
JPBM創立30周年記念大会特集号   

「今こそ智慧の経営へ」  

■全国統一研修会ＰＡＲＴⅠ 
『挑戦する老舗企業が体現する“経営の智慧”を学ぶ』 

歴史に培われた老舗企業の経営の極意より 
多くの経営のヒントをいただきました！ 

地域事業者を、よりワンストップに、よりフレキシブルに 

支援する実践スキームを提案しました！ 

■特別企画「地域間連携支援事業」 
【第1部】付加価値を維持したＢ2Ｂ2Ｂ2Ｃ取引開拓支援の推進 

【第2部】持続可能な事業モデル構築による 
            ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝとﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの活用 

■全国統一研修会ＰＡＲＴⅡ（中小企業分野） 

事業承継相続に大きな可能性を持つ 
民事信託の事例を徹底検討しました！ 

【第1部】「第20回全国提案力ｺﾝﾃｽﾄ（中小企業向け）」               
                          提案ﾎﾟｲﾝﾄと実務研修 
【第2部】民事信託の実務展開と今後の取組み 
                 （ＪＰＢＭ民事信託検討会からの報告） 

■全国統一研修会ＰＡＲＴⅡ（医療機関分野） 
【第1部】「第3回全国提案力コンテスト（医療機関向け）」 
                         提案ポイントと実務研修 

【第2部】改正医療法人制度等が医療・介護界に 
                         及ぼす影響と実務対応 

様変わりする地域医業経営支援の最新情報の 
発信と実務対応をじっくり検討しました！ 

JPBMの新しいコミュニケーションインフラツールが 
本格的に稼働します！ 

Ｊ-シェア（ＪＰＢＭ情報シェアクラウドサービス） 

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 



平素より、JPBMの取組みに格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 過日開催いたしましたJPBM創立３０周年記念大会におきましては、ご多忙の中、

全国より会員専門家、来賓、中小事業者、医療関係機関、提携企業・団体、省

庁関係者各位の３００名を超える皆様のご参加を賜り盛会裡に無事終了いたしまし

た。これもひとえに皆様方のひとかたならぬご支援の賜物と深く感謝申し上げます。 

 当日は、地域の雇用・経済・社会を支える中小事業者、医療関係機関のこれか

らの姿と求められる専門家力について、活発な意見交換をすることができました。特

に、老舗企業様の経営の極意と本質を学ばせていただいた全国統一研修会

PARTⅠ、地域におけるこれからの実業支援と専門家機能と役割を提示した特別企

画、医業経営支援の在り方に関して最新情報および今後の行方を示したシンポジ

ウム、事業承継・相続の課題解決の有効な手法である民事信託の最新事例を含

めた統一研修会PARTⅡや全国提案力コンテストは多大な評価を頂戴しました。

JPBMの役割の重大さ、専門家の責任の重さを改めて認識するとともに、今後とも皆

様方と一層の連携を進める事で必ずお役に立てるものと確信いたしました。 

 本冊子が、大会報告とこれからの３０年を見据えたJPBMの取組みをご紹介しなが

ら、改めて関係各位と手を取り合って中小事業者および医療関係機関の経営支

援に邁進すべく、またお支えいただきました皆様方へ感謝の想いをお伝えすることが

出来ましたら幸甚です。 

 今後とも何卒ご指導、ご鞭健を賜りますよう宜しくお願い申し上げますとともに、皆

様のますますのご発展をお祈り申し上げまして、略式ながら御礼のご挨拶とさせてい

ただきます。 

一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会 

  代表理事    

創立30周年記念大会実行委員会 
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高須 和之 

原子 修司 

ご挨拶 

代表理事 鈴木 孝男 

平成２８年９月吉日 
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定時社員総会審議に引き続き、JPBMへ入会されて永年にわたる協会活動への功
績に感謝して永年会員表彰や、役員表彰、春の叙勲表彰、全国提案力コンテス
ト（中小企業向け、医療機関向け）入賞者への表彰が行なわれました。 

懇親会＆交流会では、たくさんの会員はじめ関係
各位にご参加いただき、ご来賓の祝辞、鏡開きか
ら、赤坂芸者のアトラクション、熊本被災地への
チャリティ贈呈等盛会のうちに執り行われました。 

