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ガーデンを考える会会長　高岡 伸夫氏

　新しいガーデンを考える会の会長に就任しました、株式会社タカショーの

高岡伸夫です。この度、各分野でご活躍されている皆様に副会長、理事にご

就任いただき心より御礼申し上げます。また、今日まで当会に継続してご参

加いただいている皆様にも重ねて御礼申し上げます。

　ガーデンを考える会は1996年にヨネヤマプランテイションの米山会長の

もと、日本のエクステリアの創始者ともいわれるTOEX設立者の杉本元社長をはじめ、業界の代表者が集ま

り、日本にガーデンセンター、花や緑、そして庭のある暮らしの文化を広げようと創設されました。

　海外にはガーデニング用品を取り扱うガーデンセンターがホームセンターと同じ数ほどあります。ガーデ

ンセンターは地域に根差し、そこに住む方々の暮らしを豊かにする店舗として、地域と共に変化し成長して

います。これからの日本にとって、この業態は需要が高まることは言うまでもありません。その証拠に、新

型コロナウイルスの影響で世界的に園芸・ガーデン業界は多忙を極め、日本では、家庭菜園など若者の注目

を集めています。さらに、DX、5G、IoT、ICTなどがデジタル社会に遅れた日本の古い商慣習に急速に入ってき

ています。それにより今までの大量生産・大量消費の時代から、豊かさ、健康、そして笑顔に満ち溢れたそ

れぞれの価値観に沿った暮らし方へと大きく変化しようとしています。

　「新しいガーデンを考える会」として一つ目の役目は、花や緑のある庭、まちや住まいに貢献し、豊かで健

康的な暮らしを通じ、関係企業が一同に各分野や業界を超えて情報交換し、協働する。そして次の時代を研

究し、各社の成長につなぐにはどうすべきかなど、多くの可能性を見いだせるのではないでしょうか。当会

で、ビジネスや、業界も考え、モノ、ソフト、経営もイノベーションをしようと決断し新たにスタートいた

しました。

　二つ目に、「子どもたちと地域の未来を考える花と緑のまちづくり全国首長会」の呼びかけ団体として当会が

中心となり推進していくことです。他法人団体と共に、これからの日本の地域の豊かなまちづくりや暮らし

のお手伝いをし、さらにビジネスとして参加提言できないか、挑戦してまいります。

　多くの業種が縦割りになっている今、皆様の情報や考え方のベクトルを揃え、新しい会として生まれ変わ

りたいと念じております。

今月のコラム

新しいガーデンを考える会の今後の思い
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役職 氏名 社名

会長 高岡　伸夫 株式会社タカショー

副会長

蓮池　浩二 株式会社リッチェル

福永　哲也 豊明花き株式会社

藤田　　茂 有限会社緑花技研

前田　　悟 株式会社JA 東海グリーン

理事

浅岡　直人 株式会社ユニソン

大木　　哲 千葉グリーンセールス株式会社

尾崎　明弘 株式会社オザキフラワーパーク

金子　昌彦 カネコ種苗株式会社

小松　正幸 株式会社ユニマットリック

重永　　忠 株式会社生活の木

杉本　達也 株式会社トーシンコーポレーション

村上　恭豊 株式会社ハイポネックスジャパン

会計監査
中島　吉之 中島商事株式会社

吉田　　豊 福花園種苗株式会社

顧問
石原憲一郎

兵庫県参与（花と緑のまちづくり推進担当）

公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 花と緑のまちづくりセンター推進顧問

伊藤　孝巳 株式会社伊藤商事

　最後に、9月1日に秋季例会セミナーを東京会場とオンラインにて同時開催いたします。お知り合いや退会

された会員様、新しい会社、そして生産者、販売、サービス、IT、メーカー、設計・施工あらゆる関係業種、

業界の方々へ本セミナーにお誘いいただければ幸いです。

 当日は全国首長会の発起人である事務局長の桂川亀岡市長、豊明花き市場の社長であり、当会の副会長でも

ある福永社長、オフィスのグリーンデザイナーとしてご活躍の株式会社緑演舎の大山社長によるご講演など

のプログラロムを予定しております。

　今後もさまざまな企画を開催いたします。

　皆様のお役にたてるよう尽力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

新役員リスト
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新しいガーデンを考える会組織図（令和2年6月）

