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 略 歴 書 令和4年12月1日現在 
 
■氏  名 榊原 進（さかきばら すすむ） 
■生年月日 昭和４９年５月１９日 静岡県出身 
 
■経歴 
 平成 5年 3月 静岡県立藤枝東高等学校 卒業 
 平成 9年 3月 東北大学工学部建築学科 卒業 
 平成 11年 3月 東北大学大学院工学研究科都市･建築学専攻 博士課程前期 修了 
 平成 13年 3月 東北大学大学院工学研究科都市･建築学専攻 大学院研究生 退学 
 平成 13年 4月 任意団体 都市デザインワークス 設立 事務局長 就任 
 平成 13年 12月 (財)宮城県地域振興センター 特別研究員（平成21年3月解散に伴い退任） 
 平成 14 年 8 月 特定非営利活動法人都市デザインワークス 設立 代表理事 就任【現職】 
 平成 22年 9月 (公財)東北活性化研究センター 客員研究員（任期：平成23年3月まで） 
 平成 24年 12月 (一社)東北圏地域づくりコンソーシアム 理事（平成30年6月退任） 
 平成 25年 1月 荒井東まちづくり協議会 事務局長（平成28年3月解散に伴い退任） 
 平成 26 年 6 月 (一社)荒井タウンマネジメント 理事・事務局長【現職】 
 平成 31年 2 月 (株)Re Earth Design 取締役【現職】 
 令和 4 年 2 月 東北大学特任教授(客員)【現職】 
 令和 4 年 4 月 (一社)定禅寺通エリアマネジメント 専務理事【現職】 
 
■主な委員･役職等 
 平成15年度  宮城県産業振興アクションプラン見直しワーキンググループ 
 平成16年度～  仙台市まちづくり専門家登録（まちづくりアドバイザー及びコンサルタント） 
 平成16～17年度 仙台経済同友会 地域づくり委員会 アドバイザー 
 平成19年度  仙台都市圏総合都市交通懇話会委員［宮城県委嘱］ 
 平成22年度  南三陸町チャレンジ･元気な地域づくり事業 アドバイザー（寄木,荒砥地区） 
    石巻市地域自治システム アドバイザー 
 平成22～23年度 仙台市地下鉄東西線(仮称)国際センター駅周辺整備に関する懇話会 
 平成22～30年度 仙台市青葉区区民協働まちづくり事業評価委員会 
 平成22～25年度 仙台市市民公益活動促進委員会 
 平成24～27年度 仙台市市民協働事業提案制度検討会 座長 
 平成25～26年度 ｢震災復興における支援アプローチの教訓整理｣にかかる調査幹事会［JICA］ 
 平成26～27年度 仙台市地下鉄東西線 WEプロジェクト実行委員会 委員［仙台市］ 
 平成27～令和3年度 読者と考える紙面委員会 委員［河北新報社］ 
 平成27～28年度 市民がつくる復興ロードマッププロジェクト ワーキンググループ メンバー 
 平成27年度  新たな都市交通政策策定検討委員会 委員［仙台市］ 
 平成28年度  国際センター駅市民交流施設愛称選定委員会 委員［仙台市］ 
 平成29～令和２年度 沿岸部メモリアル施設アドバイザリーボード メンバー［仙台市］ 
 平成 29年度～  仙台市郊外住宅地・西部地区まちづくりプロジェクト審査会 委員［仙台市］ 
 平成30～令和2年度 仙台市総合計画審議会 委員［仙台市］ 
 令和４年度  青葉山エリア文化観光交流ビジョン検討懇話会 座長代理［仙台市］ 
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■主な業績 
 平成22～27年度 荒井東地区まちづくり推進業務等 
 平成22～24年度 片平地区まちづくり支援業務（仙台市まちづくりコンサルタント派遣業務） 
 平成23年度  震災復興計画作成補助業務 
 平成23～24年度 ｢東北大学キャンパス移転まちづくり会議｣調査検討業務 
    手仕事を通じた地域と被災者のための新しいコミュニティ形成支援【協働事業】 
 平成24年度  岩手県新小谷木橋(仮称)詳細デザイン検討ワークショップ運営業務 
