
各位 

7/19（THU） 

7/20（FRI） 

一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会（JPBM） 
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（担当 若松・松本・山形） 
http://www.jpbm.or.jp   info@jpbm.or.jp 

【開
催
日
】 

お問合せ 

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 

2018年 
2018年 

協会発第18015号 平成30年6月7日 
ＪＰＢＭ事務局 

『新・事業承継、新・経営』と専門家機能 時代の変わり目にある中小企業経営と 
 専門家の新しい役割の羅針盤に！ 

      ＊新時代の「事業承継／経営」支援とは 
7/19 
（THU） 

ＰＡＲＴⅠ 

 特例事業承継税制がスタートし、地域中小企業をめぐる事業承継支援が揺れ動いておりま

す。今こそ専門家は、しっかりとした見識と広域な視野を持ったアドバイスが必要です。当研修

では、新時代の「事業承継／経営」支援を正面から捉え、特例事業承継制度を含めた、JPBM

が取り組む支援のあり方と、求められる専門家の実務対応を研修、検討します。 

第１部 （13：30～15：20） 

＜コーディネーター＞ 

ＪＰＢＭ会員 税理士 

小林 一仁 

＜パネラー＞ 

ＪＰＢＭ会員 弁護士 

権藤 健一 

＜パネラー＞ 

ＪＰＢＭ会員 公認会計士・

税理士 渡邊 芳樹 

■履歴：権藤健一法律事務
所開設、権藤・黒田法律事務
所開設、法人化、弁護士法人
権藤・黒田・岸野法律事務所
設立、東京オフィス開設  

■履歴：中央監査法人入所、
公認会計士渡邊芳樹事務所
開設、（株）ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｽﾄﾗﾃ
ｼﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ設立。日本
公認会計士協会常務理事  

■履歴：小林一仁税理士事
務所開業、株式会社 小林ビ

ジネスセンター設立、智創税
理士法人群馬事務所開設、
代表社員  

ＪＰＢＭによる 
「特例事業承継税制」の 

診断ツール、研修のご案内！ 
 
特例事業承継税制のお客様対応は、しっか
りとした制度理解の上で取り組まないと思わ
ぬリスクになります。ＪＰＢＭは、「事業承継委
員会」を組成し、会員がいち早く正確にご対
応できる診断ツールや研修をご用意して、全
国統一研修会ＰＡＲＴⅢにてご案内します。
ご期待ください。 

