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URL:http://www.jpbm.or.jp e‐mail : info@jpbm.or.jp 

 

協会発第１５１６２号 
平成２８年４月２６日 
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社団法人 

会場：【制作】中央大学駿河台記念館６７０号室 

会場 

 

    

             

全国提案力コンテスト(一般企業向け) 

【参加チーム：募集要項】 
◆定 員：10 組（申込先着順） 
 ※2～3 人１組のペアです 
◆申込締切：7 月 8 日（金）  

◆参 加 費：10,000 円（2 人チーム） 

      15,000 円（3 人チーム） 
 

◆集合時間：7 月 21 日（木）9：30（受付）～ 

◆お申込み：別紙参加申込書（全国大会兼） 
に記載しＦＡＸ願います。後日参加要項をお送
りします。 

＊充実した全国統一研修会のプログラムも併せてご活用を！ 
◆22 日（金）は引き続き統一研修会 PartⅡとして、老舗企業当主および経営者が一同

に会してパネルディスカッションを行います。◆また 23 日（土）の提案力コンテス

ト研修後は、事業承継相続専門チームの民事信託検討会より成果報告を含めた研修

会を行います。コンテストと併せてご活用ください。 

 
 

＊｢より広角な射程から提案力を競う！全国提案力コンテスト｣＊ 

短期決戦！コンサルティングのキレと顧客の納得が得られる提案をお待ちしております！ 

会期：平成 28 年 7 日 21 日（木）～7 月 23 日（土） 

１．今年は２１日１０：００～２０：００の 1日での提案書制作になります。 

２．１０チーム（２～３人一組のペア）募集します（申込先着順）。参加各チームの

プレゼンテーションを２２日１０：００～１２：００にて行います。 

３．懇親会にて入賞チームの発表を行い、翌２３日に全国統一研修会 PartⅡにて表

彰式、および金賞チームプレゼンテーション、課題の解説、提案のポイント、全

体検討等を行います。 

 

第２０回の記念大会となる今年の「全国提案力コンテスト」。7 月 22

日の全国大会午前中にプレゼンテーションが予定されています。第 3 回

目となる医療機関向け提案力コンテスト（別会場開催）と併せて、中小

企業経営と医業経営の実務提案力を徹底して鍛える、ますます充実の提

案力コンテストとなります。チャレンジやリベンジ、未体験の事務所も

大歓迎です。知的刺激に溢れた研修の場として是非ご参画ください。 

平成２８年７月２１日（木：中大駿河台記念館） 平成２８年７月２２日・２３日（金・土：イイノホール＆カンファレンスセンター） 

『提案書作成作業』10:00～20:00（中大駿河台） 
＊オリエンテーション、事案配布、作成作業 
※Microsoft PowerPoint A4 使用 
＊～20:00 提案書提出締切 

『プレゼンテーション大会』9:30～11:50 
（イイノホール＆カンファレンスセンター） 
各チームプレゼン（各 15 分程・質疑含む） 

『審査会（審査員にて実施）』12:00～12:30 

＊入賞チーム発表（22 日 17:00～懇親会にて） 
＊表彰・金賞プレゼン、研修（全国統一研修会 PartⅡ 

23 日 10:00～11:00 

 

【発表】イイノホール＆カンファレンスセンター  

 

    

             

■中央大学駿河台記念館 670 号室：〒101-8324 東京都千代田区神田駿河台 3-11-5 TEL: 03-3292-3111 ＊主な最寄駅・地下鉄「小川町」「淡路町」「新御茶ノ水」・JR「御茶ノ水」 

■イイノホール＆カンファレンスセンター：東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4F TEL：03-3506-3251 主な最寄駅・東京メトロ「霞ケ関」駅 C4 出口直結 



主催：一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会・医業経営部会         
平成２8年4月26日 協会発第１5179号  

 全国提案力コンテスト(医療機関向け) 

     開催のご案内 
 

【日時】（審査会）2016年７月２２日（金）９:３０～１１:５０、（研修）７月２２日（金）１０：００～１０：５０  

【会場】イイノホール＆カンファレンスセンター（東京都千代田区内幸町2-1-1) RoomＡ（場合によってRoomＢ） 

【事案テーマ】「医療法人（病院）の事業承継における課題と対策ポイント」 
【当日プログラム】（審査会）22日（金）9:30～趣旨説明 9:35～11:50 プレゼンテーション（７チーム各15分予定） 

         （研修会）23日（土）10:00～10:50 表彰式、金賞プレゼンテーション、検討会 10:50閉会 

          （※23日（土）はコンテスト研修会終了後、11:00～12:50にて「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」をテーマにシンポジウムを行います。引き続きご参加ください。） 

