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平成３０年度 知事と県民の意見交換会（由利地域振興局）要旨

○ テーマ ： 事業承継と後継者の育成

○ 日 時 ： 平成３０年７月２４日（火） １０：３０～１２：３０

○ 場 所 ： にかほ市仁賀保庁舎３階大ホール

※意見交換会に先立ち、金属スクラップ等のリサイクル工場を視察し、「親族外承継」

をしたＥ氏に、その取組等について説明していただいた。

知事あいさつ

みなさん、おはようございます。今、全国的な人口減少の中で、様々なノウハウ・技術

を持ち、地域に対して一定の貢献度がある中小企業がなくなることで、全体的に経済の規

模が小さくなり、地域のニーズ・需要を賄うことができずに、地域の人が困る例がたくさ

んある。

県では事業承継センターをつくって、多様な相談にのるなど全国的に早く取り組んだの

で、一定の成果が上がっている。事業承継については、いろいろなパターンがあり、課題

もたくさんあるが、逆に企業が発展したり、考え方が広くなる場合がある。単に中小企業

を存続させるという意味だけではなく、中小企業の振興・拡大発展、そして地域貢献とい

った大きな目標がある。この地域で事業承継という形で、一生懸命頑張っている皆さんの、

今までの経験、これからの展望、お互いの苦労話、そういった中から私どももいろいろな

ヒントを得たいと考えている。

参加者自己紹介

（局長）

始めに、お一人ずつ簡単な自己紹介をお願いしたい。

（Ａ氏）

旧由利町の方で、運送業をしている。この会社は父が経営しており、私は入社１８年目

になる。現在は専務取締役として会社の経営に携わっており、父とともに、会社を発展さ

せるべく一生懸命頑張っている。由利本荘市商工会青年部の部長を２期やらせていただい

ている。

（Ｂ氏）

由利本荘市内で判子屋を経営している。私は３代目で、５年前に父から代表権を譲り受

けた。ここ仁賀保と象潟に支店があるので、にかほの土地にもとても愛着がある。

（Ｃ氏）

元々鍛冶屋で、後に製造をやり、今の嵌合（かんごう）機材・機械工具の販売の商社を
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つくっている。一昨年、今の会長である父から継ぎ、私の体制としてはスタートしたばか

りで模索中だが、何か伝えることがあればと思っている。

（Ｄ氏）

にかほ市の大竹集落で、生業としてはいちじくの加工品の製造・販売と日本酒に特化し

た酒類の販売を二つ商いとしてやっている。昨年の１２月１日に承継し、まだ１年経って

いない。今回は、私だけが個人事業なのかなと思っており、そういった視点からでも何か

お話できることがあればと思っている。

（Ｅ氏）

にかほ市でスクラップをやっており、工場で不要になった鉄や一部プラスチックなどを

引き取りしてきて工場で分別解体をし、リサイクルを行っている。当社は那須の系列会社

社長がオーナーで、前社長、今の会長と私は血縁関係はなく、２年半前に承継している。

私の苦労してきたこととか、皆さん苦労したことをお聞かせ願えればと思う。

（Ｆ氏）

にかほ市の両前寺で、産業用装置の部品を作っている。私が社長に就任したのは今年の

４月で、きっかけは父、先代の社長が体調を崩してしまい、急遽会社を受け継ぎ、継続し

ていかなければならない形になったため。まだ右も左もわからないような状態だが、先代

がやってきたことを紐解きながら、毎日業務を行っている。皆さんの意見を聞きながら勉

強させていただきたい。

意見交換

（局長）

Ａさん以外の４方は、事業を承継する様々な時期・タイミングがあったと思う。どうい

ったきっかけ・状況だったかお聞きしたい。

（Ｂ氏）

私の父は、ほぼ５年前から会社の代表を退くと言っており、猶予が５年間あった。景気

が悪くなった際に会社に借り入れがあり、代を継ぐときに「借り入れゼロにしてすぱっと

改めてやらせてほしい」という条件を提示して始めた。売上げは下がっていたが、利益を

出すように頑張って、少しずつ上がっている。

（Ｃ氏）

私は５代目で、生まれた時からいずれはこの場があるだろうと思い描きながら、色々な

ところに出させてもらい、仕事を経験させてもらった。１３年前に戻ってきたが、会長は、

自分が３０年間務めた暁には私に渡すと心に決めていたようで、周りから「代わるらしい

ぞ」と教えていただきながら、私の中で心構えを決めていた。

社員の人達に支えてもらっており、大きな変化もなくスムーズにバトンタッチさせても

らったほうの例なのかなと、父や会社の方々に感謝している。
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（Ｄ氏）