■履歴：会計事務所勤務
後独立開業、村田顕吉朗
税理士事務所所長、相続
事業承継に強みを持つ  

＜パネラー＞ 

ＪＰＢＭ会員 税理士 

村田 顕吉朗 

相続法制や信託、債権
債務等の法務実務サイ
ドから 

経営支援、Ｍ＆Ａを含
めた先進会計事務所
サイドから 

ＪＰＢＭの事業承継相
続の取り組みに沿って
検討内容をリード 

特例税制の実務論点・
課題とＪＰＢＭ事業承継
委員会サイドから 



        ＊専門家が顧問先に提案できる「ビジネスモデル」 
         支援の現場から 

      ＊医療法人制度改正の課題と対応 

◇第33回全国統一研修会プログラム◇ 

 地域医療連携の環境は大きな転換期を迎えています。ＪＰＢＭ医業経営部

では、医業承継支援や医業経営管理等の視点から、新たな制度とその要請

に則った実務対応を展開します。本研修では、恒例の【シンポジウム】形式に

より、弁護士、会計士、社労士、医療機関関係者等の各分野より、医療法人

制度改正の現状と事例から課題および実務対応を研修します。 

7/19 
（THU） 

ＰＡＲＴⅠ 

協会発第18015号 平成30年6月7日 
ＪＰＢＭ事務局 

第２部 

7/20 
（FRI） 

ＰＡＲＴⅡ 

     ＊事業参画のご提案とノウハウ研修 

ＰＡＲＴⅢ 

（16：55～17：30） （15：30～16：50） 

会員がＪＰＢＭスキームを活用して、地域事業者の本業の付加価値向上を推進

する取組みが進んでいます。今回、モデルケースから、会員が専門家実務の提

供の延長線上で、どう活用し、事業者の成長に寄与していくのかを研修します。 

※統一研修会PARTⅠ終了後、経済産業省担当官より、「中小企業等経営

強化法」改正等による、事業再編をはじめ実務に直結する最新および重要

度の高い中小企業施策を研修する予定です。 

（9：40～12：20 中央大学駿河台記念館２８５号室） 

ＪＰＢＭから、地域中小企業経営を支援する各種

取り組みをご提案します。 

・大手生保や経営者団体との連携支援を推進し

ます。その一環で、中小機構との連携による管理

会計の普及支援の事業の詳細とツールの活用を

研修します。 

『新・事業承継、新・経営』と専門家機能 
専門家と事業者、支援者が連携して進めるこれからのゴーイング・コンサーン 

【特別研修】 
これからの事業再編等の重要施策と 
認定支援機関の役割（予定） 

時代の変わり目にある中小企業経営と 
 専門家の新しい役割の羅針盤に！ 

7/20 
（FRI） 

（13：20～14：50 中央大学駿河台記念館２８５号室） 

■座  長  医業経営部 公認会計士・税理士 松田紘一郎 

■ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 医業経営部 弁護士 折田健市郎 

医業経営部 社会保険労務士 原子 修司 

医業経営部 公認会計士 三橋留里子 

社会医療法人 事務局次長 牧野 雅哉 

・前日の統一研修会ＰＡＲＴⅠ（第1部）を受けて、特例事業承継税制に対

応する顧客アプローチツール（①制度の概要から実際の対象および要件

チェックリストまでをまとめた冊子、および②チェックリストに連動させたシ

ステムを合わせた活用キット）の研修を予定。その他ＪＰＢＭが今後進め

る相続・事業承継支援の取り組みを合わせてガイダンスします。 

【特例対策】 



◇タイムテーブル（予定）◇ 
№3 

時刻 
７月１８日（水） 

（中央大学駿河台記念館） 
７月１９日（木） 

（御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター） 
７月２０日（金） 

（中央大学駿河台記念館２８５号室） 

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 

13：30-17：30 （受付12：45） 

全国統一研修会PartⅠ 

 【第1部】「新時代の『事業承継／経営』  

       支援とは」 

 【第2部】「専門家が顧問先に提案できる 

       『ビジネスモデル支援』の現場から」 

＊特別研修「これからの事業再編等の重要 
       施策と認定支援機関の役割（予定）」 

 

9：40-12：20 （受付9：15） 

全国統一研修会PartⅡ 

 「医療法人制度改正の課題と対応」 

                   【シンポジウム】 

17：40-19：30 （受付17：10） 
懇親会兼交流会 

認定研修について 

◆PARTⅠ ・・・ 東京税理士会 ※会場のみ 

◆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 

13：20-14：50 （受付13：00） 

全国統一研修会PartⅢ 

 「事業参画のご提案とノウハウ研修」 



TEL

FAX

２．認定研修について

統一研修Ⅰ
（7/19）

懇親会
（7/19）

統一研修Ⅱ
（医療機関）

（7/20）

統一研修Ⅲ
（7/20）

認定研修 東税 東税、医コン

料金単位

参加費
（税込） ¥10,800 ¥5,400 ¥9,720 ¥5,400

1

2

3

合計金額　　　　　　

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。

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

　　ＰＡＲＴⅠ・Ⅱは、東京税理士会／医コンの認定研修です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ＰＡＲＴⅠは東京税理士会のみ
　　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】　※会場・Ｊｼｪｱどちらも可

＠

＠

1名

JPBM　行

FAX：03-3526-3051
2018.5.21

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33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 ＋ 統一研修会Ⅲ× 【   】名 ＝             円（税込） 

・東税  ：              ／ 

・医コン ：               

・東税  ：              ／ 

・医コン ：               

・東税  ：              ／ 


