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１．令和３年度 第1回 呉市中小企業・小規模企業振興会議について

金融機関等
中小企業者
小規模企業者
大企業者

中小企業支
援団体

国、関係地
方公共団体

大学等及び
研究機関

市民
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２．呉市の現状（H30年度 呉市内企業経営動向アンケート調査報告書）

代表者の平均年齢は59.4才！

受注の割合は市内が大半！
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２-1．呉市の現状
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２-2．呉市の現状と課題

●アンケート調査結果を踏まえた

呉市の事業所数及び従業員数と経済循環のイメージ

●呉市の事業承継問題と支援への取り組み

事業承継問題は一企業の問題ではなく、地域経済に影響を及

ぼす地域の課題で、その支援は地域全体で取り組む課題！

事業承継支援

地域の貴重な経営資源を残す

後継者へ引き継ぐ

後継者による事業の発展・成長
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２-3．呉市の現状と課題
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３．呉市における事業承継支援への取り組みの必要性について

事業承継問題の認識 ➠ 事業承継支援の必要性の認識

呉市における支援体制の構築と実行➠事業承継ネットワークの立上げ

・経営者の高齢化
・後継者不在
・企業廃業の急増
・深刻な問題

・経営者の平均年齢59.4才
・後継者不在58.2％
・従業員10名以下の事業所が7割
・従来型の経済循環が崩壊
・深刻な問題

国の問題 呉市の問題

事業承継は企業の成長へ繋がる課題であるとの認識！

国による事業承継支援策 呉市独自の事業承継支援の強化＋
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４．呉市事業承継ネットワークの概要①

１．根拠条例

呉市中小企業・小規模企業振興基本条例

２．目的

 事業承継を通じた中小企業・小規模企業の成長を支援する。

 事業承継問題の掘り起こしと、問題解決のための相談・専門家支援を実施する。

 事業承継が困難な中小企業・小規模企業の経営資源の引継ぎを実現する。

３．実施内容

（1）気づきの機会の提供…事業承継診断の実施

（2）情報共有・情報交換・運営への提言…ネットワーク会議

（3）啓蒙活動…セミナー・勉強会の実施

（4）専門的支援…構成機関による事業承継に向けた連携及び機能発揮
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４-1.呉市事業承継ネットワークの概要②構成機関（支援機関）

ネットワーク構成機関と役割

№ 機 関 名 役 割
1 広島県事業承継・引継ぎ支援センター 事務局運営の協力・実務支援、直接支援、専門的支援

2 呉商工会議所
事務局の運営
ネットワーク会議の開催等、連携体のとりまとめ、
諸施策の実施、実施状況の報告

3 呉市 運営の支援

4 呉広域商工会 事業承継診断書の実施、直接支援、専門的支援

5 くれ産業振興センター 事業承継診断書の実施、直接支援、専門的支援

6 日本政策金融公庫 事業承継診断書の実施、直接支援、専門的支援

7 呉市内に支店を置く金融機関 事業承継診断書の実施、直接支援、専門的支援

8 弁護士会 協力機関、専門的支援

9 税理士会 協力機関、専門的支援

10 広島県信用保証協会 協力機関、専門的支援

11 中小企業家同友会 協力機関

12 呉法人会 協力機関

13 中国財務局 オブザーバー

14 中国経済産業局 オブザーバー

15 広島県 オブザーバー

16 中小企業基盤整備機構 オブザーバー

17 県立広島大学 オブザーバー
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中小企業・小規模事業者

