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福光地域 会議録 

件名 エンジョイふくみつ（福光地域提言実現検討組織）による第１１回会議 

日時 令和４年１２月２２日（木）19:00～21:00 場 所 福光会館（旧ベル）２階 会議室 

出席者 検討組織メンバー（現地参加）６名、（オンライン）３名、、オブザーバー１名、事務局（政策推進課）２名 

内容 
①アンケートの結果について、②ドローン体験のプレゼン、③各部会からの進捗状況報告・協議、 

④政策推進課から相談 

概要 ◆①アンケートの結果について（資料１）、②ドローン体験のプレゼン（資料２）     
       （○…代表発言、●…メンバー発言、◇オブザーバー発言、→事務局発言） 
（事務局から資料１に基づいて説明） 
（ドローン愛好家から資料２に基づき説明し、続いて、ドローンのデモンストレーション

を実施） 
●回答数が 66 件では少なすぎて、参考にしにくい。 
●傾向を掴むことはできるだろう。 
●来年のイベントにこの要素を入れていくということで、ドローンとかもあっても良いだ

ろう。 
◇店舗系のイメージはキッチンカーだと思う。 
●今のイベントに充実させる感じで、イベントの定期開催が定着すればトイレ等の要望が

出来ると良いだろう。 
→公園での、にぎわい創出のために何をするかが重要。 
●既に春夏とイベントがあるので秋にもイベントを追加し、それに併せて、小さなイベン

トを盛り込んで、年間スケジュールがうたえるとよいのではないだろうか。川原では何
かとイベントになるし、川原沿いの空き家に広げるような取り組みもできるだろう。 

→小矢部川公園からの波及効果にどのよう仕掛けていくか。 
●単発よりも、継続できるイベントであればそのようなアプローチもあるのかなと。実際

に河原沿いの物件を活用されるようにも聞いているので、繋いでいくだけでも効果が出
るのかなと。 

○川沿いの空き家物件が活用されていくのは良いこと。そこからプラスの効果が出るのか
なと。 

→空家活用で広がりが見込めるようにプレイヤーを連れてくる、プレイヤーを育てていく
ことも、エンジョイふくみつが担うべき大切な役割だと考える。小矢部川公園活用アン
ケートで、イベント等に協力いただけるとの回答された方にも声がけしても良いか。 

出席者全員）異議なし。 
→アンケートの結果を基に、各部会でも話してもらいたい。 
○今あるイベントに肉付けする形で、考えるとよいだろう。 
→意欲ある方については、各部会にもつなげたい。 
●来年の福光千本桜は 4月 1 日・2日に開催決定。桜が咲いてなくても実施予定。桜が咲

いても見て帰られるだけではもったいない。 
→市のキッチンカー所有について確認したい。ただし、市で所有していたとしても、活用

できる人を探す必要がある。 
 
◆③各部会からの進捗状況報告・協議                        
               （○…部会代表発言、●…メンバー発言、→事務局発言） 
①事業系部会 
○雪の心配も少ない３月上旬の開催を考えている。雪深いところなので、開催時期を相談

したい。例えば、３月４日（土）とか。野うさぎさんにも調整したい。参加者は、親子
20 組とこの会議のメンバーの都合のつく方数名を想定している。 

→早く日を決めていただいて、準備に向けた段取りも必要。 
○募集方法も要検討。３月４日（土）で日鷲農場の山崎さんには相談したい。野うさぎで

の昼食は、親子で 1,500～2,000 円でできるそうで、豚汁のほか、２、３品付けてもら
えるとのことだった。全体でいくらにするのか、山崎さんへのお礼もいくらにするのか
皆さんに相談したい。 

→山崎さんの思いも確認必要。 
○親子でいくらの設定にするか。市からの支援は？ 
→市の謝金は 4,000 円。傷害保険にも加入して欲しい。 
●最大 4,000 円を、親子で 3,000 円だと参加しやすい。 
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○昼食を 1,500 円にして、傷害保険も加入して、親子 3,000 円とする。募集定員を親子
10 組としたい。募集チラシも必要。福光地域内の保育園に配布したい。 

