
～「事業承継推進月間」における取組内容～

「事業承継推進月間」に関するオンライン会議

作成：清水至亮、無断転載お断りします。

令和４年８月１日、２日より抜粋

静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

統括責任者 清 水 至 亮



１．事業承継推進月間について（２）～「推進月間」の概要～

作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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【名称】 令和４年度 静岡県事業承継推進月間

【目的】 静岡県内の中小企業、小規模事業経営者が事業承継実現に向

けた第一歩を踏み出すための機運の醸成

【期間】 令和４年９月を集中推進期間とする（その前後の期間についても

関連施策を実施する）

【内容】 県内に十分な告知を行ったうえで、Web・リアルによる各種セミ

ナーやイベント、個別相談会などを集中的に実施

【主催】 静岡県、静岡県事業承継ネットワーク（事務局：静岡県事業承

継・引継ぎ支援センター）

【共催】 静岡県商工会連合会

【協力】 株式会社 アントレ、株式会社 静岡新聞社、静岡放送 株式会社

東京海上日動火災保険 株式会社 静岡支店



１．事業承継推進月間について（３）～各種実施施策～

作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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フォーラム・セミナー等の開催 マスコミ・地域情報サイトとの連携

➢ 事業承継啓発フォーラム

➢ 事業承継実現先訪問ツアー

➢ オープンネーム後継者募集イベント

➢ 支援機関実施イベントでの協働

➢ ＠エスグルメ掲載店に対し、事業承
継に関するアンケート調査を実施

➢ ＠エスユーザーによる、未来に残し
たい店への口コミ登録と「静岡グル
メ遺産」への登録を実施

オープンネームでの後継者募集

➢ 当センターから月次発信中の「情報メール便」へのオープンネーム情報掲載

➢ ㈱アントレが運営する「アントレ事業承継」等へのオープンネーム情報掲載

➢ オープンネーム後継者募集イベント「Real Matching in 静岡」への事業主登壇

➢ SBSラジオ「SATURDAY View→N」に事業主が出演（後継者募集をアピール）

その他の施策

➢ 「静岡グルメ遺産」登録店等への事業承継診断を通じた個別相談への誘導

➢ 静岡県移住相談センター、静岡県弁護士会、東海税理士会との連携 など



作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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令和４年９月２２日事業承継啓発フォーラム（リアル講演会＋オンラインでの配信の実施）を開催致します。

事業承継が自分事であることを認識してもらうことを目的に、県内の事業者を対象に事業承継推進月間のメインイベントとして啓発フォーラムを開催。

フォーラムはリアルで開催し、その様子をオンラインでも配信を行う。

＜内 容＞

▪事業承継推進月間の運営母体である静岡県や静岡商工会議所が主催し、静岡県内企業経営者の協力を得て実施。より多くの県内中小企業支援機関や

企業経営者に関心を持ってもらえるようなフォーラムを企画し、「幅広い層に（オンラインを活用）、深く刺さる（リアルなフォーラム体験）」 をコンセプトに企画

運営していく。

・収容定員500人規模の会場でのリアルなイベントとオンライン配信によるハイブリッド展開で実施。

前半では、静岡県、静岡財務事務所からの挨拶と中小企業庁からの基調講演。そして、事業承継を推進する商工団体（静岡県産業振興財団・ 静岡県

商工会議所連合会・静岡県商工会連合会）代表者によるTOPセッション。続いて、静岡県内の若手経営者による事業承継の実際を交えたトークセッション。

最後に静岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継支援策に関する説明と、センターが属する静岡商工会議所からの閉会挨拶で構成する。

■会 場 しずぎんユーフォニア （〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町１−１３ アゴラ静岡8F）

■開催日時 令和4年9月22日（木） 開場：13時30分 開演：14時～16時20分
■参 加 事前応募制 上限230名を予定（会場定員462席）

■進行案

●総合司会 ㈱舎鐘 代表取締役 長谷川玲子 氏

①静岡県挨拶 5分 静岡県 経済産業部長 増田 始己 氏（予定）
②静岡財務事務所挨拶 5分 財務省 東海財務局 静岡財務事務所長 清水宏一氏
③基調講演 20分 中小企業庁 事業環境部長 小林浩史氏（予定）