組　織　図

会長

高岡伸夫

ガーデンセンター・
園芸店推進研究会

花とみどりの
まちづくり

推進協議会委員会

IT・DX・流通販売・
新業態研究会

非住宅・
住宅ガーデン＆
エクステリア産業

ビジネスマッチング
交流会

屋内外の緑の
推進研究会

理事会者・
他経営者の
交流経営研究会

副会長

蓮池浩二、福永哲也、藤田茂、前田悟

理事

会計監査

事務局

顧問



2020 7 JUL.      110

会からのおしらせ

ガーデンを考える会NPO法人

秋季例会セミナー＆名刺交換・交流会
～ガーデンの新しいビジネスチャンスと私たちの未来は～

新しいガーデンを考える会

日　時  ： 2020年 9月1日（火） 13：30～17：30（受付 13：00～）

場　所  ： 東京都千代田区内（東京会場）  ・  オンライン会場

定　員  ： 東京会場 （100名）  ・  オンライン会場（100名）

参加費  ： 東京会場　1名につき ￥3,000（税込） 
  　　　　 オンライン会場　無料 （セミナーのみ参加となります）

※詳細は参加者へ別途ご案内いたします

「分野を超えて交流・新しいガーデンを
 考える会の役割 ～知識・知恵を合わせて新時代に向けて
 イノベーションし、NEXTビジネスを～ 」

高岡 伸夫氏（たかおかのぶお）
ガーデンを考える会　会長　

13:30～14:00

テーマ

桂川 孝裕氏（かつらがわたかひろ）
京都府亀岡市長 / 花と緑のまちづくり全国首長会事務局長

14:00～14:40

テーマ

「花き市場流通法の改正により
 新たに生まれるビジネスチャンス」

福永 哲也氏（ふくながてつや）
豊明花き株式会社　代表取締役社長

14:50～15:30

テーマ

「空間の価値を変える緑のデザインについて」

大山 雄也氏（おおやまゆうや）
株式会社緑演舎　代表取締役社長

15:40～16:20

16:20～17:30

テーマ

令和2年度より、ガーデンを考える会は「新しいガーデンを考える会」として生ま
れ変わります。庭・ガーデン・花と緑に関わるさまざまな業種・業界にて、日々変
化する時代の変革に合わせた新しいガーデンを目指す会となります。ガーデン・
花・緑の業界だけに留まらず異業種・異業界からも衆知を集め社会に求められる
庭・ガーデンの発展を目指します。

概 要

２０１８年９月「花と緑のまちづくり・福岡宣言」から始まり、昨年６月全国都市緑化
信州フェア会場での設立発起人会を経て、１１月東京において全国１０９自治体
加盟のもと本首長会が発足しました。この首長会は、花と緑のまちづくりに積極的
に取り組む自治体が、花と緑にあふれる豊かで魅力的な地域と文化の創造、快適
な都市空間の形成、地域社会の活性化をとおして、持続可能な社会を実現する輪
を全国に展開することを目的としています。今後は、民間団体や国とも連携を
図っていくことで、花と緑のまちづくりを全国規模で推進していきます。

概 要概 要

令和2年6月21日から改正卸売市場法に移行しました。卸売市場は法律の定める
範囲内で業務を行うことから、法律が定める要件を満たし、ルールを順守すれば、
それ以外の業務を卸売市場のリソースを生かして実施することが可能となりまし
た。卸売市場は従来の市場機能は堅持しながらも、さまざまな期待に応えていく
変革の時を迎え、これからの新しいビジネスの可能性についてお話しいたします。

概 要

昨今商業施設だけではなく、オフィスや住環境などさまざまな空間に、グリーン
の需要は高まってきています。そして従来と比べると、グリーンに求められる要
素が大きく変化してきているのを日々痛感し、ただ緑がそこにあれば良いという
時代から、それぞれの空間や業態、利用者にあわせた演出が必須の時代に突入
しています。そこで今回は、業種業態別に今どのようなデザイン演出が求めら
れているのかを３つに分けて、弊社施工事例の中からお話したいと思います。
　　　　

