
大分県事業承継・引継ぎ支援センター
ホームページ： https://www.oita-hikitsugi.go.jp/

大分県 事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継 個別相談会

⚫ 相 談 日 ： 令和4年8月25日～12月2日の期間 – 開催予定日は、裏面に掲載

⚫ 開 催 地 ： 県内14ヶ所(延べ15回) - 裏面に記載

⚫ 対 象 者 ： 大分県内の中小企業・小規模事業者の経営者、後継者など

⚫ 相 談 員 ： ・ 弁護士 1名 (当センター登録外部専門家)

・ 税理士 1名 (当センター登録外部専門家)

・ 当センター職員(中小企業診断士、金融機関・公的支援機関ＯＢ)

□ 申込方法： 裏面の様式にてＦＡＸ、またはホームページからお申込ください。

□ 申込締切： 各会場 開催日の7日前まで。先着順です。

国が設置した事業承継専門の公的相談窓口「大分県 事業承継・引継ぎ支援センター」では、
大分県内の中小企業・個人事業主の事業承継に関する無料相談会を開催します。
当センター登録の税理士、弁護士、センター職員が、小さな悩みごとから、税務面・法務面
等での専門的なご相談まで、事業承継に関するあらゆるご相談に対応します。
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事業承継でお悩みの中小企業経営者の皆さまへ

親族内への承継から第三者への引継ぎ(M&A等)、経営者保証の解除に関する相談まで
「3つの相談ブース(個室)」をご用意しています。 相談時間は、1事業者 50分 です。

➢ 子供に事業を継ぎたいが、何から始めたらよいのかわからない。
➢ 親族に後継者がいないため、従業員や第三者への事業承継を進めたい。
➢ 事業承継にあたっての経営改善、後継者教育はどう進めたら良いか？
➢ 自社株や個人資産を、後継者に円滑に贈与、相続していくにはどうすべきか？
➢ 事業承継税制などの支援策の活用方法について知りたい。
➢ 経営者保証が事業承継の阻害要因になっており、どう対応してらよいか？

≪相談例≫

国(中小企業庁)の事業承継支援事業の一環ですので、相談は無料です。

安心して相談が受けられる 4つのポイント

１．完全予約制

２．ご相談は無料

予め相談内容に応じた予約枠を確保しますのでお待たせしません。

事業者毎に相談コーナーを確保していますので、秘密が守られます。３．面談は個室で実施

新型コロナウィルス感染防止対策について

・ 完全予約制かつ個室での面談ですので、他人との接触機会を最小限に抑えています。

・ 相談者との間にはアクリル板を設置し、毎回アルコール消毒を実施します。また、会場には、来客者用の
マスク、手指消毒液を準備しておきます。

・ 相談員を含むスタッフは、検温、マスク着用、手洗い、アルコール消毒、換気等、感染防止を徹底します。

相談後も、大分県事業承継・引継ぎ支援センターが引き続き支援します。4．面談後フォローアップ



主催： 大分県事業承継・引継ぎ支援センター
共催： 商工会・商工会議所 後援： 大分県、県内市町村 (開催地区により異なります)

事業者名 業 種
事業内容

代表者名 ( 歳) 従業員 名(内パート等 名)

所 在 地 連絡先

相談者名 ( 歳) 代表者との関係：□本人 □家族(続柄： ） □その他

希望会場 地区名： 開催日： 月 日 希望する時間帯
□ 午前のみ □午後のみ
□ どちらでもよい

相談内容

ご要望等

□親族内承継 □従業員承継 □第三者承継 □経営者保証の解除 □その他

≫ FAX: ０９７-585-5011 ≫ ＴＥＬ： ０９７-585-5010 (受付 9:00-17:00[土日祝除く])

〒

■ 以下の様式によるＦＡＸ、まはたホームページ (https://www.oita-hikitsugi.go.jp) 
から、お申込ください。お申込は先着順です。空き状況は、お電話にてお問い合わせ下さい。

自宅 ・ 会社 ・ 携帯電話 (いずれか)

【個人情報の取扱いについて】 ご記入いただいた個人情報は、大分県事業承継・引継ぎ支援センター及び主催、共催団体が当相談会に関わる
連絡(事後の連絡等を含む) 及び記録などのためにのみ使用し、本人のご了解なしに他の目的で利用することはありません。

令和4年度 大分県 事業承継個別相談会 一覧

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全部または一部につき、予告なく中止・延期・変更の可能性があります。

令和4年8月１日現在の予定

番号 開催日 曜日 開始時刻 終了時刻 開催地区 会場 枠数 担当弁護士 担当税理士

1 8月25日 木曜日 9:30 15:30 竹田市 グランツ竹田 15 生野 裕一 後藤 大輔

2 9月2日 金曜日 10:00 15:00 中津市 新博多町交流センター 12 碓井 啓己 平岡 祐一朗

3 9月13日 火曜日 10:00 15:00 豊後高田市 豊後高田商工会議所 12 籾倉 了胤 蔵前 達郎

4 10月7日 金曜日 9:30 16:30 大分市 コンパルホール 18 碓井 啓己 藤嶋 司

5 10月8日 土曜日 9:30 16:30 大分市 コンパルホール 18 上野 貴士 加藤 一郎

6 10月21日 金曜日 10:00 16:00 佐伯市 さいき城山桜ホール 15 正岡 諭 池田 至郎

7 10月28日 金曜日 13:00 16:00 臼杵市 臼杵市中央公民館 9 北﨑 裕一郎 平岡 祐一朗

8 10月28日 金曜日 10:00 16:00 杵築市 杵築市商工会 15 木村 健一 伊藤 隆啓

9 11月8日 火曜日 10:00 16:00 豊後大野市 豊後大野市商工会 15 生野 裕一 山下 晃生

10 11月11日 金曜日 10:00 16:00 日出町 日出町商工会 15 木村 健一 加藤 一郎

11 11月15日 火曜日 10:00 16:00 玖珠町 くすまちメルサンホール 15 上野 貴士 池田 至郎

12 11月16日 水曜日 13:00 16:00 津久見市 津久見市民会館 9 正岡 諭 平岡 祐一朗

13 11月18日 金曜日 10:00 15:00 日田市 パトリア日田 12 上野 貴士 清末 敬弘

14 11月22日 火曜日 10:00 15:00 国東市 国東市商工会 12 小白川 類 清末 敬弘

15 12月2日 金曜日 10:00 16:00 由布市 由布市商工会庄内本所 15 正岡 諭 蔵前 達郎