④団体トップトークセッション 45分 静岡県産業振興財団/静岡県商工会議所連合会
静岡県商工会連合会
●モデレーター ふじのくにICT人材育成プロデューサー

静岡経済研究所特任研究員 阪口瀬里奈氏

⑤事業承継若手経営者トークセッション 45分 静岡県東部、中部、西部経営者
⑥静岡県事業承継・引継ぎ支援センター 10分 統括責任者 清水 至亮
⑦閉会挨拶 5分 静岡商工会議所 副会頭 中村彰宏 氏

３．セミナー等の開催（１）～事業承継啓発フォーラム～

会議室等を開放し、オンラ
インでフォーラムの様子を
会員事業所や取引先経営
者にご覧いただきましょう



作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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①静岡銀行 代表取締役会長 中西 勝則氏

静岡県産業振興財団 理事長

②静岡鉄道代表取締役会長 酒井 公夫氏

商工会議所連合会 会長

④静岡県東部から選出予定

（沼津商工会議所と調整中）

③ニッシン開発㈱ 代表取締役 前澤 侑氏

静岡県商工会連合会 会長

⑤静岡県中部から選出予定

(静岡県商工会連合会と調整中）

⑥静岡県西部から選出予定

（浜松商工会議所と調整中）

静岡県を代表する経済団体のトップ対談を実施。
続いて、静岡県内東・中・西部の事業承継を行った若手経営者のトークセッションを実施します。

３．セミナー等の開催（２）～事業承継啓発フォーラム登壇者～



作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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親族内承継、第三者承継など、多様な事業承継手法による事業承継の成功事例を、県内東・中・西部から一
事業者づつピックアップし、その経験を各企業にお邪魔して聞く「事業承継実現先訪問ツアー」を実施。
貴重でリアルなお話を頂きます。各回とも人数限定とさせていただきます。

株式会社宇田水産
静岡県熱海市桜町１７−４３

株式会社そま工房
静岡県袋井市中新田３４３

蒲原屋
静岡県静岡市清水区真砂町6-25

東部

西部

中部

３．セミナー等の開催（３）～事業承継実現先訪問ツアー～

■開催日：令和4年9月16日（金） ■開催日：令和4年10月14日（金）

■開催日：令和4年9月27日（火）



作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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日本政策金融公庫と熊本県商工会連合会が2022年2月に実施して大きな反響を巻き起こしたオープンネー
ムでのマッチングイベントを静岡でも開催。リアルとオンラインでのハイブリッドで実施する予定です。
前回登壇された、浜名湖の手作り体験工房「ルーベラ」を引き継がれた袴田久美子さんには、リアルでご出演
いただき、後継者人材バンクを利用してＵターン創業された体験談をお話しいただきます。

■開催日：令和4年10月4日（火）
■会 場 :静岡県コンベンションアーツセンター

「グランシップ」9階
静岡県静岡市駿河区東静岡２丁目３−１

３．セミナー等の開催（４）～ オープンネーム後継者募集イベント～



４．マスコミとの連携（１）～＠エス掲載店へのアンケート調査～

作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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■仕掛け①
アットエスユーザ（訪問者）に静岡県内の飲食店で
残したいお店を（投票）してもらう

■仕掛け②
アットエス4000店舗へ一斉ヒアリング（内容：事業の承継、その他の悩み など）

■仕掛け③
②商工会議所、『アントレ』との情報を統合して【仮◎◎◎】
事業承継店舗一覧をアットエスの中で特集化
（当社番組等のコンテンツとも連携）
〇アットエス内の対象店舗ページに後継者募集中のバナーなどを掲載



４．マスコミとの連携（２）～「静岡グルメ遺産」企画～

作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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• タイトル／ＳＡＴＵＲＤＡＹ Ｖｉeｗ→Ｎ
• 放送時間／土曜日 7：30～11：00  ※生放送
• 3カ月間 10分コーナー
• パーソナリティ／洋輔 ・影島亜美