私は大学を卒業する際も店を継げとは一切言われず、東京周辺で４、５年仕事をしてい

た。しかしながら、商売の店に生まれた血なのか、何かやりたいと思い、いろいろ考えた

結果、よく考えたら家は商売してるなと、自ら「俺に商売をやらせてくれ」と戻ってきた。

それが１５年前だが、「そろそろ（事業承継を）しなければいけないな」と４～５年前か

ら親父がちらちら言い出して、計画を出し始めたのが２年前。２年間かけてゆっくりやっ

て、このタイミングになった。

（Ｅ氏）

会社は今年で１１年目で、私が入社したのは設立２年目の年。今思えば私が入社した時

にはかなり赤字・債務超過の状態で、なんとか会社を潰さないようにと自分で営業をかけ

て、販路を開拓していった。そして、自分から「私を取締役にしてほしい」と願い出て、

１年間専務をやった。その後、社長が「自分でやってみたらいい」という感じになったの

で代表になった。それが２年半くらい前。元々は作業員としてトラックを乗り回し、勉強

もしていなかったし、銀行とのつきあいとかまったく分からないまま代表になって経営を

考えなくてはならないため、いろいろと大変なことばかりだった。今もその状態が続いて

いる。

（局長）

自分が承継してみると様々な課題があり、経営上は苦労することもあると思うが、その

内容や解決策、その辺についてどう進められているのか、お話いただければ。

（Ｆ氏）

先代が体調を崩し、会社を継続していかなければならないとなった時に、どこに相談し

ていいか正直わからず、一番はじめは秋田県の労働局のＨＰを見た。それを見て事業承継

の認定支援機関があることがわかり、銀行、商工会、商工会議所等のいろんな団体がアド

バイスをしてくださるということを知り、昨年の暮れに秋田県の商工会連合会に電話をし

た。そこで、にかほ市の商工会を紹介され、親身に相談に乗っていただいて、何とか４月

１日を迎えることができた次第。

全く何が何だかわからず、どこから取りかかって良いのかわからないということと、こ

のまま会社を継続していけるかどうかもわからなかったため、商工会の方に中小企業診断

士の先生を紹介いただいてお話を聞いた。まずは先代が３０数年築いてきたことを見える

化し、社員や自分たちを振り返りながら進めていくようにやっていきましょうと指導いた

だいた。今のところは手探り状態だ。

（Ｅ氏）

元々会社の状態が良くなかったことで銀行は貸してくれず、悩んでいたところ、商工会

の方が銀行との橋渡しをしてくれ、新しいところと付き合いができるようになり、最近解

決できた。経営の悩みでは、中小企業家同友会という経営者の団体に所属しており、様々
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な相談に乗ってもらったり、解決方法を教えていただいたりした。

