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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会（JPBM） 
〒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 

TEL:03(3253)4711 / FAX:03(3526)3051（事務局担当 若松・松本・山形） 
http://www.jpbm.or.jp   info@jpbm.or.jp 

開催会場 

【７月１５日（土）】 
中央大学駿河台記念館 
〒101-8324 千代田区神田駿河台3-11-5 
TEL： 03-3292-3111（記念館事務室） 

お問合せ 

専門家機能の拡大と深化 
地域経済社会の構造変化や事業モデルの変革期に対応するため、 

専門家、経営者、支援機関の智慧をクロスさせることが必要 

不可欠な時代となってきました。全国統一研修会PartⅠでは、 

激変する経営環境に合わせた成果ある連携のため、専門家に求め 

られる役割を検討。PartⅡでは、地域医療分野の新制度に関して 

シンポジウムによる徹底討論を行います。ご期待下さい。 
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▼おすすめポイント 

今年は、Ｊシェア（JPBM情報ｼｪｱ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ）を用いてスト

リーミング配信を実施いたします。オフィスからのインター

ネット参加が可能です。 

お申込み用紙にご注意の上、奮ってお申込みください。 

※認定研修は、医コン以外は会場参加者のみとなります。 協会ご招待として、審査会（プレゼン大会）オブザーバー参加(1名)を 
ご用意しております。（※聴講者としての参加になります。） 

＜会員特典＞ 

7/14（FRI） 

7/15（SAT） 

【開
催
日
】 

○「IT」「海外（グローバル化）」について、 

 ・重要テーマと認識しつつも適切なアドバイスが出来ていない。 

 ・どう進化・変化するか不勉強、顧客の後追いになっている。 

○顧客と事務所の「ゴーイングコンサーン」について、 

 ・既存業務にこだわり過ぎてしまい顧客の求めを見落としている。 

 ・顧客に働きかけるきっかけや仕組みがまだ出来ていない。 

 Ｉ Ｔ   海外(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化)   ゴーイングコンサーン  

専門家に求められている付加価値ある経営支援とは？ 

顧客ニーズに対応できる連携のあり方を提示します。 

【７月１４日（金）】 
御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 
〒101-0062千代田区神田駿河台4-6 
TEL：03-6206-4855  FAX：03-6206-4854 



◇全国統一研修会PartⅠ◇ 
          「求められる経営支援の最前線と 
                     専門家機能の今後の展望」 

7/14 
（FRI） 
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ＩＴ 

事業
承継 

海外
支援 

＜コーディネーター＞ 

ＪＰＢＭ会員 税理士 

小林一仁 （智創税理士法人） 

平成29年7月14日（金）13：10～15：10 

             ＜パネリスト（予定）＞ 

 

            株式会社マネーフォワード 

            代表取締役社長ＣＥＯ 辻庸介 

 

 

            ＪＰＢＭ会員  吉川正明 

            （㈱イワサキ経営 代表取締役社長） 

 

 

 

  ＪＰＢＭ会員 

  弁護士 金子博人 

（金子博人法律事務所） 

ＪＰＢＭ会員 

 税理士 高木慎一 

（信成国際税理士法人） 

      「ＪＰＢＭのネットワーク連携による 
            本業（事業）支援への取組み報告と提案」 

平成29年7月14日（金）15：20～17：00 

第一部 

第二部 

 今やさまざまな地域で、地域に根を張る事業者同士が連携し、食文化、生
活習慣等の特徴を共通価値として他地域と連携し、上手に商いや事業を共
創していく時代になってきました。 

 経営者に伴走する各分野の専門家も、広い視野と多士業連携で培った知
見を活かして、この連携支援を先導していく役割が求められつつあります。 

 ＪＰＢＭでは「地域間連携支援事業」の一環として、会員事務所と電気通
信大および電通大TLO、ITベンチャーと共に「Sky Plant Project」をスタート
させました。本研修では、専門家による経営支援からの延長として、顧客の
本業にとって付加価値となる提案、新事業創出のモデルケースを協会の取
組みからご提案いたします。 