（1）呉市役所
運営の支援

事業承継ネットワーク事務局
ネットワーク会議の開催等、連携体のとりまとめ、

諸施策の実施、実績状況の報告

（2）.呉商工会議所
（3）広島県事業承継・引継ぎ支援センター呉事務所

広島県事業引継ぎ支援センター
M&A案件をフォローして支援

（14）中国経済産業局
運営の協力、施策情報の提供等

（4）（6）（7）商工会議所・商工会・金融機関
事業承継診断書の実施・必要に応じて直接支援

（8）（9）（10）士業・専門機関
事業承継診断書の実施・必要に応じた専門的支援

（11）（12）中小企業団体（事務局）
事業承継診断の実施を支援、会員への広報

業界団体・組合（事務局）
事業承継診断の実施を支援、会員への広報

（事業承継診断実施の指示・スキルアップ支援）

（事業承継診断実施・直接支援）

（報告・相談）

（5）くれ産業振興センター
総合的支援

（16）中小機構・信用保証協会
専門的支援

（具体的支援を要請）

（具
体
的
支
援
を
要
請
）

（17）教育・研究機関
データ分析・業況判断等専門的支援

（具体的支援）

ネットワーク構成機関（組織図と連携のイメージ）

（相談）

①

②

③
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（13）（15）行政機関
運営の支援

④

⑤

⑤

⑥



４-2．呉市事業承継ネットワークの概要③

事業承継問題事業者の掘り起こしと気づき
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５．国による事業承継支援実施策➠事業承継問題の掘り起こしと気づき！（参考）
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５-1．国による事業承継支援実施策➠実施状況（参考）
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１．広島県事業承継ネットワークを広島商工会議所内へ平成29年（2019年）設置

２．構成メンバー（広島県内）

内 支援機関数129先

３．事業運営状況

・事業承継診断実施件数（報告分） ・相談件数（実績分）

・事業承継計画策定支援、研修・勉強会、相談会の協力・開催

構成機関 行政
中小企業
支援機関

専門団体 金融機関
オブザー
バー

合計

先数 24 19 4 27 8 82



５-2．国による事業承継支援実施策➠実施状況（参考）
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2021年度（令和3年度）上半期 事業運営状況

・事業承継ネットワークと事業引継ぎ支援センターの統合

＝「広島県事業承継・引継ぎ支援センター」

・事業運営状況 ・支援活動

項目 目標 実績

事業承継診断件数 4,090 2,570

事業承継計画策定 426 229

経営者保証解除支援 122 2

項目 目標 実績

相談件数 373

内、譲渡希望 166 112

内、第三者承継成約数 55 22

相談案件掘り起こし数 139 119

内容 数

研修会協力 8回

研修会主催 24回

相談会開催 6先 定期

相談会開催 5先 不定期



名

円

代表権の有無

年齢 歳 □ 有 □ 無(退任日）

【後継者候補者】

□

□

□

□

□

□

□

□ その他

【構成機関方針】

【構成機関使用欄】

他の支援機関・金融機関を紹介

自社株式の

移転時期

移転済み

決まっていない

決まっている　　　移転予定時期（　　　　　　年）

現在の役職

代表権の

移転時期

移転済み

決まっていない

決まっている　　　移転予定時期（　　　　　　　年）

その他

氏名

課題

対応区分

士業・専門家（税理士、会計士、弁護士等）を紹介

診断した機関が対応

備考（対応事由、具体的紹介先等を補記）

課題への対応

事業承継・引継ぎ支援センターを紹介

その他

対応

方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　　歳

現代表者との

関係

□　親族（続柄）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　役員・従業員

□　その他

主たる

事業内容

資本金額又は

出資の総額

代表者氏名

会社名
常時使用する

従業員数

事業承継計画書 (A）

　　　

６．事業承継診断業務の実施概要「事業承継診断書」
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事業承継診断シート