（Ｄ氏）

良くも悪くも家族経営なので、お金の面をどう処理すればいいか悩んだ。税理士さんに

相談すべきということで、両親も納得した。

私も同業者の集まりでの意見が励みになって、すごく勇気になった。やはり大事なのは

専門家である士業の方々とか商工会の方々、外からのアドバイスを少し入れながら、広め

ていって信頼関係を増やすこと。後は横のつながりで、ちょっと悩みが解決したかなと思

う。

（Ｃ氏）

株式会社で古くからやっていることもあり、親戚縁者等設立当初に助けてもらった人た

ちが祖父の代からの株主で、各地にいる。私の代に引き継いだときは、まだ祖父も元気で

繋がりもあるが、その人たちも高齢になってきている中で、それがそのお子様、居なけれ

ば他の誰かというようにどんどん広がると、私の知らないところに広まってしまうのでは

ないかという不安がある。買い戻す方法もあるが、祖父も元気なので、どうしようかと悩

みを抱えたままやってる様な状況。相続の問題とか、税金の問題とか結構負担が大きくて

未解決なので、なにか負担を軽減するような優遇施策はないだろうか。対応策を検討して

いただければと思う。

（Ｂ氏）

私も代表になった途端に赤字のことが頭にあって、今の仕事プラス新たな仕事でもっと

もっと利益を出さなきゃいけないというプレッシャーがすごくある。商工会青年部でＡさ

んが部長で、私が副部長だが、今１００名程いる。相談しやすい方が近くにたくさんいる

ので、心の支えになっているし、お互い仕事を回しあったりできており、すごくありがた

い。本業の印章業の青年部全国団体があるが、そこにも顔を出し、同業の方々と今後の日

本の印章業文化を守っていくために語り合いながら何とか心の支えとなっている。

（局長）

事業承継をする頃から、実際にしてみての流れを、悩みも含めてお話いただいたが、Ａ

さんはこれからということで、今のお話を聞いてどのような感じを受けられたか。

（Ａ氏）

皆さんも同じだが、普段は親子の関係で、会社に行くと上司というなかなか微妙な関係

の中で、まだまだ父がやる気があるのに息子から事業承継を言い出すと、こじらせてしま

う可能性があるのかなと不安に思い、なかなか言いづらいところもある。商工会青年部向

けの承継セミナー等に参加したこともあるが、正直に申すと、現社長に対するセミナーと

か働きかけをしてもらえると楽に話ができるのかなと思う。
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（知事）