●最低何組にするか？ 
→最大でマイクロに乗れる人数としてほしい。ただし、日鷲農場さんにお願いしている手

前、参加人数が少ない場合は中止ではなくて、皆さんで募ってください。 
○３月４日（土）で調整したい。 
 
②イベント部会 
○３部会では集まっていない。来年の千本桜の日程が決まったので、どんなことができる

のか、皆さんのお知恵をお願いしたい。個別で出店したい方があればつながりたい。 
●イベントの日程が決まれば、エンジョイふくみつで発信してもよいだろうか。 
→エンジョイふくみつの広報部会でルールを決めたうえで発信されるとよいだろう。 
●既に日程が決定しているイベントがあれば、SNS でどんどん発信していくと良い。来年

の福光まちなか文化祭は 10 月 29 日だが、再来年からは 10 月第 4 日曜となる予定。 
 
③広報部会 
（報告なし） 
 
◆④政策推進課から相談（資料４）     （●…メンバー発言、→事務局発言）   
（事務局から資料４に基づき説明） 
●人材のあてはあるのか。 
→県レベルの協議会組成にも携わった実績の方を想定している。 
●私は賛成。進めるためにも、登用に賛成。 
●一緒に走ってくれる方が良い。プレイヤー探しまで対応してくださるとありがたい。 
→もし皆さんから賛同がもらえれば調整したい。ファシリテーターの登用に賛同していた

だけるだろうか。 
出席者全員）異議なし。 
→それでは年明けの会議で参加いただくよう調整を進めていきたい。 

（以上） 
 

◆次回会議                                    
日時…未定 
場所…未定 
内容…部会からの進捗状況報告 ほか 
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第１１回 エンジョイふくみつ 

日時：令和 4年 12 月 22 日（木） 

午後 7時 00 分～ 

場所：福光会館２階 会議室 

 

 

 

あいさつ 

 

 

協議事項 

１．アンケートの結果について  資料１  

 

 

 

２．ドローン体験のプレゼン   資料２  

 

 

 

３．各部会からの進捗状況報告・協議 

（1）事業系部会        資料３  

（2）イベント系部会 

（3）広報部会 

 

 

 

４．政策推進課からご相談    資料４  

 

 

 

５．その他 
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小矢部川公園 活用アンケートの結果
■概要

【アンケート内容】
○回答者属性

性別、職業、年代、居住地域
○⼩⽮部川公園でのイベント内容や公園にあったら良い機能への意向
○令和4年に開催されたイベントの認知度と参加状況
○イベントや店舗に関する情報の入手方法
○⼩⽮部川公園に関する意⾒

【実施期間】
令和4年10⽉25⽇(⽔)から11⽉11⽇(⾦)まで（18⽇間）

【実施方法】
○アンケート回答⽤QRコードの全⼾配布
○10⽉30⽇開催の福光まちなか文化祭での記入回答
○10⽉30⽇、11⽉5・6⽇開催のふくみっつのイベントでの記入回答

【総回答数】
66件（記入回答13件、QRコードによる回答53件）

1

 資料１ 
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■集計結果分析
１．回答者属性 ①性別・年代

小矢部川公園 活用アンケートの結果

10代以下
3%

20代
3%

30代
30%

40代
24%

50代
11%

60代
15%

70代以上
14%

年代

▶⼥性50％、男性47％と⼥性がやや⾼め。
▶30代は、回答者全体の30％と最も多い。
▶30代に続いて多いのは、40代の24％、60代の15％である。
▶20代と10代以下は、回答者全体の3％ずつと最も低い。
▶40代から10代以下は、回答者全体の60％である。