■永年会員表彰の皆さま 

■
役
員
表
彰
代
表
の 

税
理
士
法
人
名
南
経
営 

吉
田
勤
氏 

■
春
の
叙
勲
表
彰
の 

志
田
康
雄
副
理
事
長 

■提案力コンテスト（一般）金賞受賞のミッド
ランド税理士法人Bチーム 

■提案力コンテスト（医療）金賞受賞の
税理士法人諸井会計チーム 

■中小企業庁長官宮本聡氏の 
ご来賓祝辞 

■日本税理士会連合会会長 
神津信一氏のご来賓祝辞 ■賑やかな懇親会＆交流会より 

■鏡開きとJAHMC会長の常山正雄氏の乾杯のご発声 

■義援金授与式 ■赤坂芸者さんのアトラクション 

■7月22日（金） 各表彰式、懇親会＆交流会 

創立30周年の感謝を込めて、記念大会にふさわし

く各種表彰や懇親会＆交流会が、華やかかつ賑や
かに開催されました！ 

■永年会員表彰代表でご挨拶する 
㈱イワサキ経営 岩﨑一雄氏 
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■7月22日（金） 全国統一研修会ＰＡＲＴⅠ 

『挑戦する老舗企業が体現する“経営の智慧”を学ぶ』 

京都と日本橋より老舗企業４名の方々に一堂にお集まりいただき、まさにここでしか
聞けない類まれなるゴーイングコンサーンの秘訣と本質をお話しいただきました。長
い歴史の中で、マーケットが無くなるような危機をどう乗り越えられたのか⁉ 常に
時代とお客様に寄り添いながら、飽くなき事業磨きが続けられておりました。 

山ばな平八茶屋  
20代目当主  
取締役会長  園部 平八様 

炭屋旅館 女将 堀部 寛子様 

株式会社 若林佛具製作所 
取締役相談役（前社長） 

若林 卯兵衛様 

株式会社黒江屋  
12代目当主 柏原 孫左衛門様 

ダンコンサルティング株式会社 代表 
／ＪＰＢＭ理事（税理士）塩見 哲 

・若狭街道の茶店からスタートして、雑貨商から麦飯茶屋、旅籠などを営んできまし
た。しかし、明治になり鉄道が発達すると、お客様がぱったり来なくなりました。そこ
で川魚専門店にして懐石料理を出すことで新たなお客様をつかんでいきました。 
・22代続いてすべて実子長男に継がれています。元旦に家族でおせち料理をいた

だきますが、祖父と父には大きな「頭芋」が入っています。祖父が亡くなった翌年、
父と私の椀に「頭芋」が何も言わずに入っていました。周りが自然と認めていきます。 

・現在の住宅事情は、「畳がない」「床の間がない」「仏間は影も形もない」。 
要するに、仏壇の需要が少ないというわけです。そのため、現在の店頭には 
リビング用の家具が並んでいます。一流の職人の技術があるため、今は 
文化財の修繕・修復、お寺や神社、お城や皇居の漆塗り等も行っています。 
・私もそうですが職人もよくしゃべります。明るい社風であることは間違いありません。 

・創業は四条河原町の刀の鋳物屋。先々代が多趣味で、謡曲やお茶に精通
していました。家元の方々が集まるようになり、お茶から旅館に発展。父はお
茶は素人から猛勉強して上達、裏千家の老分にまでなりました。 

・父が入院した際、先代（母）が仕事終わりにお見舞いに行き、その間、自分
がフロント業務を一人でこなしました。そこから取り組み方が変わりました。
今のスタッフはそのころからずっと支えてくれています。 

・元禄時代、経営の引き締めのために家訓を定められました（1736年）。『ご

法度の順守、合議制の実施、新規掛売の禁止、自分商いの禁止、利益に惑
い不実の仕入れをしないこと』、当時江戸・大阪間の飛脚6日間3千円程度を
3日間約70万（当時7両）の仕立て使うほど情報は大切にしました。 

