
令和元年度

活動報告
平成31年4月～令和2年3月

写真：関西ドローン・ラボラトリーズ株式会社　古川氏撮影

■お問い合わせ

■駐車場■地図

枚方市立地域活性化支援センター

〒573-1159
大阪府枚方市車塚1丁目1番1号　輝きプラザきらら
▶電話：050-7105-8080　▶FAX：072-851-5384

相談のご利用時間／平日9：00～17：30（年末年始を除く）

（令和3年3月発行）
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地域活性化支援センターとは
新たな事業の創出を支援するとともに、地域産業の育成及び振興を図るため、

創業や経営に関する相談をはじめ様々な支援を行っています。

ごあいさつ
　枚方市立地域活性化支援センターは、枚方市内で創業しようと

する方や、地域資源を活用したビジネスに挑戦しようとする方を支

援するとともに、地域産業の育成と振興を図るため、平成 17 年４月に

「輝きプラザきらら」内に開設しました。センター開設以来、新規事

業の立ち上げや経営に関する相談をはじめ、事業化に向けた各種支

援や講演会・セミナーの開催など、市内事業者や市民の方々のお

役に立てる各種サービスを提供してまいりました。

　このたび、地域活性化支援センターの活動報告パンフレットを作成

しました。様 な々支援メニューをご紹介しておりますので、ぜひご一

読いただければ幸いです。今後とも、より一層サービスの拡充を進

めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 枚方市長

相談内容によって各種専門家
や経験豊富な企業 OB 等の経
営アドバイザーと協力し支援い
たします。

経営相談
市内で活動される個人または団
体の方々がお得な料金でご利
用できる会議室、セミナールー
ム、たまゆらイベントホール等
をご用意しています。

貸室

経営に必要な知識を「きらら創業
実践塾」で1年間かけて学べます。
また、比較的安い費用で事務所
スペースに入居し、専門スタッフ
や経営アドバイザーによる支援を
受けることができる「インキュベー
トルーム」もご用意しています。

創業支援
地域の活性化に向けて講演会
や創業セミナーなどを定期的に
開催しています。

講演会・セミナー開催

枚方市立
地域活性化支援センターでは、
それぞれのステージに合わせて
創業・経営を支援します！

発掘
（詳しくは13頁）

育成
（詳しくは9頁）

環境整備
（詳しくは11頁）

補助金
（詳しくは11頁）

相談
（詳しくは3頁）

★★
★

★

★

起業無関心者

“起業の先輩”の話が
聞ける、起業に関心
がある人と知り合える

1年かけてビジネス
プランを作成、経営
に必要な知識を得ら
れる

きらら
創業実践塾

25.5㎡～33.4㎡の部
屋を事務所として最
長3年間借りられる

インキュベート
ルーム

インキュベートルーム
卒業後、事務所の賃
借料の1/2を枚方市
が1年間補助する

テイクオフ
補助金

無料で各種専門家に
相談できる

経営相談

ビジネス
カフェ

起業家ステージ

起業家

起業準備者

起業希望者

起業関心者
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経営相談経営相談

令和元年度 相談件数実績

利用方法

経営アドバイザーへの相談件数は２４３件、
うち創業に関する相談は４２件でした。

0
4月
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■業種別相談割合と相談内容

■年代別相談割合

■下記のいずれかの方法で、「事業に関する相談をしたい」等とご連絡ください。

業種

経営一般
64%

製造業
33%

建設業
2%

卸売業
１%

小売業
5%

サービス業
31%

その他
11%

創業
17% その他

20%

IT
6%金融

2%

税務
2%

労務
4%

法律
2%

製造業からの相談件数が３３％と最も多く、次いでサービス業が３
１％、創業１７％、その他１１％となった。枚方市で事業所数の多い
小売業からは５％だった。

創業や経営の様々な疑問やお悩みごとについてどこに相談していいかわからない、他の
人の客観的な意見やアドバイスを聞いてみたいと思われたときにご利用いただけます。 
相談内容をスタッフがお伺いし、内容によりアドバイザーと協力して対応いたします。
まずはお電話等でご相談ください。

経営一般（事業計画作成、予実管理、販路開拓など）が全体の
６４％を占めた。

相談内容

30代
14%

40代
23%

50代
31%

60代
21%

70代
11%

10代0%　20代0%

30代～60代の
働き盛りの世代が89％

女性の相談者は38％

リピート率82％
事業者のニー

ズに

応えてい
ます！

無料 !
女性の

アドバイザーも

会社（店）へ

訪問しての

相談も可

050-7105-8080［電話］
［お問い合わせフォーム］

【相談のご利用時間】平日9：00～17：30（年末年始を除く）

072-851-5384［FAX］

3 4



代表取締役

西川さん

事業のアイデアはたくさんありますが、スケジューリング等
の計画性をあまり意識していませんでした。数字を明確にして優先順位
をつける事で、スムーズに起業できました。
また資金調達等の相談もしたいです。