⼥性
50%

男性
47%

無回答
3%

性別
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■集計結果分析
１．回答者属性 ①性別・年代

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶30代の男性が13人と、回答者全体で最も多い。
▶30代男性に続いて、 40代⼥性が10人、30代と60代⼥性の7人である。
▶20代の男⼥と10代以下の男⼥が、それぞれ1人と最も少ない。

1
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10代以下

20代
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70代以上

人口ピラミッド 男性 ⼥性 （単位︓人）
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■集計結果分析
１．回答者属性 ②職業、③居住地域

小矢部川公園 活用アンケートの結果

②職業
▶会社員が35％と、回答者全体で最も多い。
▶会社員に続いて、 主婦(主夫) が20％、 自営業(農業等) が

15％である。
③居住地域
▶福光 農村地域が49％と、回答者全体で最も多い。
▶福光 農村地域に続いて多いのは、福光 市街地が37％、

南砺市内(福光地域外)が8％である。
▶富山県外、その他の回答はゼロである。

その他
9%

会社員
35%

学生
3%

公務員
9%

自営業
(農業等)
15%

主婦(主夫)
20%

無職
9%

職業

福光 農村地域
49%

福光 市街地
37%

富山県内(南
砺市外)
6%

南砺市内(福光地域外)
8%

居住地域

その他の内容
○英語講師
○自営業（農業）、会社経営
○パート
○年⾦⽣活。地域づくり活動役員。

要請があれば通訳業
○アルバイト
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■集計結果分析
２．⼩⽮部川公園でのイベント内容や公園にあったら良い機能への意向

①参加したいイベントの内容（全体） ［複数回答］

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶店舗系が47件と、回答者全体で最も多い。
▶店舗系に続いて、アウトドア系の回答が多い。

▷店舗系やアウトドア系のイベントに関心が⾼いと言える。

その他の意⾒

○野外ステージ
○⾛らない。⽼人、⼦供達に危険が無い
企画を。
○桜祭り 花⾒ 屋台 ⻑距離
○⼩手先で若者に迎合するのは間違って
いると思いますが、若者の思いをすくえてな
いのも事実だと思います。そういったものの
イベントがあると良いのではないでしょうか。
また、河川敷だけでなく⼩⽮部川沿いの
店舗なども協⼒した方が良いと思います。
閉店された銭湯もスポーツイベントなど開
催する時に営業していたら利⽤する方も
多いと思います

4
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合計 / スポーツ・健康系

合計 / アウトドア系

合計 / 学習系

合計 / 体験系

合計 / 店舗系

合計 / 芸術系

合計 / その他

（単位︓件）
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70代以上
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合計 / スポーツ・健康系 合計 / アウトドア系 合計 / 学習系 合計 / 体験系 合計 / 店舗系 合計 / 芸術系 合計 / その他

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶どの年代も、アウトドア系と店舗系の回答が多い。

▷年代に関係なく、アウトドア系と店舗系のイベントに関心が⾼いと言える。

■集計結果分析
２．⼩⽮部川公園でのイベント内容や公園にあったら良い機能への意向

①参加したいイベントと（年代）との関係※1 ［複数回答］
（単位︓件）

※1︓回答数の多かった30代以上を抽出
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■集計結果分析
２．⼩⽮部川公園でのイベント内容や公園にあったら良い機能への意向

②参加したいイベントの開催頻度（全体） ［複数回答］

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶⽉1回程度と年4回程度が、どちらも28件と、回答者全体で最も多い。

▷⽉1回か年4回のイベント開催が良いと感じている人が多いと言える。

（単位︓件）

28

9

5

0 5 10 15 20 25 30

週１回程度

土⽇、休⽇

⽉１回程度

年４回程度 28
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■集計結果分析
２．⼩⽮部川公園でのイベント内容や公園にあったら良い機能への意向

③⼩⽮部川公園でのイベントに参加する際、あったら良いと思うもの（全体）
［複数回答］

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶トイレが、回答者全体で最も多い。
▶トイレに続いて、駐⾞場、ベンチの順に多い。
▶一方、スロープ、ステージが回答者全体で最も少ない。

