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ローカルベンチマーク活用戦略会議発表資料

ローカルベンチマークモデル事業の取組
（事業承継における活用）
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１．事業承継に関する問題意識

・普段の経営相談で現状の確認を行っていると、相談者は課題と認識
しておられないが、事業承継の話になるケースがある。

・事業承継に向けて、税務面の対応は進めている企業はあるが、内部
の体制や事業の承継準備を進めている企業は少ない。

・税務面においては、保有株をご子息・ご令嬢に非課税枠での譲渡をさ
れていることが多い。事業承継全般を考えると承継者の保有株が議決
権を持たなくなってしまったり、孫の代、ひ孫の代で株の保有者探しを行
う必要が出てトラブルに発展する可能性がある。また、そのようなことが実
際に起こっている。

問題意識



２．モデル事業の実施体制
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事業承継への取り組みが進んでいない企業に対し、ロカベンを活用した対話を
行い、経営者と後継者が会社の将来を真剣に考えた事業承継の取り組みに
つなげていく。
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

Ａ社の状況

A社は大阪府下で訪問介護業を営んでいる。現社長が８年前に設立し、後継者も設
立時から共に働いている。現場は社長である母親、管理を専務である息子を中心に経
営を行っている。従業員数は６人。
企業として目指す方向性は同じだが、代表者が現場重視（自らも同行サービスに従
事）逆に後継者である長男は計数管理が得意で考え方が違う所が見られる。双方、
お互いを認めているが、イマイチ話ができていないので早い段階でその状態を解消し
ておく事が、スムーズな事業承継に繋がると思われる。

経営者と後継者

６７歳。創業者。
現場主義で地元の商工会理事や女性部理事も務めている。
地域での人脈は広い。

３８歳。社長の息子であり後継者。
創業時から社長とともに働いている。管理、事務系中心。
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

対話の手順

STEP１
企業への説明

STEP２
第１回訪問

STEP３
第２回訪問

STEP４
支援策の検討

STEP5
モニタリング

・事業承継というテー
マでロカベンの対話を
実施する旨を説明

・ロカベンの業務・商
流フローシートを活用
して対話
・４つの視点を活用
して対話

・事業承継に関して
今後どのように進めて
いくかについて対話

・商工会連合会、商
工会にて今後の支
援策を検討

モデル事業における実施範囲

・コミュニケーション
シートを事前に渡し、
経営者と後継者に
事前に検討していた
だく。

経営者後継者

商工会
職員

連合会
職員

専門家

全員が確認できるように投影

事前に検討してもらうことで、
どのような内容について話し合うか
イメージを持ってもらうことができる
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

ローカルベンチマークを活用した対話
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

対話のポイント

経営理念・ビジョン

経営哲学・考え・方針等

経営意欲

※成長志向・現状維持など

後継者の有無

後継者の育成状況

承継のタイミング・関係

①
経
営
者

着実、堅実な成長志向（現状維持は不可)

後継者：有り
後継者の育成状況：現時点で実質的に後継者が会社運営を担っている
承継のタイミング・関係：現代表の意向次第

「誠実」
住み慣れた自宅や地域で長く生活できるように、お手伝いをしたい

会社と共に成長し、理想の未来を実現する
【 率先垂範 】　自らが進んで手本を示し、身体と頭を動かして進捗あるのみ。
理想の自分への変化を楽しみ、面白いことを見つけ出そう。
【 現状打破 】　常に今のやり方で良いかを考えて、現状維持・前例踏襲を打ち破
ろう。常に創意工夫し、創造・解決する力を生み出そう。
【 誠実謙虚 】　常に感謝の気持ちを忘れず、周囲の為に、そして何より自分のため
に。

まずは、業務の流れや商流で企業の
差別化のポイントや顧客提供価値を
経営者と後継者に確認しつつ、今後
のビジョンや計画など将来についての想
いを双方から聞き出した。そのことで会
社に対するそれぞれの考え方の違いを
顕在化させることができ、今後どのよう
に解決を図っていくべきか検討するス
タートラインに立つことができた。

①強みや顧客提供価値の確認

②経営者、後継者の考えの違いを顕在化
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

対話のポイント

顧客提供価値を踏まえ、業務フローや商流から顧客に選ばれる会社になるための価値の流れを整理し、
経営者と後継者に確認しつつ、今後のビジョンや計画などを明確にした。（ラフスケッチに描いてみた）
そのことで、今後取り組む方向について社長と後継者の考え方のベクトルを揃えることができた。
キーワードは「記録」 。社長は現場を中心に身体を動かすことが全てと捉えていたが、ステークホルダーとの
関係性を深めるためには「記録」を残し、理解を得ることが重要であることが認識できた。

