「創業 希望者」と「後 継 者不 在の事業 者 」をマッチング！

後継者
人材バンク
事業引継ぎ支援センターでは、後継者人材バンクに登録した「創業希望者」と、

事業引継ぎに関して相談窓口にお越しいただいた「後継者不在の事業者」とを引き合わせ、
起業家が後継者として当該事業を引き継ぐために必要となる様々な支援を行います。

後継 者 人 材バ ンク
事業引継ぎ支援センター

相 談・登 録

相 談・登 録

創業希望者

後 継 者 不 在の
事業者

「起業」
と
「事業承継」
の2つを同時に実現し、
後継者不在の事業者の後継者づくりを支援

経験や技術を生かして独立した

い方、
事業意欲・経営意欲のある
県内へのU・・
I Jターン希望者など

後継者
人材バンク
のメリット

マッチング成 立

後継者不在の会社や
個人事業主

創 業 希 望 者 のメリット

● 販売先
（顧客）や仕入先、店舗等の経営資源を引き継ぐため、創業時のリスクを低く抑えることができます。

● 地域における知名度や経営ノウハウ、
代々育まれてきた知識など、目に見えない資産を引き継ぐことができます。

後 継 者 不 在 の 事 業 者 のメリット

● 先祖代々承継してきた事業を絶やすことなく、
次世代に引き継ぐことができます。
● 事業の存続を望む従業員や取引先、
地域からの期待に応えることができます。

［後継者人材バンクの注意点］

※当事業は、後継者不在の事業主の経営者候補として、起業家を引き合わせるものであるため、従業員としての雇用の斡旋を行うものではありません。
※創業希望者からの登録申し込みは、原則として連携する創業支援機関からの紹介とさせていただきます。

