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■駐車場

枚方市立地域活性化支援センター（愛称：ひらっく）

〒573-1159  大阪府枚方市車塚1丁目1番1号　輝きプラザきらら内
▶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）

［メールフォーム］

枚方市駅より京阪バス「北片鉾」
または「小倉町」行き乗車→「片鉾・中央図書館」下車すぐ
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ひらっくサイト
https://www.hirakata-kassei.jp/

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！

地　図

お問い合わせ

事業紹介、各種セミナーの申込は

枚方市ものづくり
企業支援総合サイト
https://www.waza-kirara.jp/

枚方市内のものづくり技術や
企業が検索できる！

ブログ
https://ameblo.jp/hirakatasougyou/

Facebook
https://www.facebook.com/hirakatasougyou/

Instagram
https://www.instagram.com/hirakatahirac/

Twitter
https://twitter.com/HirakataHirac

お気に入り登録してお得な情報をGET!

Facebook

Blog



経営相談

こんな事をしています！

これから創業する方、創業間もない方がひらっくの相談を利用されると、
特定創業支援等事業の対象になる可能性があります。

●株式会社を作る際の登録免許税が15万円から7.5万円に、
　合同会社の登録免許税が6万円から3万円に軽減。（最低税額の場合）

１ヶ月以上かけて経営・財務・人材育成・販路開拓について4回以上
ご相談いただければ、枚方市が証明書を発行します。

どんな相談ができるの？
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事業計画や資金調達等、経営について、経験豊富な専門家やアドバイ
ザーにご相談ができます。

貸室
会議やセミナー、面接等に便利なお部屋をご用意。枚方市民や市内企業
等は料金がお得です。

創業支援
経営に必要な知識を1年間かけて学べる「創業実践塾」の開催や、比較的
負担の少ない賃料で入居し、専門スタッフやアドバイザーの支援を受けら
れる「インキュベートルーム」の貸出を行っています。

講演会・セミナー
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
ミナーや、「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」等を開催。

ひらっくはココ！

創業にあたり、初めて銀行に

融資を申し込みます。

事業計画書を作成しましたが、

こんな計画でいいでしょうか？

中小企業診断士が

やりたいことの整理や

事業計画の作成をアドバイス

HPとチラシ案を作りました。

販促方法を含めて

相談したいです！

株式会社を作ります。

役員報酬はどのように

決めればいいですか？

アドバイザーが

販売促進やSNS発信を支援

税理士が役員報酬の

考え方やインボイス制度に

ついてアドバイス

まずはお電話等でご連絡ください。 TEL.050-7105-8080

対象になるとどんな良い事があるの？ 特定創業支援等事業を利用したい！

創業にかかる費用を
節約できて、助かります！

●小規模事業者持続化補助金の補助上限額が、
　通常50万円のところ、200万円に拡大。（令和4年12月現在）

おかげで販促に力を
入れられました♩

●枚方市内で事務所、店舗、研究所、工場を借りる場合、
　賃借料の半額を1年間補助してもらえる（最大月5万円）
　「枚方市テイクオフ補助金」が利用できるようになりました。

お得♩
本当にいいんですか？！

ひらっくに「特定創業支援等事業を利用したい」と
お問い合わせください。

特定創業支援等事業について
詳しくはこちら↓

創業のステップ
ひらっくを活用した

ひらっくを
どんどん活

用して

創業を成功
させよう！

経営相談

テイクオフ補助金

インキュベートルーム

創業実践塾

ビジネスカフェ

詳しくは4頁

詳しくは5頁

詳しくは6頁

詳しくは6頁

詳しくは3頁

¥

って？枚方市立地域活性化支援センター



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
“最近気になるワード”をテーマにした
セミナーを開催しています。

写真は現場改善セミナー。

レゴブロックを使った

「生産ライン改善の練習」は

毎回大好評！

経営アドバイザーへの相談件数は273件、うち創業に関する相談は104件でした。

業種別
相談割合と
相談内容

経営相談件数

うち創業相談件数
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「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。

「まだ起業すると決めたわけではないんだけど…」そんな方も大歓迎です。毎回違った

テーマで“起業の先輩”等の話が聞けます。起業に興味のある他の参加者と交流する時

間もあります。

●お申込みにつながる！SNS発信ネタ発掘講座

●売れる人になる！脱“イマイチ集客できない人”

