
ご相談フォーム 

プライバシーポリシー 

事業承継サポート 経営者保証 事業承継支援 
事業承継について 事業承継自己診断 専門家派遣のご案内 

ネットワーク 解除に向けた支援 メニューのご紹介 

ホーム 事業承継サポートネットワーク 

事業承継サポートネットワーク 

道内６地域にサポートネットワークを構築し、地域の支援機関があなたの事業承継に関する様々な課題を支援します。お気軽にご相談くだ 

さい。 

事業承継サポートネットワーク構成機関一覧 

国・道等関係機関、支援機関・公的金融機関 

国・道等関係機関、支援機関 

北海道 経済産業省北海道経済産業局 財務省北海道財務局 

（独）中小企業基盤整備機構北海道本部 北海道商工会連合会 （一社）北海道商工会議所連合会 

北海道中小企業団体中央会 北海道中小企業家同友会 北海道事業引継ぎ支援センター 

北海道よろず支援拠点 北海道弁護士会連合会 札幌司法書士会 

北海道行政書士会 日本公認会計士協会北海道会 北海道税理士会 

（一社）中小企業診断協会北海道 （公財）北海道中小企業総合支援センター （公財）函館地域産業振興財団 

（一財）旭川産業創造プラザ （公財）とかち財団 （一社）北見工業技術センター運営協会 

（公財）オホーツク地域振興機構 

公的金融機関 

日本政策金融公庫 北海道信用保証協会 

市町村・商工団体・金融機関 

道央地域（石狩） 

市町村 

札幌市 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 

石狩市 当別町 新篠津村 

商工団体 

札幌商工会議所 江別商工会議所 千歳商工会議所 恵庭商工会議所 北広島商工会 

石狩商工会議所 当別町商工会 新篠津村商工会 

金融機関 

北洋銀行 北海道銀行 北海道信用金庫 北央信用組合 札幌中央信用組合 

道央地域（空知） 

市町村 

夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 

三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 

上砂川町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 

妹背牛町 秩父別町 雨竜町 沼田町 
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商工団体 

岩見沢商工会議所 滝川商工会議所 深川商工会議所 栗山商工会議所 砂川商工会議所 

美唄商工会議所 芦別商工会議所 上砂川商工会議所 夕張商工会議所 歌志内商工会議所 

赤平商工会議所 三笠市商工会 南幌町商工会 長沼町商工会 新十津川町商工会 

妹背牛商工会 秩父別町商工会 雨竜町商工会 沼田町商工会 

金融機関 

空知信用金庫 北門信用金庫 北空知信用金庫 空知商工信用組合 

道央地域（後志） 

市町村 

小樽市 黒松内町 ニセコ町 京極町 倶知安町 

岩内町 余市町 

商工団体 

小樽商工会議所 余市商工会議所 岩内商工会議所 倶知安商工会議所 寿都商工会 

ニセコ町商工会 真狩村商工会 留寿都商工会 共和町商工会 神恵内村商工会 

積丹町商工会 古平町商工会 

道央地域（胆振） 

市町村 

室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 豊浦町 

洞爺湖町 

商工団体 

苫小牧商工会議所 伊達商工会議所 登別商工会議所 洞爺湖町商工会 壮瞥町商工会 

安平町商工会 厚真町商工会 

金融機関 

室蘭信用金庫 苫小牧信用金庫 伊達信用金庫 

道央地域（日高） 

市町村 

平取町 えりも町 

商工団体 

浦河商工会議所 平取町商工会 新ひだか町商工会 様似町商工会 えりも町商工会 

金融機関 

日高信用金庫 

道南地域（渡島） 

市町村 

函館市 長万部町 木古内町 鹿部町 森町 

八雲町 
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商工団体 

函館商工会議所 森商工会議所 知内商工会 福島町商工会 北斗市商工会 

