
自治体関与型の事業承継支援
モデルの構築・展開事業

令和４年１１月

東北経済産業局 中小企業課



⚫ 東北経済産業局と中小機構東北本部では、東北地域における中小企業の事業承継支援を面的・効
果的に進めていくため、令和４年度から、基礎自治体と連携した取組を開始。

⚫ 具体的には、自治体が地域の事業承継課題を認識し、自ら支援に取り組み、また地域の支援機関

のハブとなるような“自治体関与型”の支援体制モデル構築を目指して、①自治体職員向けのセミ
ナー開催、②モデル実証事業の実施、③支援手引書の作成により、ナレッジの蓄積と効果的な支

援形態の横展開を進める。

自治体関与型の事業承継支援モデルの構築・展開事業

1

＜自治体関与型の事業承継支援モデル＞

地域の事業承継課題を認識する

あの企業の事業承継はどうなっている？
町で残すべき産業/企業とは？
事業承継が進まないと今後どうなる？

地域の支援機関のハブとなる

どの支援機関と効果的に連携できるか？
地域が一体となった支援体制の構築を
自治体の関与でどのように実現するか？

自ら事業承継支援に取り組む

事業承継支援は何課が担当？
これまで支援ノウハウが全くないが、
自治体には何が出来る？
創業支援や移住支援など、他の施策と
連携できる？



⚫ 自治体や住民が必要と考える企業やサービスが後継者不在で廃業の危機を迎えている中、自治
体がプッシュ型で支援ニーズを掘り起こし、関与していくことで、認識の“ミスマッチ” を防ぎ、

地域全体で、地域に必要な産業を継業していくことが重要。

なぜ「自治体関与型」が必要なのか？
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「いつのまにか、あの豆腐屋が潰れてしまった」

「あの旅館、後継者がいなくてやめてしまったらしい」

「あの伝統工芸産業、後継者いなくて、もう復活難しいみたい」

＜地域企業＞

＜自治体＞

後継者がいないし、自分の代でお店はたたもう。
先行き不透明で、東京にいる息子には継がせない
でやめよう。

あのお店がないと、この街で買
い物ができない！
あの商品がなくなると、この町
の特色が無くなってしまう！

あの企業には、町のインフラとして続い
てもらわないと困る！
町の基幹産業、伝統産業として必要不可
欠！

認識の
ミスマッチ

＜住民＞

ミスマッチによる
悲劇

（“惜しまれなが
ら廃業“）

自治体の関与に
よって、地域に
必要な産業の“継
業”が重要！

例えば、
この町唯一の個人商店、有名なお土産
店、伝統工芸品職人、特産品の農家、
温泉街の旅館、SS（サービスステー
ション）、スポーツショップ 等
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（参考）経営者の高齢化と休廃業･解散企業の動向

⚫ 2021年の休廃業・解散件数は、4万4,377件であり、2020年、2018年に次ぐ、高水準である。経営者の
平均年齢は上昇傾向にあり、休廃業・解散件数増加の背景には経営者の高齢化が一因にあると考えられる。

⚫ 業種別に、廃業を検討する可能性のある企業の割合を見ると、飲食店では4割程度と最も高く、続いて、宿
泊業や織物・衣服・身の回り品小売業で廃業を検討する可能性がある企業の割合が高いことが分かる。

休廃業･解散件数と経営者平均年齢の推移 業種別に見た廃業を検討する可能性のある企業の割合
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東北地域の自治体による「事業承継支援」の現状

⚫ 東北６県の市町村へ事業承継支援に関する取り組みをヒアリングしたところ、事業承継支援に
取り組むことができていない現状や意識的・スキル的な問題、役場内での縦割り等の組織的な

問題など様々な声が聞かれた。

⚫ 東北地域において、独自の事業承継支援を行っている市町村は、県庁所在地等を除き、ごく限
られる状況だが、一方で、創業支援では約180の自治体（全体の約80％）が創業支援計画を策

定、自治体主導で各種支援を実施しており、事業承継支援についてもあるべき姿の検討が必要。

＜市町村へのヒアリングで聞こえてくる現状＞

✓ 自治体の業務として、事業承継支援に取り組めていない。

✓ 事業者が、自治体に事業承継の相談に来ることはなく、金融機関

や商工会が対応している。

✓ 仮に、相談があったとしても、自治体として対応や助言できるこ

とはない。

✓ 予算がなく、ノウハウもない。マンパワーにも課題がある。

✓ 役場内でどの課が事業承継支援の担当かわからない（商工系？企

画系？農業系？）

✓ とはいえやらなければならない喫緊の課題。成功事例や他地域の

取り組み、自治体が何ができるか知りたい。
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アプローチ方法の検討

事業承継・
引継ぎ支援
センター

○自治体内で事業承継支援に割くリ
ソースがない。
○事業承継の支援ツールがない。
○どのように取り組めば良いか情報
が無い。

商工会

商工会議所

信金信組

地銀

公的機関

事業承継・
引継ぎ支援
センター

商工会

商工会議所

信金信組

地銀

公的機関

自治体
自治体

自治体
自治体自体も事業承継NW
に参画し、NW構成機関に
よる支援をバックアップす
ることで、NWを強化する

創業や移住定住、地域おこし協力隊、UIJ

ターンといった視点から、自治体の事業承継

支援の掘り起こしをすすめる。

自治体の課題への
アプローチとして、

自治体によるバックアッ
プがなく、地域の面的な
支援が進んでいない状況

⚫ 事業承継ネットワークや地域の支援機関との積極的な連携や、自治体が積極的に取り組む施策
（例えば、創業や移住定住支援、地域おこし協力隊制度、UIJターン促進等）との連携により、