・一業専心が多い中、事業の多角化で生き残りを図ってきました。漆器を続
けてこられているのも経営の多角化によるものです。 

・日本の商人道は岩田梅岩『都鄙問答』（1739）にしる

されていて、世界史的にも先駆けと言えます。隠れた
社会貢献の思想が老舗の中に埋め込まれています。 

・老舗は特徴が体（会社）に染み込んでいます。ビジネ
スモデルを変える際、その匠を細かく分解して近い「お
客」と「仕事」に移行できます。 

・社員は行き先のわからないバスには乗りません。行
き先（理念）が明確だから“会社で働きたい”“会社を守
りたい”気持ちが共有できるのです。 

《当日パネリストの皆さまのお話から抜粋させていただきました》 

《コーディネーター》 

歴史に培われた老舗企業の経営の極意より 
多くの経営のヒントをいただきました！ 
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＜ 特 別 企 画 の 全 体 イ メ ー ジ ＞ 

特別企画は２部構成で開催し、事業者の持続可能な商いモデルへの移行を支援する事例の共有
と、事業推進連携団体と構築するプラットフォームの活用が参加者に対して提案されました。 

【第１部】付加価値を維持した 
Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｃ取引開拓支援の推進 

【第２部】持続可能な事業モデル構築による 
インキュベーションとプラットフォーム活用 

地域事業者を、よりワンストップに、よりフレキシブ
ルに支援する実践スキームを提案しました！ 

■7月22日（金） 特別企画 

●地域間連携支援事業の具体的取り組み事例を通
じて、地域事業者連携が新しいビジネスモデルの兆
しであることを感じました。 
 
●事業者は専門家による経営支援とともに、連携可
能性がある事業者との連携サポート、ビジネスモデル
づくりを求めている現状が共有されました。 

●プラットフォームの全体像と事業推進連携団体の有
する実務支援機能を共有し、インキュベーションの具
体的イメージが共有されました。 
 
●事業者を見える化し、事業者連携を推進することで、
個々の事業者の経営基盤が強化するため、専門家の
専門分野の経営支援ノウハウと事業支援力の拡充が
時代の要請として求められていることが共有されました。 

4 



地域に根差して地域経済へ貢献し、地域農業のイノベーションを実現するために
は、地域内外のさまざまな業種業態の方との連携がポイントになります。今後は
耕作放棄地等の有効活用に向けて太陽光事業者と連携し地域事業化を進めます。 

㈱スワンドリーム 取締役 三浦 菊雄 氏 

一般社団法人食大学 鹿野 正道 氏 

㈱フルーツファームカトウ 代表取締役 加藤 修一 氏 

農業は大量生産－ハイテク型か少量生産－技術向上型の二極化していく中で、生
産努力を惜しまず検証と研究を重ね、品質を追求することを徹底すべきです。将
来、自社の醸造場とレストランを設立して世界中から人が来る農園にしたいです。 

取引先１００社と地域事業者の連携を通じて、出資機能とともに販路開拓や生産
システム向上支援機能を強化し、事業者に対して生産から商品化、商談等を一括
支援する仕組みづくりを進め、６次産業化プランナーとともに推進していきます。 

農業生産者、特長ある農産物双方のブランディング支援と、ファンをつくるマル
シェ運営のノウハウ提供をシェフとして支援します。また、小さい子供の世代か
ら食文化を大切にしていただき、後継者対策等、地域に貢献していきます。 

地域が良くなるために“農業”経営の発展がカギです。生産者が付加価値生産や
商品化を行い、事業規模を持ち持続可能な事業モデルを構築していくうえで、資
金調達等の経営課題に対して協会の専門家機能を提供していきます。 

㈱農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE） 統括部長 植草 茂樹 氏 

コーディネーター JPBM副理事長 清水 武信 氏 

■これからの地域間連携支援事業 

付加価値を維持したＢ2Ｂ2Ｂ2Ｃ取引開拓支援の推進 

■7月22日（金） 特別企画 第一部 

出口戦略までを一貫し、付加価値を磨き上げて顧客
に届ける商いモデルの取り組みが共有されました！ 

既存ビジネスは傷んでい
るけれど、資金力があり、
経営に真面目な事業者 
のお手伝いがしたい 

いい商品やマーケット、
リソースを持っている
事業者が、もっと良く
なるお手伝いがしたい。 

事業の安定に向けて、
商品づくり、商品力強化
のお手伝いがしたい 

新しい事業を起こし、 
新しい市場をつくる 
お手伝いがしたい 

取引先・連携先拡大の 
お手伝いがしたい 
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一般社団法人日本ＪＰ機構 代表理事・公認会計士 岡田 育大 氏 

