
日時 場所 取組 内容 お問い合わせ先

9/1(木)～9/30(金)
9:00～17:00
※土、日、祝日を除く

山口商工会議所 個別相談窓口の開設

会社の未来のために今を見つめ、将来像に近づけるお手伝いをし
ます。
山口市事業承継支援協議会の支援メニューを活用し、悩みや課
題を整理しましょう。登録支援機関も活用できます。

山口商工会議所
経営支援課
083－925－2300

9月26日（月）～
10月9日（日 ）

ＷＥＢ
（アドレスは調整中）

事業承継ＷＥＢセミナー
（期間限定オンライン配
信）

講師：野村修也氏（弁護士、中央大学法科大学院教授）
タイトル：事業承継とＭ＆Ａの活用～会社法改正を踏まえて～

★「匿名」で、期間中なら「いつでも」「何度でも」受講できます。
申込フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgtBXNvlPpKEi
MAkAb9gMUyWfhZ_xF0wh2usDnMdZORBhVpw/viewform

山口商工会議所広域ビ
ジネスサポートセンター
担当：浅川
TEL：083-972-0075

8月5日(金)～2月末

山口市事業承継支援協
議会facebook
https://www.facebook.
com/yamajs2020/

【事業承継のお悩み解
消Q& A】
事業承継啓発事業

フェイスブックに事業承継の悩み事および、その対応回答を掲載
することで悩み解決に繋がるよう記事をＱ＆Ａ形式で掲載。昨年作
成した事業承継啓発動画で当てはまる内容に誘導すべくアドレス
を掲載し、理解を深めてもらう。
このＱ＆Ａを見て、各事業所の悩み事を会議所へ連絡いただき解
決を促すよう構成していく。Ｒ５．２月末まで計１８回掲載予定。

山口商工会議所中小企
業相談所
担当：阿部、松村
TEL：083-925-2300
E-mail：
yc@yamacci.or.jp

9/8(木)
8：30～17：15

萩商工会議所
事業承継相談窓口の設
置

専門家が事業承継に関する様々なご相談をお受け致します。
萩商工会議所・萩中小
企業支援センター
0838-25-3333

9/22(木)
14：00～15：30

萩商工会議所
事業者・後継者向け
事業承継セミナー

専門講師を迎え、事業承継に関する基礎知識や税対策、チェック
シートを利用した現状の把握と事業承継の進め方についてわかりや
すくお伝えします。

萩商工会議所・萩中小
企業支援センター
0838-25-3333

事業承継集中支援期間　９月の取組一覧



9月8日（木）
13：30～16：30

小野田商工会議所
相談室
住所:
山陽小野田市大字東高
泊1259-1
山陽小野田市雇用能力
開発支援センター2階

事業承継個別相談会の
開催

事業承継に関する様々なご相談を専門家がお受け致します。
小野田商工会議所
指導課
TEL：0836-84-4111

9月13日（火）
18：00～20：00

山陽小野田市民館
第1講義室
住所:
山陽小野田市栄町9-
25

セミナーの開催
「事業承継を失敗しない
為に」

跡を継いで失敗した経験者を講師に迎え、実体験に基づく反面教
師的なアドバイスを頂きます。
これから事業承継の準備を始めようと考えられている方に、聞いて
おいて頂きたい内容となっています！

小野田商工会議所
指導課
TEL：0836-84-4111
E-mail:
host@onoda-cci.or.jp

9月16日（金）
13：30～16：30

小野田商工会議所
相談室
住所:
山陽小野田市大字東高
泊1259-1
山陽小野田市雇用能力
開発支援センター2階

事業承継
個別相談会の開催

事業承継に関する様々なご相談を専門家がお受け致します。
小野田商工会議所
指導課
TEL：0836-84-4111

9/7（水）
14：00～16：00

くすのき商工会 事業承継窓口相談会
事業承継に関する課題解決を支援するため、専門家による無料の
個別相談会を開催します。

くすのき商工会
TEL：0836-67-1352

9/1(木)～9/30(金)
9：00～17：00
※土日祝除く

美祢市商工会 事業承継個別相談
期間中、事業所に巡回訪問のうえ、事業承継に関する内容につい
てヒアリングを実施します。

美祢市商工会
TEL：0837-52-0434



9月22日（木）
14：00～16：00

美祢市商工会本所 事業承継個別相談会
事業承継の準備を始めようと考えられている方等に対し、個別相
談や各種支援を実施します。

美祢市商工会
TEL：0837-52-0434

9/1(木)～9/30(金) 萩市役所商工振興課
ホームページ、商工振
興課窓口にて補助金の
紹介

ホームページ、商工振興課窓口にて補助金に関するご紹介・ご案
内をしております。

〇萩市商工観光部商工
振興課
担当　佐伯
TEL：0838-25-3638
〇萩市事業承継・事業
引継ぎ補助金
https://www.city.hagi.l
g.jp/soshiki/49/h4709
3.html