インターネット集客コンサルタント

笹本 正明
いろいろなサービスを考えておられますが、1 人でできる事には限り
があります。優先順位をつけて取り組みましょう。はやく収益化でき
る事業に注力するのが良いでしょう。事業毎に資金投下額と売上額（計画）を計上
すると、収益の見込みが可視化できます。優先的に取り組む事業を決めたら、年間
スケジュールを作成します。それに見合った資金の調達も必要です。

経営相談 経営相談

相談事例

アドバイス

成果

起業を考えています。デジタルスタンプ（デジタルクーポン、デジタルポイントカー
ドサービス等に使えるスタンプ）やデジタルお守り、食を中心としたインターネッ
ト地域メディアの開発・運営など、やりたい事業がたくさんあります。
何から手をつけていけばよいか、迷っています。

株式会社 ワンビッツ

課題

代表取締役

衣笠さん
おかげさまで社員を確保できそうです！経営で困った事があっ
たり、迷ったりした際に経営相談を利用させてもらっています。
相談する事で考えがまとまり、大きな目標と小さな目標を決定。とりあえずここ
に届くように頑張ろう！と思えます。
「何かあった時には相談できる」と思えるのが心強いです。

日本フランチャイズ協会認定スーパーバイザー士・MBA（経営学修士）

堀越 昭夫
今後、働き方は多様化していくと考えられます。小さな子供がいる場合、
子供の病気以外にも保育園や幼稚園などのイベントで仕事を休みたい
日もあると思います。例えば週休3日制で1日8時間勤務とすると、月18日出勤になり144時
間が拘束時間です。そこで、月間144時間勤務、1日の勤務時間は裁量制とすると、仕事と
プライベートのスケジュールを調整しやすくなります。これまでの「社員」の固定概念を変
えれば、社員の採用も可能になります。

アドバイス

成果

これからの経営を考えて、社員を確保したいです。
会社は“ママの有効活用”がコンセプトなので、社員も子育て中の女性を採用し
たいと思っています。ただ、そうすると時間を固定して働いてもらうのが難しくな
ります。
何かいい方法はありませんか？

株式会社 いいねいいねドットコム

課題
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企業に寄り添って、経営者と一緒に課題解
決に取り組みます。企業の強みを整理し、
企業の成長と業績向上に向けた助言をいた
します。

経営相談 経営相談

新しい事業を
始めたい

やりたいことの
整理や

事業計画の作成
中小企業診断士

人事制度を
見直したい

規定や規則の見直し 社会保険労務士

契約書作成や
許認可申請したい

文書や
申請条件の確認 行政書士

Webを
活用したい

ECサイト・
SNSの活用

Web・SNS
アドバイザー

  中小企業診断士

三村　光昭

経理について
相談したい

税務・財務会計の支援 税理士

企業経営をしていると、資金管理、税金等々、
悩みは尽きません。私自身も皆さんと同じ経
営者です。これまでの経験に基づいた「経
営に直結するアドバイス」を心がけています。 
 税理士

今西　義行

資金繰りを
安定させたい

資金計画の作成・
調達方法の見直し

中小企業診断士

起業するからには、継続できる体制を築くこ
とが大切です。「続けられる経営」をめざして、
会社の資源である「カネ」「ヒト」を中心に
支援いたします。
 中小企業診断士

高松　留美

労働条件、雇用契約書・就業規則の作成な
ど、悩んで行き詰まった時や、ネットで調べ
ても解決できない時などには、是非経験豊富
な専門家のアドバイスを参考にしてください。
 社会保険労務士

松本　文克

個人事業主の法人化や、契約書、許認可
等の相談を受けています。フリーランス・副
業の方の法律や手続き関係についてもお気
軽にお尋ねください。
行政書士

川添　賢史

“自分のサービスが売れていく” ためのノウハ
ウや考え方・行動を、余すことなく分かりや
すくお伝えします。貴方が最短で売れるため
のお手伝いをいたします！
 SNSアドバイザー

