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地域活性化支援センターの利用環境の充実について（創業） 

 

１ 目的 

本市の創業支援は、スタートアップビジネスとローカルビジネスのいずれにも対応し、

対象を焦点化できておらず、再構築する必要がある。 

地域活性化支援センターで取り組んでいる創業支援のほとんどが喫茶店等の開業レベル

にあることから、ローカルビジネスに特化した創業支援を行う施設として、利用環境の充

実を図り、手厚いサポートのある「関西一創業しやすい街」を目指す。 

 

２ 地域活性化支援センターの課題と今後の方向性について  
 

課題① : 利用率の低い部屋の見直し（アンケート実施によりニーズ把握） 

・パソコン研修室１・２をコワーキングスペースやシェアオフィスにリニューアル。
（イメージ案参照） 

 
  →テレワークや創業準備など、幅広い利用が可能に。 

従来事業の見直しによる利用誘導の仕組みづくりで 

創業希望者・創業者が集まる施設へ。 

 

・保育室において事前予約による一時預かり保育サービスを導入。 
 
  →子育て世代の創業・就労を支援。 

課題② : ビジネス利用に必須のインターネット環境の充実 

・希望の多い部屋を中心に Wi-Fiを導入（オンライン会議にも対応）。 

課題③ : インキュベートルームの全室入居を目指した利用改善 

・入居要件緩和の実施。 
 
・最大利用期間を３年から５年に変更し、事業の立ち上げをしっかりサポート。 
 

※インキュベートルーム利用者又は市内外問わず特定創業支援等事業認定者で、市

内で創業する事業者に対し、スタートアップ支援（テイクオフ補助金）を実施。 

資料８ 
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◇ コワーキングスペース・シェアオフィスのイメージ（案） 
 

使用料 
１時間あたり（１日あたり）又は月額の価格設定。 
 

※利用時間：９時～21時（日・祝は９時～17時）。 

座席 座席自由（フリーアドレス）又は半個室の座席指定。 

インターネット環境 Wi-Fi 

法人登記 可能（市施設のため信用度が高い。） 

備品 
共用でプリンター・スキャナを設置（有料）。 
 
ロッカーの設置（有料）。 

その他 

・意見聴取会での審査を経ずに入居可能。 

・インキュベートマネージャーによる無料相談有。 

・商談や会議ができる交流スペースが無料で利用可能。 

・WEB 会議ブース【オンライン会議に集中できる防音設備の個別 

ブース】が無料で利用可能（要予約）。 

・利用者同士の交流会に参加可能。 

・セミナーの受講無料（創業実践塾を除く）。 
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コワーキングスペース・シェアオフィス等に係るアンケート  

実施概要（案） 

 

 

【対象者】 

市民（市内在住・在学・在職）、市内での起業予定者、ひらっく利用者 

 

【回答期間】 

  令和４年７月 15日（金） ～ 令和４年８月 15日（月） 

 

【回答方法】 

 Ｌｏｇｏフォームを活用し、オンライン回答 

 

【周知】 

 ・枚方市ホームページ及びひらっくホームページへ掲載 

 ・広報ひらかた８月号へ掲載 

  ・市役所・ひらっく窓口にてアンケート入力画面のＱＲコードを掲示、チラシ配布 
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コワーキングスペース・シェアオフィス等に係るアンケート（案） 

 

 

１ 属性 

・年齢 

 １０代  ２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  ７０代以上 

 

・性別 

 男性   女性   男性女性では答えられない   答えない 

 

・自宅及び勤務先（学校等）の最寄り駅はどこですか。（複数選択可） 

 樟葉駅  牧野駅  御殿山駅  枚方市駅  枚方公園駅  光善寺駅  宮之阪駅 

 星ヶ丘駅  村野駅  津田駅  藤阪駅  長尾駅  その他（      ） 

 

・職業 

 個人事業主  会社員  会社経営  起業準備者  公務員  大学院生  大学生   

高校生   専門学校生    専業主婦・主夫  パート・アルバイト  無職 

その他（       ） 

 

→個人事業主・会社員・会社経営・起業準備者を選択した方は、職種を回答してください。 

職種 

 事務系   専門系   技術・研究系   医療・福祉系   ＩＴ系 

クリエイティブ系   企画系   営業系   販売・サービス系   金融系 

 その他（              ） 

 

→起業準備者を選択した方は、創業希望地域とその理由をお答えください。 

 枚方市内  大阪府内（枚方市以外）  京都府内  その他の都道府県 

 実店舗・事務所は持たない  特に希望はない 

  

 選択理由＜必須（複数選択可）＞ 

 在住・縁がある  交通利便性がよい  賃料や地価が安い  同業者が多い 

 情報収集がしやすい  行政等の支援が充実している   特に理由はない 

  その他（           ） 

 