概 要概 要

名刺交換・交流会 （東京会場のみ）

「子どもたちと地域の未来を考える
 花と緑のまちづくり全国首長会」
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会からのおしらせ

会場についての詳細は、お申し込みいただいた方に、別途ご案内します。

参加お申し込みについて

会場について

セミナー申込締切日：2020年8月28日（金）

新しいガーデンを考える会 事務局

東京都千代田区内（予定）

ご参加者様へは、別途ご案内します。

ZOOMを利用

（NPO法人 ガーデンを考える会）

E-mail：npogarden@green-joho.jp

名古屋事務局  ／  tel 052-571-7911
東 京 事 務 局  ／  tel 03-6275-0962

講師紹介

ご参加希望の方は、下記のアドレスからお申込みください。定員に達した場合、お断りさせていただく場合もございます。

https://forms.gle/DXqpEwrdtacDREm5A

※セミナーの詳細とお支払い方法は、申し込み受付完了後、事務局より連絡させていただきます。
※ご記入いただいた個人情報は、当会からのご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

東京会場

オンライン
会場

高岡 伸夫（たかおかのぶお）
ガーデンを考える会　会長

大学卒業後1980年に株式会社タカショーを友人と
4人で設立。1989年代表取締役社長に就任。ガー
デニング産業を分化型産業へと転換し、タカショー
をガーデニングの国内トップメーカーへと成長させ
る。海外事業にも積極的に展開。中国、ヨーロッパ、
北米、東アジアを中心にグローバル化を推進してい
る。1998年9月にガーデニング業界初の株式上場
し、2018年7月には東京証券取引所第一市場へと
市場変更を行った。社外では（一社）アジア経営者
連合会　理事長、（一社）日本ガーデンセラピー協
会　理事長なども務めている。

福永 哲也（ふくながてつや）
豊明花き株式会社　代表取締役社長

1962年生まれ。1984年千葉大学園芸学部卒業
後、日本観葉植物(株)入社。1996年愛知豊明花き
地方卸売市場開場に伴い、豊明花き(株)へ。経営企
画室、情報取引や量販店営業等を担当。入社以来、
卸売市場の立場でさまざまな分野を担当し、2011
年豊明花き（株）代表取締役社長に就任。JFIグ
ループの豊明物流（株）代表取締役、JFIロイヤリ
ティ（株）代表取締役、（株）ニッカン資材代表取締
役も兼任、社外では、（一社）日本花き卸売市場協
会会長なども務める。

桂川 孝裕（かつらがわたかひろ）
京都府亀岡市長 / 花と緑のまちづくり全国首長会事務局長

東京農業大学農学部卒業。京都府立農芸高等学校の
教員として赴任後、京都府亀岡市役所に入庁。財団法
人亀岡市都市緑花協会の事務局長に就任し、花と緑の
まちづくりを推進。さらに理想社会のビジョンをつくり、
その実践者となることを目指し、２００３年、「花の都」か
めおかづくりを行動指針の一つとして掲げ、亀岡市議
会議員選挙に出馬し、トップ当選。２００７年には京都府
議会議員に当選し２期務めた後、２０１５年から現職。

「市民力で未来を拓く　健康・環境・観光　多文化
共生のまち亀岡」を掲げ、昨年、亀岡市長２期目当選。

大山 雄也（おおやまゆうや）
株式会社緑演舎　代表取締役

東京農業大学造園科学卒業。ガーデンデザイナー
として、戸建て住宅の庭から大型商業ビルの屋上
庭園までさまざまな空間の開発を手がける。2012
年にはインドアグリーンブランドPIANTA×STANZA

（ピアンタ×スタンツァ）を立ち上げ、暮らしを彩る屋
内緑化プロダクトの開発からオフィス・商空間のトー
タルなグリーン演出等を行っている。2016年10月
より株式会社緑演舎を創業し、代表取締役に就任。


