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はじめに

　本書『事業承継ガイドラインを読む―国の中小企業政策とその活用に向け
て―』は、2016 年に改訂された事業承継ガイドラインについて、その有用
性をより多くの方々に知ってもらうためにまとめた解説書です。
　戦後の日本経済を牽引してきたベビーブーム世代が 70代を迎えつつある
今日、中小企業においては円滑な事業承継を促進するための制度整備が待っ
たなしの状況となっています。そしてその施策が、事業承継ガイドラインに
凝縮されているのです。
　筆者は、2014 年に中小企業庁「中小企業向け事業引継ぎ検討会」の座長
として、「事業引継ぎガイドライン」の取りまとめに携わる機会を得ること
ができました。このガイドラインは、主として第三者承継やM&Aによる外
部への事業の譲り渡しのための制度設計を取り扱ったものです。その後
2016 年には、「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」の委員
と同検討会の「事業承継ガイドライン改訂小委員会」の委員長を務めさせて
頂き、「事業承継ガイドライン」の 10 年ぶりの改訂を取りまとめるという
機会も得ました。改訂された事業承継ガイドラインは、事業引継ぎガイドラ
インを包摂しつつ、親族内承継や従業員承継など、事業承継全般をカバーし
た内容となっています。
　2016 年改訂の新しい事業承継ガイドラインは、その膨大な分量からそれ
自体が有用な実務マニュアルとして活用が可能です。事業承継は、決して相
続課税問題に矮小化されるものではなく、そこでは、事業承継の進め方に加
えて、種類株式、信託、生命保険等、具体的な手法についても網羅していま
す。さらに、個人事業主や廃業などの事案も取り扱っています。本書は、こ
の事業承継ガイドラインについて、事業引継ぎガイドラインをも取り上げつ
つ、より有効な活用方法について解説しています。これらのガイドライン
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は、インターネットからダウンロード可能ですので、巻末の参考文献リスト
を参照の上、是非とも手元に置いて活用して頂ければと存じます。
　本書では事業承継ガイドラインおよび事業引継ぎガイドラインの文章を、
中小企業庁および中小企業基盤整備機構の快諾を得た上で、直接・間接に
ページを明記して引用しています。また本書の参考文献は、著書・論文、公
表資料等、2017 年 11 月段階で入手可能なものに限定しました。ただし、
これらをベースに本書で展開される議論は、筆者個人の見解であり、特定の
検討会や委員会等の意見を代表するものではありません。起こりうるミステ
イクは、すべて筆者に帰すべきものです。
　事業引継ぎガイドラインと関連して、各都道府県に事業引継ぎ支援セン
ターが設立されています。経済産業省の事業として中小企業のM&A支援を
行うもので、後継者人材バンクが併設されています。事業引継ぎ支援セン
ターでは譲り渡しを希望する企業の情報を得ることができ、これはまさに中
小企業のM&A市場の１つの形であるといえるでしょう。事業引継ぎ支援セ
ンターでは、親族内承継や従業員承継などについてもアドバイスを得ること
ができます。この事業引継ぎ支援センターの運営において重要な役割を演じ
るのが、士業等専門家とともに金融関係の専門家です。筆者は、2015 年よ
り事業引継ぎ支援全国本部においてアドバイザリーボードの委員長を務めて
います。そこでは、事業引継ぎ支援について現場で苦労されている方々の努
力の成果を垣間見ることができます。
　なお、事業承継に関しては、銀行業務検定協会が、2016 年より事業承継
アドバイザー試験をスタートしています。筆者は当初より試験委員長を務め
ていますが、事業承継ガイドラインは、そのための教材としても有益です。
そしてその解説書である本書は、ガイドラインの背景や政策意図にまで踏み
込んで、その内容をより良く理解し、有効に活用してもらうことを期待して
執筆したものです。
　　　
　本書の構成は、事業承継ガイドラインの構成に合わせ 6章立てとして、
章ごとにガイドラインの内容に対応させています。第 1章から読み下ろせ
るように執筆しましたが、必要に応じて特定の章をピックアップして読むこ
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ともできるようになっています。また、各章には、理論的ないし学術的な議
論を 1節ずつ設けました。原則として最終節に、その章の事業承継ガイド
ラインの内容について、より深く考えるための考察を加えており、それぞれ
理解を深めるために、通読頂ければ幸いです。
　第 1章では、事業承継の重要性を解説したのち、中小企業庁の「事業承
継 5ヶ年計画」について取り上げています。
　第 2章では、事業承継に向けた準備の進め方について取り上げます。こ
