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Ⅰ 基礎知識編（１）事業承継に係る現状

１．全国

・中小企業白書（2017年版）によると､中小企業の数は､この５年間で約３９万者が減少している。
・中小企業庁は、今後１０年の間に、７０歳（平均引退年齢）を超える中小企業の経営者が約245万人となり、

うち半数の127万人（日本企業全体の約３割）が後継者未定で、この現状を放置すると、2025年頃までに累計で
「約650万人の雇用」と「約22兆円のＧＤＰ」が失われる可能性があると試算｡

２．本県

・本県においても経営者の高齢化は進み、団塊世代の引退は目前であり、この現状を放置すれば、地域の雇用を失う
だけでなく、中小企業の技術やノウハウも喪失する恐れがある。

・事業承継には時間を要するが、円滑な世代交代が行われれば「事業の活性化」も期待でき、地域経済の維持・活性
化のためにも、事業承継は喫緊の課題である。

・これまでも、商工団体・金融機関・税理士等が「事業承継支援」に取り組んできたが、個別の支援に留まってい
た。また、県内の事業者の減少は、県内経済の停滞にもつながりかねない問題である。

・今後は、各支援機関が「事業承継」を本県の「中小企業者における共通の課題」と捉え、互いの役割を共有し、
切れ目ない支援を行うことが必要である。

3

中小企業の経営者年齢の分布(法人) 中小企業・小規模事業者の経営者の2025年における年齢

このうち約半分
が後継者未定

20年間で経営者年齢の
山は47歳から66歳へ移動

（出典）中小企業庁委託調査「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」（2015年12 月、（株）帝国データバ
ンク）、（株）帝国データバンク「COSMOS1 企業単独財務ファイル」、「COSMOS2 企業概要ファイル」再編加工

平成28年度総務省「個人企業経済調査」、平成28年度 (株)帝国データバンクの企業概要ファイルから推計
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１．県内経営者の平均年齢

・県内経営者の平均年齢：６０．２歳（全国平均：５９．９歳）

２０００年：５６．２歳
２０１０年：５８．４歳
２０１９年：６０．２歳（全国２１位：年齢の高い順）

２．県内経営者の後継者の有無

〇診断件数（Ｈ２９～Ｒ元）

２７，３５５件

・有：１２，２８３件（４５％）

・無：１５，０７２件（５５％）

・診断後の支援実施：９，１１７件（３３％）

平成26年度の中小企業等数は全国では3,809,228社で、
平成21年に比し▲392,036社(▲9.3%) の純減。
群馬県は68,792社で、同比8,433社(▲10.9%)の純減。

出所：株式会社帝国データバンク（2020年調査資料を元に作成）

出所：本県の事業承継診断 実施結果



Ⅰ 基礎知識編（２）事業承継 概論

5

出所：会社を未来につなげる－10年後の会社を考えよう－（中小企業庁）

１．事業承継とは何か？

＜具体的な対策の例＞

●関係者の理解：後継者から明示的な了解をとる。社内や取引先・金融機関への事前説明。
●後継者教育：経営に必要な能力を習得するため、社内外で教育を実施（後継者育成講座の活用等）。
●株式や財産の分配：①後継者への自社株式・事業用資産の集中 ②後継者以外の相続人への配慮
●個人保証・担保処理：現経営者の個人保証について後継者も連帯保証人に加わることを求められる場合もある。

○事業承継は、「事業の継続」（及び 成長・発展）が目的である。
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２．事業承継の取組手順

事業承継ガイドライン H28 年12 月（中小企業庁）

・事業承継の取組手順として重要なことは、まず「会社の今」を見つめ直して、「経営の見える化」
と「会社の磨き上げ」を行っていくこと。

（１）現状把握
・後継者の有無、株主の状況、役員の状況、資産の状況、業績推移、主要な取引先、規定類等

（２）経営の見える化
・ＳＷＯＴ分析（強みと弱み）
・経営状況・経営課題等の把握

（３）会社の磨き上げ
・経営のスリム化：滞留在庫、遊休資産の処分等
・選択と集中：採算性のある部門への経営資源の集中等
・新規事業の立ち上げ：有望分野への進出等
・ガバナンスの強化：組織の再編、各種規定の見直し等
※後継者が後を継ぎたくなるような経営状態への引き上げ

（４）事業承継（計画策定～実行）
・株式等の事業用資産や代表権の承継時期等を記載した
「事業承継計画」の策定 → 「中期経営計画」の策定
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（１）承継時期の決定
① 事業承継の予定時期の決定
② 経営者の承継後の役割（会長、相談役等）
③ 経営者の引退後の生活設計

（２）後継者の選定
① 承継方法の選定（親族、従業員、取引先等）
② 経営者にふさわしい資質の選定
③ 家族会議で家族全員の了解を得る

（３）後継者の育成
① 社内での育成（ジョブローテーション）
② 社外での育成（他社での経験、各種セミナー受講）
③ 他社への就職で豊富な経験を積む

（４）社内体制の整備
① 組織・規定類の整備
② 経営幹部の処遇

（５）自社株式・事業用資産の承継
① 相続財産全部の配分基本方針
② 自社株式、事業用資産の配分、譲渡方法・時期
③ その他の相続人に対する配慮

・事業承継計画とは、経営計画に①事業承継の時期②後継者の育成③自社株式の移転（贈与）等の
対策を具体的に盛り込んだもの。

・事業承継計画は、「後継者と協力して作成すること」が成功のポイントとなる。

事業承継ガイドライン H28 年12 月（中小企業庁）

事業承継計画（例）

３．事業承継計画の作成 ※事業承継計画の作成が、今後の具体的な取組を進めていく際にも有効である。



8

（１）事業者向けの資料

□会社を未来につなげる10 年先の会社を考えよう（中小企業庁）
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170327shoukei.htm

□経営者のための事業承継マニュアル（中小企業庁）
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170410shoukei.htm

□事業引継ぎハンドブック ～M&A 等を活用した事業承継の手続き～（中小企業庁）
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150407hikitugi2.pdf

□令和元年度版中小企業経営者のための事業承継対策（中小機構）
https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/succession1/index.html

□中小M＆Aガイドライン（中小企業庁）
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

（２）支援者向けの資料

□令和元年度 事業承継支援マニュアル支援者向け（中小機構）
https://www.smrj.go.jp/tool/supporter/succession2/index.html

□中小M＆Aガイドライン（中小企業庁）※再掲
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

Ⅰ 基礎知識編（２）事業承継 概論

４．国等が提供する資料等 ※資料の入手は中小企業庁、中小機構のＨＰ等を参照

＜担当者に求められる水準＞

当内容を事業者のニーズや理解の度合いに合わせて
分かりやすく説明できる程度が目安。
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① 親族内承継 ② 親族外承継（役員・従業員） ③ 第三者承継（Ｍ＆Ａ）

メ
リ
ッ
ト

・一般的に後継者を早期に決定し、
長期の準備期間を確保できる。

・相続・贈与により、財産や株式を後継者
に移転できるため、所有と経営の分離を
回避できる可能性が高い。

・業務に精通しているため、
他の従業員などの理解を得やすい。

・特に社内で長期間勤務している従業員に承継
する場合は、経営の一体性を保ちやすい。

・身近に後継者として適任者がいない場合で
も、広く候補者を外部に求めることができ
る。

・現オーナー経営者が会社売却の利益を獲得
できる。

デ
メ
リ
ッ
ト

・親族内に経営能力と意欲がある者がいる
とは限らない。

・相続人が複数いる場合、後継者の決定・
経営権の集中が難しい。

（後継者以外の相続人への配慮が必要。）

・親族内承継と比べて、関係者から心情的に
受け入れられにくい場合がある。

・後継者候補に株式取得等の資金力がない場合
が多い。

・個人債務保証の引継ぎ等に問題が多い。

・希望の条件（従業員の雇用、売却価格等）
を満たす買い手を見つけるのが難しい。

・経営の一体性を保つのが難しい。

主
な
対
応
事
項

１．関係者の理解
□事業承継計画の公表
□経営者への権限委譲
□新経営体制の整備

２．後継者教育
□社内での教育
□社外教育・セミナーの受講

３．株式・財産の分配
□後継者へ経営権集中
□株式保有状況の把握
□財産分配方針の決定
□生前贈与の検討
□遺言の活用
□会社法の活用
□事業承継に係る資金調達の検討
□経営承継円滑化法の活用の検討

４．個人保証・担保の処理
□関係者との早期の調整

１．関係者の理解
□後継者候補の経営陣への登用の検討
□事業承継計画の公表
□現経営者の親族の理解
□新経営体制の検討

２．後継者教育及び募集
□社内での教育
□社外教育・セミナーの受講
□外部からの招聘の検討

３．株式・財産の分配
□後継者へ経営権集中
□会社法の活用
□資金調達の検討（株式買取資金、MBO）
□経営承継円滑化法の活用の検討

４．個人保証・担保の処理
□関係者との早期の調整

１．マッチングの検討
□承継方法の検討
（外部からの招聘、Ｍ＆Ａ）

２．株式譲渡・事業譲渡等（M＆Ａ）
□Ｍ＆Ａに対する理解
□Ｍ＆Ａ手法の検討
□仲介機関への相談

３．会社売却価格の算定
□自社株式売却価格の算定
□企業価値改善策の検討
（会社の磨き上げ）
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事業承継関連施策等フローチャート 相談窓口 具体的な内容

親
族
内
承
継

親
族
外
承
継

（
従
業
員
等

）

親
族
外
承
継

（
第
三
者
承
継

）

YES

NO

会社内に後継者候

補がいますか？

会社（事業）を残し

たいですか？

後継者候補は

親族ですか？

廃業の検討

後継者教育に不安があります

か？

■各地域の（独）中小機構

■各地域の商工団体

■金融機関、等

相続税（贈与税）が心配です

か？

■ 知的資産経営報告書の作成による事業の見える化

■ 事業承継計画を策定することによる計画的な取り組み

（経営承継円滑化法(事業承継税制)の特例承継計画の活用）

■ 経営改善 ■ 経営革新 ■ ITの活用 ■国際化

財産承継や相続紛争が心配

ですか？

■各地域の弁護士

■信託銀行

■中小企業庁(民法特例の申請)、等

事業承継に際しての資金調

達が 心配ですか？

■日本政策金融公庫

■都道府県窓口

後継者と一緒に経営全般を見

直したいですか？

■ 遺言、会社法の活用等の法務対策（弁護士、司法書士）

■ 遺言信託の活用（信託銀行等）

■ 経営承継円滑化法（遺留分に関する民法の特例）の活用

(中小企業庁)