（太線内自署）

日　付：

会社名：

　　（　　　　歳） 売上高： 　　　　（千円）　　従業員数：　　　（名）

Q１　会社の１０年後の将来像について語り合える後継者候補がいますか。

「いいえ」：Q７にお進みください

Q２　候補者本人に対して、会社を託す意思があることを明確に伝えましたか。

「はい」　：Q３～Q６にお答えください 「いいえ」：Q８～Q９にお答えください

Q３

Q４

Q５

Q６

「はい」：それは誰ですか　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

Q７　親族内や役員・従業員等の中で後継者候補にしたい人材はいますか。

「はい」　：Q8～Q9をお答えください 「いいえ」：Q10～Q11へお進みください

Q９

Q１０  事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか。

「はい」：それは誰ですか　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

●

●

●

●

候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか。

役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取組んでいますか。

事業承継に向けた準備（財務、税務、人事等の総点検）に取りかかっていますか。

事業承継の準備を相談する先がありますか。

Ｑ１０~Ｑ１１で１つ以上「いいえ」： 事業の継続に向け、第三者への事業引継ぎをご検討ください。

Ｑ１２で「具体的にある」　： 事業承継に関するさまざまなご相談を承ります。

事業の継続に向け、事業承継に関する課題の整理や方向性をご検討ください。

事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引継ぎなど

を行う準備期間が必要ですが、その時間を十分にとることができますか。

未だに後継者に承継の打診をしていない理由が明確ですか。（後継者がまだ若すぎるなど）

Q１１  事業の売却や譲渡などについて、相談する専門家はいますか。実際に相談を行っていますか。

Q１２　　他に事業承継に関して気になっていること（経営者保証、廃業検討等）はありますか。

Ｑ３~Ｑ６で１つ以上「いいえ」：

Ｑ８~Ｑ９で１つ以上「いいえ」：

円滑な事業承継に向け、事業承継計画の策定等をご検討ください。

Q８

[　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　この事業承継診断シートは、呉市中小企業・小規模企業振興基本条例に基づく「事業の承継又は廃止の円滑化」への取り組み

として、呉市事業承継ネットワーク事業による相談対応、専門家利用等の支援（経営者保証支援を含む）のため、その他、支援

施策等に関する情報提供のために実施するものです。また、提供いただいた情報（裏面の事業承継計画書を同時作成する場合は

その内容を含みます）は、呉市、呉商工会議所、広島県事業承継・引継ぎ支援センター、と共有します。

はい いいえ
（質問）

どちらかに✔

業種　：

相談者（私）は、上記実施目的及び情報共有について確認・同意し、事業承継に関する情報を提供します。

実施機関名

氏　名：　　

「はい」　：それは誰ですか　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　⇒ Q２へお進みください



６．事業承継診断業務の実施概要「事業承継診断書」
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６-1．事業承継診断業務の実施概要

 実施機関：別紙（１）～（7）の構成機関による。（（３）を除く ）

 受 託 者：呉市事業承継ネットワーク

 会 計：呉商工会議所

 実施方法：①事業承継診断書の実施は、呉市の負担金による有償とする。

②別紙事業承継診断書内容に基づき面談により実施し、結果

を記名式にて当該診断書（写）を事務局へ提出する。

③実施した機関は、診断内容によって、継続支援の可否及び対

応方針を判断し、その内容を事務局へ提出する。

※提出方法は、別途伝達する。

④1社あたり事業承継診断書は1件とし、リスト化して重複をチェックする。

⑤診断の実施目標件数は1,000件とする。

 集 計：事務局は内容を集計し、呉市へその結果並びに状況を報告する。

 実施期間（実施料の支払い）：令和4年4月1日～5年2月28日とする。または目標件数
完了と共に終了し、実施機関への支払いを行う。
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７．呉市事業承継ネットワークの概要「支援」

事業承継問題事業者への支援
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７-1．呉市事業承継ネットワークの概要「支援の詳細」

事業承継問題事業者への支援
支援機関による
個社別支援

・事業継続のた
めの課題解決
・SWOT分析

・経営改善計画
の策定支援
・事業再生支援

支援機関による
事業承継支援

・ベンチャー型
事業承継支援

・事業転換・再
構築支援

・成長志向型
M&A支援

支援機関による個社別支援

・成長志向型M&A

・事業承継型M&A

・経営資源引継ぎ

自力での成長の限界等を背景に、
更なる成長をするために戦略的に
行うM&A

経営者の高齢化等を背景に、事
業を継続するためにやむを得ず行
うM&A

事業を継続しないものの、全部
又は一部の経営資源を引き継ぐこ
と➠起業者とのマッチング等

・イノベーション（経営革新）
・販路開拓
・新商品等の開発 など

・事業承継・引継ぎ補助金
・事業再構築補助金
・経営資源集約化に資する税制 など
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８．事業承継問題解決のイメージ
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中小企業の事業承継支援の状況

民間業者と引継ぎ支援センターの相違点