こでは事業承継ガイドラインの主要な論点の 1つとなる事業承継に向けた 5
つのステップを紹介します。今日では、PDCA（Plan-Do-Check-Action）
サイクルの考え方が一般に普及しています。本書第 2章では、このうちの
計画（Plan）と実行（Do）の局面に焦点を当てます。特に、「見える化」と
「磨き上げ」という事業承継ガイドラインの重要概念についても、この章で
詳述します。
　続く第 3章では、事業承継の類型ごとの課題と対応策について検討しま
す。これは、PDCA サイクルでいえば、まさに評価（Check）と改善
（Action）に該当するテーマです。そこでは、事業承継の 3類型として、親
族内承継、従業員承継、社外への引継ぎ（M&A等）が取り上げられ、それ
ぞれについて、人（経営）の承継、資産の承継、知的資産の承継に分けて、
課題と対応策を論じます。親族内承継と従業員承継については、現経営者の
個人保証をどうするかという問題が存在します。これについては、別途「経
営者保証ガイドライン」が制定されていますので、節を独立させて取り上げ
ていきます。
　なお、事業承継の第 3類型となる社外への引継ぎについては、2015 年 3
月に事業引継ぎガイドラインに詳説されているところです。それゆえ、本章
のうち社外への引継ぎ、すなわちM&Aによる事業承継については、事業承
継ガイドラインと事業引継ぎガイドラインの双方の内容を検討することにな
ります。この 2つのガイドラインでは、事業承継ガイドラインが事業承継
の全体像を鳥瞰的かつ総合的に論じているのに対し、事業引継ぎガイドライ
ンはM&Aによる社外への引継ぎと外部人材活用による個人への引継ぎに議
論を集中しています。それゆえより虫観的かつ個別的な議論を展開していま
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す。使用される用語も「事業承継」ではなく、「事業引継ぎ」とされている
ことに注意が必要です。
　第 4章では、事業承継の円滑化に資する手法として、事業承継（とりわ
け親族内承継および従業員承継）における具体的なツールについて解説しま
す。事業承継ガイドラインでは、種類株式の活用、信託の活用、生命保険の
活用、持株会社の設立の 4つの手法が取り上げられています。さらに、事
業引継ぎガイドラインにおけるM&Aのトラブル編を取り上げます。
　第 5章は、個人事業主の事業承継です。第 4章で種類株式の活用や持株
会社の設立が論じられるなど、事業承継ガイドラインは株式会社における事
業承継を中心に論じていますが、法人化していない個人事業の事業承継問題
も重要な課題となっています。また個人事業主の事業承継については、事業
引継ぎガイドラインが第 3章で個人に引き継ぐ場合として事業引継ぎ支援
センターの「後継者人材バンク事業」を取り上げています。
　最後の第 6章は、事業承継の政策編である中小企業の事業承継をサポー
トする仕組みを構成する主要なプレーヤーについて取り上げます。1つは各
都道府県に設立された事業引継ぎ支援センターです。さらに事業引継ぎ支援
センターの近接領域の政策を展開する中小企業再生支援協議会と経営改善支
援センター、よろず支援拠点とミラサポも、重要です。そして、地域プラッ
トフォームとしての事業承継ネットワークについて触れた上で、最後にある
べき中小企業政策について論じ、本書全体のまとめを行います。
　本書では、特に中小企業庁における事業承継の施策について重点的に解説
しています。すでに事業承継について民間の方々がビジネス展開されている
中、あえて事業承継ガイドラインをはじめとするガイドラインがまとめられ
たという意義は、政策との関連性にこそあると筆者は考えるからです。事業
承継に関する書物は近年豊富に出版されていますが、本書は事業承継につい
ての施策書としての性格を有しています。
　中でも注目して頂きたいのは、本書第 6章「中小企業の事業承継をサポー
トする仕組み」です。事業承継ガイドラインは、事業承継のサポート機関と
して、税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士の士業等専門家、金融
機関、商工会・商工会議所、全国中小企業団体中央会をあげています。事業
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再生案件として処理に至るほどではないにせよ、不採算部門に苦しめられ有
望な本業部門を事業承継したくてもできずにいる中小企業経営者は少なくあ
りません。そうしたときには、長期的な視点から金融機関の支援が不可欠で
す。
　中小企業において直接事業承継に関係する方々のみならず、事業承継支援
に関わる方々をはじめ、事業承継問題に関心をお持ちのすべての方々に、本
書を活用頂ければ幸いです。
　　
　2018 年 1月
� 山本 昌弘
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◉ 	 事業承継の課題と事業承継ガイドライン

