
独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構近畿本部
事業承継・引継ぎ⽀援事業広報活動事業

事業承継事業者や⽀援機関等の地域内連携にかかる実態調査レポート

事例１
＜京都府宇治市＞

組織の垣根を超えて地域の若⼿後継者の成⻑を応援！
事業承継⽀援「アトツギらぼ」

対象地域：京都府宇治市
実施⽇程：令和４年１１⽉１５⽇
取材対象：

若⼿後継者の

挑戦を地域を挙げて

プッシュ！

団体名 取材対象者

宇治市役所 宇治市産業観光部 産業振興課 成⻑⽀援係
主事 北川誠晃⽒

京都信⽤保証協会 企業⽀援部 経営⽀援課 課⻑補佐 村井章⼤⽒
主事 加藤祐⾐⽒

京都信⽤⾦庫 宇治⽀店⻑ ⽔野雅章⽒
事業アトツギ⽀援部 部⻑ 井上伸也⽒

合同会社カーニバルライフ 副代表⼭本恵果⽒



＜事業承継⽀援「アトツギらぼ」＞

２０２１年１２⽉「アトツギらぼ オープニングナイ
ト」を京都信⽤保証協会・宇治NEXT（宇治市・宇治商⼯
会議所）の共催にて実施。アトツギを応援する⽀援機関、
⾦融機関を含むアトツギ⽀援体制を構築。

参加募集にあたり、地域の⾦融機関である京都銀⾏、京
都中央信⽤⾦庫、京都信⽤⾦庫が協⼒。京都⼭城地域で宇
治市以南の後継者・後継者候補から「熱い」メンバーを集
めた。

地元アトツギの三寺⽒が
トークセッション登壇

事例１＜京都府宇治市＞
組織の垣根を超えて地域の若⼿後継者の成⻑を応援！事業承継⽀援「アトツギらぼ」

＜アトツギらぼ みんなで学ばナイト＞

２０２２年７⽉「アトツギらぼ オープニングナイト」
の参加者を中⼼に、「アトツギらぼ みんなで学ばナイ
ト」第１期を京都信⽤保証協会、宇治NEXT（宇治市・宇
治商⼯会議所）共催にて実施。

各テーマのスペシャリストであるアトツギ経営者を講
師に迎え、講演やディスカッションをした後、ホームル
ーム形式でそれぞれの学びを共有する。モデレーターの
⼭本恵果⽒（合同会社カーニバルライフ）がサポートし、
期ごとに設定されているテーマについて参加者のアウト
プットを導き出すプログラム。

「売れる仕組みづくり」
をテーマに講座 モデレーター⼭本⽒によるサポート

⼭城⽀所
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企業⽀援部 経営⽀援課
課⻑補佐 村井章⼤⽒

宇治市産業観光部産業振興課
成⻑⽀援係
主事 北川誠晃⽒

宇治⽀店⻑ ⽔野雅章⽒
事業アトツギ⽀援部部⻑ 井上伸也⽒

副代表⼭本恵果⽒

事業承継⽀援
「アトツギらぼ」開催

うじらぼ運営京都府南部地域での
アトツギ⽀援を提案 京都信⽤保証協会と

共に
「アトツギらぼ」
参加者募集活動

依頼

アトツギらぼ
モデレーター

連携体制

アトツギらぼ共催

京都府下での
アトツギ⽀援展開

集客協⼒

宇治NEXTの
チームビルディング
のサポート

京都信⽤⾦庫
セミナーの講師依頼

「地域クラウド交流会」にて
宇治市・宇治商⼯会議所と接点

【⽀援機関相関図】事業承継⽀援「アトツギらぼ」

京都信⽤保証協会

〈取材先〉京都信⽤⾦庫宇治⽀店

合同会社カーニバルライフ

宇治市 宇治NEXT

産業交流拠点「うじらぼ」

京都府南部地域の後継者
または

後継者候補（アトツギ）

宇治商⼯会議所

宇治市と連携して
宇治NEXT設⽴

PUSH !!
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●京都信⽤保証協会で「経営⽀援」取り組み開始