【参加者】JPBM会員および職員（2名～3名：7チーム予定）【参加料】5,000円／1名（※当日のみ参加：3,000円） 

【審査員】JPBM医業経営部会長 税理士・公認会計士 松田紘一郎、同部会員 税理士・公認会計士 田中 仁、その他 

      
 

  

【7月23日】（10:00～10：50） 
         ・ＪＰＢＭ全国統一研修会PARTⅡ 
           表彰式～金賞受賞チーム 
             プレゼンテーション 
               ～講評・研修会 

※お問い合わせ：ＪＰＢＭ本部事務局 〒101－0041 東京都千代田区神田須田町1－2－1 カルフール神田ビル9階 ☎０３－３２５３－４７１１ 担当：若松、松本、山形

s 

【６月３日】 
 ・参加者への課題配布 
     （メール添付） 
 
         【６月２４日】 
        ・提案書提出 
         （⇒JPBM事務局） 
       

【５月２７日】 
 ・参加申し込み 
        受付締切 

（主催：JPBＭ 医業経営部会） 

理事長の持分なし法人への移行支援において、顧客サイドに立った極め細かい実務支援が求められて
います。継続的なブラッシュアップの場として、職員研修の最適の場として奮ってご活用ください。 

＊お申込頂いた参加者に、事前に課題事案をお送りいたします。7月22日（金）午前中の審査会（プレゼンテーション大会）にて、それぞれご用
意いただいた提案をプレゼンテーションいただきます。全チームの発表後、審査員が審査し入賞作品を決定します。7月23日（土）JPBM全国統
一研修会PARTⅡにて、表彰式および金賞受賞チームのプレゼンテーション、審査員講評および参加者の質疑も含めた検討を研修会として行
います。 

【7月22日】（9:30～11：50） 
・提案力コンテスト    
         プレゼンテーション大会        
          （審査会）～選考会 
                              

会員各位 

～ 
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ノウハウの蓄積!! 
奮ってご参加 
ください 



記　　　　年　　月　　日

貴事務所名

（会員No）
Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

（ふりがな）

ＦＡＸ：０３－３５２６－３０５１ お名前 様
ＪＰＢＭ行き ｅ-ｍａｉｌ：

（ふりがな）

お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

（ふりがな）

お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

問合先

　　ＴＥＬ 03-3253-4711

申　込　書
（出場チーム）

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会　　担当：若松、松本、山形

　　ＦＡＸ　03-3526-3051

<  会 場 案 内 図  >

第２０回全国提案力コンテスト（中小企業向け）

　　　　　　平成28年7月21日（木）・22日（金）・23日（土）中大駿河台・イイノホール

協会発第15179 号 

平成28年4月28日 

 

＜イイノホール＆カンファレンスセンター＞ 

東京都千代田区内幸町2丁目1番1号 電話:03-3506-

3251      

【利用可能路線】・東京メトロ 日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C4出

口直結 

・東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩5分  
・東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分 

・東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 5番出口 徒歩10分 

・JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、  

■7月22日（金）審査会（プレゼンテーション大会） ■7月21日（木）提案書作成 

＜中央大学駿河台記念館670号室＞ 

東京都千代田区神田駿河台3-11-5  TEL 03-3292-3111 
【利用可能路線】 

JR中央・総武線 御茶ノ水駅下車、徒歩約3分 

東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅下車、徒歩約6分 

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅下車（B1出口）、徒歩約3分 

都営地下鉄新宿線 小川町駅下車（B5出口）、徒歩約5分 
 



記　    　　　年　　月　　日

貴事務所名

（会員No）
Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

（ふりがな）

ＦＡＸ：０３－３５２６－３０５１ お名前 様
ＪＰＢＭ行き ｅ-ｍａｉｌ：

（ふりがな）

お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

（ふりがな）

お名前 様
ｅ-ｍａｉｌ：

問合先

　　ＴＥＬ 03-3253-4711

＜イイノホール＆カンファレンスセンター＞【利用可能路線】・東京メトロ 日比谷線・千代田線 「霞ケ関」駅 C4出口直結

東京都千代田区内幸町2丁目1番1号 ・東京メトロ 丸ノ内線 「霞ケ関」駅 B2出口 徒歩5分

・東京メトロ 銀座線 「虎ノ門」駅 9番出口 徒歩3分

電話:03-3506-3251 　 ・東京メトロ 有楽町線 「桜田門」駅 5番出口 徒歩10分
・JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、都営地下鉄浅草線、

ゆりかもめ 「新橋」駅 徒歩10分

・都営地下鉄 三田線 「内幸町」駅 A7出口徒歩3分

申　込　書
（出場チーム）

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会　　担当：若松、松本、山形

　　ＦＡＸ　03-3526-3051

<  会 場 案 内 図  >

第３回全国提案力コンテスト（医療機関向け）

平成28年7月22日（金）・23日（土） 東京・イイノホール＆カンファレンスセンター

協会発第15179 号 

平成28年4月28日 

 


