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◆御依頼 日 :11月 6日

◆御依頼内容

主要国 (G20等 )の うち、ゴルフを冠にした国政政党について以下がわかる資料

1.政党名に「ゴルフ」が入っている政党

2.党の主要な政策がゴルフに関係する政党
*概ね 10年以上前のものは不要

1.政党名に「ゴルフ」が入つている政党

G20参加国の政党については、世界各国の政党についてまとめられた図書の最新

版である 2009年版
1を 、さらに英米独仏については、政党 。政治団体の政治資金に

ついて掲載 された資料やデータベ_ス 2を 調査いた しま したが、名称にゴルフが入

っている国政政党は見付けることができませんで した。

なお、国政政党ではあ りませんが、アメ リカの政治委員会 (Polmcal committee.日

本の「政治団体」に当た ります。)の うち、名称に “GOLF"が含まれるものとして、

次のものがあ りました (資料 1～ 4)。

①GOLF COURSE SUPERINTENDENTSASSOCIA丁 !ON OFAMER!CA POL!丁 ICAL

ACT!ON COMMiTTEE
ゴルフコースの管理者によって組織 され るアメ リカゴルフコーススーパーイン

テンダン ト協会 (GolfCourse Superimendents Association ofAmerica)が 政治資金を集

めるために設立 した政治活動委員会 (PACI Polmcal Action Committcc)で す。現在 も

活動中です。

②GOP GOLF
共和党の別称である“GOP"を 冠 した政治委員会ですが、1994年までに活動を終え

てお り、委員会の詳細についての資料は見付けることができませんで した。

③SEN JOHN WARNER GOLF TOURNAMENT COMMITTEE
バージニア州選出の共和党のジ ョン・ ウォーナー上院議員の政治委員会です。

1990年までに活動を終えています。



④JOHN MYERS GOLF DAY

インディアナ州 7区選出の共和党のジョン・マイヤーズ下院議員の政治委員会で

す。1994年までに活動を終えています。

2.党の主要な政策がゴルフに関係する政党

世界各国の主要な新聞・雑誌記事が収録されているデータベース ProQucstな ど

を検索いたしましたが、主要な政策がゴルフに関係する政党は見付けることはでき

ませんでした。

なお、地方選挙ではありますが、イギリスの労働党が 2012年のグラスゴー市議

会選挙において「60歳以上の者についてはゴルフのプレー代金を無料とする」こと

をマニフェス トに掲げました (資料 5)。 実際には、市内のゴルフコースを 6か月間

回数制限なしに利用できるシーズンチケットを 60歳以上の者に対して 134ポ ンド

で販売することになったものの、2016年に市の経費削減のためこの措置は廃止さ

れたと報道されています3。

<御提供資料 >

資料 1: ``Committce proilcs:GOLF COURSE SUPERINTENDENTS ASSOCIATION

OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEEP'Federal Election Coin

mission wcbsite.<https://wwwic.gov/d江ゴcommittee/C00651430/'tab=about― co

mmittee>

資料 2: “Commlttee pronles:GOP GOLF.''Fcderal Elcction Commission wcbsitc.

くhttps://w・ ww.lec.gov/data/colnnlittceノ C00273185/?tab=about‐ colnnlittee>

資料 3: ``Committcc pro■ lcsi SEN JOHN WARNER GOLF TOURNAMENT COM
MITTEE.''Federal Election Commission website.く https://www.た c.gov/daゴ c

onllnittce/C00195081/?tab=about― coml■ 1■ee>

資料 4: “Committce pronles:JOHN MYERS GOLF DAY.''Federal Election Com

nlisslon website. くhmps://、 vゝへv.fcc.gov/data/cominittcc/C00196931/?tab=about―

committee&cycle=1994>

資料 5:Vivienne Nicoll,“ Labour hopes to scorc with"ee golf promisc,''Eν ′′j′g■″οs,

2012.4.21.

担当 :政治議会課 小熊美幸 (内線 :衆議院から98-21900/参 議院から970-21900)

3 James Smith, "Fury as pensioners told their golf is no longer frce as part of council cost-cutting plan," 2016
8.15. Express website. <https://www.express.co.uk/news/uk/700182/council-cuts-pensioners-free.golD
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