●ハンドメイド作家のためのネットショップの選び方

●価格設定セミナー

●“売れるネットショップ”の仕組み作り

●人気教室の作り方

●遠回りしない！Instagram活用術

●普通の起業セミナーでは聞けない ひとり起業のコツ

●営業トーク入門

令和3年度開催テーマ

●ドリームボード

●商店街活性化セミナー

　「商店街と地域の新たな共生社会づくり」

●現場改善セミナー

●業務改善セミナー

令和3年度開催テーマ

SNSの発信内容や方法について書き出す

ことで、やることが明確になりました。何か

らすればいいのか分からなかったのです

が、やっていけそうな気がします。

工程間のつながりと作業量のばらつきに

ついて考えて予定を作成しているつもり

でしたが、まだまだ不十分でした。より効

率的に製品づくりができるように考えて、

行動していきたいと思います。

開催実績

9回/年

参加人数

延べ101人

（内5回はオンライン開催）

開催実績

4回/年
参加人数

延べ116人

令和3年度 相談件数実績

相談事例
相談内容
持病のある方や退院後の方が、能動的に

リハビリできるジムを考えています。

どんなビジネスモデルにしたら良いか、

アドバイスをお願いします。

藤原さんが実施したい事を整理すると、
「コンディショニング兼ジム」の
イメージになると思います。　

特徴 ●作業療法士や理学療法士の資格を持つスタッフ

●骨模型を利用して、体のバランスを可視化

●オンラインでトレーニング指導

「誰かに治してもらう」ではなく、
「自分の身体を知って、予防できるようになる」を
コンセプトにしています。
おかげさまで地域の方にご利用いただいています。

リアルと動画を組み合わせて、
サービスを作りましょう。

アドバイス

堀越先生のアドバイスをもとに、
仕組みとメニューを考え、
御殿山でリハビリスタジオを
オープンできました！

リハビリスタジオRejoy（合同会社Sai）
フィットネス、ヘルスケア

藤原さん

成　果
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年代別相談割合

30代27％

40代27％

20代3％

50代37％

60代3％

70代3％

相談内容

経営一般59％

経営革新1％

その他8％

IT16％

労務6％

税務4％
法律4％

金融2％

業種

創業38%

建設業1%

サービス業34%

小売業16%

製造業11%

（内2回はオンライン開催）

満足度No.1！

一番人気♪

開催後の個別相談
お申込み数No.1！



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）

テイクオフ補助金

きらら創業実践塾

今年でなんと15年目になります！！

これまでに、延べ90人の方が創業実践塾を修了されました！

\入居者にはこんな特典も/

応募資格

次のいずれかを満たす人が対象です。

●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者、または創業3年未満
　の法人・個人

●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

14期 修了生

「しるし」 堤本さん

「世界で一つの自分作品集」を作成するためのサポート事業

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の諸手続きに至るまでを

1年かけて総合的に学べる通年講座。

受講者間や、枚方で起業した修了生、専門家とのつながりができます！

インキュベートルーム
インキュベートルームは、新しい発想やアイデアを持っている人・新しい事業分野に挑戦しようとする人に、

負担の少ない使用料で事業立ち上げの拠点となる事務所スペースを貸し出すとともに、

専門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、独り立ちを支援する施設です。

新事業の具体的な計画書作り・設備準備・

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。
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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！！

もう一度地元枚方で地域に根ざした事が何かできないかと創業実

践塾に入塾しました。

そこでは、経験豊かな各方面のスペシャリストである講師陣の興味

深く刺激的な講義やアドバイスを受けることができました。また一緒

に学んだ、様々な想いをもった個性豊かな塾生たち各々の事業プラ

ンのプレゼンテーションの場がありました。

そこでは講師・塾生との、時には白熱したディスカッションのやりと

りがあり、自分がやりたい事の方向性をより明確にしてくれるいい場

になったと思います。視野を広げることで課題解決方法も柔軟に発想

できるようになった気がします。

｠また、地域活性化支援センターの方々の丁寧なサポートで1年間

のカリキュラムを安心して受けることができました、卒塾後も事業運

営にあたり何かと相談させていただいております。

V O I C E
創業実践塾修了生の声

8号室 （令和3年3月～入居）

「株式会社みのり」 山本さん

食品工場をメインターゲットとした清掃・建設業

輝きプラザきららの認知度が高いため、インキュベートルームを事

務所として利用している事が、お客様や取引先からの信頼に繋がって

います。

「輝きプラザきららに事務所を構えているんですか！」と驚かれるこ

ともあるくらいです。また、「ひらっく」という経営相談窓口が身近にあ

ることで、移動時間なく相談したいときに相談できる、それがとても魅

力的です。

会社設立、税務、資金調達等…創業時は考えなければならない事が

多いですが、各専門アドバイザーに気軽に相談できることは創業当初

とても助かりました。またインキュベートルームの利用料金が安く、創

業時すこしでも費用を抑えたいときに負担を軽減でき、本業の経営に

集中する事ができました。

魅力的な事務所であるため、利用可能期間に制限がありますが、可

能であればもう少し延長頂けると嬉しいです。

V O I C E
インキュベートルーム
入居者の声

空き状況を
確認！

職員と相談 申請書類
作成

プレゼンテーション
による審査

入居！

入室
までの
流れ
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