●全国の信⽤保証協会で「経営⽀援」取り組み開始
●京都信⽤保証協会経営⽀援課に「事業承継サポートデスク」設置

サポートデスク開設チームに村井⽒配属
●個社⽀援メニューの開発
●現経営者向け事業承継セミナーの開催

2012年

2018年

＜事業承継⽀援取り組みの背景＞

京都信⽤保証協会では、全国に先駆けて、２０１２年から
「経営⽀援」に取り組んできた。
会社創業期から成⻑期、成熟期と、事業者のライフステージ

に応じた多様な経営⽀援サービスを展開する中、２０１８年、
事業再⽣期の重要なポイントとなる後継者問題の解決に特化し
た「事業承継サポートデスク」を設置した。

京都信⽤保証協会 事業承継サポートデスク
https://kyosinpo.or.jp/contact/succession/

＜事業承継⽀援モデル確⽴の経緯＞

「事業承継サポートデスク」開設チームの⼀員に任命された
村井⽒は、個別企業に対する⾦融と経営の⼀体⽀援（個社⽀
援）だけでなく、より多くの事業者にアプローチする⾯的⽀援
を模索。
現経営者向けに⼠業の講師を招いたセミナーを開催したが、

その後の後継者問題解決につながるといった反応は得られなか
った。

２０１９年、村井⽒は、京都市と(公財)京都⾼度技術研究所
主催のアトツギ⽀援プロジェクト「アクセラレーションプログ
ラム」を⾒学。
プログラムのスピード感とクオリティ、参加した後継者の熱

量を⽬の当たりにし、「（京都信⽤保証協会の）１５０⼈の組
織で、今後パワーを注⼒するべきは“アトツギ”」と確信した。

国も後継者向けの⽀援に注⼒しはじめていることが内部理解
への後押しとなり、内部の若⼿にも同世代を応援する気持ちが
芽⽣えてくるなど、徐々に“アトツギ⽀援”の浸透が感じられて
きた。

●村井⽒が京都市と(公財)京都⾼度技術研究所主催
アトツギ⽀援プロジェクト「アクセラレーションプログラム」を⾒学

2019年

事業継承⽀援において
着⽬すべきは“アトツギ”と確信

現経営者向けの⾯的⽀援は
思うような成果を上げられず

国の“アトツギ⽀援”が
内部理解の後押しに

Timeline

京都府宇治市調査レポート Chapter_1
京都信⽤保証協会

京都信⽤保証協会 本所
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●後継者・後継候補者⽀援の取り組み開始

●「思いをつなぎ、未来へつなぐ 事業承継セミナー」 開催
（京都市）

2019年

2020年

＜アトツギ向け事業承継⽀援がスタート＞

２０２０年２⽉、「京都経済センター事業承継⽀援強化⽉
間」第⼀弾セミナー「思いをつなぎ、未来へつなぐ 事業承継
セミナー」を京都市にて開催。綾部市、京丹後市にもサテライ
ト会場を設けた。

「親族内承継編」として、株式会社サンワカンパニーの⼭根
⽒を講師に招き、講演会、パネルディスカッションに続いて無
料交流会を企画。

当⽇、京都市の本会場では現経営者、後継者含め１００名近
くが参加。「良いセミナーだった」「⼒が湧いてきた」と好評
を得る。これまで⽀援機関側が、後継者同⼠で事業承継につい
て語り合うことをタブー視していたのは杞憂だった。

本会場の熱気をテレビ中継で伝えきるのは難しく、綾部市、
京丹後市のサテライト会場は、本会場ほどの盛り上がりがなか
ったのが反省点。
京都府は広く、多様な地域課題に⽴ち向かう本物のコミュニ
ティをつくるためには、地域単位での仕掛けが必要だと痛感。
この経験が、その後の⽀援展開につながっていく。

思いをつなぎ、未来へつなぐ 事業承継セミナー

第⼀部 講演「家業があるのは最⼤のチャンス！」
講師：株式会社サンワカンパニー

代表取締役社⻑ ⼭根太郎⽒
第⼆部 パネルディスカッション

「三者三様の事業承継のカタチ」

地域単位での⽀援活動が必要と気づく

“アトツギ”向けセミナーは盛況

Timeline
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●「京都アトツギベンチャースクール」開催（京都市）
●「京都府北部アトツギベンチャーセミナー vol.2」開催