プラットフォームを活用した事業者の見える化と、事業者連携による信用枠の創
出を進め、多様な資金調達手法と保険商品の組成等、事業支援力を提供します。 

㈱システムインテグレーション 代表取締役 多喜 義彦 氏 

企業には必ず良い部分があり、こうした企業が自社商品をもち、事業を起こして
いくことが地域事業者の活性化となります。専門家や支援機関が地域事業者に事
業のネタを提供し引っ張っていく“牽引力”が求められています。 

エナジーバンクジャパン㈱ 代表取締役 境内 行仁 氏 

㈱日経ＢＰ リアル開発会議 編集長 狩集 浩志 氏 

事業者間の連携では、同質連携によるスケールアップ、異質連携によるグレード
アップにより大企業に負けない力を得るため、専門家等の支援が必要不可欠です。 

協会は事業推進連携団体とともに、地域事業者の持続可能な事業モデルへの移行
を支援するインフラを構築し、専門家機能を高めながら実務を提供していきます。 

コーディネーター JPBM専務理事 吉木 祐三 氏 

特色ある事業者を“見える化”していく事業を進め、確かな事業者同士の連携に
より、事業者の事業基盤安定と強化をメディア機能を活用しサポートします。 

㈱ＪＰＢＭ 代表取締役 小林 一仁 氏 

ポスト大企業の時代を事業者の質と量、強みを共有し、大企業が独占していたメ
リットを地域事業者が活用できることを目指して事業を推進していきます。 

持続可能な事業モデル構築による 
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝとﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの活用 

■7月22日（金） 特別企画 第二部 

連携推進機関と構築するインフラ活用と、専門家機
能の拡充、事業支援機能の活用が提案されました！ 

     展開 

     基盤拡充 

     共有 

地域の事業者と支援機関とともに、
地域毎のB2B2B2C取引開拓支援
スキームを具体化します。 

連携する支援機関ネットワーク間で
それぞれの専門家や支援機関が実
務支援ノウハウをシェアします。 

持続可能な商いモデルを構築した
い事業者を支援する専門家・支援
機関ネットワークを拡充します。 

参加／相談 

☑「地域間連携支援事業推進 
  ネットワーク構築のための勉強会」へ登録 

☑JPBM本部または㈱JPBMへ問い合わせ 

TEL☎ （JPBM）    
     （㈱JPBM）   

０３－３２５３－４７１１ 
０３－５２９５－４６２０ 

FAX （共通）   ０３－３５２６－３０５１ 

Mａｉｌ （共通）   ｉｎｆｏ＠ｊｐｂｍ．oｒ．ｊｐ 

 HP （共通）   http://www.jpbm.or.jp/ 

http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/hon
bu/file/file365.pdf 
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■7月23日（土） 全国統一研修会ＰＡＲＴⅡ（中小企業分野） 第一部 

「第20回全国提案力コンテスト（中小企業向け）」提案ポイントと実務研修 

民事信託の実務展開と今後の取組み（ＪＰＢＭ民事信託検討会からの報告） 

※金賞提案書より（全17pから一部抜粋）、会員専用サイトで閲覧できます。 

●本年の問題は、志田審査委員長を中心に複雑な親子関係の中でどう
すれば意図する事業承継が行えるか、を趣旨とした設問であり、必ずしも
商業信託にたよらない、家族間での信託の特性を活かした課題解決の実
現が大きな柱となりました。 
 
●力作ぞろいの提案の中で、金賞のミッドランド税理士法人Bチーム様は、

各問題の論点をよく整理し、他の手法や税務等への行き届いた提案に
なっており、高評価を得た内容でした。 
 
●ポイントとして遺留分の取り扱いが後継ぎ遺贈型の 
第二次以降の受益権について不要になる（通説）こ 
とや、議決権と指図権の関係で親族間だからこそ、 
経営のデッドロックを防ぐため、契約による手立てをし 
ておく必要が指摘されました。 