今、時代が猛烈に変わって、特に情報化とか若い人でないとわからない。やはり代表権

を持つと、全然違う。全部自分の責任になる。まだ世間の目は、一定の年齢の会長とかの

方を向いているが、それをいかにこちらに向けるかというと、やはりドライに割りきって、

今までのやり方に加えて新基軸、あるいは別の視点からの商売の間口、こういうものを持

つこと。

人口減少で産業構造が変わってくるので、自分が代表取締役になったら、今までの商売

をちゃんとやりつつ、自分としての商売をつくって、継ぐこと。自分の代でただ業績を大

きくするだけではなくて、新しい基軸あるいはその次に引き継ぐ時に基盤をきちんとさせ

る、時代の変化に応じた新しい試み。承継してすぐの時に、そういう余裕はないけれども、

夢というか将来を見据えて。皆さんの年だと何十年もやらなくてはいけないが、時代はが

らっと変わる。どこにどういう風に対応するか。旧態依然の同じことをやっていると、２

０年も続かない。苦労話はわかるけれども、その上に立って、これからの自分の方向性が

大事。

政策として、事業承継を支援するところまでやっても、その後どういう風に発展させて

いくか。中小企業の振興ということで、これからどう新しいことを始めるか。単にそのた

めに資金を用意するとかの問題だけではないので、そこら辺が我々も分からないところ。

（局長）

皆さん事業承継で難儀され、先代からの知識を学びながら会社を維持しつつ、次のこと

も考えなくてはいけない。いろいろ考えていること、これからの将来の展望を含めて自由

にお話いただければと思う。

（Ｂ氏）

本荘ハムフライ・ハム民の会という町おこし団体を発端に、利益を出して社員を雇おう

と数人で出資してつくった「わくわくエンターテイメント」という会社の代表をやってい

る。まだ立ち上げて７年だが、ハムフライとご当地の商品開発をする従業員を一人雇って

いる。

また、ニッチな仕事、判子屋しかできない仕事として、由利牛の判子をオーダーメイド

でやったり、1ミリ程の電子部品に捺印するゴム印も作っている。まだ少ないが、全国で

数カ所でしか作れないので、同じ判子だけではなくて、ニッチな仕事をメインにというこ

とを目指している。

もう一つ、事業承継した後のケア、銀行の借り入れを返せるんだろうかとか不安がある

ので、例えば市でも県でも、事業承継した後、１年以内借り入れは金利を下げていただく

とか、そういうメリットがあればいいのかなと思う。

（Ａ氏）

新規事業にはいろいろ支援があるが事業承継の時にはないので、そうしていただけると

助かるなとは、お話を聞いていて思った。
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（知事）

新規事業に対しては支援が結構ある。事業承継に伴って、新しいお客さんを掴んでもう

少し増産するとか、事業に新規性があれば、支援対象になる場合もある。

（Ｂ氏）

若く事業承継する際は、自己資金が少なく不安が大きいと思う。

（Ｅ氏）

先程工場見学をしていただいて、ものづくりコミュニティという話をさせてもらったが、

当社は生産設備を扱うことが多く、自社で解体するので、モーターやセンサーなどまだ使

えるたくさんの部品を取り出しする。地域でうまく活用できないかと思っており、夢のよ

うな話で言うと小学校夏休み等の宿題の工作で、お父さんと子どもがうちの工場に来て見

て回り、欲しいモノを取って扇風機をぽんと作るとか、自動ドアを作ってしまうとか、そ

ういったことができればと。今はリサイクルというと素材としての価値、リユースという

と製品としての価値だが、お父さんとものづくりをしたという思い出だったりとか。にか

ほ市がものづくりの町なので、そういう町だからこそ、そういったことに繋がれば、もの

の価値ではなくて子どもの将来の種になるのではないかと思っている。知識のある人が周

りにいて教えたら、ロケットでも出来ちゃうんじゃないかと思うので、何とか活用してい

けないかなと考えている。

（Ｄ氏）

私も悩みとしては、これくらい借りてまわせるのかという不安と、借りるからには事業

計画があり、「このくらいの夢」があるわけで、それとのせめぎ合いがある。一つ刺激に

なるのは、外からの小さい起業意識のある人たち、県外から来る方にすごく刺激される。

「何でやらないの」というような。地元の事情をわかりすぎると「こうだからできないよ

ね」と思うが、ネガティブなところで同意する人を求めて、そうだよなと自分を納得させ

てしまうところがある。でも外からの人には「関係ないじゃん」と通用しない。そういう

のがすごく勇気になったりする。そういう人と出会うのは、実は秋田市だったり、今盛ん

な五城目とか、チャレンジオフィスを持っているところの人たちにすごく刺激を受ける。

事業承継ではなく創業的な話になるかもしれないが、私はこのような起業家意識のある

方々にすごく刺激を受けるというか興味もあり、一緒にやりたいと思うし、私たちの力で

はできない部分は行政や金融機関の方々に何とか考えていただくきっかけにならないかな

と思う。

（知事）

移住者や異業種のベンチャーの方々と情報交換しながらのコラボね。ちょっと考え方が

違う人が多いから、マッチングすると面白い。あの人たちは情報とか流し方は上手いが、

ハードの基盤がない。そこを結びつけると非常に面白い。良い考えだと思う。ちょっと後

で考えます。
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（局長）

実際に先代の人たちの影響力はどういうものかお聞きしたい。このまま頑張れなのか、

大きくしなさいということなのか。Ａさんはこれからまさに、いろいろあると思うが。

（Ｃ氏）

会長は毎日のように顔を出すし、言いたいことは百もあるかと思うが、じっと静観して

いるのが現状。ただ私の中では、仕事をして行く中で、お客さんたちさえいればできると

いう連携をもっと深めて、それを業績につなげられればなと。新規事業に取り組めれば一