（京都府京丹後市）
●「京都アトツギゼミ 2022」開催（京都市）

2022年

●「京都府北部アトツギベンチャーセミナー」開催
（1⽇⽬：京都府京丹後市 / 2⽇⽬：京都府福知⼭市）

2021年

＜京都府内地域ごとに仕掛ける⽀援事業＞

村井⽒は京都府内各地域との連携を⽬指し、北部地域へ⽀
援を展開。地元ベンチャーの株式会社ローカルフラッグ・濱
⽥祐太⽒の協⼒を得て北部地域を⾏脚。少⼦⾼齢化など北部
の地域課題に“アトツギ”は親和性があり、協⼒体制が整って
いった。

２０２１年３⽉「京都府北部アトツギベンチャーセミナ
ー」を開催。北部の⾦融機関が地元のアトツギを発掘、セミ
ナー参加につなげた。
京丹後市会場、福知⼭市会場それぞれの地元アトツギが現

在進⾏形の事業について講演。講師も参加するワークショッ
プを通じ、地元のアトツギやアトツギ候補同⼠が繋がる場を
つくった。

その後、「京都府北部アトツギベンチャーセミナー vol.2」、
京都市内で開催した「京都アトツギベンチャースクール」、
「京都アトツギゼミ2022」などアトツギにターゲットを絞
った⽀援を拡げていく。

京都信⽤保証協会 イベント・セミナー
https://kyosinpo.or.jp/event/

京都府北部アトツギベンチャーセミナー
第⼀部 地元アトツギによる講演
第⼆部 ワークショップ
京丹後市会場講師：
株式会社飯尾醸造 代表取締役 飯尾彰浩⽒
福知⼭市会場講師：
株式会社⼤滝⼯務店 代表取締役 ⼤滝雄介⽒

京都府北部アトツギベンチャーセミナー vol.2
京丹後市会場講師：
株式会社シオノ鋳⼯ 代表取締役 塩野浩⼠⽒
舞鶴市会場講師：
コアマシナリー株式会社 代表取締役 岡本真樹⽒

京都アトツギゼミ2022
（全5⽇間）
DAY 1：オープニングゲストセッション
DAY 2：⾃社のDNAを⾔語化する -オリジナリティ
DAY 3：変化を捉える -トランスフォーム
DAY 4：事業アイデアの発想 -インスピレーションDAY
DAY 5：ゼミ報告会と振り返り - ネクストアクション

京都アトツギベンチャースクール
＜プログラム＞
・アトツギベンチャーが⽇本を救う
・変わらないために変わり続ける
・アトツギに必要な会計・税務
・社会起業家のビジネスモデル
・弱者のための、競わない競争戦略
・メディアの⼒で信頼を⾼める
・アトツギならではのMakuake活⽤⽅法とその事例

地域に特化した⽀援展開をスタート

Timeline
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●「アトツギらぼ オープニングナイト」開催
●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（前期）」開催
●「アトツギらぼ Meet-Up」開催
●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（後期）」開催
（宇治市産業交流拠点うじらぼ）

2021年
2022年

●オンライン交流会「京縁 BASE」にて
宇治市役所森川⽒が「うじらぼ」をプレゼン

●村井⽒が「うじらぼ」訪問

2021年

＜宇治NEXTとの連携＞

京都府北部のイベントで⼿応えを感じた村井⽒は、南部地域での
⽀援構想に着⼿。
２０２１年６⽉、オンライン交流会「京縁BASE」にて、宇治市役

所の森川克哉⽒がプレゼンした、宇治市の産業⽀援拠点「宇治
NEXT」が運営する、交流施設「うじらぼ」に注⽬。
村井⽒は「うじらぼ」を⾒学、森川⽒と、その意思を継ぐ産業振

興課の北川⽒に、北部のアトツギイベントの成果を共有した。

２０２１年１２⽉、宇治NEXTを宇治市と共同運営する宇治商⼯
会議所とも連携し、京都府南部地域の後継者または後継者候補を対
象とした「アトツギらぼオープニングナイト」を開催。
地元アトツギであるミツフジ株式会社代表取締役社⻑の三寺歩⽒

を講師に招き、定員１５名という⼩規模だが会場の「うじらぼ」は
活気に満ち、次のステップへの確かな⾜がかりが⾒えた。

後継者育成プログラム「アトツギらぼみんなで学ばナイト」、対
象を全国のアトツギに広げたセミナー「アトツギらぼMeet-Up」と、
「うじらぼ」を起点に京都府南部地域での事業承継⽀援を今後も展
開していく。