業務：生活援助

楽になった
選んで良かった

住み慣れた自宅
や地域で長く生
活できる

選ばれるための違いを作る
（内部）

コミュニケーション力
作業手順書
研修

選ばれるための違いを作る
（外部）

ケアマネとの関係強化
ケアマネが必要とする情報を提
供する

＜課題＞
記録が面倒
でも「誠実」の証明。
これを乗り越えて、あたり
前を確実にすることで選ば
れる

目的：

利用者の能力を引
き出す

行政から位置づ
けを理解してもら
うようにする

教育投資

利益

利用者が増える
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

事業承継に関する互いの認識

社長 後継者
事業承継時期 経営者としてはすぐにでも承

継していいと思っているが、ま
だ仕事は続けたい意向であ
る。

社長の意向次第でいつでも
よいと思っている

事業承継に関する不安 承継後の自分の立ち位置 当社のボトルネックは、自分
と社長との意識の相違。また、
その差を埋めるためのアプ
ローチを自分がまだ見出すこ
とができていない

事業承継における準備 事業を引き継ぐ手順や計画
書は特に作っていない。

経営理念、経営目標や評
価制度等は社長に相談で
きず、独自で作り始めていた。

事業承継に関する対話 今まで現場の仕事ばかりを
してきたので、後継者から今
後について話す機会を持ち
かけられてもとっつきにくく、出
来る限り避けてきた。

社長と話合いの機会を設け
たい
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

今後の事業方針に関する互いの認識

社長 後継者
経営理念・コンセプト 「誠実」

お客様が住み慣れた自宅や
地域で長く生活できるように、
お手伝いをしていきたい。

「会社と共に成長し、理想の
将来を実現する」

経営目標 一番重要なのは、「誠実」で
いること。真心を込めることで
通じるものがあり、それが当
社に最終的には還ってくると
思っている

いつかではなく、1・3・5年後
と具体的なものを明確に示
したい。

経営理念や目標構築につ
いて

後継者に任せている 早急に進めるべき事案であ
ると考えており、経営理念及
び経営理念に基づいた経営
目標を後継者独自で作成
中。ただし、せっかく今は社
長が元気で一緒に働いてい
るのだから、一緒に取り組み
たいと思っている。
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

振り返り 社長・後継者の声

社長の声
今まで現場の仕事ばかりをしてきたので、後継者から経営理念や経営目標、マニュア
ル化などについて話す機会を持ちかけられても、自分にはとっつきにくい内容で、出来る
限り話し合うことを避けてきた。
今回のロカベンの機会を得て、息子がどのようなことを考えているのかある程度理解でき
た。これからは避けずに一緒に取り組みたい。

後継者の声
今まで、社長と2人で話をするとすぐ喧嘩になっていました。またこういう話をしようとする
と社長が逃げてしまっていました。せっかく社長は元気で一緒に働いているのだから、経
営理念や経営目標などについて取り組めるうちに一緒に取り組みたいと思っています。
取り組まなかった3年後と取り組んだ3年後では絶対に違うと思っています。それは分
かっているのですが、その過程で心が折れてしまっていました。だからこういう機会をいた
だけたこと、また専門家からご紹介いただいた同業他社の取り組みを見せてくれるのは
大変参考になりました。
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

振り返り 商工会担当者の声

事業承継に向けた大きな方向性としての意思確認が出来たので、今後は双方が持
つ良い所を事業所にフィードバックしていけるように側面的なフォローをしていく。また、当
事業所の会計・税務部門を受け持つ顧問税理士との連携についても密にし、スムーズ
な承継が図れるように支援していく意向である。
社長については、事業関係でのネットワークはもちろんの事、地域での人脈についても
活かしていけるように、代表職を譲っても事業（外向きな業務）に貢献していけるよう、
バックアップ的な役割を担っていけるようアドバイスを行う。
後継者については、既に自身の特性を活かし、事務面等での業務改善に向けた取り
組みを行っている。そういった取り組みに活かしていけるセミナー等についての情報提供
を積極的に行い、そういった場を活用し自らの人脈も構築していけるようにフォローをし
て行きたいと考えている。
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３．事例 Ａ社（訪問介護サービス）

振り返り 商工会連合会担当者の声

普段の経営相談は、相談者がご自身の課題について相談されることが多いですが、そ
の場で行ったアドバイスが活かされているかは次回相談にならないと不明なところがあり
ます。このローカルベンチマーク手法は関係者が一堂に介し、ローカルベンチマーク
シートを作成しながら進んでいくので相談者・支援者共に理解しながら進めて行け
るところが良いところだと思います。また、必要な協議はその場で行えるメリットもありま
す。
今回のＡ社さんは、経営者・後継者共にそれぞれの強味を理解しあっていたが、事業
承継についての協議がなされていませんでした。我々第３者が同席した事で今後の
方針について協議が進んだ事が良かったと考えています。

※この手法については経営指導員研修等で秩父商工会議所の黒澤経営指導員の
事例を聞く機会があり、今回大阪で実施出来て成果を確認出来た事は良かったと考
えている。
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