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「ISHIDA まちづくりニュース」は、 
当社の取組み姿勢を示しています。 

当社は、10 年以上にわたり、「ISHIDA まちづくりニュース」を通じて、タイムリーな
まちづくり情報の提供とまちづくり方策の提案を実施してきました。 
常に、現状の問題点と将来に向けての課題を考え、その方策を当社意見として発信する

ことが、コンサルタントとして重要な役割であると考えています。  
＜これまでの「ISHIDA まちづくりニュース」の内容＞ 

第１号 市町村主体の創意工夫のまちづくり トップランナー地区の状況を見てみると･･･ 
第２号 景観三法とまちづくり ～我が国初の景観に関する総合的な法律をまちづくりに活かそう！～ 
第３号 環境共生とまちづくり ～環境共生により都市再生を実現する～ 
第４号 中心市街地活性化とまちづくり ～活性化を実現する「まちづくりシステム」について～ 
第５号 まちづくり施策の方向性 ～国土交通省Ｈ．１７年度予算概算要求からの考察～ 
第６号 市民協働のまちづくり ～行政と地域住民協働によるまちづくりの必要性と方向性～ 
第７号 新春 まちづくり徒然草 ～新しい年の初めに、今後のまちづくりをつれづれ・考えてみます～ 
第８号 地方行財政とまちづくり ～平成 17 年度総務省地方行財政重点施策からの考察～ 
第９号 知恵と工夫を競うアイデア合戦 !?  ～都市再生推進のためのプログラム 2005～ 
第１０号 平成 17 年度のまちづくりについて ～H.16 年度の取り組み報告と H.17 年度の取り組み方針～ 
第１１号 都市再生と地域再生 ～平成 17 年度のまちづくり交付金適用・地域再生計画認定地区の概要～ 
第１２号 「地域力」をいかしたまちづくり ～地域主体の取り組みによるまちづくりの提案～ 
第１３号 地域再生法とまちづくり ～地域再生基盤強化交付金の活用状況について～ 
第１４号 土地に関する施策とまちづくり ～平成 17 年度土地に関する基本的施策について～ 
第１５号 まちづくりのマネージメント ～まちづくりの実現と「リスクマネージメント」について～ 
第１６号 フィージビリティ･スタディとまちづくり ～まちづくり事業の事業化検討について～ 
第１７号 まちづくり施策の方向性(H.18) 中心市街地活性化施策の充実 
第１８号 まちづくり活動と体制 ～まちづくり活動を支えるシステムについて～ 
第１９号 新春雑談 コンサルタントって！？ ～今後の建設コンサルタントを･･･考えてみます～ 
第２０号 平成 18 年度まちづくり施策について ～国土交通省平成 18 年度まちづくり施策について～ 
第２１号 安全・安心のまちづくり ～防災・防犯・危機管理のまちづくり体系について～ 
第２２号 平成 18 年度のまちづくりについて ～H.17 年度の取組み報告と H.18 年度の取組み方針～ 
第２３号 まちづくり三法について ～中心市街地のまちづくりの方向性～ 
第２４号 コミュニティビジネスについて ～地域の自立したコミュニティ活動の展開～ 
第２５号 H.18 年度まちづくり関連施策 ～中心市街地活性化施策と税制改正等について～ 
第２６号 まちづくり３法における土地利用規制 ～開発許可の考え方について～ 
第２７号 中心市街地活性化について ～改正中心市街地活性化法の施行～ 
第２８号 中心市街地活性化の取り組みについて ～中心市街地活性化を図るための基本的な方針～ 
第２９号 住生活・住環境とまちづくり ～住生活基本計画の概要～ 
第３０号 まちづくり活動支援の取り組み ～当社がお手伝いしたまちづくり講演会等の内容紹介～ 
第３１号 新春雑談 ２００７年問題って！？ ～本格的な競争時代の到来～ 
第３２号 平成１９年度まちづくり施策について ～平成１９年度国土交通省関連予算のポイント～ 
第３３号 国土形成計画とまちづくり ～国土形成から身近なまちづくりが見えてくる～ 
第３４号 平成１９年度のまちづくりについて ～H.18 年度の取組み報告と H.19 年度の取組み方針～ 
第３５号 交付金によるまちづくりについて ～平成 19 年度のまちづくり交付金関連の取組み～ 
第３６号 まちづくり交付金は進化しているか!?  ～まちづくり交付金拡充と運用にについて～ 
第３７号 ソーシャル・キャピタルとまちづくり ～社会的ネットワーク構築による地域力の発揮～ 
第３８号 『都市・地域レポート２００７』について ～まちづくりの方向性考察～ 
第３９号 まちづくり施策の今後の展開について ～国土交通省 平成 20 年度予算概算要求概算～ 
第４０号 まちづくり交付金の評価について ～事後評価の取組み提案～ 
第４１号 地域自立・活性化交付金について ～広域的まちづくりの展開動向～ 
第４２号 まちづくり３法の基本的運用開始 ～まちづくり３法の全面施行と活用状況～ 
第４３号 新春雑談 アジアの中の日本 ～近隣諸国の急激な発展の中で日本のまちづくりを考える～ 
第４４号 平成 20 年度まちづくり施策について ～国土交通省都市・地域整備局予算のポイント～ 
第４５号 まちづくり交付金事後評価 ～平成 18 年度事後評価実施地区の概況～ 
第４６号 平成２０年度のまちづくりについて ～当社のまちづくりの取組み報告～ 
第４７号 観光立国とまちづくり ～｢観光立国推進基本計画｣とまちづくりの関係～ 
第４８号 歴史をいかしたまちづくり ～地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律～ 
第４９号 今後の都市整備の方向性について ～今後の市街地整備制度のあり方に関する検討会概要～ 
第５０号 『国土形成計画』とまちづくり ～全国計画の概要と市町村のまちづくりへの展開～ 
第５１号 まちづくり施策の展望 ～国土交通省 平成 21 年度概算要求の概要～ 
第５２号 今後の市街地整備の目指すべき方向 ～今後の市街地整備制度のあり方に関する検討会概要～ 
第５３号 地域公共交通とまちづくり ～地域公共交通の活性化・再生の取組み事例～ 
第５４号 『都市・地域レポート２００８』について ～まちづくりの方向性考察～ 
第５５号 《新春雑談》景気低迷の中で｢まちづくり｣は何処へいくのか!? 
第５６号 平成 21 年度まちづくり施策について ～国土交通省都市・地域整備局予算のポイント～ 
第５７号 環境モデル都市の取組みについて 
第５８号 平成 21 年度のまちづくりについて ～当社のまちづくりの取組み報告～ 
第５９号 地域コミュニティとまちづくり ～コミュニティ研究会中間とりまとめ概要について～ 