＜地域の⾃⾛めざす“アトツギ⽀援エコシステム”＞

「宇治NEXT」とは企画段階から連携し、チラシやメルマガ発信
など地元商⼯会議所の強みを活かした事業者のネットワークを通し
て興味ある若⼿にダイレクトにアプローチできる。
京都全域が事業範囲の京都信⽤保証協会が地域に積極的に働きか

け、国の予算を活⽤して事業実施のきっかけをつくり、地域で⾃⾛
していくエコシステムが、村井⽒の描く理想的な「アトツギ⽀援」
だ。

京都府南部地域のアトツギ⽀援拠点として
宇治NEXTが運営する「うじらぼ」と連携

アトツギらぼ オープニングナイト
＜プログラム＞
・アイスブレイク
・第⼀部_セミナー
・第⼆部_共有タイム
・交流タイム
講師：
ミツフジ株式会社
代表取締役社⻑ 三寺歩⽒

Timeline
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＜「宇治NEXT」開設の背景＞

宇治市内産業の⽣産額のトップは製造業。特に、個別案
件・⼩ロット注⽂の対応が強みで、独⾃技術を活かしたニッ
チトップのものづくりが主要。

昨今の市内事業所数は減少傾向。 京都府全体や周辺⾃治体
と⽐較して開業率が低い⼀⽅で廃業率は上昇、事業承継や起
業促進への⽀援は喫緊の課題だ。

困りごとを抱える市内事業者に⽀援が届くよう、「組織の
壁を越えた事業者⽀援を」と、宇治市役所の商⼯観光課（商
⼯労政係）と製造業を⽀援する産業推進課を統合させ「産業
振興課」とし、商⼯会議所が⼊る産業会館に拠点を置き、商
⼯会議所と⼀緒になって⽀援する体制を作るというのが「宇
治NEXT」発⾜の経緯。

２０１９年、宇治市産業戦略に基づき、市と商⼯会議所が
⼀つ屋根の下、⼿を組んで運営するという珍しいスタイルで、
市内中⼩企業の様々な相談に応える産業⽀援拠点「宇治
NEXT」が誕⽣した。

宇治NEXT
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/

2019年

組織の壁を越えた事業者⽀援をめざし
宇治市と宇治商⼯会議所が協⼒体制を組む

Timeline

京都府宇治市調査レポート Chapter_2
宇治NEXT（宇治市産業観光部産業振興課）

宇治市産業会館

＜宇治NEXT運営体制図＞

7

●宇治市産業振興課が宇治市産業会館に移転
●産業⽀援拠点「宇治 NEXT」開設



＜産業交流拠点「うじらぼ」オープン＞

起業家を応援するイベントを開催していた「宇治NEXT」は、
テレワークやフリーランスの⽅が増えてきている点や起業家同⼠
が交流できるスペースが必要だと考え、２０２０年１１⽉、産業
交流拠点「うじらぼ」をオープン。
挑戦する⼈・応援する⼈、様々な⼈が交流を通して、失敗しな

がらも挑戦し、産業の新しい価値を⽣み出す研究所のような場所
でありたいという想いから、「宇治で挑戦し続ける⼈達の研究所
（ラボ）」＝「うじらぼ」と命名した。異業種交流会やイベント
を通じて事業者間のマッチングを図っている。

事業承継についてもセミナーや講演会などを開催していたが、
⽀援の対象者は「継がせる」側の現社⻑で、セミナーも⼤きな盛
り上がりはなかった。
２０２１年、うじらぼ⽴ち上げメンバーである（当時）宇治市

産業振興課の森川⽒による「京縁BASE」でのプレゼンがきっか
けで、京都信⽤保証協会の村井⽒が「うじらぼ」を訪問。村井⽒
の“アトツギ⽀援”構想に刺激をうけ、京都府南部の中⼩企業の事
業承継者を⽀援する新たな企画がスタートすることとなる。

