
次代を担う後継者を育成する

Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center

お問い合わせ先 公益財団法人 東京都中小企業振興公社　総合支援課　事業承継塾事務局
  〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9

 TEL.03-3251-7885 FAX.03-3251-9372

FAX 03-3251-9372

〒

企業名

ご希望の受講期間（どちらかに　　 ） □ 前期　　　　　　　　□ 後期

FAX送信先

※お申込者情報の取扱いにつきましては、右記HPをご参照ください。http://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html

令和元年度　事業承継塾　受講申込書

エッサム神田ホール1号館　東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2 
JR神田駅　 東口　徒歩1分
東京メトロ銀座線 神田駅　3出口　前

切 り 取 らず に F A X してく だ さ い

所在地

E-mail
※申込受付完了のご連絡はこちらに記載いただいたメールアドレスへお送りします

資本金 千円 従業員数 名

TEL

業種

参加者

事業承継塾について、どこでお知りになりましたか？（あてはまるものに〇））

①公社のホームページ ②公社からのメールマガジン ③公社職員からの紹介 ④他機関（区、市、商工会など）からの紹介

⑤事業承継セミナーに参加 ⑥その他（   ）

ふりがな

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 （　　　  歳） 部署／役職

１．HPからのお申込み
公社HP内事業承継塾のページより申込フォームにご記入のうえ
お申し込みください。公社HP「令和元年 事業承継塾」で検索
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1907/0018.html

２．FAXでのお申込み
下記「受講申込書」をFAXにてお申込みください。 FAX：03-3251-9372

お申込み方法
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エッサム神田ホール
1号館

令和元年度 前期・後期

開講

事業
承継塾
！

11月6日 2月26日

2019年 2020年

~水 水9月4日 12月11日
2019年

前期 後期

いずれも17：00～21：00

~水 水

受講期間

受講料
無料

先着

各20名



開 催 期 間 前期 2019年9月4日（水）～2019年12月11日（水）
 後期 2019年11月6日（水）～2020年2月26日（水）
 いずれも17時～21時　※定員に達し次第締め切りとなります
対 象 者 都内中小企業の承継予定者または承継後間もない方で、
 原則全8回全てにご参加いただける方
 ※講師と同業の方やコンサルタントの方はご遠慮ください。

定 員 各20名（先着順）
受 講 料 無料
会 場 エッサム神田ホール1号館　東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2
お申し込み方法 公社HPもしくは裏面の参加申込書をFAXにてお申込みください

募集要項

講師紹介
経験豊富な講師陣がバックアップ！

事業
承継塾

後継者塾塾頭。事業承継において、見える化や仕組み
化を行い、会社を磨き上げる支援を行う。強みを研ぎ
澄まし利益が上がる仕組みをつくることが、本来の意味
での事業承継と考え、後継者とともに会社の事業を発
展させていくコンサルティングを実践している。Ｈ26年
中小企業庁長官賞、Ｈ30年日本経営診断学会会長賞。

東條　裕一　氏
事業承継センター（株）
常務取締役
事業承継士/中小企業診断士

石井　照之　氏
事業承継センター（株）
取締役
事業承継士/中小企業診断士

中小企業大学校三条校「後継者のための組織風土づく
り」の企画、テキスト執筆、講義を始め、「経営者と後継
者で作る事業承継計画策定講座」等、後継者向け研修
を数多く実施。個別企業支援では、後継者を含む幹部
候補者9名に対して1年間の研修メニューを企画し、実行
中である。その他、経営承継円滑化法の申請等多数あり。

家業の町工場の承継失敗を機に、第三者による事業承
継支援の重要性を強く意識するようになり、自らがそ
の役割を担うことを決意し現職に勤しんでいる。自身
の経験を活かして実態に則した支援をすることを信条と
し、特に、後継者らと共に事業計画策定・経営改善活
動に現場で取り組むことを得意としている。

高橋　聡　氏
事業承継センター（株）
パートナー　
事業承継士/中小企業診断士

金融機関・大手コンサルティング会社を経て中小企業を
支援するコンサルタントとなる。現経営者と後継者に寄り
添い、抽象論ではなく具体論での問題解決策を共に見つ
け、会社の成長につながる事業承継支援を行う。特に経
営計画策定・財務/営業/組織の改革を後継者と共に取り
組む。共著に「1年で結果を出す経営改善のツボ」幻冬舎。