上：電気通信大学屋上の施設 
左：新規開発した水耕栽培施設 

※今後は、病院や空港、レストラン、 
  カフェ等への導入を予定。 

 ＡＩ、クラウド、フィンテック等の潮流は、中小企業や専門家に事業モデル

の変革を激しく迫っています。また、専門家（事務所）の戦略策定には、「Ｉ

Ｔ」とともに「事業承継」「海外支援」等も大きな影響を及ぼします。 

 例えば、「Ｍ＆Ａ」は既存の仲介会社が対処しづらい中小企業層を、適切

なタイミングとスキームで対処するには何が必要か。海外市場が当たりの

時代に、“国際税務”“移転価格”にどう対処するべきか。 

 今回は不透明な専門家のビジネス環境の霧を晴らす先端者からの最新

情報と、次の一手となりうる展望を研修します。 

 それぞれのスタンスの第一線で活躍するキーマンや専門家にお集まりい

ただき、現場の生の声を交差させながら、これからの専門家機能を浮き彫

りにします。 

クラウド最前線 

地域先端事務所経営 

国際税務/移転価格 中小企業Ｍ＆Ａ 



     「スタートした地域医療連携推進法人制度の 
                    実務対応と支援体制」 

 「2025年問題」といわれる超高齢化社会の到来を控え、

社会保障や医療制度に関する国家的枠組みの再構築

が急務となっています。その一解決手段として、「地域医

療連携推進法人制度」は、地域包括ケアの基本的担い

手として大いに期待されます。 

 JPBM医業経営部会では、足掛け３年に亘る検討や意

見交換を踏まえ、書籍を発行（２冊目を９月発行予定）。

本シンポジウムでは、新制度について実例等の最新情

報や、メリットと課題、専門家等の関わり方など、多角的

視点で検討します。奮ってご活用ください。 

7/15 
（SAT） 
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  平成29年7月15日（土） 9：30～12：00 

【プログラム概要】 

■基調講演（9:30～10:40）                 

厚生労働省医政局医療経営支援課の祝昌

弘氏より、本制度の活用状況と今後の展望

等をお話し頂きます。 

■シンポジウム（10:45～12:00） 

医政局祝氏への質疑応答を交えながら、弁

護士法人より法務の切り口で、監査法人よ

り監査の視点、また建設会社や医業経営コ

ンサルタントよりコンサルティングの視点に

て各分野のシンポジストにより、新制度の可

能性と課題を浮き彫りにしていきます。 

・座長 

 JPBM医業経営部会長  
 公認会計士・税理士 
 医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  

 松田 紘一郎 

《基調講演》 

 厚生労働省医政局医療経営支援課 
 医業経営専門官 

 祝 昌弘（ほうり まさひろ） 

【プロフィール】まつだ こういちろう 

株式会社グロスネット（認定医業経営コンサ
ルタント法人001号）代表取締役会長 JPBM

医業経営部会部会長 医業経営コンサルタン
ト（第01-0004号） 

《シンポジウム/シンポジスト》 

・厚生労働省医政局医療経営支援課  

 医業経営専門官（公認会計士） 

 祝 昌弘 

  
・鹿島建設（株）営業本部  
 医療福祉推進部部長 
 一級建築士、技術士、医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 伊藤 正 

・ＪＰＢＭ会員  

 清陽監査法人 理事長・公認会計士 

 斉藤 孝 

・ＪＰＢＭ会員(株)ｸﾞﾛｽﾈｯﾄ取締役部長  

 特定社会保険労務士、医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 原子 修司 

・ＪＰＢＭ会員  

 弁護士法人 東法律事務所所長 
 弁護士・医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 東 健一郎 

※敬称略 

※JPBM医業経営部会は、地域医業経営への更なる貢献に
向けて、業務ノウハウの開発と蓄積を進めます。 
 今後のコンサルティングの重要テーマである、○諸規
程・書類等の整備○「内部監査室」の仕組みと人材育成
○認定医療法人（持ち分なし非課税移行）支援○医療法
人制度改革におけるガバナンス支援、等において、ワー
キングチームを組成して、ノウハウの蓄積を予定してい
ます。併せてご案内しますので、是非ご検討ください。 

◇全国統一研修会PartⅡ◇ 

医業経営 
コンサルタント 
認定研修 

東京税理士会 
認定研修 



◇タイムテーブル（予定）◇ 
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時刻 
７月１３日（木） 

（中央大学駿河台記念館） 
７月１４日（金） 

（御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター） 
７月１５日（土） 

（中央大学駿河台記念館） 

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

9：30-20：00 

（一般企業編） 

全国提案力コンテスト 

「作成日」 

 ・オリエン 

 ・提案書作成 

 