■中小企業大学校

■各地域の商工団体、等

■ 後継者育成セミナーへの参加

（経営後継者研修（中小企業大学校・東京校）

■各地域の税理士

■都道府県窓口

■ 経営承継円滑化法（金融支援）の活用

（都道府県窓口、日本政策金融公庫）

■ 経営承継円滑化法（事業承継税制）の活用

（都道府県窓口）

■各地域の（独）中小機構

■各地域の商工団体

■金融機関、等

■知的資産経営報告書の作成による事業の見える化

■事業承継計画を策定することによる計画的な取り組み

（経営承継円滑化法（事業承継税制）の特例承継計画の活用）

■ 経営改善 ■ 経営革新 ■ ITの活用 ■ 国際化

後継者である従業員と一緒に

経営全般を見直したいです

か？

後継者である従業員の経営力

に不安がありますか？

■中小企業大学校

■各地域の商工団体、等

■ 後継者育成セミナーへの参加

（経営後継者研修（中小企業大学校・東京校））

事業を引き継ぐ従業員は、資

金を準備できますか？

■日本政策金融公庫

■都道府県窓口
■ 経営承継円滑化法（金融支援）の活用

（都道府県窓口、日本政策金融公庫）

従業員が事業を承継するにあ

たって、手続面が心配です

か？

各地域の弁護士、公認会計士、

税理士、司法書士、行政書士等

の専門家

■ 法務的事項 （弁護士、司法書士）

■ 株価の算定（公認会計士、税理士）

■事業引継ぎ支援センター

■民間M&A会社

■M&Aに取り組んでいる金融

機関

■第三者承継に対する相談対応（事業引継ぎ支援センター）

■民間M&A会社への紹介（事業引継ぎ支援センター）

■創業希望者とのマッチング（事業引継ぎ支援センター）

■買い手候補の選定（民間M&A会社、金融機関）

引継ぎ先を探していますか？

引継ぎ先が決まっていても、

手続面が不安ですか？

■事業引継ぎ支援センター

■各地域の弁護士、公認会計

士、税理士等の専門家

■事業引継ぎの進め方の全般的なアドバイス（事業引継ぎ支援セン

ター）

■財務（公認会計士）、法務（弁護士、司法書士）、税務（税理士）、

経営（中小企業診断士）、等に関するアドバイス

YES

NO

YES

NO



Ⅰ 基礎知識編（４）経営承継円滑化法（非上場中小企業向け事業承継税制）
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●事業承継税制（非上場中小企業向け）認定要件の緩和について（Ｈ３０年度 税制改正）
・国は、Ｈ３０年以降１０年（2018.1.1～2027.12.31）に限り、贈与税・相続税の負担を軽減する「事業承継税制」
を拡充。
・拡充後の「事業承継税制」を活用するためには、代表者や後継者、経営計画などを記載した「特例承継計画」
（※）を2023.3.31までに県に提出して確認を受け、2027.12.31までに実際に承継を行う必要がある。

※特例承継計画の内容：企業概要（資本金、従業員数）、代表者・後継者、後継者が株式等を取得するまでの計画（株式承継時期、経営上の課題・対

応）、承継後５年間の経営計画。上記に加え、認定経営革新等支援機関による所見等（指導、助言年月日）も必要
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2012/download/130408Shoukei.pdf中小企業庁事業承継税制



Ⅰ 基礎知識編（４）経営承継円滑化法（個人事業者向け事業承継税制）

12

●事業承継税制（個人事業者向け）の新規創設（令和元年度 税制改正）

・個人事業者の事業承継を促すため､１０年間限定（2019.1.1～2028.12.31）で､土地･建物･機械･器具備品等に係
る贈与税・相続税を100％納税猶予する制度を新たに創設。

・個人事業者について、先代経営者から後継者への事業用資産（土地・建物・機械等）の承継を円滑に進め、税負
担を理由にした廃業を防ぎ、個人事業主の世代交代を後押しする。

・新制度を利用するには、令和元年度から５年以内に「承継計画」を県に提出して確認を受ける必要がある。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2012/download/130408Shoukei.pdf中小企業庁事業承継税制

④ 10年間の時限措置

③ 納税額の全額（100％）が納税猶予

② 相続税だけでなく贈与税も対象

【診療機器】

① 多様な事業用資産が対象

事業を行うために必要な多様な事業用資産が対象
○土地・建物（土地は400㎡、建物は800㎡まで）
○機械・器具備品
（例）工作機械・パワーショベル・診療機器 等

○車両・運搬具
○生物（乳牛等、果樹等）
○無形償却資産（特許権等）
等

【工作機械】

生前贈与による早期の事業承継準備を支援

平成31年1月1日～令和10年12月31日の間
に行われる相続・贈与が対象

後継者の承継時の現金負担をゼロに



Ⅰ 基礎知識編（４）経営承継円滑化法（ 金融支援 ）
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●金融支援について

・承継後に生じる資金ニーズに対応するため、事業承継に伴って既に代表者が交代している中小企業者を
認定して金融支援を措置。

・Ｈ３０からは、これから承継を行おうとする中小企業者・個人がM&Aを行う際に生じる資金ニーズに
対応するため、金融支援の対象を拡充。

＜留意点＞
・都道府県知事の認定が必要。
・認定の有効期限は認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日。
・都道府県知事の認定の取得が、融資や保証を担保するものではない(各金融機関等の審査が別途行われる )。

都道府県知事

中小企業者・代表者・個人

制度の概要

事業を承継した
中小企業者・代表者

H30から支援対象に追加

これから承継を行おうとする
中小企業者・個人

【課題】
・相続による事業用資産の分散
・代表者交代による信用不安
・納税資金 等

【課題】
・株式、事業用資産の取得資金
の確保 等

認定申請

金融支援の対象

【支援措置】
保証協会による信用保証の特例
➢ 「中小企業者」に該当しない人も、認定を受ければ、

信用保証協会の保証を受けられるように。
➢「中小企業者」が、特例の対象となった場合、利用できる

金額の上限額が2倍に。

公庫融資の特例
➢「中小企業者」に該当しない人も、認定を受ければ、
日本政策金融公庫からの融資が受けられるように。

通常
普通保険（2億円）
無担保保険（8,000万円）
特別小口保険（1,250万円）

拡大
＋2億円
＋8,000万円
＋1,250万円



Ⅰ 基礎知識編（４）経営承継円滑化法（遺留分に関する民法特例）
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Ⅰ 基礎知識編（５）経営者保証解除に向けた支援
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Ⅰ 基礎知識編（５）経営者保証解除に向けた支援（事業承継特別保証制度）



Ⅱ 実務編
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Ⅱ 実務編（１）診断実施機関に求められる役割 ＝ 【伴走型支援】の徹底

18

・事業承継準備は、あくまでも「事業者の都合とペース」で進めるもの（例:事業承継スパン５～１０年） 。

早急に具体的な支援に結びつかない場合が多いが、事業者が「承継の意思」を固めた段階で「迅
速かつ適切な支援」ができるよう、日頃から診断実施機関が「事業承継全般のサポート」を行う
役割意識 を持つことが重要。
※当該年度に支援した案件は、次年度以降も継続フォローしていく必要がある。

年間100件

（年間50件）

高度化事業



Ⅱ 実務編（２）事業承継支援の流れ（例）

19

①事業承継診断
・身近な支援機関による経営者への「承継準備への気づき」の提供
※身近な支援機関：商工団体（商工会議所・商工会）・金融機関・各士業等

・自社組織内において課題の抽出・対応策の提示

②各種事業承継セミナー
・承継準備の啓発と支援策の普及 ★「対応すべき課題の洗い出しと優先順位付け」をしたい場合

【コース①】事業承継計画の策定支援

●専門家の指導のもと、具体的に今後どのように承継していくかシミュレーションし、
会社の１０年先を見据えた「事業承継計画」を策定します。

・承継前の総点検、課題の洗い出し
・承継に向けた全体プランの作成と各対策の優先順位付け

★承継にかかる個別課題について相談したい場合

【コース②】個別課題の解決支援

●承継の際に生じる個別課題に対して、
専門家による個別支援（相談・助言）を受けられます。

※相談内容については、別途ご相談ください。

【問い合わせ先】

群馬県事業承継ネットワーク事務局（電話：０２７－２２６－５６６５）

★事業者が「何から始めたらよいか分からない」場合

・事業承継に精通した中小企業診断士による２回の面談（１回 約２時間）
を通じて、各事業者毎の承継にかかる課題を整理し、今後とるべき対応に
ついて提案するとともに、その後の各種支援制度の紹介と繋ぎを行います。

※承継について漠然とした不安を抱えている事業者（経営者）に対して、「まずは、
診断士と一緒に課題の整理から始めましょう」などと利用を呼びかけてください。

【問い合わせ先】

一般社団法人 群馬県中小企業診断士協会（電話：027-288-0257）

↓事業承継に特化した【専門家派遣制度】です

↓中小企業診断士による課題の整理の支援です

支援ニーズを支援メニューにつなげる

＜支援対象＞
・親族内承継
・従業員承継
※事業譲渡等については

事業引継ぎ支援センター
にご相談ください。

★ 「事業承継診断」から「個社支援」まで 身近な支援機関による【伴走型支援】 ★

事業者の支援ニーズ の掘り起こし プッシュ型 事業承継支援 高度化事業【専門家派遣】

年間１００社まで
（１社あたり１５時間までの支援／例：１日３時間×５回）

事業承継ファーストサポート 事業

年間５０者まで
（１社あたり２回までの支援／例：１日２時間×２回）

その他の専門機関・専門家派遣（主なもの）

経営総合相談窓口（産業支援機構）（一般・経営革新・創業）

よろず支援拠点（ミラサポ）（全般・承継） 経営改善支援センター

群馬県事業引継ぎ支援センター（M&A等のマッチング・後継者バンク）

↓支援の起点

※事業承継ファーストサポート事業の枠（年間５０件）が終了した場合でも、
プッシュ型事業承継支援高度化事業の【コース①】事業承継計画の策定支援にて、
同様の支援（課題の整理）が受けられますので、
事業者に対して「ファーストサポート事業」及び「プッシュ型事業承継支援高度化事業」
の両事業の 積極的な利用呼びかけ をお願いします。