4/20(水)～12/28(水)
宇部市役所
商工振興課

中小企業事業継続支援
補助金

①事業計画策定事業：販路拡大又は事業継続に係る事業計画
策定を行う取組に要する経費を支援
②市場調査事業：販路拡大のための市場調査・分析を行う取組に
要する経費を支援

宇部市役所
産業経済部
商工振興課
TEL：0836-34-8355

９月下旬 ー 事業承継相談会

①事業計画策定事業：販路拡大又は事業継続に係る事業計画
策定を行う取組に要する経費を支援
②市場調査事業：販路拡大のための市場調査・分析を行う取組に
要する経費を支援

宇部市役所
産業経済部
商工振興課
TEL：0836-34-8355

9/1(木)～9/30(金)
10：00～15：00まで
※土日祝日を除く

阿武町役場１F
相談室

事業承継相談窓口の設
置

事業承継相談窓口の設置

阿武町役場
まちづくり推進課
担当：桂
0838-82-3111

期間中随時 山口銀行 事業承継のご相談対応

山口銀行では、「事業承継手引書」、「事業承継診断サービス」等
の各種ツールを活用してお客様の円滑な事業承継に向けたご支
援を実施しております。事業承継に関するご相談は、お近くの山口
銀行取引店、もしくは右記先までご連絡ください。

山口銀行事業性評価部
担当　石井（いしい）
TEL：082-258-6478



9/1(木)～9/30(金)
※土日祝日を除く

東山口信用金庫
事業承継相談窓口の設
置

各営業店にて事業承継に係る相談をお受け致します。

東山口信用金庫
経営相談課
担当
・西村・奥平

☏0835-23-2326

９月中 山口県信用保証協会 事業承継のご相談対応
当協会ご利用のお客様に対して、事業承継に関するご相談をお受
け致します。

山口県信用保証協会
経営支援課
TEL：083-921-3095

9月1日（木）
13:30～15:10

KDDI維新ホール
205B・C
リアルとオンライン

移住創業×事業承継セ
ミナーの開催

・Uターン創業や事業承継を経験された方を講師に迎え、「体験
談」や「想い」を熱く語っていただきます！
・また、公庫や関係機関からの施策も紹介いたします。
・山口県に移住して創業をお考えの方、事業承継をお考えの方の
一助になれば幸いです。
・皆さまからのご参加を心待ちにしております！

日本政策金融公庫
山口支店
担当　上農、新井
TEL：083-922-3660

9月2日（金）
15：30～16：30

WEB方式（Zoom）
事業承継の具体的対策
セミナー

現経営者も後継者も学んでおきたい「円滑なバトンパス」のポイント
をオンラインにて解説します。
・経営サポートセンターにおける相談事例
・事業承継対策の重要な視点を知る！！
・後継者未定でも、やっておきたいこととは？
・事業承継税制の有効活用

山口県中小企業団体中
央会
担当　田中
TEL 083-922-2606
申込フォーム
http://axis.or.jp/info/
16441.html

9月28日(水)
14:00～16:00

山口市小郡
山口グランドホテル

事業承継セミナー

M&Aに関する意識、知識、経験少ないが事業拡大・成長を図る事
業者向けにM&Aの基本・留意点など解説します
M&Aを実行し企業成長している経営者を招きトークセッションも行
います。

山口県中小企業団体中
央会
担当　前田
TEL 083-922-2606
申込フォーム
http://axis.or.jp/info/
16389.html

随時
(一社)山口県中小企業
診断協会事務局

ー
各支援機関からの要請で、セミナー講師・相談専門家を派遣す
る。

山口県中小企業団体中
央会
担当　前田
TEL 083-922-2606
申込フォーム
http://axis.or.jp/info/
16389.html



随時
中国税理士会
山口県支部連合会

事業承継税制の周知、
支援

事業承継税制の制度の周知、計画策定の支援を
各税理士が各自行っている。

各税理士

9/1(木)～9/30(金)
・10:00～12:00
・13:00～16:00
（平日のみ）

電話相談もしくは相談担
当弁護士事務所

ひまわりほっとダイヤル
中小企業・個人事業経営者のための法律相談
（初回30分無料）

山口県弁護士会ひまわ
りほっとダイヤル
０５７０－００１－２４０

11月15日(火)～
11月17日(木)
9：00～15：00

萩山口信用金庫
本店・萩支店・長門支店

事業承継相談窓口の設
置
(山口県下三信用金庫
共同開催）

期間中、山口県事業承継・引継支援センター職員および当金庫
職員で、事業承継の様々なご相談をお受けいたします。

萩山口信用金庫
営業サポート部
営業三課
担当：津田・岡田
TEL　083-902-2731