うじらぼ
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ujinext/32214.html

●オンライン交流会「京縁 BASE」にて
森川⽒が「うじらぼ」をプレゼン

●村井⽒が「うじらぼ」訪問

2021年

Timeline

2020年

●現経営者向け事業承継セミナーの開催

●産業交流拠点「うじらぼ」オープン
●オープニングイベント「うじらぼナイトキックオフ」 開催
●起業⽀援メニューの開発

村井⽒の“アトツギ⽀援”構想に刺激を受ける

現経営者向けの事業承継セミナーでは
成果が⾒られなかったのが課題

うじらぼナイトキックオフ

第⼀部 パネラートークセッション
〜「うじらぼ」に集い繋がりアイデアを⽣み出すために〜

第⼆部 ワークショップ 「うじらぼ」アイデアソン
〜ここからやりたいコト〜

第三部 交流タイム

ゲスト：
東信史⽒（有限責任事業組合まちとしごと総合研究所代表）
タナカユウヤ⽒（株式会社ツナグム取締役）
森川克哉⽒（宇治NEXT／宇治市産業振興課）
澤本匡⼈⽒（宇治NEXT／宇治商⼯会議所）
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●「アトツギらぼ オープニングナイト」開催
●京都信⽤⾦庫をはじめ地元⾦融機関の協⼒を得て
アトツギコミュニティ形成

2021年

Timeline

＜事業承継⽀援「アトツギらぼ」＞

２０２１年１２⽉９⽇「アトツギらぼ オープニングナイ
ト」を開催。アトツギを応援する⽀援機関、⾦融機関を含む
アトツギ⽀援体制を構築。

参加募集⼈数は１５名。地元中⼩企業1軒1軒の内情を知り、
事業承継というセンシティブな情報を知っている、地元⾦融
機関（京都信⽤⾦庫・京都銀⾏・京都中央信⽤⾦庫）の協⼒
もあって、⼭城地域で宇治市以南の後継者・後継者候補から
「熱い」メンバーが集まった。

家業でイノベーションを起こした地元アトツギ、ミツフジ
株式会社代表取締役社⻑三寺歩⽒を講師に迎えて講演を⾏
い、その後の２０分という短い時間の交流会でも会場は熱く
盛り上がった。

アイススブレイクでは現在の「家業の点数」を
１００点満点で記⼊して互いの点数を共有

地元アトツギの三寺⽒が登壇
「最近、事業承継(アトツギ)に関⼼が⾼まってきてい
る。応援してくれる⼈たちが周りにはたくさんいるの
で、どんどん⽻ばたいていってほしい」
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●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（前期）」開催
●「アトツギらぼ Meet-Up」開催
●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（後期）」開催

2022年

Timeline

＜アトツギらぼみんなで学ばナイト＞

２０２２年７⽉２７⽇、オープニングナイトの参加者を中⼼
に、「アトツギらぼみんなで学ばナイト」第１期がスタートし
た。
グループワークを実施した後、ホームルーム形式でそれぞれ

の学びを共有する。モデレーターの⼭本恵果⽒がサポートし、
期ごとに設定されているテーマについて参加者のアウトプット
を導き出すプログラム。

期ごとの参加も可能だが、毎⽉続けて参加するメンバーも多
く、新しいメンバーも⼊ってくることで、テーマごとの学びに
加え、コミュニティも熟成されていく。

アトツギらぼ みんなで学ばナイト／前期スケジュール アトツギらぼ みんなで学ばナイト／後期スケジュール
10



＜コミュニティ運営と情報発信＞

「Slack」(ビジネス⽤メッセージングアプリ)で「アトツギら
ぼ」コミュニティを運営。各⽀援機関や⼭城エリアのアトツギ
（参加者）ともつながりが保てる。参加者２０数名に向けてイ
ベントの案内を発信するほか、雑談部屋、質問コーナーなどを
設けて、セミナー卒業後も集えるコミュニティの形成を図る。

「宇治NEXT」「うじらぼ」の情報発信は「デザイン性」を
重視し、職員の名刺をはじめ、広報物制作はデザイン会社に発
注している。また、SNS発信はターゲットによって使い分け、
YouTubeチャンネルは地元の学⽣に編集を依頼している。

今後は⼭城エリアだけでなく、地域を限定せず全国から参加
可能なイベントも開催していく。
「起業家は熱い⼈が多いが、後継者は「⾃分なんて」とマイナ
スオーラを持つ⼈が少なくない。失敗しながらも挑戦し続ける
後継者を応援し、オーラをプラスに変える。そこに「うじら
ぼ」の価値がある。そして『宇治からアトツギ甲⼦園のファイ
ナルへ』。アトツギらぼをきっかけに、地元アトツギ達がさら
に挑戦し、全国へ⽻ばたいていってほしい。」
（北川⽒・談）