Ⅱ 実務編（３）【事業承継診断】の位置づけ

20

１．【事業承継診断】の必要性

○中小企業者にとって、事業承継は必ず定期的に発生する経営課題であるが、日々の業務に追われ、対策を後回しにしがちである。
→まずは【事業承継診断】を通じて、事業者に「気づき」を与えることが重要。
→「気づき」に加えて、さらに一歩踏み込んだ支援を行うため、課題の抽出と対応策の提示を行う
→あわせて、事業者の「支援ニーズ」を掘り起こして、「適切な支援」を提供する。

２．【事業承継診断】の目的

（１）事業者に対する承継準備への「気づき」の提供
・事業承継に向けた準備状況の確認を通して、自社の将来や望ましい承継のあり方について事業者自身に「考えるきっかけ」を与え、
早期かつ計画的な承継準備への取組を促す。

（２）事業者の「支援ニーズ」の掘り起こしと 事業者への「適切な支援」の提供
・診断を通じて事業者の「支援ニーズ」を掘り起こし、「適切な支援」につなげる。
・事業者に事業承継に関する相談窓口や支援事業があることを知ってもらい（情報提供）、必要に応じて相談窓口を紹介したり支援事業の利用を促す。

○相談窓口（例）
・群馬県事業承継ネットワーク事務局（事業承継全般）
・群馬県事業引継ぎ支援センター（中小企業のＭ＆Ａマッチング、後継者バンク）
・その他（よろず支援拠点、経営総合相談窓口、経営改善支援センター等）

○支援事業（例）
・事業承継ファーストサポート事業（中小企業診断士による課題の整理等の支援）
・プッシュ型事業承継支援高度化事業（事業承継の個別課題に対応した専門家派遣）
・その他の専門家派遣（ミサラポ等）

３．【事業承継診断】の流れ（支援機関の役割）

（１）事業者が質問に回答しながら「早期着手の必要性」について気づいてもらう。
↓

（２）回答内容から「何が課題か？」を事業者と一緒に考える。事業者によっては自機関において課題の抽出と対応策の提示を行う。
↓

（３）「支援の要否」について事業者に確認し、必要に応じて適切な支援を提供する。

４．【事業承継診断】のポイント

○身近な支援機関による「伴走型支援」の徹底
・身近な支援機関（商工会議所、商工会、金融機関、顧問先を有する士業等専門家等）が支援の起点となり、「診断→個社支援（専門家派遣等）」を
展開する。

・個社支援につないだ支援案件については、身近な支援機関がつないだ後も継続して関わり、次年度以降も継続的にフォローしていくことが重要。



Ⅱ 実務編（４）【事業承継診断】の実施方法（例）
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１．対象者

・群馬県内の中小企業者のうち、原則として経営者が概ね６０歳以上で、事業承継問題を抱えていると思われる事業者

２．内容

・当該事業者（経営者）と直接面談（対面実施）のうえ、「事業承継診断ヒアリングシート」に基づき聞き取り調査を行う。
・事業承継に向けた準備状況を確認するほか、未着手の場合は早期着手を促す。
・自社組織内において、当該事業者の課題の抽出と対応策の提示まで対応可能なものについては対応する。
・「支援の要否」について事業者に確認し、必要に応じて適切な支援を提供する。
※診断の実施方法については、それぞれの支援機関において、工夫の上、よいやり方で柔軟に対応する。

３．診断実施後の支援

・診断から顕在化した課題に関し、自社組織内で対応可能なものについては対応し、専門家等への相談が適当と判断される場合は、ケース毎に以下
の対応を行う。

①事業承継ファーストサポート事業（課題の整理）の活用（年間5０件まで）
・診断実施後、課題の整理が必要な事業者に対する支援として、中小企業診断士による相談を実施。

②プッシュ型事業承継支援高度化事業（専門家派遣）の活用（年間１００件まで）
・承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを通じた支援として専門家派遣を実施。

③その他の専門家派遣制度の活用
・ミラサポ専門家派遣制度
・よろず支援拠点（事業全般に関する総合的な支援が必要な場合）
・群馬県経営改善支援センター（現事業について経営改善が必要な場合）

④群馬県事業引継ぎ支援センターとの連携（親族外承継の場合）
・第三者承継や従業員への承継など「群馬県事業引継ぎ支援センター」への相談が適当と判断された場合には、経営者に当該センターを紹介する。

※診断実施機関は、可能な範囲で診断実施後の各支援活動に同席し、取組状況等についてフォローアップを行う（伴走型支援）。

※どのような専門家や専門機関への相談が妥当であるか判断に迷う場合は、群馬県事業承継ネットワーク事務局（承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）と相談の
上、適当な専門家や専門機関を選定する。

４．持参資料（支援ツール）例

□ 診断啓発チラシ
□ 事業承継診断ヒアリングシート
□ 中小企業庁発行の冊子「会社を未来につなげる 10年先の会社を考えよう」
□ 群馬県事業引継ぎ支援センター・後継者バンクのパンフレット
□ 各支援事業のチラシ（事業承継ファーストサポート事業、プッシュ型事業承継支援高度化事業ほか）
※支援ツールは、経営者との「対話のきっかけ」として必要に応じて活用する。



Ⅱ 実務編（４）【事業承継診断】の実施方法（注意事項）

22

１．支援の基本姿勢

・経営者との信頼関係の構築が支援のスタート。守秘義務についても伝え、安心と信頼の関係に留意しながら対話を進める。
・事業承継支援は、事業者の「人生の選択」に寄り添う支援でもあるので、経営者に対して敬意を払い真摯な姿勢（共感と傾聴）で接する。

２．支援にあたっての留意点

・中小企業の中には、組織的経営ができていなかったり、経営の所有と分離が不完全な事業者も多く、そのような場合は事業承継と贈与・相続を同時に検
討していくことになるが、経営と資産の承継においては「経営者」と「親族等の利害関係者」との相互理解が必要不可欠である。

・親族間の確執や相続トラブル等にならないよう、十分な配慮が必要。
・コンプライアンスの遵守を念頭に置き、自らの専門分野以外はコーディネーター（支援に係る情報提供等）として関与する。

３．専門家等へのつなぎ

・必要に応じて、個社支援、県事業「事業承継ファーストサポート事業」や国事業「プッシュ型事業承継支援高度化事業」の利用を勧める。
・無資格者の税務・法務相談はできないため、診断は一般的なアドバイスとし、個別事案については適切な専門家につなげる。

例：まずは、顧問税理士・顧問弁護士等への相談を勧める。

○税理士法 第５２条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」
・税については一般的な情報提供にとどめ、自社株式の評価額算定や税額算出等の具体的相談については税理士に相談してもらう。

４．経営者との対話手法（例）

・ポイント：①タイミング ②支援ツール（普及啓発チラシ等）の活用 ③気づきの提供（背中を押す言葉）

・各支援機関における日頃の業務活動で事業者と接する場面等を利用しながら、あわせて事業承継支援に関する情報提供も行うというスタンスで
アプローチすると、より自然な流れで実施できる。（各担当者が臨機応変に対応する。）
例：日常的な会話（世間話等）の後、経営者の様子を見ながら、切り出すタイミングを見計らう。

（普及啓発チラシ等を見せながら）「国や県では中小企業の事業承継問題を重く考えていて、「事業承継診断」の実施を進めています。
事業承継診断は、質問は１０問程度で時間も１０分程度です。何かの参考になるかもしれないので、試しに事業承継診断を受けてみませんか？」

・事業者によっては、ＹＥＳ・ＮＯの二択では容易に答えられないこともあるため、時には行きつ戻りつのヒアリングになることも踏まえ、
事業者の迷いや不安、意思決定のペースに付き添いながら、じっくりと耳を傾けて共感し傾聴する姿勢が大切。

・結論を導こうとしたり、意思決定を急がせる必要はなく、事業者に対して事業承継への取組について「考えるきっかけ」を与えることができればよい。
・専門機関等につなげる場合は、事業者の了解のもとで専門機関等に事前に連絡し、相談概要を伝えるなど、円滑な橋渡し（伴走型支援）をするように努

める。支援機関が、今後も事業承継相談の受け皿としての機能を担っていくことを伝える。

※事業者との対話にあたっては、担当者自身が予め「できる範囲」を明確にしてから臨むようにした方が気持ちに余裕が持てる。
適切な専門家につなぐことができれば、それだけでも十分な支援である。
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24

Ｑ１【後継者候補の有無】後継者候補はいますか？

＜背景＞
・後継者は経営者の資産と経営を集中させる対象であり、後継者の決定は事業承継対策の最優先事項です。
（後継者の不在＝事業承継の最大の停滞要因）
・将来に向けた構想の一部として漠然と考えているだけでは不十分です。
・後継者を決めないまま何年も経過している企業も多いため、

今回の診断をきっかけに後継者の決定について考えてもらってください。

＜留意点＞
・具体的な後継者候補の名前が出てくるか否かまで確認してください。
・名前を言いたくないという事であれば、無理やり聞き出す必要はありません。

Ｑ２【後継者候補に対する意思表示】候補者本人に「会社を託す意志があること」を明確に伝えましたか？

＜背景＞
・経営者から後継者へ会社を託す意思を表示することで、後継者に「経営者

としての自覚」を促す効果が期待できます。
・後継者に「経営者としての自覚」があると後継者教育の効果が高まるので、
早い段階での「会社を託す意思の伝達」が大切です。