●民事信託検討会の中で検討された事例を中心に成果発表が行われました。
中でも石井税理士のお客様のご要望に沿った民事信託の提案を、権藤弁護
士と連携して信託契約書をまとめ、最終段階まで進んでいる事例が発表され
ました。 

●事例の特徴としては、不動産管理信託と後継ぎ遺贈型受益者連続信託の
合体版の構造をもったスキームになります。 

現状、高齢のオーナーが所有する不動産を相続対策にて設立した管理会社
で管理していますが、相続による直系以外への不動産流出リスクを防ぐため、
また最終的には直接の孫に信託財産を集めるための民事信託契約になりま
した。 

●オーナーの内容確認および了解をいただき、最終段階として公証役場での
公文書化と債権者（金融機関）への説明と了解に関する交渉を行っておりま
す。 

●今後引き続き本検討会にて進捗状況を共有しながら課題や論点を検討し
ていきます。 

※権藤弁護士から提示いただいた事例のスキームおよび論点整理より（一部抜粋） 

事業承継・相続に大きな可能性を持つ 
民事信託の事例が徹底検討されました！ 

■7月23日（土） 全国統一研修会ＰＡＲＴⅡ（中小企業分野） 第二部 
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１．事例を中心とした検討会でノウハウの蓄積 

２．スキーム開発による実務支援を展開！ 

３．営業ツール開発、外部へ積極アプローチ！ 

スキーム開発による 
実務支援を展開！ 

事例を中心とした 
検討会でノウハウ蓄積 

事業承継・相続の選択肢として活かす「民事信託検討会」、 
コンサルティングの積極展開に向けて是非ご参画ください！ 

営業ツール開発、 
外部へ積極アプローチ 

●隔月で開催している民事信託検討会は、毎回１５人～２０人の専
門家、専門企業担当者が集まり開催。個別事例への取組み発表を
軸にして、法務、税務、手続き等の視点で、事業承継・相続の最適な
手法を目指して意見交換を重ねています。 

●高齢化に伴う不動産オーナーとその事業承継・相続への対策に関
して深い検討を加え、ノウハウの蓄積が進んでいます。 
●今後、自社株承継に関する信託の検討を重点的に実施します。 

●民事信託検討会の中で検討された事例内容から、各地域で課
題となっている類似案件に対して、積極的なアプローチを行います。 

●例えば、区分所有により地権者が多数存在し、かつ高齢化が進
んでいる場合。大規模修繕等のニーズに円滑に対応するための
手法として民事信託が検討されます。資金調達の要望と一括管理
の体制が求められ、信託の手法が効果を発揮します。 

●各地域で同様の物件があると想定され、成功事例を基に実務
支援を展開する予定です。 
 

●不動産オーナーの生前から相続・事業承継を見越した物件のコントロールを検討すると
き、信託の手法が効果を発揮します。ただし、不動産の現場で活躍するプロの方々におい
ても、信託の手法は垣根が高いとの声を多く聞きます。 

●民事信託検討会では、検討結果を踏まえてユーザーユースのツール等を作成し、民事
信託の提案に際する現場の理解を広めていきます。先般発行しました小冊子「民事信託
の手引き」は、各業界から見た活用事例を満載、文字通り使い勝手の良いガイドブックとし
て好評を得ております。 
●「民事信託検討会」へのご参画その他ツール等お問合せは 
  ☎０３－５２９５－４６２０ 事務局山形までどうぞ。＊直近の集合開催は以下の通り。 
  「第8回開催：平成28年10月11日（火）15:00～17:00 りそな銀行神田支店会議室」 
  「第9回開催：平成28年12月9日（金）15:00～17:00 会場調整中」 
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「第20回全国提案力コンテスト（医療機関向け）」提案ポイントと実務研修 

第二部 

改正医療法人制度等が医療・介護界に及ぼす影響と実務対応 

●本年の問題は、松田審査委員長を中心としてコンサルタントの視点
を強調しています。特定医療法人に移行したいクライアントの要望を踏
まえ、的確に現状分析を行い、できるだけ経営に負荷を掛けずに、全
体のストーリーを踏まえて提案を導き出す、といった内容になりました。 
●傘下のMS法人との関係や、収益が積みあがっている状況での相続