まちづくり strategy report 
ISHIDA まちづくりニュース 第１１８号（平成 28 年４月・新年度ご挨拶） 

「ISHIDA まちづくりニュース」のバックナンバーは、当社ホームページからダウンロードできます。



第６０号 商店街活性化とまちづくり ～新・がんばる商店街７７選の概要～ 
第６１号 「交付金」とまちづくり ～交付金事業の有効活用について～ 
第６２号 プロジェクトマネージメントとまちづくり  
第６３号 地域商店街活性化法とまちづくり ～地域商店街活性化法の概要～ 
第６４号 「重点政策 2009」とまちづくり ～国土交通省の「重点政策 2009」の概要～ 
第６５号 都市政策の基本的な課題と方向 ～都市を巡る社会経済情勢の変化と都市政策の課題～ 
第６６号 「エリア・マネージメント」とまちづくり 
第６７号 《新春雑談》『地域の時代』は来るのか？ 
第６８号 平成 22 年度予算と社会資本整備総合交付金 ～国土交通省関係予算のポイントについて～ 
第６９号 『社会資本整備総合交付金』の活用イメージ ～平成 22 年度予算概要での位置づけの整理～ 
第７０号 平成２２年度のまちづくりについて ～社会資本整備総合交付金元年のまちづくりの方向性～ 
第７１号 社会資本整備総合交付金を活用したまちづくりの可能性について 
第７２号 社会資本総合整備計画への対応 ～「計画等提出・交付申請に関するＱ＆Ａ」より～ 
第７３号 地域主権戦略大網とまちづくり ～「一括交付金」への対応の考え方の提案～ 
第７４号 『一括交付金』への移行と『達成指標』 ～事業評価の重要性拡大とアウトカム指標～ 
第７５号 交付金を活用したまちづくり事例 ～都市再生整備計画を活用したまちづくり事例集より～ 
第７６号 平成 23 年度まちづくり関連予算について ～国土交通省平成 23 年度予算概算要求より～ 
第７７号 「新しい公共」によるまちづくり ～「新たな公」から「新しい公共」への展開～ 
第７８号 まちづくりの転換点 ～「国土交通省施策集 2010」にみるまちづくり施策の方向性～ 
第７９号 《新春雑談》 ～『幸福度』って測れるの？～ 
第８０号 まちづくりと『長寿命化』 ～長寿命化計画等の取組み提案～ 
第８１号 安全・安心のまちづくり ～安全で安心して暮らせるまちづくりの推進方策～ 
第８２号 平成 23 年度のまちづくりについて ～当社のまちづくり関連業務の実績～ 
第８３号 平成 23 年度 まちづくり関連予算概要について ～国土交通省関係予算について～ 
第８４号 「地域力」の大きな効果について 長野県栄村の震災から学ぶこと 
第８５号 ソーシャルビジネスとまちづくり ～地域主体の自立性の高い活動～ 
第８６号 『復興への提言』にみる今後のまちづくり ～「ひらかれた復興」の水平展開～ 
第８７号 住宅施策とまちづくり ～『公営住宅等長寿命化計画』にみる住宅施策について～ 
第８８号 都市再生とまちづくり ～都市再生基本方針全面改定の背景と基本的方向～ 
第８９号 高齢者向け住宅とまちづくり ～高齢者住まい法などの改正の概要～ 
第９０号 平成 24 年度 まちづくり関連予算の概算請求について 
第９１号 《新春雑談》「行政施策大転換時代」の到来 