（対話をしない期間はタイムロス）
例：ゆくゆくは家業を継いでもらいたい。やる気があるなら戻ってこい。

＜留意点＞
・経営者がそれとなく伝えているつもりでも、経営者の気持ちを後継者候補が

理解していないという場合が多くあります。
・経営者が会社の将来を託すことを明確に伝え、後継者候補が了解しているか

否かを確認してください。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

出所：会社を未来につなげる－10年後の会社を考えよう－（中小企業庁）

◆ 事業承継の３類型

① 親族内承継
② 親族外承継（役員・従業員）
③ 第三者承継（Ｍ＆Ａ）
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Ｑ３【後継者教育の状況】具体的な準備（候補者に対する経営者教育や人脈・技術等の引継）を進めていますか？

＜背景＞
・一人前の経営者になるためには、経営者としての心構えだけでなく、

営業・製造・人事労務・財務など、会社経営に関する幅広いスキル
やノウハウが必要になります。

・後継者教育のために必要な期間として、一般に５～１０年かかると
言われているので、早めのスタートが望まれます。

・後継者教育には、座学と実践を上手く組み合わせましょう。
・「地位と役割によって後継者を育てる」という考え方もあるので、
後継者を責任ある地位につけることも後継者教育の一環です。

＜留意点＞
・広範にわたる「後継者教育」に着手しているか否か、着手している場合は十分な成果が上がっているか等について確認してください。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

Ｑ４【関係者の理解】関係者（役員・従業員、取引先等）の理解や協力が得られるよう取組んでいますか？

＜背景＞
・会社を経営していくためには、従業員や取引先などの会社を取り巻く利害関係者と良好な関係を築いていくことが不可欠です。
・後継者の成長度合いに応じて、後継者である旨を「公表」していきます。

＜留意点＞
・従業員や取引先などに公表して理解が得られているか否か、また、公表を予定している場合はその時期等について確認してください。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

出所：会社を未来につなげる－10年後の会社を考えよう－（中小企業庁）
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Ｑ５【事業承継に向けた準備】（例：資産の承継、経営の見える化・会社の磨き上げ）
事業承継に向けた準備（資産の承継、財務、税務、人事等の総点検）に着手していますか？

＜背景＞

・事業承継には、会社の現状を正しく把握すること（経営の見える化）が重要です。
例：客観的な財務状況の把握、目に見えない強みの洗い出しなど

・改善や効率化が必要な業務については「磨き上げ」を行う必要があります。
例：経営のスリム化、本業の競争力アップ、経営体制の見直しなど

・承継を行う前に、「見える化」や「磨き上げ」を行い、事業承継の阻害要因を減ら
しておくことが望まれます。また、後継者教育の一環として、承継を進めて行く中
で、後継者と一緒に「見える化」や「磨き上げ」を行うことも考えられます。

＜留意点＞
・このような経営の「見える化」や会社の「磨き上げ」について、必要に応じて外部

専門家を活用するなどして着手しているか否かや、その進捗状況について確認して
ください。

・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

出所：会社を未来につなげる－10年後の会社を考えよう－（中小企業庁）

出所：会社を未来につなげる－10年後の会社を考えよう－（中小企業庁）
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Ｑ６【相談先の有無】事業承継の準備を相談する先がありますか？

＜背景＞
・中小企業における事業承継は、一般的には２０～３０年に一度しか発生しない経営課題であるため、社内にノウハウの蓄積が乏しく、

外部専門家の支援を仰がなければならない場合が多々あります。
・事業承継するにあたって「何から始めればいいか分からない」「誰に相談すればいいか分からない」経営者は数多くいます。
・顧問税理士に相談しているケースが一番多いと思われますが、事業承継の課題は税務だけではありません。

→必要に応じて「事業承継ファーストサポート事業」あるいは「プッシュ型事業承継支援高度化事業による個社支援（専門家派遣）」
の利用をお勧めしてください。

＜留意点＞
・信頼できる専門家に相談しているか否か、また、その専門家だけで十分な事業承継支援を受けられるか否かなどについて確認してく

ださい。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。
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Ｑ７【潜在的な後継者候補の有無】
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？

＜背景＞
・経営者は、普段あまり考えていなくてもこのような質問をされると「彼に託してもよい」と思える人物に思い当たることがあります。
・現在該当者がいなくても、状況が変われば（例：娘の結婚、有望な従業員の入社など）、結論が異なる性質の質問です。
・「潜在的な後継者候補」について一度徹底的に考えてもらうと、第三者承継（Ｍ＆Ａ）を選択する際にも迷いがなくなります。

＜留意点＞
・後継者候補に相応しい親族や役職員の名前を頭に思い浮かべてもらってください。
・会社を託しても良いと思える人物がいるか否かについて確認してください。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

Ｑ８【準備期間の有無】円滑な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
を行う準備期間が必要です。その時間を十分にとることができますか？

＜背景＞
・経営者の平均年齢：60歳、経営者の平均引退年齢：70歳

団塊の世代（1947年生～）も70歳を迎え、今後、団塊の世代の承継が課題。
・経営者の年齢や、引退まで残された期間の短さによっては、後継者に十分な教育や人脈の引継ぎを行えない可能性があります。
・後継者教育には、一般的に５～１０年かかると言われています。（例：暦年贈与など税務面の対策、経営者の人脈の引継ぎや技術・

ﾉｳﾊｳの伝承）
＜留意点＞
・事業承継には時間がかかるので、早急に取り組みを開始する必要があることを理解してもらってください。
・準備期間が十分にあれば解決できることも、準備期間が短いと「打つ手が限られる」ことがあります。
・意中の候補者がいたとしても、残された時間があまりない場合は、早急に取り組みを開始する必要があることを理解してもらってく

ださい。
→必要に応じて「事業承継ファーストサポート事業」あるいは「プッシュ型事業承継支援高度化事業による個社支援（専門家派遣）」

の利用をお勧めしてください。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

出所：会社を未来につなげる－10年後の会社を考えよう－（中小企業庁）
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Ｑ９【後継者に承継について打診していない理由】
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？ （例：後継者がまだ若すぎる）

＜背景＞
・打診しないまま、貴重な時間を失っている経営者に「気づき」を与える質問です。
・早めに打診して、「経営の見える化・会社の磨き上げ」や「後継者教育」等に関心を向けてもらうように促してください。
・後継者候補がまだ学生であるとか、他社で修行中であるなど、やむを得ない理由で正式に後継者として打診するに至っていない場合

もあります。

＜留意点＞
・正当な理由なく打診していない場合、その裏側に様々な問題・課題が隠れていることが想定されます。
・可能な範囲で、経営者の悩み・迷いを聞いてください。
・打診の言葉は「会社を継いでもらいたい」という気持ちが伝われば十分です。
・なお、親子間の複雑な問題など、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

Ｑ１０【譲渡先の有無】事業を売却や譲渡などによって引き継ぐ相手先の候補（事業譲渡先）はありますか？

＜背景＞
・Ｑ１とＱ７で「いいえ」と回答した場合、事業を存続させるためには、「経営者の外部招へい」か「第三者への譲渡」をする必要が

あります。（経営者の外部招へいや第三者への譲渡をしない場合は、最悪の場合、「廃業」に至ってしまいます。）
・従業員を雇用している黒字の会社が廃業する場合、地域経済や支援機関にとっても痛手です。

廃業を回避するために、第三者承継（Ｍ＆Ａ）という手段も検討してみるようアドバイスしてください。
→必要に応じて「群馬県事業引継ぎ支援センター」への相談をお勧めしてください。

＜留意点＞
・親密な取引先や、優秀な経営者のいる同業者などに譲渡したい、などと考えている経営者もいますので、譲渡候補先の有無について

確認してください。
・第三者承継（Ｍ＆Ａ）にネガティブな印象を持っている経営者もいますが、事業承継のための「１つの手段」であることを説明して

ください。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。
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Ｑ１１ｰ①【相談先の有無】事業の売却や譲渡について、相談する専門家はいますか？

Ｑ１１ｰ②【相談の状況】 事業の売却や譲渡について、実際に相談を行っていますか？

＜背景＞
・最近では各地域でM&Aセミナーが開催されており、M&Aに詳しい専門家が存在するため、既にこういった支援者に相談している場

合があります。
・一方で、第三者に承継しようと思っていても、どこに相談していいか分からない経営者も多くいます。
・小規模Ｍ＆Ａのマーケットはこれから形成される方向ですが、「群馬県事業引継ぎ支援センター」が中核的な役割を担っています。

＜留意点＞
・事業の売却や譲渡の状況について確認し、お困りの経営者がいれば「群馬県事業引継ぎ支援センター」を紹介してください。
・なお、経営者が言いたくない部分については、無理やり聞き出す必要はありません。

出所：会社を未来につなげる－10年後の会社を考えよう－（中小企業庁）
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必要に応じて、次の専門機関をご紹介ください。

群馬県産業支援機構

前橋市亀里町８８４－１
群馬産業技術センター内

群馬県の中小企業に対する
経営支援の中核機関



Ⅲ ケーススタディー（サポート事例）
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Ⅲ ケーススタディー 事例１：《親族内承継》 Ａ社（製造業）への支援事例

１ 事例のポイント（事例企業の現状と課題）

経営の改善と事業の承継を一体的に進めていくケース
（経営改善計画を作成し金融支援を受けている企業）
経営の改善と事業の承継を一体的に進めていくケース
（経営改善計画を作成し金融支援を受けている企業）

①娘婿を後継者と決め入社させたところ。
②経営改善計画を作成し計画１年目。
③経営者は経営状況を良好なものにしてから継がせたいと
いう思いが強い。
④承継時期を７年後と決めており、対策の優先順位づけや
スケジュール作成は着手し易いものと考えられる。

２基本事項

① 経営改善計画の着実な履行
・後継者に対し経営状況、計画内容等説明し理解してもらい一緒
に取り組んでいくことで、後継者の不安払拭を図る。一体的な行
動は後継者教育にもつながっていく。
② 後継者のマネジメント能力の醸成
・財務、労務、営業、工場管理、調達など社長の行っている業務
について順次経験させるとともに計画的に権限の委譲を進める。
関連して経営に関する知識の習得にも努める。
③ 後継者への株式移転
・株価の安い今のうちに、売買や暦年課税制度の活用により社長
の持つ株式（全体の２／３）を後継者に計画的に譲渡する。
経営権の集中で経営者としての自覚、責任感も醸成される。
④ 事業承継計画の作成
・後継者の業務ローテーション、持株比率、関係者への周知など
事業承継計画表に落とし込む形で整理していく。会社の事業計画
数値については経営改善計画とリンクさせていく。