※登録していただいた場合でも、引き合わせまでに長期間要したり、希望条件に合致する引き合わせが実現できないケース等があることを、予めご了承ください。

後継者人材バンクのお問い合わせ・ご相談は
お近くの事業引継ぎ支援センターまで
北 海 道・東 北

北海道事業引継ぎ支援センター

札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター 5Ｆ
011-222-3111

青森県事業引継ぎ支援センター

青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル 7階
017-723-1040

岩手県事業引継ぎ支援センター
盛岡市清水町14-17 中圭ビル
019-601-5079

宮城県事業引継ぎ支援センター

仙台市青葉区二日町12-30 日本生命勾当台西ビル 8階
022-722-3884

秋田県事業引継ぎ支援センター

秋田市山王二丁目1番40号 田口ビル 4階
018-883-3551

山形県事業引継ぎ支援センター

山形市城南町1-1-1 霞城セントラル 13Ｆ
023-647-0663

福島県事業引継ぎ支援センター

郡山市清水台1-3-8 郡山商工会議所会館 403
024-954-4163

関東

茨城県事業引継ぎ支援センター

水戸市桜川2-1-6 アイランドビル 3Ｆ 301号
029-284-1601

栃木県事業引継ぎ支援センター

宇都宮市中央3丁目1番4号 栃木県産業会館 7階
028-612-4338

群馬県事業引継ぎ支援センター

前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内
027-265-5040

埼玉県事業引継ぎ支援センター

さいたま市浦和区高砂3-17-15
さいたま商工会議所会館 4F
048-711-6326

千葉県事業引継ぎ支援センター
千葉市中央区中央2丁目5-1
千葉中央ツインビル2号館11階
043-305-5272

東京都事業引継ぎ支援センター

千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル 6階
03-3283-7555

東京都多摩地域事業引継ぎ支援センター

立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル 12階
042-595-9510

神奈川県事業引継ぎ支援センター
横浜市中区尾上町5-80
神奈川中小企業センタービル12階
045-633-5061

お問い合わせ・詳 細は

中 国・四 国

新潟県事業引継ぎ支援センター

新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル 19F
025-246-0080

長野県事業引継ぎ支援センター

鳥取県事業引継ぎ支援センター

長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館 3階
026-219-3825

鳥取市本町1丁目101番地
ビジネスサポートオフィスとっとり内
0857-20-0072

甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨 3F
055-243-1830

松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル 6F
0852-33-7501

山梨県事業引継ぎ支援センター
静岡県事業引継ぎ支援センター
静岡市葵区黒金町20番地の8
054-275-1881

中 部・北 陸

愛知県事業引継ぎ支援センター

名古屋市中区栄二丁目10-19 名古屋商工会議所ビル 6F
052-228-7117

岐阜県事業引継ぎ支援センター
岐阜市神田町2丁目2番地
058-214-2940

三重県事業引継ぎ支援センター
津市栄町1丁目891
059-253-3154

三重県合同ビル 5F

富山県事業引継ぎ支援センター

富山市高田527 情報ビル 2F
（富山県新世紀産業機構内）
076-444-5625

石川県事業引継ぎ支援センター
金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館
076-256-1031

近畿

福井県事業引継ぎ支援センター
福井市西木田2-8-1
0776-33-8279

福井商工会議所ビル 3F

滋賀県事業引継ぎ支援センター

大津市打出浜2番1号 コラボしが21 9階
077-511-1503

京都府事業引継ぎ支援センター

京都市下京区四条通室町東入 京都経済センター 7階
京都商工会議所内
075-353-7120

大阪府事業引継ぎ支援センター

大阪市中央区本町橋2-8大阪商工会議所 5階
06-6944-6257

兵庫県事業引継ぎ支援センター
神戸市中央区東川崎町1-8-4
神戸市産業振興センター 6階
078-367-6650

奈良県事業引継ぎ支援センター

奈良市登大路町36番地の2
（奈良商工会議所会館内）
0742-22-0175

和歌山県事業引継ぎ支援センター
和歌山市西汀丁36 和歌山商工会議所 5F
073-499-5221

ホームページからもご 確 認いただけます。

島根県事業引継ぎ支援センター
岡山県事業引継ぎ支援センター

岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山
086-286-9708

広島県事業引継ぎ支援センター

広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 7階
082-555-9993

山口県事業引継ぎ支援センター
山口市熊野町1-10
083-902-6977

NPYビル 8階

徳島県事業引継ぎ支援センター

徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館 1階
088-679-1400

香川県事業引継ぎ支援センター
高松市番町2-2-2
087-802-3033

高松商工会議所会館 1階

愛媛県事業引継ぎ支援センター

松山市大手町1丁目11-1 愛媛新聞・愛媛電算ビル 2F
089-948-8511

高知県事業引継ぎ支援センター

高知市本町4丁目1番32号 こうち勤労センター 4階
088-802-6002

九 州・沖 縄

福岡県事業引継ぎ支援センター
福岡市博多区博多駅前2-9-28
福岡商工会議所ビル 8階
092-441-6922

佐賀県事業引継ぎ支援センター
佐賀市白山2-1-12
0952-20-0345

佐賀商工ビル 4Ｆ

長崎県事業引継ぎ支援センター
長崎市興善町4-5 カクヨウBLD 3階
095-895-7080

熊本県事業引継ぎ支援センター

熊本市中央区横紺屋町10 熊本商工会議所 5階
096-311-5030

大分県事業引継ぎ支援センター

大分市金池町3-1-64 大分県中小企業会館 5階
097-585-5010

宮崎県事業引継ぎ支援センター
宮崎市錦町1番10号KITENビル 7階
0985-72-5151

鹿児島県事業引継ぎ支援センター

鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル 13F
099-225-9534

沖縄県事業引継ぎ支援センター

那覇市久米2-2-10 那覇商工会議所 1階
098-941-1690

事業引継ぎ

https://shoukei.smrj.go.jp

※中小企業基盤整備機構では、経済産業省所管の独立行政法人として、各都道府県に設置されている事業引継ぎ支援センターの業務運営を支援しています。