　2016 年 12 月、中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継を図るために
10年ぶりに改訂された事業承継ガイドラインは、「はじめに」の中で、中小
企業経営者の年齢のピークが 66 歳に達し、今後 5年から 10 年の間に多く
の中小企業が事業承継のタイミングを迎えようとしていると述べている。ま
たこうした状況を踏まえ、以下の 3点を主題として、必要な取組、活用す
べきツール、注意すべきポイントを紹介したものであることを表明してい
る。
　

・事業承継に向けた早期取り組みの重要性（事業承継診断の導入）

・事業承継に向けて踏むべき 5ステップ

・地域における事業承継支援体制の強化の必要性

　
　最初の「事業承継に向けた早期かつ計画的な取組みの重要性（事業承継診
断の実施）」は、事業承継ガイドラインの末尾に掲載されている「事業承継
診断票」を活用して、できるだけ早期にすべての中小企業・小規模事業の経
営者に事業承継診断を実施してもらおうというものである。事業承継ガイド
ラインは、第１章で事業承継診断実施の重要性について具体的に論じてい
る。さらにガイドライン末尾には、支援機関が経営者に対し相対で実施する
際に活用されるべき「事業承継診断票（相対用）」（91 頁）と、経営者が自
ら実施すべき「事業承継診断票（自己診断用）」（92 頁）が掲載されている
（本書巻末の付録を参照）。前者には 11の質問が、後者には 9の質問が、す
べて「はい・いいえ」形式で設定されており、回答結果に応じて事業承継へ
の具体的な取組み方が示唆されるようになっている。この事業承継診断は、
多忙な経営者でも支援機関と対面によって 10分程度で実施できるよう設計
されている（事業承継ガイドライン、80頁）。

第1節
中小企業の
事業承継を取り巻く現状　
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　次の「事業承継に向けて踏むべき 5ステップ」は、事業承継ガイドライ
ンの第２章で取り扱われており、本ガイドラインのまさに核となっている部
分である。
　最後の「地域における事業承継を支援する体制の強化」については、事業
承継ガイドライン第６章で取り扱われている国の中小企業施策である。本書
では、それぞれ第 1章、第 2章、第 6章が対応している。
　事業承継ガイドラインは、中小企業・小規模事業者の経営者に、事業承継
の課題を知ってもらうことを第一の目的とした国のガイドラインである。主
たる利用（読者）対象は、経営の当事者である。同時に、中小企業・小規模
事業者がすべてを自前で運営することは困難であり、さまざまな専門家が日
常業務の支援をしている。具体的には、日本商工会議所や商工会等の団体、
金融機関、地方自治体関係者、税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断
士等の士業専門家などである。特に、事業承継ガイドラインの第３章と第４
章には、事業承継についての対応および手法が具体的かつ詳細に盛り込まれ
ている。こうした専門家にとっても事業承継を推進する上で役に立つように
事業承継ガイドラインは作成されており、その活用の仕方が「はじめに」に
おいて、以下のようにまとめられている。
　

　このガイドラインは、中小企業・小規模事業者の経営者の方に事業承継

の課題を知っていただくことを目的としています。他方で、中小企業・小

規模事業者の支援を行う機関・団体、金融機関、自治体関係者、士業等の

専門家の方に、日々の業務の中で、事業承継支援のスタンダードとして、

ご活用いただくことを想定し、かなり実務的で詳細な内容を盛り込んでい

ます。また、本ガイドラインは、すべての中小企業・小規模事業者を対象

とするものですが、個々の企業の実情に応じて、必要な対応や留意点は異

なりますので、必要な箇所を参照してください。
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◉ 	 中小企業庁と中小企業基盤整備機構