こう

(1)業種: 製造業

(2)資本金: 3,000千円 (3)従業員数: 16人

３ 課題解決に向けた提言

５ サポート時の注意点等

４ サポート後のA社の状況

(4)経営者と後継者の年齢: 経営者65歳、後継者40歳

(5)企業概況: 売上規模171,000千円、過去に行った設備投資
等の影響で大幅な債務超過であるが、直近では3期連続の売上
増加と利益確保で業績は改善傾向である。高い技術力が強みで
受注は安定的に推移。

(6)株主構成：（代取）６７％ （取締役：代取実弟）３３％

(7)家族構成：
・経営改善への取り組み、後継者教育などについては、よろず
支援拠点等の公的機関の支援も積極的に活用していく。ポスト
事業承継を見据え長期的な視野で考えている。

・承継の取組み事項は経営者を説得することではなく、理解
と納得により実行してもらうものである。
・社長の思い（こういう会社にしてほしい）と後継者の思い
（こういう会社にしたい）を共有してもらうことが大切。

（後継者）

３８歳

現場

４０歳

現場・技術

父 母

長女 夫（娘婿）

６５歳

代取

６４歳

取締役

経営全般 事務
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Ⅲ ケーススタディー 事例２：《親族内承継》 Ｂ社（製造業）への支援事例

１ 事例のポイント（事例企業における課題）

後継者は決まっているが、承継準備に未着手のケース
（日々の仕事に追われ取り組みが遅れがちな企業）
後継者は決まっているが、承継準備に未着手のケース

（日々の仕事に追われ取り組みが遅れがちな企業）

２基本事項

① 家族の合意形成
・長男への承継は既定方針であるが、本人の意志、覚悟について
話し合いの機会はなかったという。家族会議の開催をアドバイス。

② 後継者の育成
・現状の社長の担当する業務を整理した上で、少しづつ権限の移
譲を進めて行く。社長業務の経験を通じて後継者のマネジメント
能力の向上を図っていく。

③ 技術の伝承
・社長個人のもつ製造ノウハウ、設備機械の保守技術などを手順
書の作成、OJTの計画的な実施等で社内に残していく。

④ 事業承継計画の作成
・②～③の内容を整理し事業承継計画に落とし込んでいく。

計画立案は家族ぐるみの作業とすることなど提案。暫定でも
よいので承継時期を定めることが必要。

(１)業種: 製造業

(２)資本金: 10,000千円 (３)従業員数: 8名

３ 課題解決に向けた提言

５ サポート時の注意点等

４ サポート後のＢ社の状況

(４)経営者と後継者の年齢: 経営者70歳 後継者 40歳

(６)株主構成
代取（父） 56％
取締役（母）19％
社員（長男）15％
社員（次男）10％

・現場改善に着手し生産性の向上に努める決意。利益重視の
姿勢で経営に臨むという。
・承継の目安を５年後とし準備を始めることにする。まずは暦
年贈与により長男への株式を移転を計画的に進める。

・承継は親族内の問題という意識が強く、外部の人には相談し
づらい面がある。家族の問題は他者には話たくないデリケート
な問題でもあり、無理に聞き出すことは避ける。

（7)家族構成

①既存顧客との取引は安定的であるが、売上は頭打ちである。
②当社の強みである生産技術開発力が社長個人の能力、ノウハウ
に依存している。
③主要な事業用資産は会社名義である。役員借入金については承
継を機会に適切に処理しておく必要がある。
④経営理念の再確認、経営ビジョンの明確化に先ずは着手する。

(５)企業概況: 売上規模41,000千円、毎期利益確保するも利益
率は低い。純資産はプラスである。独自の技術が評価され受注は
安定的であるが、設備の老朽化が懸念事項。

（後継者）
４０歳 ３４歳

当社勤務 当社勤務

現場管理 現場作業

父 母

長男 次男

７０歳 ６５歳

代取 取締役

会社経理経営全般・技術
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Ⅲ ケーススタディー 事例３：《親族内承継》 Ｃ社（卸売業）への支援事例
１事例のポイント（事例企業における課題）

後継者は決まっており株式譲渡も終わっている、事業承継時期が
未決定
後継者は決まっており株式譲渡も終わっている、事業承継時期が
未決定

２基本事項

① 家族の合意形成
・長男への承継は既定方針であるが、事業承継の時期、プロセス、
株式以外の資産承継に就いて合意形成を図る。
② 知的資産の承継
・現状の社長の担当する業務を整理した上で、社長の知的資産の
承継方法を検討し実行する。
③ 後継者教育
・社長としての心構え、管理能力、財務能力、営業力、危機管理
能力を身につける。
④ 中期経営計画の策定・推進
・当社は創業以来順調に業績を伸長させてきたが社長のワンマン
コントロールを脱した組織経営が課題である。また、将来を見据
えた財務戦略立案も重要である。
社内若手社員を巻き込み中期経営計画を策定・推進することによ
り事業承継を円滑に進める。

(１)業種: 卸売業

(２)資本金: ５,000千円 (３)従業員数: １１名

３課題解決に向けた提言

５サポート時の注意点等

４サポート後のＣ社の状況

(６)株主構成
代取（父） ２２％
取締役（母） １７％
後継者（長男）５８％
後継者妻 ３％

・中期経営計画の策定・推進を行う。
・プッシュ型事業承継支援強化事業を利用して多方面からアド
バイスを受け事業承継を進めている。

・面談時、事業承継の時期について社長と後継者、家族内の合
意形成がなされておらずヒアリングに苦労した。
・後継者と単独のヒアリングを行い後継者の意向を把握した。
・社長、後継者のそれぞれの「想い」を聞き出し提案すことが
必要であると感じた。

（７)家族構成

①長男への事業承継は既定方針で株式の移転は完了している。
②関連会社の株式が分散している。
③現社長の知的財産、ヒトの承継は未着手である。
④後継者は入社以来営業業務等の経験を有するが経営全体の知識、
経験は不足している。

(５)企業概況: 創業以来業績は順調に推移し、直近の売上高は
約１４０百万円、過去３期売上高は横ばい傾向。借入金は５０百
万円、自己資本比率は４７％

父 母

長男 長女

67歳
取締役専務
経理

70歳
代取

経営全般

35歳
取締役常務
営業

30歳
既婚

(４)経営者と後継者の年齢: 経営者7０歳 後継者 35歳
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Ⅲ ケーススタディー 事例４：《親族内承継》 Ｄ社（製造業）への支援事例
１事例のポイント（事例企業における課題）

後継者候補は決っているが、承継準備は未着手である
（経営改善計画を作成し金融支援を受けている企業）
後継者候補は決っているが、承継準備は未着手である
（経営改善計画を作成し金融支援を受けている企業）

２基本事項

① 経営改善計画の着実な推進
・後継者に対し経営状況、計画内容等説明し理解してもらい一緒
に取り組んでいくことで、後継者の不安払拭を図る。一体的な行
動は後継者教育にもつながっていく。
② 知的資産の承継
・現状の社長の担当する業務を整理した上で、社長の知的資産
（・経営理念・経営者の信用・取引先との人脈・従業員との社長
の人間関係・技術・ノウハウ・免許・顧客情報等）の承継方法を
検討し実行する。
③ 後継者教育
・社長としての心構え、管理能力、財務能力、営業力、危機管理
能力等を社外商工団体等の行う後継者塾等への参加により身につ
ける。
④ 事業承継計画の作成・推進
・後継者の業務ローテーション、株式譲渡、社内、社外への
公表・周知などを事業承継計画表に落しこみ整理していく。

(１)業種:製造業
(２)資本金: 10,000千円 (３)従業員数: 13名

３課題解決に向けた提言

５サポート時の注意点等

４サポート後のＤ社の状況

(４)経営者と後継者の年齢: 経営者70歳 後継者 45歳

(６)株主構成
代取 100％

・経営改善計画の着実な推進。
・社長のネットワークの引き継ぎと後継者への社長業とは何か
を自分で考え行動するよう指導する。

・面談は現社長との面談であり事業承継を考えていたが何から
手をつけて良いか迷っていたとのことであった。
・事業承継とは何を引継ぐことなのかを最初に理解して貰った。
・現在の経営改善計画を後継者と共に取組むことを助言した。

（７)家族構成
代取 70歳
代取妻 70歳

①後継者候補は工場長（代取の弟）子息である。
②現社長は二代目で経営全般、弟が工場長である。
③現社長の知的財産、ヒトの承継は未着手である。
④後継者は溶接部門を担当し（他にプレス部門がある。）技術者
としては優れているが営業力、マネジメント力に弱い。

(５)企業概況: 当社は大手自動車部品メーカーの下請でマフ
ラー部品製造を行っている。優れた溶接技術、熟練工の匠の技が
強みである。直近3期赤字決算であり債務超過が継続し、その額
も増加している。
経営改善計画作成し推進中である。
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Ⅳ 診断実施後の支援メニュー
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【県事業】（ﾌｧｰｽﾄｻﾎﾟｰﾄ事業） と 【国事業】（ﾌﾟｯｼｭ型事業承継支援高度化事業）の位置づけ

支援の流れ 【事業承継診断】 【課題の整理】 【個社支援（専門家派遣）】

県事業 － －

国事業 －

専門家派遣の利用に向けた補助階段

２コースにより支援する。

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（県事業と国事業の位置づけ）

①承継計画策定支援（後継者ありのケース）
②個別課題への対応
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※事業承継ファーストサポート事業の枠（年間５０件）が終了した場合でも、
プッシュ型事業承継支援高度化事業の【コース①】事業承継計画の策定支援にて、
同様の支援（課題の整理）が受けられますので、事業者に対して
「ファーストサポート事業」及び「プッシュ型事業承継支援高度化事業」の両事業の
積極的な利用呼びかけ をお願いします。

【申込み方法】※申請期間：令和２年５月～令和３年２月末まで

（１）[事業者]と[事業承継診断を実施した支援機関]の連名でお申し込みください。
（２） [様式１－１]及び[様式１－２]に必要事項を記入の上、決算書（直近３期分）