▷トイレが、⼩⽮部川公園でのイベントに参加する際にあったら良いと思う人が多いと言える。

その他の意⾒

○BBQスペース、キャンピング
カー駐⾞場、⾜湯、川の駅
○⽇陰 木陰 自動販売機
○犬や⼦どもを対象とした川
遊びのできる浅瀬
○屋台
○⽔道の蛇口[手洗い⽤]
○テレビやネット配信
○屋外イベントは天候に左
右される事が避けられないで
すが、ある程度の天候であれ
ば出来るような施設が欲しい。
○道路の整備 安全

8

26
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15
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49

37

0 10 20 30 40 50

合計 / 駐⾞場

合計 / トイレ

合計 / スロープ

合計 / ステージ

合計 / ベンチ

合計 / 川床（納涼床）

合計 / 遊具（インクルーシブ、健康）

合計 / Wi-Fi

合計 / その他

（単位︓件）

8-11-



■集計結果分析
２．⼩⽮部川公園でのイベント内容や公園にあったら良い機能への意向

④イベント等で協⼒できる内容（全体）［複数回答］

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶イベントに参加が、回答者全体で最も多い。
▶イベントに参加に続いて多いのは、清掃活動である。
▶一方、出店は、回答者全体で最も少ない。

3

51

23

6

15

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

合計 / 企画・運営

合計 / 出店

合計 / 清掃活動

合計 / イベントに参加

合計 / その他

その他の意⾒

○SNSで発信

○トイドローン体験(⼩型の
もの)を、自分ならご準備でき
ます。またドローンシュミレー
ターなどもあります。一度、プ
レゼンさせていただければ、体
験していただけると思います。

お名前と連絡先を教えて
くださった方
○7人

（単位︓件）
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■集計結果分析
３．令和4年に開催されたイベントの認知度と参加状況 ［複数回答］

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶いずれのイベントも、知っているが、参加したことがあるよりも多い。
▶親⼦ふれあいフェスの知っていると親⼦ふれあいフェスの参加したことがあるとでは回答数の差が最も多い。

▷親⼦ふれあいフェスは、知っているが、参加したことがない人が多いと言える。

8

17

10

24

15

33

19

34

0 5 10 15 20 25 30 35

清掃活動イベント

親⼦ふれあいフェス

かわらフェス

ミズベリング in ふくみつ
千本桜プロジェクト

知っている 参加したことがある （単位︓件）
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■集計結果分析
４．イベントや店舗に関する情報の入手方法 ［複数回答］

小矢部川公園 活用アンケートの結果

▶家族や知人などが、回答者全体で最も多い。
▶家族や知人などに続いて、27件で、SNSとチラシ・ポスターである。
▶ホームページが、回答者全体で最も少ない。
▶ホームページに続いて少ないのは、3件のお店、5件の他のイベントとテレビやラジオ、6件の学校や職場である。

その他の意⾒

○PRが下手。イベントは
知らない。
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合計 / 家族や知人など

合計 / 他のイベント

合計 / 地域掲示板

合計 / お店

合計 / 市役所（広報誌）

合計 / 学校や職場

合計 / テレビやラジオ

合計 / ホームページ

合計 / SNS

合計 / チラシ・ポスター

合計 / 新聞や雑誌（情報誌）

合計 / その他

（単位︓件）
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■集計結果分析（17件） ⼩⽮部川公園に関する意⾒（1/2）
小矢部川公園 活用アンケートの結果

1．対岸までのロープ渡りがあれば、楽しそう。⽔上ステージのような川の上を渡れる場所があったら、もっと利⽤者が増えるかも。
気球やレッカー⾞で⾼く上り、街を眺められるのも素敵。

2．計画実現に向けて今後とも宜しくお願い致します。
3．京都の川のように、川の中に飛び石を配置して川の向こう側に渡れたら楽しいなと思います。
4．既存のモノの掛け合わせを活かしたり、外部の⼒も惜しみなく借りたりしながら、皆でワクワクできると良いですね。