• 番組内容／週末のお出かけ情報や、手づくりの話題で、大人の
好奇心と遊び心を刺激。番組を通 じて「ものづくり・てづくりの街
しずおか」 を発信！週末の朝、気分を上げてくれる音楽と、洋
輔が得意とするフランス語を織り交ぜながらお届け。手芸家として
活動する洋輔による「手作りコンシェルジュ」や、地元で活動する
職人や作家、各種プロフェッショナルから学ぶ「エコールdeビュー
ン」のコーナーも好評。「サスティナブル」や「エシカル」が叫ばれる、
これからの社会に向けて、メッセージを送る。

洋輔（ようすけ）

1983年生まれ

御殿場市出身、手芸家・俳優。

父は俳優の勝野洋、母はタレントのキャシー中島。

5年間フランス・パリの刺繍学校に留学。カバンやタオルのオリジナルブラ
ンドを展開。

静岡のクリエーターとのネットワークを活かし、番組発のマルシェや子供も
参加できるワークショップなども企画。

未来に残したい”逸品グルメ”を広く募集し、口コミの中から厳選してSBSラジオ「SATURDAY View→N」（毎週
土曜日朝7：30～11：00）内で放送。WEBサイトでも取材動画や記事を紹介。あなたの大切なお店を残すた
めのプロジェクト。

動画イメージ 記事イメージ

←＠Sサイトイメージ
左記で選ばれたお店などをSBSラジオの
コーナーで紹介。取材した動画または記
事を掲載します。



４．マスコミとの連携（３）～積極的な事業承継診断の実施～

作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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未来に残したいお店 「静岡グルメ遺産」に登録された近隣の飲食店等

に対し、巡回時等に積極的な「事業承継診断」の実施をお願いします

（商工団体には公開された登録情報等を整理・還元いたします）

未来に残したいお店 「静岡グルメ遺産」への登録

おめでとうございます。つきましては、お店を残す

ために必要な事業承継は進んでいますか？



中
小
企
業
（経
営
者
）

子供に譲りたいんだが、うまく話ができなくて‥‥

後継者がいなくて、本当に困っているんだが‥‥

誰か、この店を引き継いでくれないかなぁ‥‥

廃業してしまうと、お客さんに悪くてねぇ‥‥

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
員

（主担当構成員）
商工会・商工会議所
士業者

事業承継・引継ぎ支援センター

（主担当構成員）

金融機関等

（主担当案件）
親族内承継
経営者保証

（主担当案件）
第三者承継（M&A）
従業員承継(MBO,EBO)

ネットワーク・親族内承継担当（承継CO・エリアCOなど）

どんな事でも
まずはご相談
ください。

事
業
承
継
診
断

４．マスコミとの連携（４）～個別相談への誘導～
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引継ぎ支援担当（PM・SM）

作成：清水至亮、無断転載お断りします。

事業主から、こんな話が出たら‥‥



７．事業承継推進月間におけるイベントスケジュール（予定）

作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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令和4年 9月 3日（土） SBSラジオ「SATURDAY View→N」内での放送（毎週土曜日12回）

令和4年 9月 7日（水） （ＮＷ構成機関主催） アクサ生命保険主催経営者向けセミナー

令和4年 9月16日（金） 事業承継実現先訪問ツアー㈱宇田水産訪問 （東部：親族内承継）

令和4年 9月22日（水） 事業承継啓発フォーラム

令和4年 9月26日（月） （ＮＷ構成機関主催） 日本政策金融公庫主催飲食店向けセミナー

令和4年 9月27日（火） 事業承継実現先訪問ツアー㈱そま工房訪問 （西部：親族内承継）

令和4年10月 4日（火） オープンネーム後継者募集イベント「Real Matching in 静岡」

令和4年10月14日（金） 事業承継実現先訪問ツアー蒲原屋訪問 （中部：第三者承継）

集中推進月間である９月以降、事業承継ネットワーク構成機関が主催

するものを含め、毎週イベントの開催、ラジオ放送等が行われる



むすび

事業承継の要諦は「不易流行」をいかに体現していくか。

ご清聴ありがとうございました

静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

統括責任者 清水至亮

Ｅ-mail：y-shimizu@shizuoka-cci.or.jp

TEL：054－275－1881 FAX：054－253－5508

作成：清水至亮、無断転載お断りします。
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mailto:y-shimizu@shizuoka-cci.or.jp