の写し（※）とあわせて、以下の申込み先まで郵送（簡易書留）でお申し込み
ください。（[様式１－２]は、記入できる範囲で構いません。）
※決算書については、第１回の面談の際に持参いただくのでも構いません。

【申込み先】
・一般社団法人 群馬県中小企業診断士協会（電話：０２７－２８８－０２５７）
・〒371-0854 群馬県前橋市大渡町１-１０-７ 群馬県公社総合ビル ５階
・事前にお電話で申込状況について確認の上、申請してください。

【申込み方法】※申請期間：令和２年４月～令和３年１月８日まで
（１） [事業者]と[事業承継診断を実施した支援機関]の連名でお申し込みください。
（２） [様式１－１]及び[様式１－２]に必要事項を記入の上、以下の申込み先まで

お申し込みください。

①申請者が派遣専門家を指定する場合（例：自社の顧問税理士にお願いしたい場合）
・申し込みの際に「派遣を希望する専門家」を指定して申請してください。
・１企業あたり１５万３千円（税込）を限度額として、専門家に謝金（※）をお支払いします。
※１時間あたり１万２百円（税込）、１日の上限額５万１千円（税込）

（複数の専門家をご希望の場合は、別途ご相談ください。）

②申請者が派遣専門家を指定しない場合
・ネットワーク事務局にて「適切な専門家」を選定の上、派遣します。

【申込み先】
・群馬県事業承継ネットワーク事務局（電話：０２７－２２６－５６６５）
・〒379-2147 群馬県前橋市亀里町８８４－１（群馬産業技術センター内）
・事前にお電話で申込状況について確認の上、申請してください。

事業承継ファーストサポート 事業

年間５０社まで
（１件あたり２回までの支援／例：１日２時間×２回）

プッシュ型 事業承継支援 高度化事業【専門家派遣】

年間１００社まで
（１件あたり１５時間までの支援／例：１日３時間×５回）
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Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（１）事業承継ファーストサポート事業

（１）対象事業者
・「事業承継診断」を受けた県内中小企業者のうち、診断実施機関

（商工団体･金融機関等）が特に準備の必要性があると判断した
事業者。

（２）支援件数：年５０件まで（面談２回）（相談無料）
・群馬県が（一社）群馬県中小企業診断士協会に業務委託して、支

援を実施。

（３）募集期間
・令和２年５月８日～令和３年２月末まで
※申込みが予算上の上限である５０件に達した時点で事業終了と

なります。

（４）申込み方法
①[事業者]と[事業承継診断を実施した支援機関]の連名でお申し込みく

ださい。
②[様式１－１]及び[様式１－２]に必要事項を記入の上、決算書（直近

３期分）の写し（※）とあわせて、以下の申込み先まで郵送（簡易
書留）でお申し込みください。（[様式１－２]は、記入できる範囲で
構いません。）

※決算書については、第１回の面談の際に持参いただくのでも構いま
せん。

□趣旨
事業承継診断を受けた県内中小企業に対して、承継に係る課題を整理し

た上で専門家等へ適切にコーディネートするための助言と指導等を行う。

【申込み先】（業務委託先）
・一般社団法人群馬県中小企業診断士協会

（事業承継ファーストサポート事業）
・〒371-0854群馬県前橋市大渡町１－１０－７
・電話：０２７－２８８－０２５７（申込みに関する問い合わせ先）
・E-mail：jsmeca10@jade.dti.ne.jp
※事前にお電話で申込状況について確認の上、申請してください。



40

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（２）プッシュ型事業承継支援高度化事業①(事業承継計画策定支援)
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Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（２）プッシュ型事業承継支援高度化事業②(経営者保証解除支援)



経営者の悩み 対応する支援メニュー
・承継準備 何から始めればよいか分からない
（課題の整理）

●事業承継ファーストサポート事業
（中小企業診断士協会）

・承継準備に向けた具体的な計画を作りたい
（事業承継計画の策定）

●プッシュ型事業承継支援高度化事業
（群馬県事業承継ネットワーク事務局）

・承継前の総点検をしたい
（経営の可視化、磨き上げ支援）

■県総合相談窓口（相談・専門家派遣）
■よろず支援拠点 （相談・専門家派遣）

・承継後の事業見直しをしたい
（後継者による経営革新等に対する支援）

・後継者不在のため、後継者を探したい
（Ｍ＆Ａ相談、後継者マッチング） ■事業引継ぎ支援センター（相談・支援）

・円滑に廃業したい
（廃業に向けた適切な助言）

・債務を整理したい
（事業再生支援等） ■中小企業再生支援協議会（相談・支援）

・経営を改善したい
（経営改善計画の策定） ■経営改善支援センター（相談・支援）

群馬県産業支援機構

前橋市亀里町８８４－１
群馬産業技術センター内

・その他の事業承継に係る相談 ■群馬県事業承継ネットワーク事務局

↓ 以下の専門機関は、全て「群馬産業技術センター」（産業支援機構）内にあります。

■県総合相談窓口（相談・専門家派遣）
■よろず支援拠点 （相談・専門家派遣）

群馬県の中小企業に対する
経営支援の中核機関

（公財）群馬県産業支援機構

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（３）群馬県産業支援機構内の専門機関
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■中小企業再生支援協議会（相談・支援）

・経営者保証解除に向けた支援を受けたい ■群馬県事業承継ネットワーク事務局



■群馬県事業承継ネットワーク事務局（群馬産業技術センター２階）

支
援
内
容

①専門家派遣（プッシュ型事業承継支援高度化事業）
・中小企業の「事業承継計画の策定」「事業承継に係る個別課題の解決」を支援するため、

専門家派遣（事業名：プッシュ型 事業承継支援 高度化事業）を行います。

②経営者保証解除に向けた支援
・経営者保証に関するガイドラインの充足状況の確認と、経営者保証解除の可否の判断に資する情

報の整理・見える化を行い、今後の取組をアドバイスします。

③事業承継全般に関する相談対応
・各支援案件について相談等がある場合は、承継ＣＯ（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）あてお気軽にご相談ください。
・プッシュ型事業の利用以外にも、必要な支援をご案内します。

診
断
後
の
利
用
例

①専門家派遣（プッシュ型事業承継支援高度化事業）
【コース１】事業承継計画の策定支援（対応すべき課題の洗い出しと優先順位付けをしたい場合）

○専門家の指導のもと、具体的に今後どのように承継していくかシミュレーションし､

会社の１０年先を見据えた｢事業承継計画｣を策定します。
・承継前の総点検、課題の洗い出し
・承継に向けた全体プランの作成と各対策の優先順位付け

【コース２】個別課題の解決支援（事業承継にかかる個別課題について相談したい場合）
・承継の際に生じる個別課題に対して、専門家による個別支援（相談･助言）を受けられます。

※相談内容については、別途 事務局にご相談ください。

電話 ０２７－２２６－５６６５ F A X ０２７－２２６－５６６６

ﾒ ｰ ﾙ syoukei@g-inf.or.jp 受付 月～金曜日 8:30～17:15 （土日・祝祭日・年末年始を除く）

ＨＰ https://www.g-inf.or.jp/syoukei/index.html

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（３）群馬県産業支援機構内の専門機関

43



支
援
内
容

①事業引継ぎ支援センター
・中小企業者の事業引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）に関する課題解決を具体的に支援します。

②後継者バンク
・後継者不在の小規模事業者（主に個人事業主）と創業を志す個人起業家のマッチ
ングを行います。

診
断
後
の
利
用
例

・後継者がいないため、第三者承継や事業譲渡など「群馬県事業引継ぎ支援セン
ター」「後継者バンク」への相談が適当と判断された場合には、経営者に当該セ
ンターを紹介してください。

・Ｍ＆Ａ等について、常駐する専門家による相談が無料で受けられます。

＜支援内容＞
・事業引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）に必要な助言や専門家の紹介、マッチング、資料作成等の
支援を行います。

電話 ０２７－２６５－５０４０ F A X ０２７－２６５－５０４９

ﾒ ｰ ﾙ hikitsugi@g-inf.or.jp 受付 月～金曜日 8:30～17:15 (土日・祝祭日・年末年始を除く）

ＨＰ https://www.g-inf.or.jp/html/regeneration_003.html
https://g-inf.or.jp/html/regeneration_004.html

■群馬県事業引継ぎ支援センター・後継者バンク（群馬産業技術センター２階）

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（３）群馬県産業支援機構内の専門機関
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支
援
内
容

・中小企業の経営上の課題を解決するため、マネージャーが無料で何度でも相談に応じ、適切な
助言を行います。

・経営上の様々な課題について相談が可能です。
製造業・飲食業・サービス業など、あらゆる分野の方からの相談に対応しています。

診
断
後
の
利
用
例

●総合相談窓口マネージャー
・利用例：承継前の総点検、承継しやすい体制作り、後継者教育、見える化・磨き上げ等

氏名 専門分野 在籍日
小泉 靖 生産管理、現場改善、事業承継 月（第１・第３）・水・金
小林 広之 経営全般、事業計画、IT 月（第２・第４）火・木
塩谷 憲一 海外展開支援、財務・資金 月・火
田沼 昇一 創業支援・人材育成 月、水、木（第１・第３）、金
片亀 光 環境、省エネ 毎月１日 ※要問い合わせ
高橋 章郎 経営全般 火、水（第１・第３）、木

●専門家派遣（県総合相談窓口）
・県総合相談窓口を通じて、専門家派遣を受けられます。（中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、
ＩＴｺｰﾃﾞｨﾈｰ ﾀｰ等､産業支援機構に届出を行っている中から最適な専門家を派遣します｡)

① 一 般：企業負担 １回20,370円＋旅費の1/2（１企業あたり派遣回数：原則５回まで／年間５社）
② 創 業：企業負担 １回 2,547円 （１企業あたり派遣回数：原則３回まで／年間５社）
③ 経営革新計画フォローアップ：企業負担 なし （１企業あたり派遣回数：原則３回まで／年間５社）

電話 ０２７－２６５－５０１３ F A X ０２７－２６５－５０７５

ﾒ ｰ ﾙ g-soudan@g-inf.or.jp 受付 月～金曜日 8:30～17:15 （土日・祝祭日・年末年始を除く）

ＨＰ https://www.g-inf.or.jp/html/consultation_001.html

■県総合相談窓口（群馬産業技術センター１階）

※全員非常勤なので、予約後の来所をおすすめしてください。

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（３）群馬県産業支援機構内の専門機関
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■よろず支援拠点（群馬産業技術センター１階）