２ テレワーク 

・テレワークを体験したことがありますか。 

 はい  いいえ 

 

・「はい」と答えた方に質問です。  ※いいえと答えた方は３ ひらっくへ。 
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 ①テレワークをしたことがある場所はどちらですか。（複数選択可） 

  自宅   カフェ   コワーキングスペース  ホテル  ネットカフェ 

  その他（      ） 

 

 ②テレワークの最大のメリットは何だと思いますか。 

  家族との時間が増える  移動時間が不要  自分のペースで働ける  集中できる 

  好きな場所で働ける  他人との接触がない  その他（        ） 

 

 ③テレワークの最大のデメリットは何だと思いますか。 

  インターネット環境の不足  ＷＥＢ会議ができる場所の確保  集中できない 

  仕事のペースが作りにくい  仲間や顧客とコミュニケーションが取りにくい 

  コピーなどのオフィス機器が使えない  出社しないとできない業務がある   

孤独を感じる     その他（           ） 

 

 ④現在、どれくらいテレワークを行っていますか。 

  ほぼ毎日   週３～４回  週１～２回  月１回以上  行っていない   

その他（      ） 

 

３ ひらっく 

 

『ひらっく（地域活性化支援センター）』は、輝きプラザきらら（枚方市車塚１－１－１）の 

５～７階にある創業・地域企業の支援を行う施設です。 

定員 12名～200名の貸室の他、専門家による経営相談や、創業実践塾・インキュベートルームなど起業

を目指す方のサポートを行っています。 

 

（１）ひらっくを利用したことがありますか。 

 利用したことがある（貸室  イベント  きらら創業実践塾  ひらかたビジネスカフェ  経営

相談  インキュベートルーム  その他（    ））   

利用したことはないが知っている   はじめて聞いた    

 

（２）ひらっくを利用する際の交通手段は何ですか。 

 徒歩  自転車  バイク  車  バス  その他（        ） 

 

（３）ひらっくにコワーキングスペース【フリーアドレス（自由席）。時間単位で個人利用ができるスペ

ース】があった場合、利用したいですか。 

 利用したい   料金次第    設備・サービス次第    利用しない 

（利用しない理由＜必須＞ 仕事・副業で使う必要性がない その他（       ）） 

 

・「利用したい」・「料金次第」・「設備・サービス次第」を選択した場合 
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①利用しても良いと思う利用料は ＜必須＞ 

   １日あたり       円以下    わからない 

  １時間あたり       円以下   わからない 

 

②利用目的は何ですか。 

   デスクワーク  テレワーク   副業   創業準備   事務所のコスト削減    

学習・読書   他の利用者との交流  打ち合わせ・会議（対面）  オンライン会議 

その他（            ） 

 

（４）ひらっくにシェアオフィス【月極の貸しオフィス。半個室の定員２人程度のスペース】があった

場合、 利用したいですか。 

利用したい   料金次第   設備・サービス次第    利用しない    

（利用しない理由＜必須＞ 仕事・副業で使う必要性がない その他（       ）） 

 

・「利用したい」・「料金次第」・「設備・サービス次第」を選択した場合 

①利用しても良いと思う利用料は ＜必須＞ 

 １月あたり       円以下  わからない 

 

②利用目的は何ですか？ 

   デスクワーク  テレワーク   副業   創業準備   事務所のコスト削減    

学習・読書   他の利用者との交流  打ち合わせ・会議（対面）  オンライン会議 

その他（            ） 

 

（５）ひらっくでコワーキングスペース・シェアオフィスがある場合、 

施設に求める設備・サービスは何ですか。（複数選択可） 

 無料 Wi-Fi  プリンター・スキャナ  パソコン等備品貸出   

WEB会議ブース（オンライン会議に集中できる防音設備の個別ブース）    

法人登記ができる   商談・交流できるスペース（定員４人程度）  

集中スペース（集中できる静かな空間）  休憩スペース  ドリンクサービス 

セミナーの無料参加   郵便物の受取  利用者同士の交流会  関連図書    

ロッカー  ポスト  仮眠室   一時預かり保育サービス  キッズスペース   授乳

スペース   専門家の無料相談   コーディネートするスタッフがいる   

その他（          ） 

 

（６）ひらっくを利用する際に、保育室で一時預かり保育サービスがある場合、利用したいです 

か。 

   未就学児の子どもなし  利用したい   利用料金次第   設備・サービス次第 

   利用したくない 
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・未就学児の子どもがいる方にお聞きします。一時預かり保育サービスに最も求めるものは 

何ですか。 

衛生面   安心安全な施設・設備   保育士・ベビーシッター等の対応 

安価な利用料金    その他（              ） 

 

（７）その他 自由記述 （                              ） 

 