番いいが、今は自分の仕事のちょっと派生したものや、自分がやってきたものを掘り下げ

て、もう一回何かできないかということを探しているところ。

（Ｂ氏）

私の場合は父親から、「社長になったからには俺は何も口出さない」と。今でも象潟支

店で店番をしてもらっているが、会社の運営に関しては一切口は出さない。こういう場合

どうしたらいいかとたまに聞いたりして、温かく見守っていてくれてはいる。

（Ｅ氏）

オーナーには借り入れの相談とかは当然するが、後はお任せという感じ。会長に関して

も、数字でいうと今は好調にいっていることもあり、任せてくれている。新しいことにも

否定的ではない。

（知事）

Ｆさんは親父さんの後で、元々従業員として会社にいたから、自然に継承したとは思う

が、女性として後を継がれた。今は男女は関係ないとはいえ、どちらかというと堅い商売

だと思うので、その辺りはどうか。

（Ｆ氏）

どちらかというと危険を伴う商売ではあるが、私の今後の夢としては、地域の若い人た

ちと女性の人をたくさん迎え入れて、一緒に働いていきたいと思っている。今は女性の方

々、特に若い女性がこれから先のことを考えて面接に来てくださったり、入社してくれて

おり、女性にもうちょっと優しい制度を作っていくことができればいいなと思っている。

「結婚したら子供を産みたいが、きちんと休暇を取らせてもらえるか」とか、「結婚して

子供を産んで育児休暇が終わった後に元の仕事に就けるか」とか、そういった心配をして

いる２０代の女性がたくさんいる。やはり男性より女性のほうが、一つの会社で長く頑張

っていきたいという意志が強いようだ。私もできればその声に少しでも応えたいので、い

ずれはたくさんの女性をお迎えして、一緒に頑張っていきたい。少しずつ心がけて会社づ

くりに取り組んでいきたいと思っている。そんな中では、更衣室やトイレだったり、いろ

いろな面をもうちょっと整備しなくてはいけないなと考えている。

あとは、うちの社員の人数は少ないが、次の日の朝、元気よく皆で顔を合わせられるよ
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うになるべく労働時間を短縮して、もう少したくさんの人数をお迎えしたら、定時で上が

れるような職場を目指していきたいと思っている。

（Ｄ氏）

今の弊店を取り巻く方々は、私の関係するお客様、取引先様なので、父は温かく見守っ

てくれた。

私は本当に一代で一事業だと思っていて、私の後は娘がやるのか別の社員がやるのかわ

からないが、事業を継ぐも継がないも「スタッフも皆、自分のお客さんを作ろうね」と声

をかけ続けていきたいと思っている。

（Ａ氏）

父が一代で築きあげてきた会社なので、かなりの影響力がある。どうやって会社を動か

していこうとか、父のお客さんだった人からどうやって信頼を勝ち取り自分のお客さんに

しようかとか不安を抱えながら、事業承継するタイミングを見計らっている。皆さんと同

じ悩みになった時は、相談させていただこうと、お話を聞かせていただいた。

（局長）

いろいろと今お話を伺って、県や市、商工会にこういうことをやってもらえればいいと

か、こういう制度どうですかとか、何かあるものですか？

（Ｅ氏）

県でやっている職親の事業で引きこもりの方を受けており、当社に２人来ているが、ど

んどん挨拶に返してくれる言葉が大きくなってきたり、自分から作業時間を増やしてほし

いと言ってもらったりで、今この事業がなかったら、あの２人が会社に来ないで家で引き

こもっていると考えると、とても良い事業だなと思うので、継続をお願いしたい。

（局長）

福祉サイドにも伝えたい。

（Ｂ氏）

税制面などは、引き継いだ方、会長になった方のケアも必要。

これは仕事の話になるが、県のオープンカウンターは、値段が下がりすぎて手が出せな

い。私はしっかり儲けて税金を払うことを目的としているが、あまり安すぎる展開になる

と企業が育っていかないなと実感している。

（局長）

契約担当に伝えたい。

（Ｃ氏）

それに関連して、地元でできない仕事であれば他から見つけてくるしかないのかもしれ
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ないが、できるものであれば何とか頑張って探してほしい。

建設業に関して言うと、資材調達とかいろいろ安いものを考えている中で他を探すのも

わかるが、私たちもここでやってきた自負とここで皆さんを助けるという自負があるので、

関わる資材に関しても地元の業者を使うというように守っていただきたい。私どもの仕事

は流通の中の一つであり、大手さんにもっていかれる危険性もある中でやっているので、

その部分も加味してほしいと思う。

（知事）

資材については、ものによっては要件を指定できないものもあるし、国の会計基準もあ

る。直接入札の基準は地域ごとで、県外業者というのはほとんどないが、結果的に資材の

ところでよくそのような話になる。だんだんＷＴＯ政府調達協定の基準が厳しくなってき

ていて、ものによって地域要件が違反というものがいっぱいある。公共事業でも金額の大

きなものは全部国際入札である。

（知事）

いずれ皆さんはいろんな面で、大変難儀はしているけれども、事業承継がうまくいって

いるのかなと感じた。これからまだ数十年あなた方がやる事業は、どんどん変化する時代

の中、どのように対応していくか。今日の話で出た、特に移住者とか違う人との交流、こ

れは来年県内何か所かでやりたい。場合によっては泊まりがけでやればいい。全県に、そ

ういう移住の方がいますから、ベンチャーのそういう人たちを含めて、（皆さんと）年代

もそう違わないし、女性も意外と積極的。そういう情報を持った人たちをどう結びつけて

いくか、これも良いアイデアだと思うから、今日幾つか伺ったものについて、期待に沿う

か沿わないか別にして検討するので、ぜひお願いしたい。（了）


