
《共同宣言》『ゴルフをみんなのスポーツへ』／Joint Declaration: “Golf ? A 

Sport for Everyone” 

「ゴルフサミット会議」 2002 年共同宣言と活動方針 

“Golf Summit Conference” Joint Declaration and Action Policy for the 

Year 2002 

 

《活動方針》 

1. ゴルフ場利用税の段階的廃止をめざす。 世界の先進国に例を見ない“スポ

ーツ課税”であり、また消費税との二重課税です。しかも、ゴルファーは担税

力があるからという当を得ない、且つ時代錯誤的な課税理由は、納得し難いも

のです。最終的には本税の廃止を強く求めます。 

 

2. ゴルフの活性化を図り年間延べプレー人口 1 億人をめざす。 ゴルフ界も構

造改革が求められています。適正な利用料金、利用しやすいプレーシステムな

ど、ゴルフ振興のためのプレー環境の整備等に関して活性化研究会（仮称）を

設置し、積極的に取組みます。 

 

3. エチケットとルールの周知徹底をはかる。 セルフ・プレーの普及により、

エチケットとルールの周知徹底化がよりいっそう重要になります。プレーヤー

は常にルールブックあるいは解説書等を携帯するよう勧奨するとともに、以下

の項目についてセルフ・サービスの徹底化に取り組みます。 （1） 切り取った

芝生を元に戻す。 （2） バンカーでは打った跡や足跡を均す。 （3） グリー

ン上のボール・マークを直す。 

 

4. 人間性豊かなジュニア・ゴルファーの育成に取り組む。 ゴルフの健全な発

展をめざすためには、一貫したジュニア・ゴルファーの育成システムが不可欠

です。そのため以下の課題へ積極的に取り組みます。 （1） 全国の練習場やゴ

ルフ場にジュニア倶楽部設置を提唱する。 （2） ジュニアに対する指導体制の

システムを構築する。 （3） これらの活動を支援・推進するため、ジュニアフ

ァンドの創設を   検討する。 

 

5. 公務員倫理規程から“ゴルフ”の削除を求める。 平成 12年 4月施行の国家



公務員倫理規程の禁止項目に「利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること」

とありますが、ゴルフを遊技と同一視し、且つごく一部のケースを例示的に表

現することは健康な国民スポーツを冒涜し、世間に与える悪影響ははかり知れ

ないので、ゴルフの 3文字の「削除」運動を推進します。 

 

6. ゴルフ界は環境問題にも積極的に取組む。ゴルフ界は、全国のゴルファー、

ゴルフ場などの協力を得て、以下の活動をいっそう推し進めます。 （1） 学校

など社会公共施設への植樹・環境緑化。 （2） 水質浄化等環境保全に配慮した

ゴルフ場管理・運営の徹底。 ゴルフ場は、動植物の生息環境を提供する貴重な

緑地として、また非常災害時の避難場所として地域社会へ貢献していることを、

積極的にアピールしていきます。 

 

 

Action Policy: 

1. Phase out golf facilities tax�The golf facilities tax is a “sports tax” 

which does not exist in any other advanced countries.  As golfers in Japan 

also have to pay consumption tax, they are burdened with double taxation. 

The justification for this tax?that golfers can afford to pay high taxes

?is unfair and outdated.  We strongly demand the abolition of the golf 

facilities tax in stages. 

 

2. Reinvigorate golf with the aim of achieving a total golfing population 

of 100 million.�Many industries in Japan are in need of structural reform, 

and the golf industry is no exception to this.  In order to help promote 

golf, we are setting up a Revitalization Study Group (tentative name) that 

will work aggressively for improvements in the playing environment such 

as fair green fees and an access-friendly play system. 

 

3. Promote observation of etiquette and rules�With the growing popularity 

of unassisted play, it is becoming increasingly important for players to 

observe etiquette and the rules of golf.  Players are recommended to have 

access to a rulebook at all times.  They are also expected to observe the 



following courtesies without fail:�(1) Replace any portions of fairway turf 

dislodged during play.�(2) Fill up and smooth over all holes and footprints 

they made on bunkers.�(3) Repair ball-marks on greens. 

 

4. Encourage the sound development of junior players, using golf as a model 

for good living�To ensure the sound growth of golf, a consistent development 

program aimed at junior players is indispensable.  In this regard, we 

intend to:�(1) Propose the establishment of junior clubs at driving ranges 

and golf courses �   throughout the country.�(2) Create a training system 

for junior players.�(3) Consider establishing funds to support and promote 

the above activities. 

 

5. Remove “golf” from the Ethics Guidelines for Public Servants�The Ethics 

Guidelines for Public Servants enacted in April, 2000 include the following 

statement in their list of prohibited activities: “Government employees 

are not permitted to play games or golf with interested parties.” Equating 

golf with other “games” and discriminating it from other sports is 

defamatory to golf, which is a sound national sport, and has an enormous 

negative impact on golf's public image.  Accordingly, we intend to conduct 

a campaign to remove the word “golf” from the guidelines. 

 

6. Encourage the golf industry to adopt a positive stance on ecological 

issues�With cooperation from golfers, golf courses and other parties 

concerned in all parts of the country, we intend to promote the following 

activities:�(1) Contribute to the greening of the country by planting trees 

in public facilities�   such as schools.�(2) Manage and operate golf 

courses taking full account of environmental �   conservation,  

including improvement of water quality.�We will impress on the public the 

fact that golf courses are green spaces providing natural habitats for flora 

and fauna and serving as evacuation centers at times of disasters, thus 

contributing to the community. 