　事業承継問題を論じるにあたって、公的支援機関として必ず取り上げなけ
ればならないのが、事業承継ガイドライン作成の母体ともいうべき中小企業
庁と、その具体的な施策機関である中小企業基盤整備機構である。中小企業
庁は、中小企業庁設置法によって経済産業省の外局として設置されている。
中小企業庁設置法は、第４条において同庁の任務について以下のように規定
している。
　
第��４条　中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつ

かさどる。

１��　中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案

に関すること。

２��　中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関する

こと。

３　中小企業の新たな事業の創出に関すること。

４　中小企業に係る取引の適正化に関すること。

５　中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。

６　中小企業の経営の安定に関すること。

７　中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。

８　中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。

９　中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。

10��　中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦

情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつ

せんをすること。

11��　前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属

しない事務に関すること。

12　所掌事務に係る国際協力に関すること。

第3節
中小企業庁の
「事業承継5ヶ年計画」を理解する　
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13��　前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基

づき中小企業庁に属させられた事務

　

　中小企業庁は、本書第３章第２節で論じる「中小企業における経営の承継
の円滑化に関する法律」（経営承継円滑化法）に基づく遺留分に関する民法
の特例、金融支援、事業承継税制といった基盤的な制度の整備や、後継者不
在の中小企業に対してM&A等を活用した後継者マッチングを行う事業引継
ぎ支援事業（詳細は、本書第６章第２節）、支援施策等の普及・啓発等、事
業承継の円滑化のための総合的な施策を講じている。また地方には経済産業
省が経済産業局を設置しており、経済産業局においても、地域の支援機関や
自治体等との連携のもと、事業承継の円滑化に資する施策を講じている。
　中小企業の事業承継の円滑化に向けた環境整備として、事業承継ガイドラ
イン（89頁）は、以下のように述べている。
　

　国は、中小企業が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行う

ことができるよう中小企業が事業承継を円滑に行うことができる環境を整

備するものとする。

� （「中小企業等経営強化法」基本方針�一部抜粋）

　

　さらに、2017 年４月から「中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律等の一部を改正する法律」による事業承継税制等に関する認定事務
が、国から都道府県に移譲されている。
　中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法によって
設置された独立行政法人組織である。中小企業基盤整備機構は、中小企業総
合事業団、地域振興整備公団および産業基盤整備基金の３つの特殊法人を統
合し、2004 年７月１日に設立された。事業内容は、中小企業やベンチャー
企業等の事業者への助言や研修、中小企業者向けの高度化融資、小規模企業
共済、中小企業倒産防止共済、中小企業総合展の開催、中小企業大学校の運
営等を通じて、中小企業者等の事業活動の活性化のための基盤整備を行うこ
とにある。事業承継についても、経営者向けセミナー、フォーラムの開催、
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中小企業大学校における後継者研修等を通じて、中小企業経営者（後継者）
の意識喚起や支援制度の周知・広報、後継者教育を行っている（詳細は、本
書第３章第１節を参照）。
　さらに、本書第６章で取り上げる事業引継ぎ支援センター（第２節）や中
小企業再生支援協議会（第３節）、よろず支援拠点（第４節）等の全国本部
も、中小企業基盤整備機構に設置されている。まさに、中小企業に関する施
策の実働部隊が、中小企業基盤整備機構なのである。

◉ 	 事業承継５ヶ年計画における５つの施策

　事業承継ガイドラインをより実効的にするため、中小企業庁は、2017 年
７月に「中小企業の事業承継に関する集中実施期間について（事業承継５ヶ
年計画）」という資料を公開する（中小企業庁、2017 k 年）。そこでは、事
業承継に関する課題と対応すべき方向性について、今後５ヶ年で目指すべき
姿が提示され、事業承継に向けた集中的な取組に関する具体的な工程表が示
されている（中小企業庁、2017 k 年、２頁）。
　そもそも国家予算は単年度で編成されるため、なかなか継続的に施策を実
施することが容易ではない。それゆえ喫緊の課題である事業承継について、
より中期的な展望をまとめたのが、この事業承継５ヶ年計画である。公表資
料に掲載された工程表には、2017 年度を１年目として、５年目となる
2021 年度までの行程が時間軸に合わせて提示されている。重要な資料であ
るので、ダウンロードして活用されたい。
　事業承継５ヶ年計画は、事業承継に向けた集中的な取組として、次の５つ
の施策をリストアップしている（中小企業庁、2017 k 年、２頁）。
　
①　地域の支援体制の確立