事業承継支援に着手していくことが必要ではないか。

＜事業承継NWとの連携＞ ＜他の施策との連携＞

目指すべき事業承継NWの姿

※ 例えば、後継者不在の企業が、オープン
ネーム形式（企業名公開）により、全国各
地から後継者候補を募る「プラットフォー
ム」の活用などが考えられる。



（参考）事業承継ネットワークによる事業承継診断の取組

⚫ 平成29年度から早期・計画的な事業承継に対する経営者の「気付き」を促すため、全都道府県に、商
工会・商工会議所、金融機関等の身近な支援機関から構成される「事業承継ネットワーク」を構築。

⚫ プッシュ型の事業承継診断により、経営者の事業承継に係る課題やニーズの掘り起こしを行い、過去
4年間累計で約54万件の事業承継診断を実施。
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事業承継診断の実績構成メンバーと支援スキーム
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（46地域）

中小機構地域本部
診断の方法等、

支援機関への研修等を実施

信用保証協会
連携して金融支援

経済産業局・財務局
施策情報の提供等

中小企業

金融機関、商工会・商工会議所、中央会、顧問先を有する士業専門家等

①事業承継診断実施の指示・スキルアップ

事業承継・引継ぎ支援センター
（令和3年度4月より事業承継ネットワークの機能を事業引継ぎ支援センターに統合）

ネットワーク会議の開催等、連携体のとりまとめ、
専門家育成や専門家リストの作成、

専門家派遣の実施

よろず支援拠点・
再生支援協議会等

連携して再生支援

③具体的な支援の実施

②事業承継診断

取次ぎ

※この金融機関等が、事業承継診断を行った中小企業に対して、必要に応じて直接支援を行う。
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実施事項①：自治体職員等向けセミナーの開催

⚫ 自治体職員向けセミナーの実施により、事業承継支援の先進事例や成功事例を知り、地域にお
ける支援体制構築に向けた“きっかけ”づくりの場の創出。

＜キックオフセミナー（2022年11月25日開催）＞

※2023年2月21日に「具体アクション編」セミナーを仙台市内で開催予定。
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実施事項②：自治体モデル実証事業について

⚫ 自治体が事業承継支援に着手する際に、どのような取組みが有効で、どのような課題に直面す
るか等を検証し、他の自治体へノウハウを展開することを目的に、令和４年度は、東北管内２

自治体と東北経産局･中小機構東北が連携し、事業承継支援モデルの実証事業を実施する。

⚫ 具体的には、青森県風間浦村、秋田県北秋田市と連携。自治体主導で、地域事業者への調査に
よる支援ニーズの掘り起こし、支援機関等との支援体制の構築、支援施策やリソースの検討、

プラットフォーマーとの連携による後継者募集等を行い、効果を検証する。

＜現状認識･課題＞
⚫ 最大の従業員数のボリュームがある第三次産業の廃業

が進むことによる観光地としての魅力減と地域経済の
縮小が危惧されている。

⚫ 商工会調査で、事業承継や廃業をする予定の事業者が
多い結果もあり、事業承継が喫緊の課題。

⚫ これまで行政主導で取り組んでいない分野・事業であ
ることから、取り組みについて手探りの状態。

＜取組方針＞
⚫ ココホレジャパン(株)が運営するプラットフォームに

「北秋田市継業バンク」を設立。農業の担い手、絹織
物の生産者、伝統工芸の職人の後継者募集を開始。

⚫ 市ホームページや広報に掲載し、市内の事業者の啓発。
⚫ 商工会、農協、金融機関などの様々な機関と連携した

支援体制の構築を検討。
⚫ 市内の事業者に向けて、セミナーの開催、後継者意向

アンケートの実施を通して、支援ニーズを掘り起こし。

＜秋田県北秋田市＞

＜現状認識･課題＞
⚫ 業種問わず小規模事業の高齢化、後継者不足という問

題を抱えている。
⚫ 特に、村の基幹産業の一つである観光業（宿泊事業

者）は、現経営者の高齢化と後継者不足のまま営業を
継続している状況。

⚫ 後継者不在の事業者は廃業を選択することが予想され、
経済活動の衰退を招く大きな地域課題となっている。

＜取組方針＞
⚫ 小規模事業者を中心に、事業承継に関するアンケート

と、課題の啓発・ヒアリングの為に事業者訪問を実施。
観光業を中心に事業承継課題を掘り起こす。

⚫ 風間浦村商工会との連携した支援体制構築を検討。
⚫ 地域連携ＤＭＯである「（一社）しもきたTABIあしす

と」と連携し、移住定住、地域おこし協力隊と絡めた
支援体制構築を検討。

＜青森県風間浦村＞
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＜事業承継支援手引書イメージ＞

実施事項③：事業承継支援手引書の作成

⚫ 「事業承継支援にどのように取り組めば良いか」という自治体の課題に対して、事業承継支
援の基礎知識、自治体が提供すべき価値、担当者に求められる役割･スキル、連携する支援

機関、自治体による先行的な取組み事例等を整理した、『事業承継支援手引書（仮）』を作

成し、着手手法に関する横展開を図る。

令和4年度中に、HPへの掲載や管内自治体への配布を行い、

事業承継支援手法の横展開を進める。

＜掲載予定コンテンツ＞

⚫ 事業承継支援の基礎知識

⚫ 自治体に求められる役割やスキル

⚫ 多様な事業承継の手法

⚫ 地域の支援機関

⚫ 自治体による支援の先進事例

⚫ 自治体による支援の実態調査レポート 等