※会場は、ソラシティ近隣の 

 中央大学駿河台記念館です。 

 出場チームの方々はお間違え 

 ないようご注意ください。 

12：15-13：00 
定時社員総会 

11：00-12：00 
理事会 

9：30-11：50 （受付9：10） 
（中小企業向け） 
全国提案力コンテスト 
「審査会（プレゼン大会）」 
・出場チームのプレゼン 
・質疑応答 

13：10-17：00 （受付12：45） 

全国統一研修会PartⅠ 

 「求められる経営支援と本業支援における 

     専門家機能の現状と今後の実務展望」 

 【第1部】 【第2部】 

9：30-12：00 （受付9：00） 

全国統一研修会PartⅡ 

 「スタートした地域医療連携推進法人制度の 

         実務対応と支援体制」 

 【基調講演】 【シンポジウム】 

ご宿泊について 

○今回の会場に宿泊設備はございません。 
○代わって交通と宿泊がセットになった 
 お得なプランをご案内（有料）させて頂きます。 
 （会場周辺ホテル、部屋数限定です。） 
○都内ホテルは、外国人観光客の増加で 
 不足気味ですので、お早めにお手配ください。 

【手配ご連絡先】 

東武トップツアーズ株式会社  島崎 久美子 
TEL : 03-6667-0592 
E-mail :  kumiko_shimazaki@tobutoptours.co.jp 

17：30-19：00 （受付17：00） 
懇親会兼交流会 

認定研修について 

◆PARTⅡ ・・・ 日本医業経営コンサルタント協会 
                       ※会場・Jｼｪｱどちらも可 
            東京税理士会 ※会場のみ 



◇ご協賛のお願い◇ 
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第32回ＪＰＢＭ全国大会 協賛金 

第32回ＪＰＢＭ全国大会の充実のため 

（企業・一般）1口30,000円 

※お申込み対象は企業・一般の方ですが、広く会員の皆様からのご協賛も募っております。 
 
平成29年5月1日～平成29年7月14日 

申込書にご記入の上、主催運営へFAXまたは郵送にてお送りください。 

※ご協賛いただいた貴法人名および代表者名を大会資料・ホームページ等に掲載させて頂きます。 

下記の銀行振替口座へお振込みください。 

三井住友銀行  本店営業部   普通預金口座 ＮＯ．１８２９９７４ 

シャ）ジェーピービーエム  

(社)ＪＰＢＭ  

※請求書ご希望の際は、お手数ですが事務局へご連絡ください。 

1口につき2名様を大会・懇親会にご招待いたします。お申込み頂いた法人の業務案内等の資料を、 

当日の配布コーナーに設置させて頂きます。※設置資料は1種類でお願いいたします。設置部数は別途ご連絡いたします。 

協賛金募集要項 

１． 名 称 

２． 目 的 

３． 金 額 

       
       
４．募集期間 

５．申込方法 

 

６．振 込 先 

 平素より協会活動に多大なご支援ご参画を賜りまして誠にありがとうございます。 今年の全国大会は、「専門家機能の拡大と深化」という大会
テーマのもと、第32回全国統一研修会PARTⅠ・Ⅱ、第21回全国提案力コンテスト等をご用意しています。 また、新たな試みとして、Ｊシェア（クラ
ウドシステム）によるネット参加もお選びいただけます。 
 つきましては、本大会が盛大かつ中身の濃い有意義なものとなりますよう、また今後の協会事業へのご賛同を賜りつつ、ご協賛のご検討をいた
だきたく宜しくお願い申上げます。 



◇御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター  ◇平成2９年7月1４日 (金 ) 

ＪＲ中央・総武線「御茶ノ水」駅 聖橋口から徒歩1分 
東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水」駅 Ｂ2出口〔直通〕 
東京メトロ 丸ノ内線「御茶ノ水」駅 出口1から徒歩4分 
都営地下鉄 新宿線「小川町」駅 Ｂ3出口から徒歩6分 

＊１日会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ  TEL： 03-6206-4855 

◇会場アクセス◇ 
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各主要駅から「御茶ノ水駅」への所要時間 
・東京メトロ 千代田線「大手町」駅から直通2分 
・ＪＲ総武線「秋葉原」駅から直通2分 
・ＪＰ中央線「東京」駅から直通4分 
・東京メトロ 千代田線「霞が関」駅から直通7分 
・ＪＲ中央線「新宿」駅から直通9分 



◇ 中 央 大 学 駿 河 台 記 念 館   ◇ 平 成 2 ９ 年 7 月 1 ５ 日 ( 土 ) 

JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」徒歩約3分 
東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水駅」（B1出口）徒歩約3分 
東京メトロ 丸の内線「御茶ノ水駅」徒歩約6分 
都営地下鉄 新宿線「小川町駅」（B5出口）徒歩約9分 

＊２日目会場：中央大学駿河台記念館 
〒101-8324 東京都 千代田区 神田駿河台3-11-5  TEL： 03-3292-3111（記念館事務室） 

◇会場アクセス◇ 
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中央大学駿河台記念館 

※第２１回全国提案力コンテスト 
  出場チームの方々は、１３日（木）に 
  こちらでオリエン＆提案書作成を行います。 



TEL

FAX

２．認定研修について

ＪＰＢＭ
社員総会

7月14日
統一研修Ⅰ

（7/14）
懇親会
（7/14）

統一研修Ⅱ
（医療機関）

（7/15）

認定研修 東税、医コン

料金単位

参加費
（税込）

1

2

3

4

5

合計金額

円 （税込）

※（中小企業向け）提案力コンテストは、別途ご案内いたします。

※定時社員総会は、議決権を有する会員がご参加頂けます。 ３．ご確認について ４．ご請求について
※６名以上でご参加される場合は、お手数ですが本紙をコピーしてお申し込み頂きますようお願い致します。

※Jシェア参加で１２名以上の場合、法人参加がお得です。別途ご案内致しますので、事務局までお問合せください。

全国統一研修会・懇親会

JPBM　行

FAX：03-3526-3051

会員番号

　１．ご参加者氏名・メールアドレスのご記入、参加するテーマ毎に会場／Jシェアをお選び頂き「 ○ 」をお願いします。

ＪＰＢＭ会費と共にお引落しさせて頂きます。

＠

お申込み頂いた方には、６／６（月）～
随時確認書をFAXさせて頂きます。

フリガナ

ご参加者名

＠

＠

名　

フリガナ

フリガナ

事務所名

フリガナ

2017.6.7
ＪＰＢＭ事務局（若松、松本、山形）

TEL 03-3253-4711
★お問合せメール：　info@jpbm.or.jp

フリガナ

担当者名

メールアドレス

フリガナ

参
加
テ
ー

マ

＠

　※ＰＡＲＴⅡは、東京税理士会／医コンの認定研修です。
　　各団体へ報告手続きを進めていきますので、下記の通り
　　ご記入頂きますようお願い申し上げます。

　（1）東税は、【支部名／登録番号】　※会場参加のみ
　（2）医コンは、【 会員番号／登録番号】※会場・Ｊｼｪｱどちらも可

フリガナ

＠

1名

¥5,400

第32回全国統一研修会 ・ 第13回定時社員総会 

参加申込書 （会員用） 

会場 

Jシェア 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：              ／ 

合計参加者数 

又は 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：              ／ 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：              ／ 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：              ／ 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：              ／ 

会場 

Jシェア 

又は 

会場 

Jシェア 

又は 

会場 

Jシェア 

又は 

会場 

Jシェア 

又は 



TEL

FAX

２．認定研修について

統一研修Ⅰ
（7/14）

懇親会
（7/14）

統一研修Ⅱ
（医療機関）

（7/15）

認定研修 東税、医コン

料金単位

参加費
（税込） ¥10,800 ¥5,400 ¥9,720

1

2

3

※（中小企業向け）提案力コンテストは、別途ご案内いたします。 ３．お支払い方法について
※4名以上でご参加される場合は、お手数ですが本紙をコピーしてお申し込み頂きますようお願い致します。