②　早期事業承継へのインセンティブ付け

③　小規模M&Aマーケットの育成

④　サプライチェーン・地域における事業統合支援

⑤　経営人材の活用
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　これらはすべて、事業承継ガイドラインを具体的に展開してくための施策
である。この事業承継５ヶ年計画をよく理解することによって、ガイドライ
ンの目指す方向性を具体的に確認することができるため、本節において事業
承継５ヶ年計画の内容について取り上げることにする。
　事業承継５ヶ年計画において示された集中実施期間は、その後 2017 年
10 月には「日本経済・地域経済を支える中小企業の円滑な事業承継に向け
た集中支援」（中小企業庁、2017 l 年）によって 10年に延長されている。

◉ 	 地域プラットフォーム

　事業承継５ヶ年計画の５つの施策について順に検討していくと、まず第１
に、地域の支援体制の確立のためには、事業承継プレ支援のプラットフォー
ムの構築が重要であると計画は述べている。事業承継ガイドライン（79頁）
の図表 28「支援体制のイメージ」には、都道府県の最上段に身近な支援者
として「地域プラットフォーム」が掲載されている。地域プラットフォーム
とは、中小企業庁が認定した、地域の支援機関による中小企業者等支援のた
めの連携体のことである（詳細は本書第６章を参照）。地域プラットフォー
ムは、事業承継支援において専門家派遣事業の窓口機能を担うほか、その構
成機関が連携して地域における中小企業・小規模事業者の経営を支援するた
めの取組を行っている。具体的には、商工会や商工会議所など、支援機関が
連携し、中小企業・小規模事業者の経営支援を行うために、以下の取組を
行っている。
　
①��　国などの中小企業支援施策情報の発信支援（ポータルサイトの普及活

動も含む）

②　創業セミナーや経営革新セミナー等の開催

③　ビジネスマッチングイベントの開催

④　プラットフォーム内の連携強化、情報共有のための連絡会議等の開催

⑤　構成機関職員の支援能力向上のための取り組み（セミナーの開催等）

� （本書第６章第４節で取り上げるミラサポのホームページより）
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◉ 	 中小企業を取り巻く事業承継支援体制

　本書において繰り返し論じてきたように、事業承継ガイドラインは、60
歳以上の中小企業経営者に、早期に事業承継に取り組んでもらうことを目的
としている。そのために国は支援体制を整備し、各支援機関との連携を強化
しようとしている。事業承継ガイドライン（78 頁）は、第６章１「中小企
業を取り巻く事業承継支援体制」において、ガイドライン第２章で取り上げ
たような事業承継のステップについてより良い事業承継を実現させるための
切れ目ない支援体制が実現できているとはいえないとしている。そのため
に、中小企業庁はすでに詳述した事業承継５ヶ年計画を制定して、事業承継
支援体制の確立を継続的に目指しているのである。
　中小企業を取り巻く事業承継支援体制については、事業承継ガイドライン
は、図表 28「支援体制のイメージ」を掲載している。そこでは、本章で取
り上げる事業承継の支援者が網羅されている。事業承継ガイドライン（78
頁）は、「地域の将来に責任を有する都道府県のリーダーシップのもと、地
域に密着した支援機関をネットワーク化し、よろず支援拠点や事業引継ぎ支
援センター等とも連携する体制を国のバックアップの下で早急に整備するこ
とが強く期待される」と述べている。

◉ 	 支援機関同士の連携

　図表 28 を提示した上で、事業承継ガイドライン（79 頁）は、第六章２
「支援機関同士の連携」において、地域の事業承継ニーズを掘り起こし、見
える化や磨き上げ、さらには事業承継計画の策定等において、支援機関同士
が連携することの必要性を強調する。そして、継続的にフォローアップを行
う仕組みを構築することが大切であるとした上で、以下のように論じてい
る。