福光が好きか︖と言われると、腐れ縁のような消極的地元愛に近い感覚です。これからの取り組みを通して、福光のことを
好きになれると嬉しいと思います。

5．福光地域、→街中以外も含め、だけでなく、南砺市⺠の憩いとなる居場所として、市⺠の皆さんが集える場となる様に
ご検討をお願いいたします。

6．休憩できるベンチがあれば散歩の途中に休める。屋根付きがあるとグッド大人の健康器具が有れば河川敷に人が集まり
賑わう。デイキャンプなどテントなど設営できる場所があると嬉しい。

7．観音町の付近はきれいになっていますが天神あたり上流の方も⼩川や丸く囲み整備された箇所があります。草刈りもされて
おりキレイな場所なのに使⽤されておらずもったいないです。朝⽇や夕陽をバックにした体操・ヨガ⼩川での魚取りなど町で
イベントがあれば。

8．⼦どもや⾼齢者、⾞や自転⾞のドライバーが誤って川に転落しないよう、ガードレール等を設置して安全対策がしてあると
いいと思います。

9．私は、県外出⾝で福光を客観的に⾒ることができます。⼩⽮部川公園の川沿いの桜並木は、上流の天神地区まで続い
ているので、遊歩道を天神地区まで延⻑すると、壮大な桜並木が形成され、花⾒のイベントの規模が県外客を呼び込める
規模になると思います。遊歩道を整備すると、ジョギングや、散歩コースになり市街地と⾥山を結ぶ画期的なイベントの構想
も膨らみます。ご検討いただきたく思います。
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小矢部川公園 活用アンケートの結果

10．折角いい場所があるからイベントがあったりして⼦供達が楽しめる機会があればいいなと思います。
11．40年位前に、毎年「⻘空フェスティバル」が開催されていました。魚のつかみ取りやスイカ割り等楽しかったです。昔に戻って

みるのもいいかもしれないですね。
12．どのイベントも告知期間が短かすぎると思います。広報での告知がひと⽉未満なのはわかりますが、各々出店者側の情報

解禁が許されるのが毎回短い、ひと⽉以上前からしてほしい。(福光の人にだけきてほしいなら今のままでいいがターゲット的
にファミリー層が良いなら福野井波城端の人まで広げた方が人が集まるし活気にも繋がると思います)直近のマチナカ文化
祭にしてもそうでしたし。楽しい企画をしていると思いますし、遠方から出店してきている方が来客が少ないと言う理由でどん
どん疎遠になるのは悲しいです。

13．河川敷をランニングやサイクリングをしやすいように整備してほしい。河川敷の桜やライトアップは引き続き続けてほしい。河川
敷の駐⾞場が少ないので増やしてほしい。

14．イベントばかりのではなく 川の中の除草清掃等して整備してほしいです。川の中が綺麗になれば イベントしても河原をウォー
キングしても気持ちいいと思います。宜しくお願いします。

15．人口も少なくなり、2、30年前から⽐較して休⽇の賑やかさも減っている感じがします。イベントも然りではあるけど、誰もが
家族で安心して⾏ける公園に整備してもらえたらと思います。

16．新湊が内川で観光が盛り上がっているとか…富山市が環⽔公園でイベントや市⺠の憩いでにぎわっているとか…南砺市
福光もリバーパークでワカモノが集まってマスコミSNSで注目されれば最⾼ですね

17．イベント開催は、だいたいが週末。ひと⽉または１週間を通じて⾏うイベントがあれば、参加しやすい。新しく設備を増やすの
は維持管理が⾟くなるので、今の芝⽣広場で充分。

■集計結果分析（17件） ⼩⽮部川公園に関する意⾒（2/2）
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ハード