第９２号 『持続可能で活力ある国土・地域づくり』にみる今後のまちづくり 
第９３号 「手づくり郷土賞」にみるまちづくり ～平成 23 年度手づくり郷土賞選定地区の概要～ 
第９４号 平成 24 年度のまちづくりについて ～政策課題に対応したまちづくり関連業務の実績～ 
第９５号 社会資本整備総合交付金の効果的活用について ～平成 24 年度関連予算配分方針～ 
第９６号 公共公益施設等の管理とまちづくり ～今後の公共公益施設等の管理方法の提案～ 
第９７号 土地施策とまちづくり ～平成 24 年度 土地に関する基本施策～ 
第９８号 持続可能で活力ある国土・地域づくり ～次世代にすばらしい国土を残すために～ 
第９９号 戦略的まちづくりのすすめ ～戦略的な地域主体のまちづくり～ 
第１００号 まちづくり関連 平成 25 年度予算概算要求概要について 
第１０１号 第３次社会資本整備重点計画と まちづくり ～代表的な定量的指標の見直し～ 
第１０２号 低炭素まちづくり ～「低炭素まちづくり計画」の概要～ 
第１０４号 まちづくりのための戦略とは？ 
第１０５号 リニアがやってくる！ ～リニア中央新幹線は 50 年に一度のまちづくりチャンス!！～ 
第１０６号 消滅可能性都市に立ち向かう！ ～次世代のためのまちづくり戦略～ 
第１０７号 まちづくりは何年後を目指すか？ ～10 年、30 年、50 年後のためのまちづくり戦略～ 
第１０８号 コンパクト・シティの先駆都市 ～都市再構築戦略事業等の今年度採択地区の取組み状況～ 
第１０９号 プロポーザル都市競争の時代 ～「まち・ひと・しごと創生法」の効果的活用～ 
第１１０号 防災+『強靭』まちづくりへ ～「国土強靭化地域計画」づくりが求められています～ 
第１１１号 これまでの「ISHIDA まちづくりニュース」の内容 
第１１２号 20〜30 年後のまちの総合戦略を編む！ 『シティ・プロモーション』の実践 
第１１３号 立地適正化計画などを活用したまちづくり施策の展開について 
第１１４号 まち・ひと・しごと創生総合戦略と立地適正化計画の連携によるまちづくりの展開について 
第１１５号 公的不動産等の活用による戦略的まちづくり 
第１１６号 平成 28 年度のまちづくり展望 国土交通省平成 28 年度予算概算要求の概要 
第１１７号 今後の都市整備のあり方について～第４次社会資本整備重点計画の確認～ 
 
 
 

当社は、 
「頼れる！まちづくりのパートナー」としての

『コミュニティ・コンサルタント』 
を目指しています。 

お問い合わせ・ご意見は、 
 
㈱石田技術コンサルタンツ まちづくり担当
 TEL；０５６８-７３-１０８５ 
 FAX；０５６８-７３-１０９９ 
 e-mail；machidukuri＠itcnet.co.jp 
 
までお願いします。 

 地方創生や立地適正化など、地域のまちづくりの検討課題はますます複合的になり、重点的な対応

が求められている中で、当社はこれまで通り地域に密着したまちづくりをお手伝い致します。 
 今後とも、ご支援・ご鞭撻頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

平成 28 年４月

株式会社石田技術コンサルタンツ 代表取締役 石田 徹


