
Q&A
Q.後継者人材バンクへの登録や利用にあたり、

費用はかかりますか？

◎お問い合わせ・ご登録はこちら

Q.経営をしたことがなくても大丈夫？
A.事業をやってみたい！という想いのある方であれば、年齢や性
別、現在の居住地などを含め、登録にあたって一切の制約は設け
ておりません。会社員の方や主婦（夫）の方など様々な方にご登録
いただいております。また、経営者になることに不安がある方に
は、創業塾や経営相談の窓口などをご紹介できますので、お気軽
にご相談ください。

Q.登録するにはどうしたらいいですか？
A.まず、ホームページから指定のエントリーシート（履歴書、職務経歴
書）、登録申込シート、身分証明書の写しを送付いただくことでお
申込みいただけます。その後、対面またはオンラインでご面談さ
せていただき、登録完了となります。不安なことはその際にお気
軽にご相談ください。

Q.どんな企業やお店が
    後継者を探していますか？
A.こちらのパンフレットでご紹介している先のほか、北海道後継
者人材バンクへご登録いただくと、毎月のメールマガジンで後継
者を探している事業者の情報が配信されます。業種、地域など事
業者の内訳はホームページで公表しています。

Q.ゼロから起業するのと比べて
    メリット・デメリットは？
A.顧客や仕入れ先が確保されており、事業用の設備や先代のノ
ウハウもそのまま引き継ぐことができますので、リスクや初期投
資を抑えて最初から事業を軌道に乗せられるのがメリットです。
逆に文化や伝統も引き継ぐことにもなりますので、自由度が制約
されることはデメリットになる場合があります。

Q.個人事業主でも利用可能ですか？
A.法人、個人事業主いずれもご利用いただけます。

Q.どのような方が登録していますか？
A.創業支援機関の創業塾を卒業された方・経営者になることを希
望する方・北海道への移住を目指す方などが登録されています。
30～40代が68%と約7割を占めており、会社員42%、自営・会社経
営者46%、その他12%です（2021年1月31日現在）。あなたの事業に関
心を持った方がいれば、相手から面談の申し込みが届きます。

Q.具体的にどのような支援を
    してくれますか？
A.後継者候補のご紹介、面談の日程調整、後継者候補を絞り込む
までの問い合わせや打合せの窓口として対応させていただくほ
か、必要であれば後継者候補を絞り込んだ後の事業引継ぎの手
続きについてもご支援いたします。

Q.登録者の情報は
    どのくらい知ることができますか？
A.すべての登録者より履歴書、職務経歴書をお預かりしておりま
すので、相手から面談の申し込みがあれば、その際に資料を開示
させていただきます。個人情報につきましては決して他人に流出
させることの無いよう、お取り扱いください。

Q.後継者を探していることを
    オープンにしたくないのですが…
A.後継者候補を探す段階では、匿名での募集も可能です。その
場合、後継者として立候補する方が出てきた段階で双方ともに情
報を開示していただくことになります。（登録者全員に守秘義務を同意いた
だいております）

北海道で起業・事業引継ぎをお考えの方 後継者をお探しの北海道内の事業主の方

北海道札幌市中央区北１条西２丁目
北海道経済センター５Ｆ（北海道事業引継ぎ支援センター内）

北海道後継者人材バンク
お問い合わせフォームは
24時間受付中!

A.登録や紹介に関しての費用は
一切かかりませんので
安心してご利用ください

事業者の方には、後継者人材バンクを活用した後継者探しという方法を、

起業をお考えの方には、自分でゼロから起業・創業する以外にも、

さまざまな経営資源や地域貢献、経営者の想いを引き継いで事業をはじめるという

選択肢があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。

経済産業省 北海道経済産業局 委託事業

そんな方 を々私たち

北海道後継者人材バンクが
お繋ぎいたします!