対策の問題、また役員報酬および積立金の問題、さらに貸借対照表に
隠されたトラップにいかに気が付くかなど、必要とされる着眼点が多く
含まれていました。 

●金賞受賞した佐賀の税理士法人諸井会計様は、押さえるべきポイン
トをきっちり押さえた内容になっており、また、医療法人の資金状況の
みならず、同族の役員の資金の出入りまで目を行き届かせていました。
広い視野による提案内容は他の事務所もコンサルティングの参考にな
るでしょう。 

●基調講演として、厚生労働省医政局医療経営支援課医療法人指導官
の染谷輝氏に「改正医療法人制度の概要と地域医療連携推進法人創設
の意義」をテーマにお話しいただきました。 

●シンポジウムでは、医業経営部会部会長の松田紘一郎氏が座長を務
め、４名のシンポジストがそれぞれのスタンスから新制度への対応等を発
表しました。 
●医療機関関係から社会医療法人社団 光仁会・医学博士の野村誠副理

事長より、現状進められている定款・諸規則等の整備について実例をもと
にお話しいただきました。 

●会員公認会計士の中市俊也氏より、「会計監査に対応するために」とし
て、これからの医療法人に向けた会計監査・外部監査に関して、その進
め方や実際の監査の流れおよび計算書類の作成基準と作成書類等に関
する発表がありました。 
                          ●更に会員弁護士の高須和之                  
                          氏より、連携推進法人における  
                          評議委員会、連携法人、参加 
                          法人のガバナンスの在り方、ま 
                          た各参加法人の保有する議決 
                          権の数その他に関して染谷指               
                          導官と現状の段階での意見交 
                          換が行われました。 

様変わりする地域医業経営支援の最新情報の 
発信と実務対応がじっくり検討されました！ 

■7月23日（土） 全国統一研修会ＰＡＲＴⅡ（医療機関分野） 第一部 

■7月23日（土） 全国統一研修会ＰＡＲＴⅡ（医療機関分野） 第二部 

※金賞受賞チーム提案書 
  より一部抜粋 
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１．改正医療法に関する書籍を２冊発行！ 

２．積極的なセミナー・研修等の開催！ 

３．ノウハウの開発およびコンサルティング連携の参画を！ 

●ご存じの通り地域医療は今大きな転換期にあります。地域包括ケ
アや地域医療構想等の動きの中で、第７次医療法改正は更に具体
的な政策を打ち出しています。 

●医業経営部会では、医療法改正により想定される新たな実務対応
について、いち早く体系的にまとめた書籍を２冊発行します。 
●11月末を目途に改正医療法の導入編として1冊目を発行、2冊目

は年末公布予定の政省令を含め、法務、税務のみならず医療機関
関係者、建設、金融機関、監査法人、コンサルティングの視点を含め
た決定版を準備しています（来春発行予定）。ご期待ください。 

積極的なセミナー・ 
研修等を開催！ 

ノウハウ・ツールの開発 
によるコンサルティング 
連携の参画を！ 

改正医療法に関する 
書籍を２冊発行！ 

●医業経営部会では、上記書籍の発行も踏まえ、実際の医療
機関関係者はもとより、支援者側・専門家に向けた研修や検
討会等を今年後半より積極展開します。 

●その第一弾として、「医療法人制度改正とその実務対応」を
テーマに、書式例やマトリックス表等を使って極めて実務的な
研修を行います。（11月8日開催予定・JAHMC認定研修）。 

●また、現在好評いただいている基本テキストとしての「医業
承継の手引き」や、体系だったコンサルティングスキルが身に
付く「医業承継コンサルタント養成講座」（WEB研修、DVD研修）
もご提供しております。お問合せください。 
 
 

医療法改正等を含め益々重要度を増す地域医業支援、 
「医業経営部会」にて支援ネットワーク構築を展開します！ 

●今回の医療法改正を受けて、地域医療のコンサルティングニーズは更
なる高まりが予想されます。医業経営部会では、継続してノウハウ・ツー
ルの開発や定期的な検討会を行います。 