難波　英津子

相談フローとアドバイザーの紹介（敬称略・順不同）
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　「こどもに食べさせたい」と
思ってもらえるものを作りたい。 
そんな夢がかなうとは思いません
でした。塾で作ったドリームボー
ド※で、「こういう事をお客様に
言ってもらいたい」という台詞を
貼ったんですが、本当に言っても
らいました！
※ドリームボード…塾で行うワークショップ。自分の夢を大きな紙に表現するこ
とで目標を明確化させ実現に近付けます。

　お店を始める時に、塾の1期下の後
輩の橋本さんを誘いました。今でも
「塾長の真田先生がこう言ってたね」

なんて2人で話すんですよ。塾に入るなら、塾長が
おっしゃるように「最後まで塾を続けて欲しい」で
す。私も続けた事が良い結果になりました。

きらら創業実践塾

きらら創業実践塾

きらら創業実践塾

創業希望者や新分野進出を目指す事業者等を対象に、

ビジネスプランの作成から開業に至るまでを 1年かけて総合的に学べます。

受講者間や枚方で起業したOB、専門家とのつながりができます！

令和元年度（12期）の修了者は7人。
うち2人が株式会社設立、

1人が合同会社設立、

2人が個人事業主として開業されました。

2人はただいま創業準備中。

引き続き支援します。

塾長
真田 兼光 

創業実践塾 卒業生 ご紹介

創業実践塾卒業後、
「からだに優しいカレーとおやつ」のお店をOPEN

NUKUcurry&toiro（ヌクカリー＆トイロ）

欠端さん

橋本さん

カレー担当 欠端（かけはた）さん/おやつ担当 橋本さん（創業実践塾10期生＆11期生）

関西ドローン・ラボラトリーズ株式会社　

　当初は漠然としていた事業計画も、経験豊かな講師
の先生方のおかげで問題や課題を整理しながら目標を
立てることができました。また塾生仲間の多様な視点
からの意見が聞けたのもよかったです。塾に通ったこ
とで、1人では広がらなかった視野がぐんと広がった
と感じています。
　創業実践塾修了後も経営相談できるので助かってい
ます。最近では補助金の申請やパンフレット作成の相
談もしました。
　自分の可能性を信じることができたなら後はやる気だけ
だと思います。創業を目指す方々、頑張ってください！

創業実践塾、経営相談を活用して目標にしていた
「令和“元年”創業」を叶える

古川さん（創業実践塾12期生）

令和元年度 塾生の
井筒さん

塾に通いながら
合同会社ＰｉｃｎｉｃＷｏｒｋを設立！

Webと紙のデザイン制作と

場づくりやイベントサポ
ート

事業内容

新事業の具体的な計画書作り・

設立準備・資金調達方法等、

ビジネスに必要な知識を、

各専門家が丁寧に教えます。

　  起業したい方
　  新規事業を模索中の方
　  事業アイデアを練り上げ具体化したい方
ぜひチャレンジしてください。

これまでに延べ75人の方が
創業実践塾を修了されました。

詳しいインタビューは
こちら

詳しいインタビューは
こちら
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インキュベートルーム インキュベートルーム

インキュベートルーム インキュベートルーム入居者 ご紹介

引先ともスムーズにやりとりができました。枚方市に恩
返しができたらという気持ちで、新型コロナウイルス感
染症対策に1万枚のマスク等の寄付に至りました。ま
た、思い立ったらすぐそばに相談できる人がいるという
のは大きいですね。
　今後は枚方市内で事務所を構え、引き続き社会課題の
解決につながる製品を生み出したいです。

　社会課題になっているということはニーズがあり、社
会課題を解決する製品やサービスを作ればそれは必ず受
け入れられる。課題が明確なものに対して色々な企業が
協力して製品やサービスを作り上げ、社会に貢献するこ
とを目指しています。インキュベートルームは賃料が安
く、会社立ち上げ当初は大変助かりました。枚方市の施
設の中に事務所を構えているという事もあり、新規の取

人との繋がりを大切にし、
社会課題解決のための製品を枚方から

株式会社to you　横山さん

　平成31年よりインキュベート
ルームに入室。機械設計に加え、
デジタルファブリケーション※事
業を展開中。
　アドバイザーとの経営相談を重
ね、新しいサービスの開発に取り
組んでいます！