丸山　直明　氏
事業承継センター（株）
パートナー
事業承継士/中小企業診断士

※講師陣は昨年実績。今年度は状況により変わる可能性もございますので予めご了承ください。

事業承継塾とは

経営者に必要なスキルと覚悟を磨く
経営者の高齢化が進むなか、これまで経営者が築いてきた企業価値を次の世代に円滑
に引き継ぐことが極めて重要な課題となっております。
「事業承継塾」では、経営者としてのスキルと覚悟を持った後継者を育成することを目的
とし、経営者になるために必要な基礎知識を学びます。机上の理論ではなく実践的な知
識を習得し、受講後には各自が事業戦略・事業計画を作成できる力を付けることを目指
します。また、受講生同士が切磋琢磨し、刺激を与え合う環境がここにはあります。

いずれの日程も17時～21時の時間帯に実施します。また、講義内容および
講師は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

カリキュラム紹介

経営理念

テーマ日程 概要

水

水

水

水

水

9月4日

9月18日

10月2日

10月16日

10月30日

11月13日

11月27日

12月11日

オリエンテーション／経営理念の
重要性

経営戦略 ケーススタディから、なぜこの企業
はこの戦略を採用したのかを考える

ビジネスモデル
ケーススタディから、企業はどこに
強みを見出し、どこでお金を儲け
ているかを考える

戦略と組織 「戦略を実現する」ために有効な
「組織の作り方」について考える

税務会計・管理会計 数値にもとづくPDCAの大切さを
知る

経営指標 経営者が理解すべき「管理指標」
を考える

発表／まとめ 自社分析シートの発表／まとめ

未定 初回アンケートの結果に応じた特
別講義

Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center

Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center
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事業承継塾では、事業のあり方、目指す姿、そ
れに必要な経営の基礎を勉強出来ました。前半
は経理や他社事例による経営分析判断の練習。
後半は、一般論ではなく、参加各社の事業につ
いて、実践的に学びました。この場所で学んだメ
ンバーとは塾が終了した後も集まっています。学
ぶと同時に友人も得られました。感謝しています。

有限会社ステップ・ワン
代表取締役社長

垣花　創　氏 
株式会社マック
代表取締役社長

加藤　和也　氏 

事業承継塾では、実企業の財務・営業・人間関
係等をモデルとして、どの部分を変化させると会
社が成長していけるのかを受講生と講師を交えて
真剣に議論します。多様な経歴を持った人が集
まり、緊張感ある授業を行うことで自分磨きが
できます。そして互いに切磋琢磨していく中で信
頼関係が育まれ、できた仲間は一生の宝物です。

   Jigyo
Shokei Juku2019

※第7回・第8回については、決算書等、企業の内部資料をお持ち頂き、自社分析を行います。

受講者の声

後期：11/6、11/20、12/4、12/18、1/15、1/29、2/12、2/26  曜日、時間、カリキュラムは同一です。
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水

水

後継者が行う経営革新は、ベテランから新入社員、社
外の関係者をどれだけ「巻き込み、賛同を得られるか」
が成否を分ける。事業承継では後継者の考えを「見え
る化」し、周囲の共感と賛同を得る方法を共に考え実
践するコンサルティングを行っている。東京都中小企
業振興公社中小企業表彰審査委員。東京商工会議所
「勇気ある経営大賞」選考委員。

渡辺　孝　氏
事業承継センター（株）
パートナー
事業承継士/中小企業診断士

先入観なくお客様の想い、価値観を聴くことからコンサ
ルティングを行う。事業承継においては株式の移転は一
部分にすぎず、「経営の承継と継続」が大切であり、会
社にとって何を引き継いでいくのかを一緒に考えていく。
後継者塾においては「自社を知る」ことと「経営者とし
ての覚悟を決める」ことを伝えようと心がけている。

今野  不二人　氏
事業承継センター（株）
パートナー
事業承継士/中小企業診断士