支
援
内
容

・よろず支援拠点は、中小企業・小規模事業者の経営の悩みを解決する無料の相談所（あらゆる経
営課題の相談窓口）です。

・各分野の知識を有する専門家を配置し、総合的先進的経営アドバイスを行います。

診
断
後
の
利
用
例

●コーディネーター（計２０名）

●ミサラポ専門家派遣
・よろず支援拠点等を通じて、ミラサポ専門家派遣を受けられます。
・企業負担なし（無料）（１企業あたり派遣回数：原則３回まで ※事業承継に限り５回まで）

電話 ０２７－２６５－５０１６ F A X ０２７－２６５－５０７５

ﾒ ｰ ﾙ yorozu@g-inf.or.jp 受付 月～金曜日 8:30～17:00 （土日・祝祭日・年末年始を除く）

ＨＰ https://www.yorozu-gunma.jp/

氏名 専門分野 在籍日

小畑 満芳
木島 隆
平本 善則
朝岡 伸江
芦田 健一
中山 一郎
笹尾 博樹
伊井 忠史
古越 直人
吉村 守
阿左美 義春
瀬古 裕美
松本 拓海
山内 弘一
薗田 直子
石坂 泰一
内田 詠子
江原 伸広
関田 淳二
栗原 貴志

経営戦略策定・マーケティング
営業戦略・情報セキュリティ
事業計画策定・IT活用
IT活用・人材育成
事業計画策定・経営革新支援
事業計画策定・経営革新支援
事業再生支援・事業承継・税務
雇用・労務
商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ・商品開発･店舗ﾃﾞｻﾞｲﾝ
現場改善・ものづくり
事業計画作成・Webﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
販路開拓・商品開発・地域資源活用
税務・創業支援 ・事業承継
ものづくり・販路開拓
人事・労務
ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ｳｪﾌﾞ･広告デザイン
商品開発・販路開拓・農商工連携
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・事業計画策定・創業支援
事業承継・経営改善
経営相談・債権回収・労務管理・事業
承継・廃業

月・火・金
木（月２回）・金
月・水・金（第2,3）
金
水・木
火・木・金
月
水
火・金
月・金
火・木
水・木
金
火（第1,3）・水・木
月（第3,4,5）・金（第1,2）
月
火・金（第1,3）
月・水（第2,4）・木（第1,3）
火・水（第1,3）・木（第2,4）
週１（曜日不定）

＜ミラサポ専門家派遣・支援分野＞

1.経営革新 2.地域資源活用
3.農商工等連携 4.連携 5.海外展開
6.創業 7.事業再生及び再チャレンジ
8.事業承継 9.ものづくり
10.ITを活用した経営力強化
11.知的資産経営 12.雇用・労務関係
13.資金繰り 14.販路拡大・販促支援
15.債権保全・債権回収 16.契約・取引
17.BCP 18.輸出管理 19.IT導入補助金

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（３）群馬県産業支援機構内の専門機関
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Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（３）群馬県産業支援機構内の専門機関
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電話 ０２７－２６５－５０６１ F A X ０２７－２６５－５０６９

ﾒ ｰ ﾙ saisei@g-inf.or.jp 受付 月～金曜日 8:30～17:15 （土日・祝祭日・年末年始を除く）

ＨＰ https://www.g-inf.or.jp/html/regeneration_001.html

支
援
内
容

・経営環境の悪化しつつある中小企業の再生への取り組みを支援するため、地域関係機
関や専門家の協力を得て、個別事例に応じて相談・助言、取引・金融などのあっせん、
あるいは、経営改善計画の策定支援など、きめ細やかな再生支援を行っていきます。

＜対象企業＞
・財務上の問題（キャッシュフローの不足等）を抱える中小企業
・事業の将来性の見通しは明確であるが、関係者間の調整が必要な中小企業

診
断
後
の
利
用
例

・中小企業の経営や企業再生に通じた
専門家７名が駐在し、相談に応じる
とともに、経営環境の悪化しつつあ
る中小企業で再生への取組支援が必
要な場合に、専門家による個別支援
チームのサポートを実施します。

■中小企業再生支援協議会（群馬産業技術センター２階）



■経営改善支援センター（中小企業再生支援協議会内・群馬産業技術センター２階）

支
援
内
容

・認定支援機関（中小企業診断士､税理士等）による経営改善計画（４０５事業および
プレ４０５事業）の策定およびフォローアップ費用の一部を補助することで、中小企
業の経営改善を支援します。

＜対象企業＞
・経営改善の策定支援を受けることで、金融機関からの支援（条件変更や新規融資）
が見込める中小企業・小規模事業者

診
断
後
の
利
用
例

・現事業について
経営改善が必要な場合に、
経営者に当該センターを
紹介してください。

＜費用補助＞
・認定金融機関による経営改善計画
の策定にかかる費用の３分の２

※ただし、一定の要件と上限の設定
がありますので
詳細はお問い合わせください。

電話 ０２７－２６５－５０６４ F A X ０２７－２６５－５０６９

ﾒ ｰ ﾙ kaizenshien@g-inf.or.jp 受付 月～金曜日 8:30～17:15 （土日・祝祭日・年末年始を除く）

ＨＰ https://www.g-inf.or.jp/html/regeneration_002.html

Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（３）群馬県産業支援機構内の専門機関
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Ⅳ 診断実施後の支援メニュー（４）その他の支援制度（事業承継補助金ほか）

買
い
手
支
援
型

○補助対象
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小
規模事業者であり、以下の①～②のすべての要件を満たすこと※１。
① 事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、シナジーを活かし

た経営革新等を行うことが見込まれること。
② 事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、地域の雇用をは

じめ、地域経済全般を牽引する事業を行うことが見込まれること。
○対象経費：謝金、旅費、外注費、委託費
○補助上限額：２００万円
○補助率：補助対象経費の３分の２

売
り
手
支
援
型

○補助対象
事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予
定(又は行われた※２)の中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満
たすこと※１。
地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業を行っており、事業再
編・事業統合等により、これらが第三者により継続されることが見込まれ
る（又は継続された※２）こと。
※１ 要件等については、今後の検討状況によっては変更があり得ること

に留意すること。
※２ 廃業費用を活用する場合に限って、事業再編・事業統合等に伴い自

社が有する経営資源の引継ぎが行われた者も対象とする。
○対象経費：謝金、旅費、外注費、委託費

（廃業費用）廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費
○補助上限額： ６５０万円 ※廃業費用を活用しない場合は２００万円
○補助率：補助対象経費の３分の２

事業承継補助金 経営資源引継ぎ補助金※1次公募受付終了

公募期間：2020年7月13日(月)～8月22日(土)19：00(オンライン申請)
2020年7月13日(月)～8月21日(金)※(郵送申請)※当日消印有効

（経営資源引継ぎ補助金事務局）TEL：０３－６６２９－９１３４



Ⅴ 参考データ
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Ⅴ 参考データ （１）地域別 県内総生産

・地域別の県内総生産は、中部、西部、東部地域で製造業の占める割合が高く、吾妻地域、利根沼田地域ではサービス
業の割合が高くなっている。

・特に東部地域は、製造業が占める割合が４５％であり、当該地域にものづくり産業が集積している。

吾妻地域
（中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻

町）

サービス業
24%

不動産業
19%

電気・ガス・

水道業
10%

製造業
7%

建設業
7%

卸売・小売業
6%

農林水産

業
6%

運輸業
2%

情報通信業
2%

金融・保険業
2%

鉱業
0%

その他
15%

製造業
29%

サービス業
17%

卸売・小売業
13%

不動産業
12%

建設業
5%

金融・保険業
4%

運輸業
4%

情報通信業
3%

農林水産業
1%

鉱業
0%

その他
11%

中部地域
（前橋市 伊勢崎市 渋川市 榛東村 吉岡町 玉村町）

製造業
45%

サービス業
14%

不動産業
11%

卸売・小売業
8%

建設業
4%

運輸業
3%情報通信業

2%

金融・保険業
2%

電気・ガス・水道業
1%

農林水産業
1%

鉱業
0%

その他
9%

東部地域
（桐生市 太田市 館林市 みどり市 板倉町

明和町 千代田町 大泉町 邑楽町）

サービス業
21%

不動産業
16%

製造業
16%電気・ガス・水…

卸売・小売業
7%

建設業
6%

運輸業
4%

農林水産業
4%

金融・保険業
2%

情報通信業
2%

鉱業
0%

その他
14%

利根沼田地域
（沼田市 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町）

製造業
28%

サービス業
19%不動

産業
13%

卸売・小売業
12%

建設業
5%

金融・保険業
4%

情報通信業
3%

運輸業
3%

電気・ガス・水道業
1%

農林水産業
0%

鉱業
0%

その他
12%

西部地域
（高崎市 藤岡市 富岡市 安中市 上野村
神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町）

出典：Ｈ２８群馬県産業振興基本計画 51



Ⅴ 参考データ （２）県内の 「事業所数」「従業員数」の推移

52

・今後の産業構造変化により事業所数（働く場）の減少が懸念される中、後継者不在のために廃業に追い込まれる企
業を防ぐための事業承継支援は重要である。

【事業所数】H18： 99,421事業所 → H28： 90,231事業所 ▲9,190事業所 減少
【従業員数】H18： 885,509人 → H28： 900,921人 15,412人 増加

注：【事業所数】については、「事業内容等不詳の事業所」（記入不備等で事業内容が不明の事業所）を除く。

事業所数 従業者数
（人）

１０年変動 ２０年変動 ３０年変動 ４０年変動
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

昭和 50年 90,133 603,494
昭和 53年 97,139 654,624
昭和 56年 104,510 713,224
昭和 61年 110,868 794,870
平成 3年 113,101 897,346
平成 8年 112,559 932,396
平成 11年 106,554 884,050
平成 13年 106,034 904,714
平成 16年 100,306 853,664
平成 18年 99,421 885,509
平成 21年 101,841 921,475
平成 24年 93,556 878,540
平成 26年 93,367 898,036
平成 28年 90,231 900,921 ▲9,190 15,412 ▲22,328 ▲31,475 ▲20,637 106,051 98 297,427