小矢部川かわまちづくり 意見まとめ（意見数：92件）

ソフト

か
わ
ま
ち
以
外

事業系
・ちょうちん街（観音町）
・伝統芸能館（芝居小屋）
・売店（おむつ、立ち寄り、駅前喫茶）
・温泉か銭湯
・畑（オーナー制度、エディブル）
・コミュニティスペース（リノベーション）
・セカンドハウス（独居、ＤＶ等）

ｲﾍﾞﾝﾄ
・染物体験（森田染物店）
・のみたべウォーキング（mapと地酒）
・栖霞園活用
・鐘撞（朝6時）

か
わ
ま
ち

・桜
・駐車場、トイレ、スロープ、ステージ
・公衆電話、ＡＥＤ、ベンチ
・日除け（高齢者憩いの場）
・遊具
（インクルーシブﾞ、アスレチック等）

・コース整備
（散歩、マラソン、サイクリング、川歴史）

・船着き場

・川床 ・屋台、市、マルシェ
・釣り堀 ・ヨガ
・カフェ、レストラン、店舗 ・山羊放牧
・キャンプ場（サウナ） ・ワークショップ
・ドッグラン ・川下り（ボート）
・足湯 ・ホタル育成
・テレワークスペース（ｗｉｆｉ） ・ＢＢＱ（たきび）

・水流追跡、遡上体験
・アートインスタレーション
・魚のつかみ取り
・研究事業（魚研究）
・糸でんわ
・玉探し
・手作りいかだ
・散歩、マラソン、サイクリング、川歴史
（再掲：コース整備）

・河原の清掃（イベント時、市民活動）

基盤系 事業系 ｲﾍﾞﾝﾄ

-1-

令和4年8月3日資料
エンジョイふくみつ
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本日の進め方について（かわまちづくり部分）

① 対象河川（小矢部川）の起点・終点の設定

② ハード整備の場所、内容を設定

【例】
整備内容：スロープ設置
実施主体：市
目 的：回遊性の向上
利 用 者：地域住民（親子、高齢者、児

童、生徒など）
観光客、イベント事業者

※各施設の詳細な位置や構造等については、事業実施者が周辺状況
等を調査することを前提として。

④ ソフト事業の実施主体の協議

※住民主体で進めることを前提に、ソフト事業に関わる実施メンバーを協議
プレイヤー（実施者） or サポーター（支援者） or ファン（利用者）

⑥ ソフト事業の実証実験検討（可能な範囲で）

※住民主体によるソフト事業（ハード、事業系整備の除く）の実証実験の実施
について検討（ただし、市からの財政的支援は無い）
必要に応じて河川管理者、公園管理者と協議（使用許可等）
実施日の参加者記録や画像など、できる範囲での効果測定も検討

【例】
ソフト企画：ミズベリングナイトヨガ
開催日時 ：●月●日（●）AM●：00
場 所：福光橋（左岸側）
実施ﾒﾝﾊﾞｰ ：●●、△△

【例】
ソフト企画：散策ツアー
開催日時 ：●月●日（●）AM●：00
場 所：さくら橋（右岸側）
実施ﾒﾝﾊﾞｰ ：〇〇、▲▲

③ ハード整備の事業主体（案）の協議

※河川に関する整備は河川管理者、公園に関する整備は市、事業に関
する整備は民間とする事業主体の分担

⑤ ソフト事業の実施の優先順位設定

※当初からすべての企画を実施することは難しいことから、実施する優先順
位を設定
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・コミュニティスペース
・セカンドハウス（独居、ＤＶ等）
・鐘撞（朝6時）
・たまり場
・なんと新聞福光版

