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すずき      しゅんじ 
鈴 木  俊 治   

 
業 務 経 歴 書 

 (2017 年 9 月現在) 
 

 

現 職：有限会社ハーツ環境デザイン 主宰 
芝浦工業大学教授（環境システム学科・環境設計研究室） 
都市デザイナー／プランナー 

 
【略  歴】 

1960 年東京生まれ。日本での都市計画実務ののち、米国カリフォルニア大学バークレー校助手、カルソープ・

アソシエイツを経て、2000 年有限会社ハーツ環境デザイン設立、現在に至る｡国内各地でワークショップなどを通

して、住民参加型都市デザイン、都市計画、まちづくり、住宅づくりなどに従事。 
 
■学  歴 

1986 年 3 月 早稲田大学大学院理工学研究科建設工学修士課程修了 （工学修士：都市環境計画） 
2000 年 5 月 カリフォルニア大学バークレー校大学院都市地域計画学科修了 
  （Master of City Planning:アーバンデザイン専攻） 

■職  歴 
1987 年 1 月 - 1997 年 7 月   JES 日本環境技研株式会社 

（都市環境計画担当、退職時：計画設計部主管） 
1998 年 5 月 - 1999 年 5 月   カリフォルニア大学バークレー校環境デザイン学部助手 
    （都市デザイン、都市調査担当） 
1999 年 6 月 - 2000 年 5 月   カルソープ・アソシエイツ（米国カリフォルニア州） 

（アーバンデザイナー） 
2000 年 10 月 -        有限会社ハーツ環境デザイン設立、代表取締役就任 
2017.年 4 月 -     有限会社ハーツ環境デザイン主宰・取締役 
    芝浦工業大学環境システム学科教授（環境設計研究室） 

 
■資 格 
 一級建築士（1986 年） 
 技術士 建設部門・都市及び地方計画（1995 年） 
 米国都市計画協会(APA) 認定都市プランナー A.I.C.P.（2000 年） 
 CASBEE 建築評価員 (2011 年) 
 認定都市プランナー （景観・都市デザイン／コミュニティデザイン） (2016 年) 

 
■主な業績 
 ◆ハーツ環境デザイン 
 【都市計画・都市デザイン・まちづくり・住宅地計画】 
1. 金沢市中心部パブリックライフ調査・21 世紀美術館展示監修 
2. スリランカ国キャンディ都市開発計画策定プロジェクト(2017.2- 継続中) 
3. 横浜みなとみらい 21 地区における夜間景観演出のあり方調査(2016.9-2017.3) 
4. 東京都都市公園の運営管理方策に関する調査(2015.12-2016.3) 
5. 福島県復興公営住宅小川郷地区基本設計(2014.10-2015.3) 
6. 福島県復興公営住宅デザインガイドライン（住民向け）作成(2014.8-12) 
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7. 石巻中瀬公園基本計画（一部） (2014.9-2016.3) 
8. 横浜みなとみらい 21 地区エリアマネジメント事業評価と今後の展望(2015.1-3) 
9. 横浜市戸塚駅周辺区画整理地区まちづくり支援（道路・広場・公園計画、まちづくり歳時記作成等）

業務(2011.8- 2015.3) 
10. 横浜市領家地区まちづくりアドバイザー（建築協定、地区計画等）(2012.9- 継続中) 
11. 大分県日田市市街地中心部にぎわい創出プラン作成等(2013.7- 2014.3) 
12. 都市のオープンスペースの実態調査(2011.9-2012.2) 
13. 長崎県大村市中心市街地再生支援(2012.7-2013.3) 
14. 秋田県鹿角市中心市街地活性化・駅前広場改修検討支援(2012.7-2013.2) 
15. 横浜みなとみらい 21 地区公共空間活用に関する社会実験業務(2011.6- 2014.3) 
16. 門真市中心市街地区画整理事業及びエリアマネジメントに関する検討業務 (2010.5-2012.7) 
17. UR 団地屋外空間の再整備に関する検討業務(2011.2-5) 
18. 群馬県富岡製糸場等世界遺産登録準備英文資料作成支援（2011.3-4） 
19. 長野県下諏訪町Ａ公園基本計画作成支援 (2010.8-2011.3) 
20. 民間賃貸住宅の賃貸借関係相談研修会運営支援(2010.10-継続中) 
21. 横浜みなとみらい 21 地区街づくり検証業務 (2010.1-2011.3) 
22. まちづくり担い手調査～神楽坂地区まちづくりルール検討(2009.8-2010.3) 
23. 横浜みなとみらい 21 地区屋外広告物ガイドライン作成支援業務(2009.8- 2012.3) 
24. 美しい商店街診断評価及びビジョン作成（東商・NPO 日本都市計画家協会） (2004.8-2010.3) 
25. 東京都心部における将来型都市エネルギーインフラ検討業務(2009.4-9) 
26. 別府市中心市街地商店街間口改良事業検討（景観整備） (2009.1-6) 
27. シカゴ近郊地区における低所得者向け住宅地区再生に関する調査 (2008.5-10) 
28. 横浜都心臨海部顔づくり(2007.8-2008.3) 
29. 都市計画法改正関連調査 その 1 主要国の都市計画制度調査 (2007.8-2008.3) 
30. 都市計画法改正関連調査 その 2 合意形成に関する制度のあり方調査主 (2008.4-2008.6) 
31. 埼玉県Ｈ駅前地区再開発計画検討調査（2007.7-） 
32. 東京都都市計画道路補助 90 号沿道整備調査(2007.2-9) 
33. 沖縄県うるま市安慶名地区都市デザイン（街路、公園等基本計画、基本設計）(2002.4-05.3) 
34. 安慶名地区 地区計画及びまちづくり規範作成(2004.6-.7.3) 
35. 長野県飯田市土地利用計画作成 市民ワークショップ及び地区懇談会(2004.8-07.3) 
36. 経済産業省 中心市街地活性化診断助言（厚木市、多賀城市、蓮田市、鹿島市、十和田市、大和市、