「宇治NEXT」 Facebook（事業者向け）
https://www.facebook.com/ujinext/

「うじらぼ」Instagram（うじらぼ会員向け）
https://www.instagram.com/ujilabo/

「宇治飯うまいもんチャンネル」YouTube
（宇治の飲⾷店を PR、地元学⽣に動画の撮影・編集を依頼）

https://www.youtube.com/channel/UCaU7wbuDgvi2UHZYJ1VfAHQ
11



●⼤阪で⾏われた近畿経済産業局開催の次年度事業説明会で
宇治商⼯会議所職員と知り合う。

●「第1回宇治地域クラウド交流会」開催2017年

＜宇治NEXTとの出会い＞

⼤阪で開催された「地域クラウド交流会」の説明会で宇治
市役所の職員と出会い、宇治市と宇治商⼯会議所が⾮常に良
い関係であること、関係者全員が「⾃分ごと」として活動し
ていることに共感。
「宇治地域クラウド交流会」を主催して、宇治NEXTとの

つながりがスタートした。
京都信⾦がオーガナイザーとなって「地域クラウド交流

会」を4回開催し、宇治NEXTとの連携が始まった。

宇治市と宇治商⼯会議所の
連携・ビジョン共有に共感

Timeline

京都府宇治市調査レポート Chapter_3
京都信⽤⾦庫宇治⽀店

京都信⽤⾦庫 宇治⽀店

2018年 ●「第2回宇治地域クラウド交流会」開催
●「第3回宇治地域クラウド交流会」開催

2019年 ●「第4回宇治地域クラウド交流会」開催
●宇治市と宇治商⼯会議所が産業⽀援拠点「宇治 NEXT」開設

京都信⽤⾦庫
https://www.kyoto-shinkin.co.jp/
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＜事業アトツギ⽀援部＞

２０２０年、事業アトツギ⽀援部を創設。アトツギのカタカ
ナ表記は親しみやすさを意識。営業担当者が事業者から相談を
受け、事業アトツギ⽀援部につなぎ、税理⼠などの専⾨家の協
⼒を得たり、時に「家族会議」にも参加。
営業にノルマはなく、課題解決を通じた本業⽀援を活動⽬標

とする「おせっかいバンカー」をサポートする専⾨部署。「う
じらぼ」からの紹介で相談者が訪れることもある。

●宇治NEXTからの依頼で「アトツギらぼ」参加者募集活動
● 「京信アトツギゼミ」開催

2022年

京都信⽤⾦庫主催の「アトツギゼミ」と
「アトツギらぼ」双⽅への参加もあり良い効果

Timeline

●事業アトツギ⽀援部を創設
●地域密着型コラボレーション施設「QUESTION」オープン

2020年

＜「アトツギらぼ」参加者募集活動＞

２０２２年、宇治NEXTからの依頼で、京都銀⾏、京都信⽤⾦
庫、京都中央信⽤⾦庫で「アトツギらぼ」参加者募集活動を展開。
特に意欲的な⼈物を案内した。京都信⾦が開催している「アトツ
ギゼミ」と「アトツギらぼ」両⽅に参加する⼈もいる。

京都信⽤⾦庫は取引先への
融資だけでなく、あらゆる課題
解決に貢献する
「おせっかいバンカー」として
の⾏動を経営⽅針に掲げている

＜事業承継⽀援の効果＞

地域⾦融機関にとって取引先の事業が続くことが、地元地域の
利益・繁栄につながる。後継者を把握することは重要事項である
と、宇治に限らず全営業担当者に浸透している。
宇治は代々続く⽼舗企業、１００年企業も多く、息⼦が後を継

ぐケースが多い。他社で働く息⼦を家業にと考えている⾼齢の事
業者もあり「宇治NEXT」に情報共有をすることもある。
事業承継の悩みや課題は百社百様であり、事業者ごとに異なる

悩みを各店、本部とも共有し、解決策を⼀緒に考えていく。中に
は先回りして、営業店と事業アトツギ⽀援部が連携してアトツギ
の話を切り出すことで、停滞していた後継者問題を⽀援するケー
スも増えてきている。
我々は事業者の交渉相⼿でなく、相談相⼿でありたい。当⾦庫