●地域の専門家の方々と、ゆるやかなアライアンスを組みながらネット
ワーク化を進めます。ご参画は事務所による積極的なコンサルティングを
志向する事務所様、また2階建ての実務支援を要望する事務所様、どちら
も歓迎します。 
●「医業経営部会」へのご参画その他研修・講座・ツール等お問合せは 
  ☎０３－３２５３－４７１１事務局若松までどうぞ。 
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◆ＪＰＢＭでは現在、会員や顧客事業者との会議、部会・検討会活動で積極的活用を
行っています。事業承継相続対策支援チームおよび医業経営部会の分科会である「民事
信託検討会」、「地域医療連携推進法人制度検討会」では、遠隔地の会員専門家の参加
拡大および、全会員との当日の会議要旨や資料のシェアを通じて、業界に先行して経営
支援力を深化し、商品、スキーム開発や顧客戦略等に取り組んでいます。 
 
 
◆今後、個別に取り組むべきテーマがますます拡大する環境の中で、必要なテーマをす
くい上げ新たな「検討会」の組成、もしくは個別プロジェクトの形で会員の皆さまの積
極的な参加を促進し、その成果を実務につながる情報として還元します。 

クライアント、地域事業者、事務所内、連携先、遠隔地との 
意思決定・情報シェアの迅速性、確実性、利便性を向上 

●クライアントや連携先との、社内の会議や資料等の情報共有を円滑にし、サービスレベ
ル＆ビジネススピードを向上します。 
 
●遠隔地のクライアントに対する経営相談、経営・専門的アドバイスのリアルタイム提供が
可能になります。また、クライアントの経営のそばに専門家の智慧が常備されることで、最
短ルートで事業を成功に導きます。 

JPBMの新しいコミュニケーションインフラツールが 
本格的に稼働します！ 
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ＴＶ会議、資料・ログ共有機能搭載 

クライアントや社内、プロジェクトメンバー等でカテゴライズさ

れた自分だけの“部屋”で、会議内容や資料、議事録、必要

な情報をシェア。早退・欠席者も確実にテーマや論点を押さ

えたシェアが可能です。 

1 

会員間および顧客を交えた打ち合わせや部会、検討会で利用が進む、JPBM情報
シェアクラウドサービス「Ｊシェア」が、全国大会「特別企画」で参加者にお披露目され
ました。当日もリアルタイムで遠隔地とつなぎ会場とセッション。社内、グループ間、お
客様との重要な会議を効率的に行い、大切な情報を効果的にシェアするツールを是
非ご活用ください。 

２ 利用媒体を問わず、利便性を向上 

PC、ノートPC、タブレット、スマートフォンに対応。ハードに左

右されずにご利用いただくことができます。カメラやマイクは

内蔵型、外付け型（USB接続）の両方での活用が可能です。 

ご利用までたったの 4 ステップ 

利用・申し込み
用紙記入 

入金、ID・パス
ワード発行 

アカウント 

発行手続き 

ログイン 

利用開始 

申込書は協会HPよりダウンロードしてください。申込用紙確認後、弊会よりアカウント登録者の確認等をいたします。 

ID、パスワード到着後、マニュアルの手順に従ってJ－シェアのログインページにアクセスし、ログインしてください。 

 

※パソコン環境としてカメラとマイクが必要です。現在販売されているハードでは、通常、最初から搭載されておりま

すが、詳細についてはご利用前にご確認ください。 

■お申込み、ご利用手順 
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１．永年会員表彰 
 正会員の方々を対象に、永年にわたる協会活動への功績に感謝して表彰いたしました。 
○対 象：昭和61年9月～昭和63年12月までに入会し、現在在籍している正会員。 