北海道後継者人材バンクを活用して、未来への一歩を踏み出してみませんか？検 索北海道後継者人材バンク kjb@hjh.vm-net.ne.jpメール
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※2021年4月以降、「北海道事業承継・引継ぎ支援センター」に改称予定
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011-206-4506（担当：大野）
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電器事業は､創業から北斗市で約70年間、

旧大野地区で唯一の電器店として家電販売や修理などを通じ

て地元の方の生活を支えています｡50歳以上のお客さまがメ

インです。音楽カフェは､2016年の店舗移転を機に開業｡社長

の長年の夢だった｢地元の方に音楽文化を身

近に感じてもらう場所を作ること｣を実現し

た場所です｡今後は数年かけて、後継者へ事

業を引き継ぎたいと思っています｡

「必ずセットではなく、どちらかの事

業だけを継ぎたいという方も歓迎。電器屋も飲食店もノウハウ

はあるので何でも教えますし、お客さんもそのま

ま引き継ぎます。どんな形態の店になったとしても

“地元の方を大切にする気持ち”は忘れないでほ

しいと思います。その志をもって一生懸命に取り

組めば、結果的に収入や売上も伸び、ご自身へ必ず良いかた

ちで返ってくるはずです！」

「北斗市は、人口約4.6万人、近年では隣

町の函館市のベッドタウンとしても人気を集め、定年退職者の

移住や若い世代が家を建てることも多いといわれているまち

です。函館市に近い立地でありながら、豊かな自然もあり過ご

しやすいまちですよ」

団塊の世代の経営者の高齢化が進む昨今、後継者がいないために惜しまれつつも事業を畳んでしまう方が増

えています。「北海道後継者人材バンク」はそうした廃業が進むのを防ぐため、2020年に北海道経済産業局が

北海道事業引継ぎ支援センター内に設置した公的機関で、後継者を探す方と事業の譲り受けを希望される方

とを橋渡しすることで、事業を次世代に残していく支援をしています。

後継者を探す経営者の皆様には、ご登録いただくことで後継者候補からのアプローチを受ける機会がうまれ

ます。事業の譲り受けを希望される皆様には、北海道で後継者を探している事業者の情報をご提供し、事業家・

経営者としての道へ進むことをサポートします。事業を引き継ぐ上での手続きや資金の調達なども私たちがお

手伝いします。まずはご相談やご登録だけでも、お気軽に北海道後継者人材バンクへご連絡ください。

オーナー夫妻の高齢化により閉店しました

が、地域に唯一の商店としてニーズが絶えず、酒類やタバコな

どは現在も注文が入れば販売。夕方の1時間は実質毎日お店

をあけている状態です。ご夫妻は店舗の2階に住んでいます

が、もし後継者が見つかれば、この住居ごとゆずる予定です。

「85年の歴史を持ち、僕たちで3代

目。地域の人のためにほぼ365日店を開け続けてきましたが、

後継者の方には必ずしもそのままのカタチで続けて頂かなく

てもかまいません。例えば、地区にはベーカ

リーが無いので、お店の中にパンコーナーを

作ったり、規模や品揃えなど新しい人の感覚

網走市の網走中央商店街にある電器店。現

社長が創業し、約50年営業を続けてきましたが、社長夫妻の

高齢化で事業の引き継ぎを行いたいと思っています。数年間

は現社長も経営のサポートができ、必要があれば随時アドバイ

スも行いながら引き継ぎますので安心です。電器屋のフラン

チャイズチェーンに加盟しているため、販促・情報収集は本部

で行ってもらえますし、仕入れも在庫を抱えることがない仕組

みが構築されています。

「現在、まちの電器屋は網走市内に

こちらで紹介している記事をはじめ、北海道後継者人材バンクの詳細はWEBメディア「くらしごと」でも紹介中です!

たとえば、こ
んな

事業者さん
が

登録してい
ます!