レポリーデザイン株式会社　神田さん

詳しいインタビューは
こちら

インキュベートルームを1年以上使用した後、
枚方市内で事業をする場合、
事務所等の賃借料の1/2を

枚方市が1年間補助します！（5万円/月が上限）

入居者には
　　こんな特典も♪

　経営アドバイザーによるアドバイスで

　ビジネスプランをブラッシュアップ

　新規事業の実現可能性の評価や事業展開の仕組み作りを支援

　IT化による業務効率化支援

　インキュベートルーム使用者同士のビジネスマッチング

これまでに60社が
インキュベートルームを利用されました！

対象は

●枚方市内で1年以内に、新たなビジネスを立ち上げ

　ようとする方、創業1年未満の法人・個人。

又は

●枚方市内で新事業の創出、新分野への進出または

　第二創業に挑戦する中小企業。

事務所として利用可。1年更新で、最長3年間使用可能です。

★

★
★
★

メリットあれこれ♪

この方も
インキュベートルームの

ご出身！

テイクオフ補助金

令和２年から販売中の、熱中症対策センサー「ロブセンス」

インキュベートルーム卒業生 ご紹介

枚方市に特化した雑談
ネタ掲載サイト「枚方
つーしん」、略称「ひら
つー」を運営。
株式会社morondo
原田さん

マスク、手指消毒
液、非接触体温計、
エアコン用抗ウイル
スフィルターを枚方
市へ寄付していた
だきました。
伏見市長（左）
横山さん（右）

※デジタルファブリケーション…３Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工
作機械を使い、自分で作ったデジタルデータを、木材やアクリルなどのさまざまな素材
から切り出して成形する技術。

新しい発想やアイデアを持っている方・新しい事業分野に挑戦しようとする

方に、安価で事業立ち上げの拠点となる事務所スペースを貸し出します。

また、専門スタッフや経営アドバイザーが使用者の直面する課題を解決

するためのアドバイスを行い、独り立ちを支援します。
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「インキュベート」とは、
卵を「孵化させる」こと。　　
経営者の卵がヒナ鳥になり、独
り立ちして成功することで、地
元・枚方市の地域経済の活性
化につながります♪



ビジネスカフェ セミナー

お茶しながら起業のコツが学べる♪
ひらかたビジネスカフェを開催。

経営上のお悩み解決や“最近気になるキーワード”を
テーマにしたセミナーを開催しています。

　「起業に興味はあるけれど、きっちり勉強するセミナーはハー
ドルが高い」「いろいろ聞きたい事があるけれど、自分の周りに
起業した人がいない」そんな方はぜひビジネスカフェにお越し
ください。
　興味本位の方、大歓迎です。毎回違ったテーマで “起業の
先輩” 等の話が聞けます。起業に興味がある他の参加者と交
流する時間もあります。

https://www.hirakata-kassei.jp/

現場改善セミナー

皆川 健多郎 氏
大阪工業大学　教授

開催実績 参加人数 満足度

回 /年9 人延べ112 %
大変満足・
満足と回答した方92

開催実績 参加人数 満足度

回 /年10 人延べ296 %
大変満足・
満足と回答した方87

ビジネスカフェやセミナーの開催情報は、枚方市広報や地域活性化   支援センターのHP・ブログ・Facebook等でご確認できます。

令和元年度開催テーマ

●自分をブランディングする極意

●スマホで上手に商品撮影

●ハンドメイド作家のための売れる仕組み作り

●憧れのカフェ経営♪…の本当のところ

　　　　　　　　　　　　　　　　　…等

●ドリームボード

●商店街活性化セミナー「まちと共に活きる商店街」

●LINE 公式アカウント基礎講座

●Googleマイビジネス活用セミナー

●BASEを活用！ネット販売セミナー

●実務に直結！Ｅｘｃｅｌセミナー

●パワーポイント活用術セミナー

具体的なプランが浮かばない
という課題があり、ビジネス
カフェに参加しました。お話
を聞いて、自分が今できる事
と、これからできそうな事を
整理できました。

参加者のご感想
その他にも下記のセミナーを実施♪

●人材育成セミナー

「あなたも販促の達人になれる！」

岡本 達彦 氏
㈱アカウント・プランニング
代表取締役

●販路開拓セミナー

「女性に『即決』される文章の作り方」

谷本 理恵子 氏
㈱グローアップマーケティング
代表取締役

地域活性化支援センターサイト

地域活性化支援センターの事業紹介、各種セミナーの申込はこちら

https://www.waza-kirara.jp/

枚方市ものづくり企業支援総合サイト

枚方市内のものづくり技術や企業が検索できる！

https://ameblo.jp/hirakatasougyou/ https://www.facebook.com/hirakatasougyou/

ブログ Facebook

地域活性化支援センターの事業紹介、セミナー＆イベント情報、創業や経営に役立つ情報を発信中！ビジネスカフェの予定もチェックできます。
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