今後の進め方について（全体）

今あるものを活かした にぎわいづくり 古きを活かし新しき暮らしを創るまち

小矢部川からはじめる新旧街里プロジェクト

ハードの配置 ソフトの実施

情報の集約と発信
できる居場所

里山のつながりで、豊か
な食・農・時間を共有する

まちなかエリアを回遊
できるまちづくり

提言等を意識して
まとめ

地域説明会

予
算
要
求

・畑（オーナー制度、エディブル）
・農泊体験

ソフト事業の実施主体
事業実施主体（誘致含む）

実施の優先順位

行政で整備すべき施設選定
希望する整備内容等（新設or改修）
（整備主体の分担：市、県（国））

民間で整備すべき施設選定
整備主体、費用負担、管理方法等

エリア設定

ソフト事業の実証実験
メンバーの関わり、効果、評判等

・ちょうちん街（観音町） ・伝統芸能館（芝居小屋） ・温泉か銭湯
・売店（おむつ、立ち寄り、駅前喫茶） ・染物体験（森田染物店）
・のみたべウォーキング（mapと地酒） ・栖霞園活用
・セルフリノベーション塾 ・オーガニックカフェ
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１．タイトル

２．目的と理由

エンジョイふくみつ企画書（案）

４．具体的な内容
ゴールの設定

効果測定・方法

３．ターゲット
（年齢や性別、属性、特

性など）

何のために、なぜこの企
画を行うのか

５．日時・会場など
公園内の実施場所

６．予算
機材資材費、フタッフ費、

参加費やスポンサー料

７．スケジュール
イベント時前、当日タイム

８．役割分担と配置
指示系統組織図

部門別責任者
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アマチュアドローンカメラマン
アマチュアドローンレーサー
ドローン好きなおじさん

【井口 智寛 (いのくち ともひろ)】
福光⻄町 在住

●富山のFPVドローン同好会（富山ドローンズ︓チームFirst Drone所属）
ドローンコミュニティWTW富山の中の人
社内ドローンサークル部⻑

●ドローンのことなら何でも気軽に相談ください。
全国包括申請許可済み・アマチュア無線4級

●メール g.inochan1075@gmail.com

●Twitter @inocchi_jojoww5
●YouTube https://www.youtube.com/@fpvfpv8651
●WTW富山ホームページ http://cngx5.hp.peraichi.com

-1-

 資料２ 
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2

富山のFPVドローンの同好会、富山ドローンズ

NPO法人こば（旧大沢野の旧小羽小学校）

さん、から体育館をお借りし活動させてい
ただいています。

毎週土曜日

18：30～21：00
所属約15名中、コアメンバー6名

チームFirst Drone
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ドローン体験ブースの出店について

・ドローンシュミュレータ体験

・トイドローン体験

・DIJ tello 体験

・ドローン風船割りチャレンジ

・LED発光！マイクロドローンのデモ飛行

・FPV飛行体験（ゴーグル装着）

など

・お客様の飛行エリアはネットで覆います。

・お客様の操縦による事故の保険に入ります。

・雨天・強風は出店できません。

・マイクロドローンのデモ飛行は

エリアを設定します。

（虎ロープ・ガムテーム・カラーコーンなど）
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①➁
③

現地位置図

日鷲農場にんじん畑
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エ ン ジ ョ イ ふ く み つ 

ファシリテーターの導入について（相談） 
 

令和 4年 12 月 22 日（木） 

福光会館 会議室      

政策推進課         

 

 

■ファシリテーターの導入の目的 

 現在、エンジョイふくみつでは、まちづくり検討会議から提言があった「今あるものを活

かしたにぎわいづくり」の実現に向けて、事業系、イベント系、情報の３つの部会を設けて

企画立案を進めており、具体的に、小矢部川公園を中心としたにぎわいづくりや、リノベ塾

や里山との繋がる事業、地域の情報発信と幅広く取り組むこととしています。 

しかしながら、行政支援を伴わない住民主体で取り組む体制づくりや、継続的な活動が可

能となる事業収支計画の策定など実現に向けた課題も多く、今後、地域へ説明し、取り組み

に対する理解を求めていく必要があります。 

このことから、企画する事業の精度向上と健全な事業収支の策定に向けて、協議の進展を

図ることとあわせて外部から知見を持つ人材の登用について相談したいです。 
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