「北海道後継者人材バンク」は
事業承継をサポートして、人とまちの未来を繋ぎます。

約6店舗ほど。お客さまは60代以上の方も多く、長年のお付き

合いで当店を必要としてくれている方も多いため、今後も地

域に根ざした電器屋として営業を続けて頂けると何よりです。

近年では住宅リフォーム業も始めましたので、地域の方のサ

ポートを行っていくという想いを強くもって、積極的に新たな

挑戦をしてくださる方をお待ちしております！」

「山・川・海・湖などの大自然に恵まれた網

走市は、冬には流氷も見ることができ、カニなどの美味しい食

の宝庫でもあります。道東の玄関口女満別空港からは車で30

分程度とアクセスも良い場所です。店舗の隣には住居や事務

所もありますので、住む場所にも困らないと思います」

50年ほど農業用水路の水門を中心に設計

･製造してきた鉄工所でしたが、後継者不在のために業務好

調であるにも関わらず廃業を選択。平成元年に竣工した工

場にはクレーンや溶接機、サンドブラスターや旋盤などの加

工機材はそのまま残っており、2階建ての作業場兼事務所も

あります。これら一式を引き継いでいただくことになります。

ここの地域では鉄工所は商圏にほとんどなく、鉄工技術者

の独立や現法人の工場移転、第2工場としての活用などに最

も適しています。

「鉄工所としてだけでなく、高さの

ある工場と居住用としても機能する事務所を新たなビジネ

スとしての活用もご検討いただけるので、全天候型のス

ポーツ施設への転用や、自動車や機

械等の展示販売などにも利用いただ

けると思います。移住者にも人気の

ある住みやすいまち深川で、私たちがつくった工場を活用し

てくれる方をお待ちしています。賃貸としてのご相談なども

OKですので気軽に見学にいらしてください」

「深川市は、田園風景の広

がるのどかな場所でありながら、病院や学校を始

めとするインフラが整う北空知エリアの中核都

市です。旭川市から車で30分ほどで、高速道路

やJRなどの交通網にも不安がなく、暮らしやすい

立地です！」

東京都出身で北海道旅行をきっかけに北

海道へ移住し、ログハウスビルダーとして経験を積んだ

オーナーが、自然が豊かで森林活用の先進地でもある下川

町を拠点に選び、2001年に創業した地域密着型の工務

店。2017年には法人化に至り、できるだけ自然素材をいか

した家づくりを行ってきたことでブランドとして確立しつつ

あるこの事業を、将来を

見据えて引き継いでいき

たいと考えています。

「当社は、お客さまのご要望を丁

寧に伺って家づくりに反映していくというスタイル。『お客

さま自身の思いが詰まった、自分らしい住み心地の家を

作って喜んでもらいたい』。そんな想いに共感してくださ

り、経営力、大工としての技術を磨いてくださる方をお待ち

しています。下川町には移住者のコミュニティもありますの

で、移住する方も安心の環境です！」

「下川町に惹かれたのは、『色々なことを

始められる可能性がありそう！』という点でした。冬は厳しいけ

れど、春がくれば喜びが倍増するところも魅

力です。旭川の建築総合研究所や下川町の

森林組合等との繋がりもありますので、新た

な一歩を踏み出したいという方はぜひ！」

でやってもらうなども大歓迎。商店のカタチを活かしてなにか

やってみたい方をお待ちしています！」

「このえりも岬地区は、500人ほどが暮ら

し、そのほとんどが漁師さんです。コンブをはじめ、鮭、いくら、

毛蟹、ツブなどが豊富に獲れ、お魚好きな方には天国かも

（笑）。歌のとおり風の強い日も多いですが、それ以上に、ここ

でしか見られない岬の絶景やあざらしを近くに望む光景など、

素晴らしい大自然を見

ながら暮らせます」

㈲いとう電器
伊藤 哲朗さん

㈲タッチワンワタナベ
渡邊 俊彦さん
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②網走市 中心部

①北斗市 旧大野地区 電器店と音楽カフェ
㈲いとう電器

④深川市 開西町 鉄工所工場･事務所
旧）㈱落合鉄工

電器店
㈲タッチワンワタナベ

③えりも町 えりも岬地区 生鮮スーパー旧）丸忠（マルチュウ）鈴木商店

⑤下川町 幸町 自然素材住宅の工務店キタ・クラフト㈱
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こんな人に来て欲しい！

こんな人に来て欲しい！

こんな人に来て欲しい！

こんな人に来て欲しい！

こんな人に来て欲しい！

オーナーから一言
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旧）丸忠（マルチュウ）鈴木商店
鈴木 隆人さん

こんな状況です

＜施工例＞

旧）㈱落合鉄工
落合 隆夫さん

キタ・クラフト㈱
加藤 滋さん

ほかにも、食品製造、建設、ホテル、飲食、電気メンテ
ナンス、塗装、小売、融雪機小売、木炭製造、きのこ製
造などの事業者が登録されています!（2021年1月現在）
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