では⼼を込めて事業承継に携わった職員を理事⻑が表彰、中には
「マイスター」の称号を受け、⾝近な職員が担当する顧客のアト
ツギ問題の相談にも乗っている。

「地域活性化のために、後継ぎと創業両⽅を⽀援する宇治NEXTと
は理念が⼀致。
今の課題は２０代、３０代の後継予定者、中でもアトツギベン

チャー候補者とのつながりが少ないこと。悩みを抱えている事業
者をまだ拾いきれてない。地元に帰ってきた若者への⽀援が必要。
企業に勤めてから家業に戻ると、経営について相談する相⼿がい
ない。宇治NEXTとも連携し、事業者仲間をつくれるよう応援して
いきたい。
お⾦をとどけるだけが⾦融機関ではない。中⼩企業に本当の⾦融、
あたたかい⾦融が届くよう、取り組むべき課題は多い。」
（⽔野⽒、井上⽒談）
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●⼭本⽒が京都市役所に⼊所

●⾃主勉強会「モテる公務員講座」⽴ち上げ

＜事業⽴ち上げの背景＞

京都市役所の職員だった⼭本⽒。職員のモチベーションやチ
ームの関係性が、仕事のパフォーマンスに⼤きく影響を与える
ことを感じていた。
仲間たちとの⾃主勉強会「モテる公務員講座」を通じて庁内

外の⼈と広く関わるなかで、コーアクティブ®コーチング、シス
テム・コーチング®に出会う。

※コーチングとは
コーチングは、1対1の対話により、⼀⼈では辿りつけない無意識の思
考や想いに気づき、意識と⾏動の変容をもたらすコミュニケーション
です。
（カーニバルライフ HPより）

働く⼈がもっといきいきと働く組織を増やしたいとの思いで、
同じく市役所職員だった⼭下⽐佐暢代表が独⽴開業したカーニ
バルライフに参画。コーチングを軸にした組織開発・⼈材開発
のサービスを提供している。

合同会社カーニバルライフ
https://carnivallife.jp/

＜京都での事業展開＞

⾸都圏では定着している「コーチング」や「組織開発」だが、
関⻄ではまだ浸透していないように感じている。特に京都は、
⽼舗企業が多く「⾃分たちのこれまでやり⽅」に⾃負や誇りを
持っている。ただ、コーチングや組織開発が役に⽴つことが必
ずあるはずだと思い、これまでお世話になった京都に少しでも
恩返しがしたいと、事業拠点は京都に決めた。
この⽼舗企業がひしめく街でも、「組織開発」の導⼊を勧め

るタイミングが必ずある。そして着⽬したのが「アトツギ」だ
った。

Timeline

京都府宇治市調査レポート Chapter_4
合同会社カーニバルライフ

合同会社カーニバルライフ HPよりレゴ®ブロックを使ったチームコーチングイメージ

●⼭本⽒がコーアクティブ®コーチング®および
システム・コーチング®に出会う

2019年 ●合同会社カーニバルライフ設⽴
●⼭本⽒がカーニバルライフに参画

関⻄では定着していない「コーチング」や「組織開発」！
⽼舗企業の多い京都での事業展開を模索
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Timeline

2019年 ●宇治市に産業⽀援拠点「宇治 NEXT」が開設

⽼舗企業からの相談で
「組織開発」の導⼊は

スムーズな事業承継につながると確信

＜事業承継は組織開発導⼊のチャンス＞

会社のフェーズによって、経営者の役割は変わる。先代が社員を引っ
張る強いリーダーシップを発揮していたからといって、アトツギが同じ
タイプのリーダーシップを発揮する必要はない。アトツギは会社のフェ
ーズにあわせたリーダーシップを発揮したり、組織づくりをすることが
求められる。コーチングや組織開発を導⼊するなら、事業承継は会社の
変化のために必要なタイミングである。

＜「アトツギらぼ」での取り組み＞

市役所勤務時代からのつながりで、宇治 NEXTのチームビルディング
をサポートする中、宇治NEXTの北川⽒と出会う。
「うじらぼ」でのセミナー「アトツギらぼ」の企画に賛同、全期でモ

デレーターを務めることとなった。ホームルーム型のプログラムで、⼭
本⽒はクラスの担任の先⽣役。
コーチングや組織開発の⼿法を駆使し、さまざまな講師の実体験から

の情報を、学びとして参加者に落とし込み、⽇常で⾏動できるようサポ
ートしている。

＜コーチングと事業承継＞

⼤切なことだが緊急度が低く、避けて通りがちなアトツギ問題。特に
親族内承継は、会社と親⼦関係が⼊れ⼦の状態で、親の⽅が関係性を切
り分けられない場⾯もある。親も⼦も事業承継について⾯と向かって話
し合うのを気まずく感じている⼈は多い。
親と⼦といった当事者だけで本⾳で話すことが難しいときに、コーチ