第1節 事業承継支援体制
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【図表 28：支援体制のイメージ】
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（出典）事業承継ガイドライン 79 頁
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　なお、事業承継支援を行うにあたって、中小企業に顧問の税理士、弁護

士、公認会計士等がいる場合、これらの専門家は専門的な知識を持つだけ

でなく、中小企業の経営実態や沿革、社内・親族間の人間関係等にも精通

しているため、事業承継に向けた準備を実効的・効率的に進めるにあたっ

て貴重な存在となり得る。従って、顧問専門家等と協力し、その支援を得

ながら支援を提供することは、円滑な事業承継を実現する上で有益なプロ

セスであると言える（事業承継ガイドライン、80頁）。

　ちなみに、旧事業承継ガイドラインにおいては第５章「社会的に経営者を
サポートする仕組み」において、この問題を論じていた。そこでは、弁護
士、税理士、公認会計士、その他士業として司法書士と中小企業診断士、金
融機関等、商工会議所・商工会、中小企業基盤整備機構、中小企業庁が、順
にリストアップされていた。

◉ 	 事業承継診断の実施

　事業承継ガイドラインは、多くの中小企業経営者が事業承継や後継者問題
について相談する予定がなかったり、相談相手がいなかったりする現状に危
機感を抱いている。それゆえ、事業承継がプライベートな問題に関わる難し
さを認識しながらも、支援機関からの積極的なアプローチが不可欠であると
している（事業承継ガイドライン第６章３「事業承継診断の実施」）。そのア
プローチとは、事業承継診断の実施である。これについて事業承継ガイドラ
イン（80頁）は、以下のように述べている。

　事業承継診断とは、主に金融機関の営業担当者や商工会・商工会議所等

の担当者が顧客企業等を訪問する際、診断票に基づく対話を通じ、経営者

に対して事業承継に向けた準備のきっかけを提供する取組である。

　事業承継診断は、地域の支援機関のネットワークを中心に組織的に実施

されることが望ましく、診断の実施に向けて、中小企業との関係性や専門
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分野が異なる様々な支援機関が意識を共有して連携し、支援体制を構築す

る必要がある。

　さらに事業承継ガイドラインは、図表 29「web による事業承継診断（大
阪産業創造館）」の先進事例を紹介している。これは、インターネット上で
誰でもできる事業承継の簡易診断である。
　事業承継ガイドラインは、60 歳以上の経営者には、支援機関が積極的に
事業承継診断を実施するよう促している。事業承継診断の実施については、
事業承継ガイドラインが第１章１および３において強調していることであ
る。そして、事業承継５ヶ年計画が、これをさらに進めてプッシュ型事業承
継診断としていることは、本書第１章第３節で取り上げたとおりである。

【図表 29：web による事業承継診断（大阪産業創造館）】

【立場・年齢の選択からスタート】

【結果のイメージ】

【15問のクイズに回答（例）】

Q1. 後継者を決めている。

Q2. 後継者に伝え、家族共々了解を得、社
内外に公表した。

Q3. 毎年健康診断（ドック）を受け健康に
は問題ない。

Q4. 経営理念・方向性は明確で、社内で公
表している。

Q5. 事業の将来性に不安はなく、経営課題
も整理している。

経営権の承継について
【60％未満の方】

後継者が経営を行いやすくすることが基本です。株式面と
あなたの承継後の立ち位置を考えて意見交換しましょう。

【80％未満の方】
承継後に後継者が、株式の裏付けがない状態にならない

ような株式対策をしましょう。
後継者教育
について

経営の承継
について

経営権の承継
について

財産の承継
について

後継者決定
について

100％
75％
50％
25％
0％

【後継者用】
現経営者の年齢が
70歳未満の方

【後継者用】
現経営者の年齢が

60歳以上70歳未満の方

【経営者用】
年齢が70歳以上の方

【経営者用】
年齢が60歳以上
70歳未満の方

【後継者用】
現経営者の年齢が

50歳以上60歳未満の方

【経営者用】
年齢が50歳以上
60歳未満の方

【後継者用】
現経営者の年齢が
50歳未満の方

【経営者用】
年齢が50歳未満の方

ご回答から算出した結果

（出典）事業承継ガイドライン 82 頁（大阪産業創造館ホームページ：https://www.sansokan.jp/
sob/quiz/）
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◉ 	 事業承継ネットワーク全国本部