    仙台市南蒲生地区復興まちづくり計画策定支援業務 
 平成25～27年度 仙台市南蒲生･新浜地区津波浸水区域まちづくり支援業務 
    仙台平野｢みんなの居久根｣プロジェクト【県補助事業】 
 平成25年度  ＩＬＣ計画を契機としたまちづくりビジョン作成業務 
    (仮称)閖上復興まちづくり協議会設立準備会議コーディネーター 
 平成26年度  第３回国連防災世界会議パブリックフォーラム町内会企画運営支援業務 
 平成26～29年度 閖上地区まちづくり協議会運営支援業務 
    六郷東部地区まちづくり支援業務 
 平成27年度  片平地区都市計画道路向山常盤丁線(大手町)跡地活用ワークショップ運営業務 
    「都心エリア活性化 学都まちづくり懇話会」運営支援業務 
 平成27～28年度 仙台市ふるさとの杜再生プロジェクト推進業務 
    あすと長町 街づくり提案業務 
 平成28年度  仙台市南蒲生地区まちづくり支援業務 
    仙台市集団移転跡地利活用方針検討支援業務 
    アートノード事業コーディネート業務 
    あすと長町 まちづくり推進業務 
 平成29年度  仙台市荒井西土地区画整理事業 コミュニティ形成支援業 
    仙台市協働まちづくり推進助成事業サポートチーム主担当業務 
    旭ケ丘駅前公共施設整備 ワークショップ運営支援業務 
    あすと長町杜の広場周辺まちづくり推進支援業務 
 平成30年度  仙台市定禅寺通活性化検討会コーディネート業務 
    ｢杜の広場賑わいづくり勉強会｣支援業 
    ＩＬＣウェルカムセンター(仮称)設置に向けた調査検討支援業務 
    仙台活性化まちづくり2030検討委員会運営支援業務 
 令和元年度  仙台市定禅寺通活性化検討会コーディネート業務 
    ｢杜の広場賑わいづくり勉強会｣支援業 
    「泉西部地区地域状況調査等」業務 
 令和２年度  仙台市定禅寺通活性化検討会コーディネート業務 
    仙台市遊びの環境に関する調査・研究業務委託 
    立町エリアまちづくりビジョン策定支援業務 
    ｢あすと長町杜の広場にぎわいづくり協議会｣設立運営支援業務 
 令和3年度  仙台市定禅寺通活性化検討会コーディネート業務 
    広場等利活用促進検討ワーキンググループ運営支援等業務委託 
    ｢あすと長町杜の広場にぎわいづくり協議会｣運営支援業務 
 令和4年度  (仮称)定禅寺通活性化方策策定に係る合意形成等支援業務 
    泉区役所新区民広場等利活用検討支援業務 
    ｢あすと長町杜の広場にぎわいづくり協議会｣運営支援業務 
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※(一社)荒井タウンマネジメント理事として担当した主な業務 
 平成27年度  都市再生推進法人の指定申請 
 平成28年度  あらフェス2016in荒井車両基地(11/27開催) プロデュース 
    荒井東地区 都市再生整備計画 提案 
    荒井東１号公園 都市利便増進協定締結および公園施設設置管理許可申請 
 平成29年度  荒井東地区における実証実験の企画・運営業務委託 
    あらフェス2017～秋の荒井でまち巡り(9/3開催) プロデュース 
    荒井東復興公営受託におけるエネルギーマネジメント事業ＦＳ調査 
 平成30年度  仙台市荒井東土地区画整理事業 解散記念事業誌作成業務補助業務 
    民間まちづくり活動助成事業「公共空間における広告事業実施検討調査業務」 
 令和元年度  仙台市市民協働事業「荒井駅を起点とする仙台東部エリア集客・交流促進事業」 
 令和 2年度～  仙台海手ネットワーク事務局 
 令和３年度  仙台市若林区委託事業「海浜エリアの賑わい創出に関する調査」 
    荒井地区における地域企業の通勤バスを活用した地域交通のニーズ調査［助成事業］ 
 令和4年度  荒井地区における地域企業の通勤バスを活用した地域モビリティの実証実験［ 〃 ］ 