山形市、日南市、五島市、千歳市、高月町、観音寺市、日田市、東広島市）(2004.8-2010.3) 
37. 美しい商店街診断評価（東京商工会議所） (2004.8-2009.3) 
38. 新宿区西早稲田児童遊園改修計画(2006.9-07.3) 
39. 住宅 S 邸 基本・実施設計及び現場監理 (2006.5-07.9) 
40. 住宅 I 邸 基本計画補助及び外構計画 (2007.5-) 
41. 福島県 Ｕ地区開発計画 (2006.8-07.2) 
42. 沖縄県うるま市安慶名地区改良住宅地区外構基本設計(2005.4-06.3) 
43. 高知県佐賀町住宅マスタープラン(2005.9-06.3) 
44. 福島県伊達町諏訪野地区住宅計画(2005.5-10) 
45. 長野県飯田市土地利用計画（国土利用計画） (2004.6-05.3) 
46. 土浦市かすみがうら水郷住宅計画 (2005.8-12) 
47. 青森県むつ市大畑町氾濫原調査 (2005.10-06.3) 
48. 高知県大方町まちづくり支援(2002.11-05.3) 
49. 高知県佐賀町まちづくり、住宅開発計画(2003.12-05.4) 
50. 東京都墨田区北斎通り沿道地区まちづくり支援(2002.9-04.5) 
51. 滋賀県エコ村マスターデザイン検討(2002.7-04.6) 
52. 沖縄県具志川市安慶名地区改良住宅計画デザイン協議会 （2002.10-04.11） 
53. さいたま新都心周辺地区景観ガイドライン等検討（2002.11-03.3） 
54. 福岡県志摩町田園居住型まちづくり景観デザインガイドライン作成(2003.10-04.7) 
55. 英国の中心市街地活性化方策調査(2003.10-04.6) 
56. 米国の中心市街地活性化～メインストリートプログラム調査及び導入方策検討 西海岸地区(2002.2-

03.3) 
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57. 米国の中心市街地活性化～メインストリートプログラム調査及び導入方策検討 南部東部地区

(2004.3-05.3) 
58. 北米・南米の環境共生都市関連施策調査(2001.7-02.2) 
59. 市川市密集市街地における街路整備に伴う市街地整備計画(2000.11-01.5) 
60. 世田谷区 S 地区集合住宅基本計画(2000.9-11) 
61. 青森県大畑町都市マスタープラン・まちづくりプラン(2000.8-02.3) 
62. 上越市高田地区中心市街地リノベーション計画(2000.8-11) 
63. 千葉県八街駅周辺アーバンデザイン計画(2000.8-01.5) 
 

【建築設計・評価】 
1. LEED 取得に向けた建築の環境性能評価支援業務(2009.8-2010.3) 
2. 住宅 F 邸改修 基本・実施設計及び現場監理支援 (2006.5-07.9) 
3. 住宅 S 邸 基本・実施設計及び現場監理 (2006.5-07.9) 
4. 国産材を用いた木造住宅の維持管理マニュアル作成(2007.9-2008.3) 
 
◆Urban Designer, Calthorpe Associates 
1. Illustrative master plan and design guidelines for San Elijo, California (1999.7-2000.3) 
2. Illustrative master plan for Issaquah Highland, Washington (2000.1-2000.5) 
3. Illustrative master plan for Carver Hills Hope VI project, Georgia (2000.1-2000.5) 
4. Illustrative master plan for Prescott Valley, Arizona (1999.11- 2000.4) 
5. Illustrative master plan for Lino Lakes, Minnesota (1999.10-2000.3) 
6. Illustrative master plan for Envision Utah Project areas (1999.11-2000.4) 