　中小企業庁は、都道府県レベルで事業承継に関する具体的なネットワーク
を構築するために、2017 年度に「事業承継ネットワーク構築事業」を開始
する（中小企業庁、2017 h 年）。これは、都道府県における認定経営革新等
支援機関や、商工会・商工会議所、全国中小企業団体中央会、地域金融機
関、士業等専門家等の事業承継に関わる支援機関と連携した、地域における
事業承継支援のためのネットワークを構築することを目的とした事業であ
る。まさに、本書第１章第３節の事業承継５ヶ年計画における地域プラット
フォームの具体的展開策である。
　事業承継ネットワーク構築事業では、まず全国事務局が 2017 年４月に設
置される。全国事務局の目的は各都道府県における事業承継支援ネットワー
クを構築するために設置される地域事務局の管理である。各地域において、
地域事務局およびネットワーク構成機関について情報の取りまとめを行うと
ともに、事業の進捗状況についても随時報告を受け、情報を管理集約する。
そして地域における事業の進捗状況等を一元管理するために共通のフォー
マットを用意し、地域事務局に提供する。
　全国事務局はさらに、年に数回全国連絡会議を開催し、事業の進捗状況の
報告、特筆すべき取組の共有、課題の解決に向けた検討等に関わる議論を行
う。そして事業の報告書について、取りまとめ、中小企業庁に提出すること
になる（中小企業庁、2017 a 年、２-３頁）。
　事業承継ネットワーク構築事業全国本部が設置されると、都道府県単位で
地域事務局が設置されていく。事業承継ネットワークの事務局としては、都
道府県の振興センター等が想定されている（中小企業庁、2017 h 年、１頁）。
　事業承継ネットワークへの参加が想定される主な機関としては、まず都道
府県では、各都道府県庁と各都道府県中小企業支援センターがあげられる。
これらの機関には、地域の事業承継支援策の立案と取りまとめが期待されて

第5節
中小企業庁による
事業承継ネットワーク
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いる。次に民間機関として、地方銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関、
商工会・商工会議所、全国中小企業団体中央会、顧問先を有する士業等専門
家（団体含む）があげられる。これらの民間機関、とりわけ認定経営革新等
支援機関に期待される役割は、事業承継診断の実施である。
　そして公的機関として、中小企業基盤整備機構地域本部には、都道府県・
地域事務局に対する事業承継支援に関する助言や、診断の方法等についての
支援機関への研修の実施が求められている。事業引継ぎ支援センターには、
M&A案件をフォローし、事業承継に関する専門的な支援が求められる。ま
た経済産業局・財務局には、施策情報の提供が求められる。信用保証協会、
中小企業再生支援協議会、よろず支援拠点には、事業承継ネットワークと連
携して、それぞれ、金融支援、再生支援、総合的支援が求められている。さ
らに、その他機関として、ミラサポに登録された専門家に、専門的課題を伴
う案件への対応が期待されている（平成 29年度事業承継ネットワーク構築
事業全国事務局、2017 年、３頁）。

◉ 	 事業承継ネットワーク地域事務局

　事業承継ネットワーク地域事務局は、都道府県内の市町村において商工会
議所、商工会、地方銀行、信用金庫等に対し、また域内の同一業種において
全国中小企業団体中央会に対し、それぞれ事業承継に関する情報やツールを
提供している。これを受けた各機関は、中小企業の事業承継に関し、経営者
に事業承継診断を実施させるとともに、求められる情報提供を行い、事業承
継ニーズの掘り起こしを行っていく。中小企業庁（2017 k 年、26 頁）は、
これを「プッシュ型支援」とよんでいる。
　そして商工会議所や商工会、全国中小企業団体中央会を通じて掘り起こさ
れた具体的な事業承継ニーズに対し、事務局は、ミラサポに登録された専門
家を派遣したり、よろず支援拠点や事業引継ぎ支援センター、中小企業再生
支援協議会等、必要な支援機関への取次ぎを行うことになる。この専門家派
遣制度はと連動した支援体制の構築は、事業承継ネットワークの重要な目的
となっている。
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