※経済センサス基礎調査・活動調査、事業所統計等



Ⅴ 参考データ （３）産業別 「事業所数」「従業員数」の推移（Ｈ１８→Ｈ２８）

【事業所数】推移

・１０年前と比べ、卸・小売業▲4,617事業所、製造業▲2,292事業所、
宿泊業・飲食サービス業▲2,348事業所、建設業▲1,735事業所の
減少が見られる。

・対して増加事業所は、医療・福祉で1,833事業所、
サービス業（他に分類されないもの）が 466事業所増加している。

【従業者数】推移

・１０年前と比べ、製造業▲14,338人、卸・小売業▲11,747人、
建設業▲9,182人が大幅に減少している。

・対して増加業種は、医療・福祉で40,147人、運輸・郵便業で4,795人、
教育・学習支援業で5,768人が増加している。
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【事業所数】 H18 H21 H24 H26 H28
１０年
変動

減少率
(%)

農林漁業 361 628 589 637 641 280 77.56

鉱業、採石業、砂利採取業 69 45 38 30 30 -39 -56.52

建設業 11,940 12,193 11,032 10,653 10,205 -1,735 -14.53

製造業 13,104 12,688 11,817 11,423 10,812 -2,292 -17.49

電気・ガス・熱供給・水道業 53 78 54 77 83 30 56.60

情報通信業 521 749 639 561 547 26 4.99

運輸業、郵便業 1,758 2,195 2,044 2,037 1,986 228 12.97

卸売業、小売業 26,463 26,188 22,958 22,796 21,846 -4,617 -17.45

金融業、保険業 1,396 1,557 1,582 1,468 1,425 29 2.08

不動産業、物品賃貸業 5,602 6,543 6,024 5,850 5,578 -24 -0.43

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 3,184 3,633 3,251 3,319 3,235 51 1.60

宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業 12,792 12,096 10,936 10,923 10,444 -2,348 -18.36

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業 8,875 8,872 8,270 8,408 8,147 -728 -8.20

教育、学習支援業 2,602 2,592 2,392 2,477 2,454 -148 -5.69

医療、福祉 4,885 5,525 5,690 6,534 6,718 1,833 37.52

総合ｻｰﾋﾞｽ事業 708 603 451 523 506 -202 -28.53

ｻｰﾋﾞｽ業（他に分類されないもの） 5,108 5,656 5,789 5,651 5,574 466 9.12

合計 99,421 101,841 93,556 93,367 90,231 -9,190 -9.24

※経済センサス基礎調査・活動調査、事業所統計等

【従業員数】 H18 H21 H24 H26 H28
１０年
変動

減少率
(%)

農林漁業 4,021 7,061 6,970 6,858 6,932 2,911 72.39

鉱業、採石業、砂利採取業 543 312 243 179 205 -338 -62.25

建設業 67,999 69,757 61,129 60,208 58,817 -9,182 -13.50

製造業 242,330 229,070 222,708 225,065 227,992 -14,338 -5.92

電気・ガス・熱供給・水道業 2,719 3,205 2,589 2,450 2,804 85 3.13

情報通信業 9,901 10,497 9,787 8,373 8,636 -1,265 -12.78

運輸業、郵便業 43,450 53,649 49,099 48,216 48,245 4,795 11.04

卸売業、小売業 179,151 191,187 171,684 170,377 167,404 -11,747 -6.56

金融業、保険業 18,686 21,389 22,880 19,953 20,204 1,518 8.12

不動産業、物品賃貸業 14,214 17,393 16,584 16,662 16,261 2,047 14.40

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 19,083 20,456 19,515 20,887 22,772 3,689 19.33

宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業 76,727 80,626 75,369 76,686 73,256 -3,471 -4.52

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業 40,849 45,129 38,955 40,115 37,599 -3,250 -7.96

教育、学習支援業 17,003 19,969 20,527 22,324 22,771 5,768 33.92

医療、福祉 72,994 86,172 93,437 108,286 113,141 40,147 55.00

総合ｻｰﾋﾞｽ事業 10,625 7,314 4,978 7,263 7,546 -3,079 -28.98

ｻｰﾋﾞｽ業（他に分類されないもの） 65,214 58,289 62,086 64,134 66,336 1,122 1.72

合計 885,509 921,475 878,540 898,036 900,921 15,412 1.74

※経済センサス基礎調査・活動調査、事業所統計等



Ⅴ 参考データ （４）市町村別 「事業所数」「従業員数」の推移（Ｈ１８→Ｈ２８）
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事業所数 H18 H21 H24 H26 H28 １０年変動 減少率(%)
前橋市 16,994 17,774 16,360 16,428 15,734 -1,260 -7.41
高崎市 17,595 18,542 16,985 17,331 16,940 -655 -3.72
桐生市 7,259 7,166 6,399 6,146 5,837 -1,422 -19.59
伊勢崎市 8,734 9,440 8,845 9,037 8,791 57 0.65
太田市 10,676 11,111 10,287 10,252 10,010 -666 -6.24
沼田市 3,065 2,961 2,765 2,706 2,644 -421 -13.74
館林市 4,026 4,014 3,737 3,629 3,512 -514 -12.77
渋川市 4,585 4,478 4,109 3,997 3,819 -766 -16.71
藤岡市 3,144 3,236 2,950 2,967 2,868 -276 -8.78
富岡市 3,176 3,146 2,876 2,769 2,659 -517 -16.28
安中市 2,460 2,546 2,308 2,305 2,202 -258 -10.49
みどり市 2,632 2,654 2,422 2,431 2,338 -294 -11.17
榛東村 381 452 415 429 408 27 7.09
吉岡町 610 667 663 677 680 70 11.48
上野村 111 108 103 94 92 -19 -17.12
神流町 343 241 221 210 193 -150 -43.73
下仁田町 658 615 552 514 478 -180 -27.36
南牧村 151 137 123 117 116 -35 -23.18
甘楽町 791 765 711 703 699 -92 -11.63
中之条町 1,262 1,158 1,035 971 902 -360 -28.53
長野原町 456 468 419 425 409 -47 -10.31
嬬恋村 702 697 592 618 577 -125 -17.81
草津町 759 731 686 702 670 -89 -11.73
高山村 151 151 127 128 131 -20 -13.25
東吾妻町 779 753 707 649 608 -171 -21.95
片品村 471 461 421 389 359 -112 -23.78
川場村 139 143 135 145 135 -4 -2.88
昭和村 225 248 229 238 224 -1 -0.44
みなかみ町 1,419 1,352 1,193 1,157 1,108 -311 -21.92
玉村町 1,340 1,276 1,163 1,203 1,168 -172 -12.84
板倉町 657 658 616 604 576 -81 -12.33
明和町 411 440 407 404 383 -28 -6.81
千代田町 515 531 513 523 507 -8 -1.55
大泉町 1,722 1,702 1,512 1,507 1,497 -225 -13.07
邑楽町 1,022 1,019 970 962 957 -65 -6.36
合計 99,421 101,841 93,556 93,367 90,231 -9,190 -9.24

※経済センサス基礎調査・活動調査、事業所統計等

従業者数 H18 H21 H24 H26 H28 １０年変動 減少率(%)
前橋市 154,074 165,899 156,988 160,061 160,065 5,991 3.89
高崎市 170,035 174,950 166,871 172,668 174,044 4,009 2.36
桐生市 49,344 50,354 47,020 48,161 48,503 -841 -1.70
伊勢崎市 85,967 93,752 91,020 95,740 94,746 8,779 10.21
太田市 113,335 116,011 114,379 117,627 119,821 6,486 5.72
沼田市 20,975 21,553 20,166 20,770 20,234 -741 -3.53
館林市 32,669 35,394 33,512 33,296 33,192 523 1.60
渋川市 35,002 35,835 32,508 32,460 32,526 -2,476 -7.07
藤岡市 26,655 28,010 26,437 26,389 26,408 -247 -0.93
富岡市 22,966 23,708 23,094 22,514 24,781 1,815 7.90
安中市 21,615 23,578 22,725 23,256 22,868 1,253 5.80
みどり市 18,754 20,117 19,019 19,280 18,681 -73 -0.39
榛東村 3,115 3,546 3,240 3,327 3,196 81 2.60
吉岡町 5,501 6,136 6,370 6,276 6,398 897 16.31
上野村 453 487 478 425 527 74 16.34
神流町 1,140 904 876 721 649 -491 -43.07
下仁田町 3,507 3,260 3,094 2,837 2,801 -706 -20.13
南牧村 539 504 510 456 454 -85 -15.77
甘楽町 5,024 4,559 4,432 4,513 4,483 -541 -10.77
中之条町 7,461 7,395 6,469 6,587 6,572 -889 -11.92
長野原町 2,884 3,054 2,972 2,880 3,112 228 7.91
嬬恋村 4,131 4,155 3,926 3,683 3,521 -610 -14.77
草津町 4,890 4,969 4,805 5,077 4,363 -527 -10.78
高山村 1,252 1,392 970 899 1,080 -172 -13.74
東吾妻町 6,320 6,052 6,148 5,907 5,524 -796 -12.59
片品村 2,265 2,537 2,610 2,039 1,902 -363 -16.03
川場村 1,345 1,305 1,492 1,460 1,508 163 12.12
昭和村 1,658 2,327 2,439 2,455 2,576 918 55.37
みなかみ町 9,120 9,657 9,006 8,596 8,812 -308 -3.38
玉村町 14,208 14,224 14,288 14,410 14,660 452 3.18
板倉町 5,088 5,428 5,303 5,964 5,408 320 6.29
明和町 5,299 5,495 5,695 6,419 7,310 2,011 37.95
千代田町 6,059 5,877 6,486 6,638 6,597 538 8.88
大泉町 31,046 27,754 22,365 24,076 22,237 -8,809 -28.37
邑楽町 11,813 11,297 10,827 10,169 11,362 -451 -3.82
合計 885,509 921,475 878,540 898,036 900,921 15,412 1.74

※経済センサス基礎調査・活動調査、事業所統計等
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