 
◆Research Assistant, University of California at Berkeley 
1. University of California San Francisco Mission Bay Campus Visual Simulation 

 (1998.10- 1999.4) 
2. Treasure Island research for redevelopment (1998.10 - 1999.4) 
3. Downtown Oakland housing project research (1998.10 - 1999.4) 
4. Assistant works in the UC-Berkeley Simulation Laboratory (1998.6-1999.5) 
5. Comparison of land use in the world city centers by satellite photos ((1998.6-1999.5) 
 
◆JES 日本環境技研（退職時：計画設計部主管） 
1. 都心・副都心地域の大規模機能転用地における新都市施設計画（汐留地区、仙台長町地区、さいた

ま新都心地区、新川崎地区、香椎地区 等） 
2. ニュータウン地区中心部における地域冷暖房計画及び事業可能性検討調査（八王子地区、唐木田地

区、三田地区、新浦安地区等） 
3. 旭川市地域新エネルギービジョン導入検討調査 
4. 西宮北口駅周辺地区都市ソフト調査 
5. 都市熱源ネットワークシステム整備基本計画調査 
6. 欧州の地域冷暖房導入実態調査 
7. 阪神淡路大震災によるインフラ及び地下空間の被害状況および防災対策に関する調査 
8. みなとみらい 21 地区 都市管理情報システム導入検討調査 
9. 東京都 環境共生型都市に向けた施策調査 
10. 三浦市小網代地区 自然共生型開発プラン調査 
11. 三浦市 都市マスタープラン策定調査 
12. 三浦市 ソフトエネルギーモデル都市構想調査 
 

■兼 職 
 明治大学理工学部兼任講師(2016.4～2017.3) 
 東京大学まちづくり大学院講師(2015.4～) 
 明治大学理工学部客員教授(2013.4～2016.3) 
 早稲田大学芸術学校・社会科学部講師 (2001.4～継続中) 
 京都造形芸術大学通信教育部ランドスケープ科講師（2003.4～継続中） 
 立教大学社会学部講師（2004.4～2014.9） 
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 東京大学工学部都市工学科講師(2006.4～2013.7) 
 
■所属・まちづくり専門家等登録 

 NPO 法人粋なまちづくり倶楽部 副理事長 
 認定 NPO 法人日本都市計画家協会 理事 
 所属：日本都市計画学会、まちづくり専門家等登録：神奈川県横浜市、 

   まちづくり専門家登録（公財）区画整理促進機構、中小企業基盤整備機構 
 東京都登録 街並みデザイナー候補者 

 
■著 作 

1. 「パブリックライフ学入門」（共訳）2016.7 鹿島出版会 
2. 「ジェイン・ジェイコブズの世界」（共著）2016.5 藤原書店 
3. 「粋なまち神楽坂の遺伝子」 （共著）2013.4 東洋書店 
4. 「社会を変える公益ビジネス―地方都市の再生」2010.11東北公益文科大学 公益総合研究所 
5. 「市民主体のまちづくりに関する主な課題と方向性」共創社会における都市計画の実践 

 2009 年度日本建築学会大会都市計画部門研究協議会資料 
6. 「拠点開発地区と魅力的な歩行空間」アーバン・アドバンス 2006.12 名古屋都市センター 
7. 「中心市街地の再生 メインストリート・プログラム」（共著）学芸出版社 2006.11 
8. 「オープンスペースを魅力的にする」（共訳）学芸出版社 2005.11 
9. 「自然に「胎棲」するまちづくり：大畑まちづくりプラン（都市計画マスタープラン）の特徴

と意義」（共著） 都市計画報告集 No.2, 2004.4  日本都市計画学会 
10. 「都市のデザインマネジメント」（共著） 学芸出版社 2002/10 
11. 「サステイナブルな都市づくりとニューアーバニズム」 宅地とまちづくり No.192,  2002/3 

 
■講 演  

1. 「Sense of Place 地域らしさを活かしたまちづくり」沖縄県庁・（公財）区画整理促進機構 

2016.6 
2. 「都市景観とサイン」横浜サインフォーラム 横浜市 2016.3 
3. 「土地区画整理事業における街並み形成・景観デザインの手法について」宮城県庁・宮城県建

設センター 2013.8 
4. 「都市計画視点での SC の位置付け」 2012.2 日本ショッピングセンター協会 
5. 「普天間飛行場返還地の活用について 地域デザインとマネジメント」ねたてのまちベースミ