松前商工会 八雲商工会 

金融機関 

道南うみ街信用金庫 渡島信用金庫 函館商工信用組合 

道南地域（檜山） 

市町村 

江差町 今金町 乙部町 上ノ国町 せたな町 

商工団体 

今金町商工会 江差商工会 奥尻商工会 乙部町商工会 上ノ国町商工会 

せたな商工会 

道北地域（上川） 

市町村 

旭川市 士別市 名寄市 富良野市 鷹栖町 

東神楽町 愛別町 上川町 上富良野町 中富良野町 

南富良野町 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 

音威子府村 幌加内町 

商工団体 

旭川商工会議所 士別商工会議所 名寄商工会議所 富良野商工会議所 当麻町商工会 

比布商工会 愛別商工会 上川町商工会 東川町商工会 上富良野町商工会 

中富良野町商工会 

金融機関 

旭川信用金庫 北星信用金庫 

道北地域（留萌） 

市町村 

留萌市 羽幌町 苫前町 遠別町 初山別村 

天塩町 

商工団体 

留萌商工会議所 遠別商工会 

金融機関 

留萌信用金庫 

道北地域（宗谷） 

市町村 

稚内市 中頓別町 

商工団体 

稚内商工会議所 枝幸町商工会 豊富町商工会 中頓別町商工会 浜頓別町商工会 

幌延町商工会 礼文町商工会 
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金融機関 

稚内信用金庫 

十勝地域 

市町村 

帯広市 足寄町 池田町 浦幌町 音更町 

上士幌町 更別村 鹿追町 新得町 大樹町 

豊頃町 中札内村 本別町 幕別町 

商工団体 

帯広商工会議所 足寄町商工会 浦幌町商工会 上士幌町商工会 更別村商工会 

鹿追町商工会 士幌町商工会 清水町商工会 新得町商工会 豊頃町商工会 

中札内村商工会 広尾町商工会 本別町商工会 幕別町商工会 芽室町商工会 

金融機関 

帯広信用金庫 十勝信用組合 

釧根地域（釧路） 

市町村 

釧路市 釧路町 厚岸町 標茶町 白糠町 

商工団体 

釧路商工会議所 釧路町商工会 厚岸町商工会 浜中町商工会 標茶町商工会 

弟子屈町商工会 阿寒町商工会 鶴居村商工会 白糠町商工会 音別町商工会 

金融機関 

釧路信用金庫 釧路信用組合 

釧根地域（根室） 

市町村 

根室市 別海町 中標津町 

商工団体 

根室商工会議所 別海町商工会 中標津町商工会 

オホーツク地域 

市町村 

北見市 網走市 紋別市 美幌町 津別町 

斜里町 清里町 置戸町 佐呂間町 滝上町 

雄武町 

商工団体 

北見商工会議所 網走商工会議所 紋別商工会議所 遠軽商工会議所 美幌商工会議所 

留辺蘂商工会議所 きたみ市商工会 津別町商工会 斜里町商工会 小清水町商工会 

訓子府町商工会 置戸町商工会 佐呂間町商工会 えんがる商工会 湧別町商工会 

興部町商工会 雄武町商工会 大空町商工会 
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金融機関 

北見信用金庫 網走信用金庫 遠軽信用金庫 

お気軽に ご相談・お問い合わせください。 

問い合わせ先： 北海道事業承継ネットワーク事務局 
（（公財）北海道中小企業総合支援センター） 

TEL：011-232-2012 ／ FAX：011-232-2011 

TEL：011-232-2014 （経営者保証業務担当） 

受付時間：平日9:00～17:30 

※土、日、祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く 

ご相談フォーム 

ホーム 経営者保証解除に向けた支援 

事業承継について 事業承継支援メニューのご紹介 

事業承継サポートネットワーク 新着情報 〒060-0001 

札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル9階 事業承継自己診断 プライバシーポリシー 

専門家派遣のご案内 ご相談フォーム 
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