※(一社)定禅寺通エリアマネジメント専務理事として担当した主な業務 
 令和4年度  定禅寺通街づくり協議会事務局運営業務 
    定禅寺通エリアまちづくり基本構想等手交式の企画運営 
    定禅寺通クリーンアップ 
    定禅寺通ストリートショップおよびエリアマネジメント広告社会実験 
 

■主な講師等  ※下記の他、住民参加型まちづくりワークショップ等のファシリテーターの実績多数 
 平成20年2/16  東北地方整備局東北幹線道路調査事務所 
      ｢三陸の将来像を考える懇談会 in気仙沼｣パネリスト 
 平成21年度  宮城県市町村職員研修所 一般職員研修Ⅱ｢まちづくりの視点｣講師(全6回) 
 平成21年5/21  角田市 職員研修講師 
 平成24年9/5  仙台市地域振興課 地域づくり職員研修 講師 
 平成24年10/13 片平市民センター ｢片平地区震災防災対応シンポジウム｣コーディネーター 
 平成24年11/18 マンション管理基礎セミナー ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ｢大震災時の共助の取組み事例と 

それにつながるコミュニティ形成｣コーディネーター 
 平成25年1/23  日本都市計画学会 事例紹介「仙台市荒井東地区の低炭素まちづくりの取組み」 
 平成25年5/27  東北大学 基礎ゼミ「めざせ！社会起業家」講師 
 平成25年7/7  仙台市「市民まちづくりフォーラム」ファシリテーター 
 平成26年2/1  仙台市｢百年の杜づくりフォーラム～ふるさとの杜 再生へ向けて｣ 
     事例報告｢仙台平野『みんなの居久根』プロジェクト｣＋パネリスト 
 平成26年3/5  (公財)プラン･ジャパン他「被災地の回復力を高める支援 
     ～市民社会のつながりが、困難を乗り越える力になる～」話題提供 
 平成26年9/2  平成26年度宮城県復興支援員 中間支援研修報告会 アドバイザー 
 平成26年9/28  全国まちづくり会議 in北上 ﾌｫ-ﾗﾑ「復興『まちづくり』を考える」パネリスト 
 平成26年後期  東北工業大学 非常勤講師 ライフデザイン学部３年「都市と地域の計画」 
 平成26年11/6  （株）タナベ経営 環境ビジネス成長戦略研究会 
     講師「復興モデル都市荒井東まちづくり協働プロジェクトから学ぶ」 
 平成26年12/15 未来のとうほく創造フォーラム2014 若がえる街・仙台 パネリスト 
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 平成27年1/30  仙台市議会東西線・まちづくり促進調査特別委員会 
     話題提供「東西線の利用促進と沿線まちづくりの活性化について」 
 平成27年2/5  平成26年度宮城県復興支援員・地域おこし協力隊活動年度末報告会 アドバイザー 
 平成27年3/16  第３回国連防災世界会議 パブリックフォーラム「防災集団移転と新たな街づくり 
       ～スマートコミュニティを軸とした新たな地域づくりと課題」 
     講演「機能集約型コンパクトタウンを目指す荒井東のまちづくり」＆パネリスト 
 平成27年6/19  片平丁小学校「片平まち学び講座」 講師「片平って、どんなまち？！」 
 平成27年10/29 シミズecoBCPフェア in仙台 ﾐﾆｾﾐﾅ-「地下鉄東西線における街づくり」講師 
 平成27年12/10 (一社)宮城県建築住宅センター 建築・まち・環境フォーラム 
    ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「仙台市地下鉄東西線の活用、駅周辺のまちづくりから考える仙台の未来」パネリスト 
 平成28年2/10  平成27年度第3回みやぎ復興住宅整備推進会議  
    事例報告「仙台市荒井東地区のまちづくりについて」講師 
 平成28年2/25  平成27年度地域づくり職員研修「地域づくりコーディネーター講座」［仙台市］ 
     講師「“地域主体の地域づくりコーディネート”実践ワークショップ」 
 平成28年3/12  仙台防災未来フォーラム2016 
     ﾃｰﾏｾｯｼｮﾝ「トーク×トーク 女性たちのリーダーシップ」ファシリテーター 
 平成28年7/1  片平丁小学校「片平まち学び講座」 講師「片平のまちづくり」 
 平成29年2/23  国土交交通省総合政策局「官民連携による震災復興を考えるシンポジウム in仙台」 
     ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「官民連携による震災復興と地域活性化の展望」パネリスト 
 平成29年7/7  宮城大学事業構想学「デザイン情報特別講義」非常勤講師 
 平成29年7/27  せんだい男女共同参画財団「女性と防災まちづくり 決める・動く2017」 
     講師「まちづくりコーディネート」 
 平成29年10/26 第41回土地区画整理全国大会 in仙台 
     事例研究講師「長期的な価値向上を目指す荒井東のまちづくり」 
 平成29年11/26 世界防災フォーラム/防災ダボス会議＠仙台2017 
     ﾄ-ｸｾｯｼｮﾝ「トーク×トーク 女性たちのリーダーシップ2017」スピーカー 
 平成29年11/30 第１回定禅寺通フォーラム リレートーク・スピーカー 
 平成30年5/10  仙台市国家戦略特区フォーラム2018「国家戦略特区ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ」ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 
 平成30年10/30 NPO法人とうほくPPP･PFI協会「第16回地域活性PFIフォーラム」 
     事例紹介＆パネルディスカッション 
 平成30年12/9  日本体育･スポーツ経営学会 第60回研究集会「まちづくりとスポーツの力」 
     ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「東北とスポーツの未来(2020の先へ)」 
 平成31年1/9  首都大学東京都市政策科学科「都市政策論Ⅱ」非常勤講師 
     持続可能な公共資産のマネジメントと担い手～荒井東のまちづくり 
 令和元年11/13  街づくり区画整理協会 土地区画整理セミナー「エリアマネジメント」 
     講師「仙台市荒井東地区におけるエリアマネジメント」 
 令和2年1/26  仙台市「若林未来デザインカフェ パートⅡ」ファシリテーター 
 令和２年10/22  「せんだいリノベーションまちづくりシンポジウム」パネリスト 
 令和２年12/3  みやぎ地域づくり団体協議会仙南支部交流会 講師「地域主体のまちづくり」 
 令和3年6/12  「仙台市×東北大学スーパーシティ構想シンポジウム」 モデレーター 
 令和３年9/16  せんだい男女共同参画財団 地域版女性リーダー育成プログラム 
     「決める・動く2021」 講師「まちづくりコーディネーターの役割」 
 令和３年10/31  仙台市「みんなのまちづくりフォーラム2021」講師 
 令和4年9/25  仙台市「青葉山エリアに関する市民シンポジウム」パネリスト 