※Jシェア参加で１２名以上の場合、法人参加がお得です。別途ご案内致しますので、事務局までお問合せください。

合計金額

お申込み頂いた方には、随時ご請求書・受講票をお送りさせて頂きますので、
お早めにご入金をお願い致します。（※Jシェア参加者はご請求書のみ送付）

名　

フリガナ

フリガナ

担当者名

ＭＡＩＬ住所

フリガナ

フリガナ

＠

フリガナ

ご参加者名

　※ＰＡＲＴⅡは、東京税理士会／医コンの認定研修です。
　　各団体へ報告手続きを進めていきますので、下記の通り
　　ご記入頂きますようお願い申し上げます。

　（1）東税は、【支部名／登録番号】　※会場参加のみ
　（2）医コンは、【 会員番号／登録番号】※会場・Ｊｼｪｱどちらも可

＠

＠

1名

JPBM　行

FAX：03-3526-3051
2017.6.7

ＪＰＢＭ事務局（若松、松本、山形）
TEL 03-3253-4711

★お問合せメール：　info@jpbm.or.jp

メールアドレス

事務所名

全国統一研修会・懇親会参
加
テ
ー

マ

　１．ご参加者氏名・メールアドレスのご記入、参加するテーマ毎に会場／Jシェアをお選び頂き「 ○ 」をお願いします。

第32回ＪＰＢＭ全国大会 参加申込書 （一般用） 

会場 

Jシェア 

会場 

Jシェア 

会場 

Jシェア 

・医コン ：              ／ 

合計参加者数 

又は 

又は 

又は 

＠ 

統一研修会Ⅰ × 【     】名 ＋ 懇親会 × 【     】名 ＋ 統一研修会Ⅱ × 【     】名 ＝             円（税込） 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：              ／ 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：              ／ 

・東税  ：              ／ 



TEL

@ FAX

お名前

MAIL  @

TEL

４．Ｊシェア受講あたって確認事項および留意点

　　　（１２名様以上のＪシェア参加の場合、法人参加がお得になります。）

提携・一般の法人参加
108,000円（税込）

④ネット環境：　　有線　・　無線

⑤カメラ・マイク：　　内蔵　・　外部接続（ＵＳＢ接続等）

　【留意点】
　・当日は各事務所の会議室等にお集まりいただく形での
　　ご受講をお願いいたします。（個別ＰＣでの受講は事前
　　テストが困難になりますので、ご受講いただけない
　　可能性が生じてしまいます。）
　・２日間通しの料金となっております。参加者数の管理、
　　認定研修の申請手続き等の都合上、参加者数や
　　医コン登録番号等を別途お聞きさせていただきます。

　【確認事項】　※当日の環境をご記入ください。

　①使用媒体：　　　ＰＣ　・　ノートＰＣ

　②メーカー：

　③機種：

　１．会員／提携・一般のどちらに該当するか「 ○ 」をお願いします。

JPBM　行

FAX：03-3526-3051

事務所名

　２．システムご担当者の連絡先を記入ください。

会員の法人参加
64,800円（税込）

2017.5.17
ＪＰＢＭ事務局（若松、松本、山形）

TEL 03-3253-4711
★お問合せメール：　info@jpbm.or.jp

会員番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　ＦＡＸにてお申込みください。 （ 締切７／５(水) ）
　ご記入いただいたシステム担当者様へ、事前テストや事務所内参加者の
　確認等のため、メールや電話で連絡を取らせていただきます。

　【会員】
　６／５（月）～、随時確認書をＦＡＸさせていただきます。
　ご請求は、ＪＰＢＭ会費とともにお引落しさせていただきます。

　【提携・一般】
　６／５（月）～、随時確認書とご請求書をＦＡＸさせていただきます。
　Ｊシェアでの受講は、事前テスト等の準備が必要となりますので、
　お早めにご入金いただきますようお願いいたします。
　※ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねますのでご了承ください。

３．お申込みについて

担当者

MAIL

第32回全国統一研修会 ・ 第13回定時社員総会 

法人参加申込書 （会員／提携・一般用） 



（一社）日本中小企業経営支援専門家協会 担当者 行き 

FAX 03-3526-3051  TEL 03-3253-4711 

協賛金申込書 

平成   年   月   日 

私は、本大会の趣意に賛同して、下記を協賛金として申し込みます。 

 

 金             円 （    口）也 

 

 

※貴法人名： 

 

 

※代表者名： 

 

 

ご連絡先（ご担当者）： 

 

 

電話：    ―     ―       ＦＡＸ：     ―     ―        

 

 

Ｅメール： 

 

 

お振込み予定日： 

 

 

 ※印の項目（貴法人名および代表者名）を大会資料やホームページ等に掲載いたします。 

 1口につき 2名様を大会・懇親会にご招待いたします。ご入金確認後、ご連絡先（ご担当者）へ「ご招待者申

込書」をお送りいたします。 

 
□ ご招待者手続き □ ホームページ等への掲載 

※問合せ内容・連絡事項 

※記入例（サンプル） 

事務局通信欄 

お問合せ  （一社）日本中小企業経営支援専門家協会 事務局 若松、松本、山形 

         〒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9F 

         TEL 03-3253-4711  FAX 03-3526-3051  Eﾒｰﾙ info@jpbm.or.jp 

＠ 

平成２９年   月   日 