ーティング 2011.9 
6. 「神楽坂の景観とまちづくり」 2011.9 柳都新潟・古町花街イベント 粋に学ぶ大人の花街 
7. 「区画整理を活かす住民参加のまちづくり」 群馬県土地区画整理組合連合会講習会 
8. 「中心市街地再生への取り組み」 2011.7 日本ショッピングセンター協会ＳＣアカデミー 
9. 「商店街再生と都市計画」埼玉県南 5 市都市計画研究部会 2011.2 
10. 「アーケード撤去とその後を考える」静岡県産業部商業まちづくり室（浜松市）2009.7 
11. 「市民による愛おしい景観づくり」戸田市都市景観フォーラム 2008  2008.11 
12. 「福島市のまちづくりの方向性～先進地区の事例に学ぶ」福島市商工会議所 2007.9 
13. 「歴史的建造物を活用したまちづくりと賑わいづくり」石岡市商工会議所（中小企業基盤整備

機構） 2007.8 
14. 「米国の中心市街地再生の軌跡 ビクター・グルーエンからメインストリート・プログラムまで」

ＳＣ経営士会まちづくり委員会 まちづくりセミナー＆意見交換会 2007.7 
15. 「中心市街地の再生 メインストリート・プログラム」秋田市まちづくりフォーラム 2007.5 
16. 「神楽坂 粋なまちづくり倶楽部の活動」福島県新しいまちづくりセミナー 2007.3 
17. 「街なか再生の展望と課題」和光市まちづくりフォーラム 2007.2 
18. 「愛おしい景観づくり」GIAC 2006.12 
19. 「歴史景観資源を活かしたまちづくり・景観づくり」大和市街づくり学校 2006.5 
20. 「ニューアーバニズム」 サステイナブル・コミュニティ講座 福島県県中建設事務所 2005/2 
21. 「地方都市の再生」日本建築学会北海道支部 旭川シンポジウム 2004/8 
22. 「まちづくりにおける住民参加について」  

 平成 16 年度愛媛県都市計画担当者会議 市街地整備分科会 2004/7  
（財団法人区画整理促進機構 講師派遣） 
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23. 「街なか再生を考える ～海外の事例をとおして」 
 平成 15 年度 23 区・多摩建築行政係長会 第 4 ブロック都市計画部会 2004/3 

24. 神奈川県大和市街づくりフォーラム 2002/10 
25. 「街なか再生海外事例研究」 中心市街地活性化講習会 2002 2002/5 （主催：中心市街地活性

化推進協議会、後援：国土交通省 他） 
26. 「アメリカの都市再生」 キーパーソンセミナー2001  2001/11（主催：財団法人区画整理促進

機構、後援：国土交通省 他） 
27. 「Living school grounds as green urban infrastructure」講演者：Sharon Danks 日本都市計

画家協会国際交流セミナー （英語講義通訳及び解説）2016.8 
28. 「Istanbul, City at the Crossroads」講演者：イスタンブール・ビルギ大学 Cihangir Istek 准

教授（英語講義通訳）明治大学国際交流基金事業 2016.4 
29. 大学等での講演・講義：明治大学、東京理科大学、芝浦工業大学、千葉大学、東京大学都市デ

ザイン研究会、旭川大学地域研究所、日本都市計画家協会 等 多数 
 

■委員等 
1. 川崎市景観審議会委員(2017.7～継続中) 
2. 朝霞市基地跡地公園・シンボルロード基本計画見直し検討委員会委員（2016.7～継続中） 
3. 認定都市プランナー制度運営委員会委員 （2016.5～2017.3） 
4. 香川県商店街活性化公開コンペ（住民参加による中心市街地活性化支援事業）審査員 2015, 

16 年度は委員長 香川県庁 (2013.7- 継続中) 
5. 現場参加型ケーススタディからみるまちづくり事業の経営戦略に関する調査研究事業 委員 

(2011.12-2012.3) 経済産業省 
6. タウンマネジメント事業に係る検討委員会 (2008.10-2010.3 合計 14 都市) 経済産業省 
7. 街なか再生 NPO 等助成金選考委員(2008/3-) 区画整理促進機構 
8. 中心市街地商業等活性化 診断・助言委員(2003/8-2008.3) 経済産業省 
9. 持続可能な歩いて暮らせる新しいまちづくり検討委員(2006.2-2007.8) 福島県庁 
10. 地方都市における土地有効利用の事業展開可能性検討委員  

（国土交通省、都市基盤整備公団） (2003.12-2005.3) 
11. 沖縄県具志川市安慶名地区改良住宅デザイン協議会 副委員長(2003/10-2004/11) 
12. 福岡県志摩町田園居住型まちづくり委員(2001/12-2002/5) 
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