税理士法人池脇会計事務所  公認会計士串田隆保会計事務所  幸前税理士事務所 

舟橋会計事務所  TOMAコンサルタンツグループ株式会社  公認会計士木田事務所 

千葉和彦税理士事務所  お茶の水税経株式会社  税理士法人総合経営 

今野三雄税理士事務所  税理士山下事務所  西岡会計事務所 

株式会社荒井会計事務所  株式会社ブレイン・スタッフ  税理士法人日本経営 

藤井会計事務所  税理士法人小林会計事務所  税理士法人さくら会計 

株式会社小林ビジネスセンター  株式会社ワイエムジー  税理士法人Ｙ.Ｋ.Ｃ 

税理士法人ＳＫＪ清水会計事務所  株式会社イワサキ経営  入江壽夫税理士事務所 

株式会社ＪＰコンサルタンツ  畠＆スターシップ税理士法人  株式会社亀岡合同総研 

株式会社日本資産総研  税理士法人木村経営ブレーン  税理士法人すばる会計 

ダンコンサルティング株式会社  本所税務会計事務所  和田税理士事務所 

小林・三浦会計事務所  税理士法人たすき会  有限会社カギヤマ会計センター 

久保会計事務所  木林会計事務所  九州総合会計株式会社 

篠澤会計事務所  ミッドランド税理士法人豊田オフィス  株式会社佐々木総研 

大森会計事務所  大平経営会計事務所  川庄公認会計士事務所 

木村税務会計事務所  税理士法人名南経営  株式会社マネジメントプランニング 

公認会計士大庭事務所  あいち税理士法人  株式会社吉田経営 

小出公認会計士事務所  税理士横井昭次事務所   

税理士法人宇野・御苑会計社  新経営サービス清水税理士法人   

２．役員表彰 
 協会事業に尽力された退任役員を表彰いたしました。 
○対 象：前回の役員表彰以降に任期満了で退任し、現在在籍している正会員。  

吉田 勤 税理士法人名南経営 第7期満了で退任 

舟橋 健市 舟橋会計事務所 第7期満了で退任 

鳥飼 重和 鳥飼総合法律事務所 第6期満了で退任 

内川 清雄 コンパッソ税理士法人 第5期満了で退任 

鷹野 保雄 株式会社日本資産総研 第3期満了で退任 

田上 由紀夫 税理士法人池脇会計事務所 第3期満了で退任 

３． 叙勲受章者表彰 
 叙勲を受賞された会員を表彰いたしました。 
〇対 象：平成２８年春の叙勲にて瑞宝中綬章を受章されました。 
  ブレークモア法律事務所・弁護士 志田康雄（主要経歴 元大蔵省造幣局長） 

永年会員表彰 役員表彰 叙勲受章者表彰 

（敬称略、順不同） 

（敬称略、順不同） 
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【企業】 

一般財団法人 日本立地センター  理事長  

株式会社ＦＰＧ  代表取締役社長  

株式会社オリックス  中央ブロック長 

株式会社サンセイランディック  代表取締役  

株式会社 見果てぬ夢  代表取締役  

三井住友海上あいおい生命保険株式会社  取締役社長 

  

【会員】 

株式会社東京アプレイザル  代表取締役社長   

株式会社 青木会計   代表取締役      

株式会社イワサキ経営  代表取締役会長    

株式会社 グロスネット  代表取締役会長    

小出公認会計士事務所  所長          

今野三雄税理士事務所  所長        

税理士法人 木村経営ブレーン  代表社員   

税理士法人 ブレインズ  代表社員         

新潟中央会計税理士法人  代表社員       

畠＆スターシップ税理士法人  代表社員       

舟橋公認会計士事務所  所長         

弁護士 

 

鈴木孝男 

谷村尚永 

有田英司 

松崎隆司 

下山二郎 

丹保人重 

 

 

芳賀則人 

菅原  治 

岩﨑一雄 

松田紘一郎 

小出  豊 

今野三雄 

木村岳二 

湯浦正信 

山岸  貴 

畠  嘉伸 

舟橋健市 

志田康雄 

協賛金拠出者一覧 

「平成２８年熊本地震」に対する義援金拠出について 

このたびの熊本・大分地方の地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに 
被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 
JPBMは被災地の復興に役立てていただくため、協賛金、当日のチャリティー募金などより10万円を 
義援金として寄付することといたしました。 
被災地域の皆様の安全と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

以上の皆さま方より、合計81万円（27口）のご協賛金をいただきました。 
お礼申し上げます。誠にありがとうございました。 

（敬称略、順不同） 
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