と 全日本ゴルフ練習連盟▶連名で一般社団法人民間放送連盟へ放送自粛要請書を出した。

その後放送からゴルフ練習場の
映像が少なくなった。

（テレビ局へ報道の自粛要請） 
昨年のポール倒壊事故と同様にテレビのワイドショーで
連日、ゴルフ練習場が3密状態との放映がありゴルフ練
習場のイメージが悪化した。

（ゴルフ関連団体に先駆けてゴルフ練習場のガイドラインを作成し、改正を繰り返し感染防止に努めています、これもゴルフ練習場からクラスターを発生させない強いメッセージです）

2018年、台風21号の強風により関西圏のゴルフ練習
場のネットや打席棟が大きな被害を受けました。
2019年、、台風15号及び19号の強風により、千葉県
市原市・神奈川県横浜市において鉄塔が倒壊する事
故が発生しました。
このことは、テレビ報道されたことにより、ゴルフ練習
場近辺の住民の皆さんに不安を与えることとなり、多
くのゴルフ練習場に地域住民からの問い合わせが寄

これからの時代  ゴルフ練習場連盟の必要性について台風被害対策

コロナウイルス感染症フォーラムを
テレワークで開催（全国を繋ぐ）

医療従事者への
募金活動

ポスター送付、
ポスターデータ送信

会員練習場での
ポスター活用

経済産業省と連携しコロナ感染症対策
ガイドラインの発行（改正版）し全国の
ゴルフ練習場の運営に役立ちました。
有識者の先生（国立保健医療科学院）
の論評あり

コロナウイルス感染症フォーラムを
テレワークで開催（全国を繋ぐ）

ゴルフ関連団体との
共同制作ポスター（データ送信）

ご挨拶（ご入会のお願い）
今、時代が大きく変わろうとしています。

近年の台風の大型化によるポール倒壊事故、そして今年はコロナ禍など今までにない自然災害が発生する
中でのゴルフ練習場経営。

ゴルフ練習場が新しい時代の中でどのように経営するのが良いのか、不安であり大変悩まれているかと思
います。

しかし、明るい未来に向けて希望をもってゴルフ練習場の経営をすることは出来ると思います。

　「多くの仲間が集まり知恵を出し合い解決していく事」
　「全国のゴルフ練習場の事例情報を得る事」
　「国や行政機関から応援してもらう事」
　「ゴルフ関連団体や企業と連携した取組みをする事」など

連盟に参加する事で解決できる事が多数あります。

今回のコロナ禍では連盟に参加している多くの方々や関係機関と協力し、スピード感をもって他の産業に
先駆けた感染予防等の取り組みができたと感じております。

しかし、今後の更なるゴルフ練習場産業の発展のためには、多くの皆様のご賛同が重要であり力となります。
連盟としては、今後も活発に活動し、情報を発信し、皆様のお役に立つ活動をする事をお約束いたします。

是非、ご入会登録をしていただき、ゴルフ練習場の発展のための活動を一緒に行いましょう！

そして、ゴルフ練習場からゴルフ界全体が明るい未来になるよう変えて行きましょう！
よろしくお願い申し上げます。

ゴ
ル
フ
練
習
場
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
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４/９ 陳情の結果、ゴルフ練習場屋外が東京都の休業要請業種から外れる。そのため神奈川県、
埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県でも休業要請業種から外れ、全国に拡大しなかった。

４/７   ７都道府県に対し 緊急事態宣言

自民党ゴルフ振興議員連盟へ陳情都議会自民党・都知事へ陳情

都議会自民党と東京都知
事へゴルフ練習場休業要
請業種案から除外の要望書
を日本プロゴルフ協会倉本
会長との連名で提出した。
翌日には自民党ゴルフ振興
議員連盟衛藤会長へ陳情
書を提出した。  

当初東京都案では屋外、屋内ゴルフ練習場
は休業要請対象施設に含まれていた。

全国の各都道府県より、屋外・屋内練習場に
対し休業要請が出されていた可能性が大き
く、大きな打撃だった

そのまま東京都が休業要請を出していたら

その中で、静岡県は屋外ゴルフ練習場に
対し４/27 休業要請を出し浜松市内を中
心に練習場は休業した。

全国のゴルフ練習場からテレビ放映何とかならないのかの要望 。練習場が悪者に

日本ゴルフトーナメント振興協会 （公財）日本ゴルフ協会

コロナに関する情報発信
●消毒液（弱酸性次亜塩素酸
　水溶液）の紹介
●非接触型体温測定器

台風被害状況

地域に愛される練習場を目指すために
強風時の安全対策及び被害防止の周知徹底

住宅地に倒れ込んだ13本の鉄柱は実質2週間で取り除かれた

鉄柱ごと持って行かれた土台
ボルトの穴から錆が流れでる

土台に残された鉄柱基礎部分
錆びたボルトが露出

被害を受けた市原ゴルフガーデン

老朽化に応じた鉄柱やトラス・アンカーボルト等の構造物に
さびや亀裂の発生の確認と対応をすることが重要

国土交通省と全国の練習場が安全対策を意識し活動してもらえるよう
啓蒙活動を行う。

安全管理マニュアルの作成

　国土交通省と経済産業省は全国のゴルフ練習場に現状の鉄柱の安全対策を発信

JGRAゴルフ練習場ビジネスセミナーの実施、ジュニアゴルファー育成サポートセ
ミナー、ゴルフ練習場発展促進セミナーなど開催しています。セミナー

練習場で働く研修生のゴルフ技術と質を向上するため、研修会を定期開催。プロ
として身につけたい最新の指導法やルール、業界知識を学ぶことができます。

ジュニアゴルファーの技術向上、正しい競技規則の習得を目指し、ゴルフを通じ社
会性、自己啓発、自己管理能力を養い、生きる力を身に付けることを目指します。

研修会

ジュニアゴルファー検定会

JGRAの主な活動 地域ブロックの紹介
（協力団体  ゴルフ練習場連盟）

北海道ブロック　北海道ゴルフ練習場連盟

東北ブロック　　東北ゴルフ練習場連盟

関東ブロック　　関東ゴルフ練習場連盟

中部ブロック　　中部ゴルフ練習場連盟

関西ブロック　　関西ゴルフ練習場連盟

中四国ブロック　中四国ゴルフ練習場連盟

九州ブロック　　九州ゴルフ練習場連盟

せられました。
国土交通省も倒壊事故を重要事案と捉え、国土技術政
策総合研究所と国立研究開発法人建築研究所におい
て、現地調査が行われ調査報告書がまとめられました。
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◆ゴルフ練習場経営者の情報交流・懇親会の開催
◆会員同士の親睦交流ゴルフコンペの開催
◆ゴルフ練習場経営者ビジネスセミナーの開催
◆ゴルフ練習場運営にかかわるガイドラインの作成
◆ゴルフ練習場の啓蒙告知活動
◆都道府県・自治体等への陳情活動
◆ゴルフ練習場の営業支援となるサポート活動
◆JGRA公認プロフェショナル研修会
　（ゴルフ指導者の育成）の開催

２０２０年７月吉日