という第３者が間に⼊ることで、会社に対する思いや考えを伝えあい、
会社の未来に向けての対話を促していくことができる。コーチングや組
織開発は、事業承継の場⾯で必ず役⽴つと、今後も⼭本⽒は京都で活動
の幅を広げていく。
「会社を変えたいと思うならまず“⾃分が本気で変わる”。アトツギは

会社を変える可能性を秘めている。まだまだこれからアトツギらぼで伝
えていきたいことがたくさんある」
（⼭本⽒・談）

●「アトツギらぼ オープニングナイト」開催
●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（前期）」開催
●「アトツギらぼ Meet-Up」開催
●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（後期）」開催

⼭本⽒がモデレーターを務める
●京都信⽤⾦庫主催セミナーにて⼭本⽒が講師を務める

●京都信⽤⾦庫宇治⽀店が事業アトツギ⽀援部を創設
●地域密着型コラボレーション施設「QUESTION」オープン
●宇治 NEXTのチームビルディングを合同会社カーニバルラ
イフでサポート

2020年

2022年

アトツギらぼ みんなで学ばナイト（後期）ホームルームは⼭本
⽒が進⾏。「⽊村⽯鹸さん/⽊村社⻑のスゴイ！」をアトツギ同
⼠で語り合い、お互いの悩みやビジョンも共有。参加者から
「神回だった！」とのコメントも。
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Timeline

〈京都信⽤保証協会〉
●京都信⽤保証協会に「事業承継サポートデスク」設置
●現経営者向け事業承継セミナーの開催

●後継者・後継候補者⽀援開始（京都信⽤保証協会）
●宇治市に産業⽀援拠点「宇治 NEXT」が開設
●京都信⽤⾦庫が事業アトツギ⽀援部を創設

〈京都信⽤保証協会〉
●アトツギも対象に加えた
「思いをつなぎ、未来へつなぐ事業承継セミナー」 開催
●産業交流拠点「うじらぼ」オープン

〈京都信⽤保証協会〉
●「京都府北部アトツギベンチャーセミナー 」 開催

（1⽇⽬：京都府京丹後市 / 2⽇⽬：京都府福知⼭市）
●「アトツギらぼ オープニングナイト」 開催

〈京都信⽤保証協会〉
●「京都府北部アトツギベンチャーセミナー vol.2」開催

（京都府京丹後市）
●「京都アトツギベンチャースクール」開催（京都市）
●「京都アトツギゼミ 2022」開催（京都市）

〈宇治NEXT（宇治市・宇治商⼯会議所）〉
●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（前期）」開催
●「アトツギらぼ Meet-Up」開催
●「アトツギらぼ みんなで学ばナイト（後期）」開催

2018年

2019年

2020年

2022年

2021年

若⼿後継者を地域を挙げて⽀援していくためには

まずはスモールスタート！
⾃社で完結させずに使えるネットワークを上⼿く活⽤する。

・始めから予算をかけて事業を実施するのではなく、共催やイベ
ント実施協⼒から始めることもできる。すべてを社内で完結させ
るのではなく、既に始めている団体や助成⾦など活⽤できるもの
は活⽤する。

・若⼿後継者に対しての⽀援をする際は、様々な地域の⽀援機関、
⾦融機関を上⼿く巻き込む必要があり、まだまだ認知度が低いも
のであることを理解し、⼀件⼀件、丁寧に訪問をしフェイス・ト
ゥ・フェイスで協⼒者を⾒つけていく事が⼤事。

これまでの結果や組織の常識にとらわれない。
そして、地道な活動を⼼がける。

・これまでの事業の慣習や常識にとらわれず、⽬的から逆算した、
本当に必要な⽀援はどのようなものであるかを強く意識する必要
がある。

・こんな⽀援をしたいという担当者の思いがあれば、必ず地域に
いる同じ想いを持つ⼈物と出会うことができる。担当者⾃⾝も幅
広いネットワークに積極的に関与していく努⼒が不可⽋。
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