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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）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 

【お問合せ】 

7/18（THU） 

7/19（FRI） 

【開
催
日
】 

2019年 
2019年 

協会発第1９032号 令和元年6月28日 
ＪＰＢＭ事務局 

「新・適者生存」 
7/18 
（THU） 

新しいビジネス環境で存在価値を 
発揮するために専門家機能の 
高度化と経営力の磨き込みを！ 

〒101-0062東京都千代田区神田駿河台4-6 

＊全国統一研修会等   東京税理士会認定研修 4時間 

（１３：３０～１７：３０） 

特別講和 全国統一研修会PartⅠ 

              
〈第1部〉 

“「新・適者生存」と専門家の役割” 

大きく変わる事業環境へ 
いかに対応するか 

〈第2部〉 

“専門家が顧問先に提案できる 
「ＤＳＣの事業モデル」の現場から” 

（13：30～13：50） （14：00～15：50） （16：00～17：30） 

講師：東京中小企業投資育成（株） 
    代表取締役社長 
    （元経済産業省事務次官） 
    望月晴文 
 

パネリスト： 
    ・ＪＰＢＭ会員 法学博士・税理士  齋藤孝一 
    ・ＪＰＢＭ会員 技術士  大塚政尚 
    ・ＪＰＢＭ会員 税理士  西野光則 
コーディネーター： 
    ・ＪＰＢＭ会員 税理士 小林一仁 
 

それぞれの分野で特化したノウハウと取り組みを実践す
るパネリストから、その磨かれたノウハウや会員との連携
による新たな支援展開等を研修します。また、特例事業
承継税制への対応や、民事信託の活用場面および実務
上の課題等、共有された最新の実務対応策より、会員の
担当職員様に向けて研修します。 
 

講師：・ＷＩＣＫＳ（株） 代表取締役 下山二郎 
    ・悟中（株） 代表取締役 廣瀬真由加 
    ・（株）Dream Seed Connect 
          業務推進室長   松本 太作 
               
（株）DSCは、一般社団法人ＪＰＢＭが会員を通じ

顧問先や諸団体経由で提供している「専門家によ
る経営支援機能」を活用する事業を推進してます。
都市空間に新たなアグリビジネスを可能にする
Sky Planterや、変化する事業環境に差別化された

サービスやツールを有する連携先と協働し、「新し
い事業モデルを開発、提供、推進事業」への参画
を提案します。 



全国統一研修会PartⅠ 

◇第34回全国統一研修会プログラム◇ 
協会発第1９025号 令和元年6月28日 

ＪＰＢＭ事務局 

       

7/18 
（THU） 

＊「新・適者生存」と専門家の役割         
＊「専門家が顧問先に提案できる 
「ＤＳＣの事業モデル」の現場から” 

（第1部：14：00～15：50） （第2部：16：00～17：30） 

＜パネリスト＞ 

ＪＰＢＭ会員 税理士 西野 光則 

＜パネリスト＞ＪＰＢＭ会員  

法学博士・税理士 齋藤 孝一 

＜パネリスト＞ 

ＪＰＢＭ会員 技術士大塚 政尚 

事業承継ノウハウの磨き込みを！ 

経営人材育成で経営の活性化を！ 

身の丈に合った経営管理ノウハウを！ 

●突出したＩＴ技術で顧客の経営ニーズに丁寧に対応する経営支援
を展開されています。新たな開発による「3か月先行管理システム」
を基に、自社の実態を正確に把握できない中小企業経営者に向け、
「見える化」のノウハウ・ツールを提案いただきます。 

●事業承継や相続の支援コンサルティングに特化し、専門性の高
いノウハウで顧客支援を展開されています。新たな事業承継支援
制度も踏まえつつ、更に専門家必聴の事業承継に伴う会社法活用
の盲点を併せてお話し頂きます。 

●自ら人工雪開発し起業して上場。ビジネスモデルや再生支援等、
踏み込んだ事業支援を実践。経営環境の変化に対応できない企
業の顕在化が予想される中、（株）DSCとの連携を軸に「次世代型
経営人材育成」を展開するNPO事業についてお話いただきます。 

＜コーディネーター＞ 

ＪＰＢＭ会員 税理士 

小林 一仁 

■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  

＜講師＞ＷＩＣＫＳ株式会社  

代表取締役 下山 二郎 

＜講師＞悟中株式会社 

代表取締役 廣瀬 真由加 

●昨年の研修会でも取り上げた高知県、四国銀行との地域活性化
モデルが始動する。DSCの地域事業と連携する高知モデル概要と
そこで活躍する世界最先端のキーアイテム、また日本での導入が
スタートする米国の公共系や大手企業から医療機関、専門家、中
小ビジネスまでサイバーセキュリティツールの事実上の標準とされ
るVirnetX社「Gabriel」の展開などを紹介します。 

● 「食は出逢い、日本のものづくり、伝統文化伝統技術を銀座から
世界へ」のコンセプトのもと最新の熟成庫と伝統の職人技の組合せ
による「熟成鮨」ビジネスを起業しクラウドファンディングにより2,284
万円を調達。直営店ビジネスを銀座から順次開業し、DSCの地域事
業とも連携し主要な漁港関連のいわば水産連携と同時に熟成魚の
知財化による加工卸の6次化推進のビジネスの展開などを紹介しま
す。 

＜司会・講師＞株式会社ＤＳＣ 

業務推進室長 

松本 太作 

㈱DSCは設立母体であるJPBMの会員事務所関与先企業約６万社
に対する事業支援を推進するため、さまざまなビジネスツールやノ
ウハウをもつ事業者とネットワークを構築していきます。「新しい事
業支援モデルの開発と提供」を起点として生じる支援機会の拡充
と、協力関係を組むことで広がる提案力強化の形を御提案いたし
ます。 



＊新しい顧客支援のご提案とノウハウ研修 

◇第34回全国統一研修会プログラム◇ 

ＰＡＲＴⅢ 

ＪＰＢＭから、地域中小企業経営やオーナー支援を展開する各種取り組みをご提案します。四半

期キャッシュフロー管理による経営管理手法、事業評価による早期調達手法、顧客サイドに立つ

資産運用、新エネルギー支援等、各サービス内容と（株）ＪＰＢＭとの連携事業による会員の収益

化のご提案です。是非ご活用ください。 

「新・適者生存」 

（13：00～15：20 中央大学駿河台記念館６７０号室） 

新しいビジネス環境で存在価値を発揮するために 
専門家機能の高度化と経営力の磨き込みを！ 

3か月先行管理ﾉｳﾊｳ 

1 ２ ３ ４ 
四半期ＣＦとモニタリング、資
金繰りを連携させた中小企業
向けシステムおよび支援実務
のご提案（西野光則税理士） 

発注書の電子記録債権化に
よる早期資金調達スキーム
「ＰＯファイナンス®」のご提案
（Tranzax（株）） 

独立系アドバイザーによる本
格的ラップサービス「ＧＭＡ」の
ご提案（ガイア（株）） 

即時償却を使った太陽光発電
設置と新電力を組み合わせた
中小企業の新たなエネルギー
対策のご提案（一社ＪＰ機構） 

＊東京税理士会認定研修 

協会発第1９025号 令和元年6月28日 
ＪＰＢＭ事務局 

JPBMが今後提供するサービスや 
事業そのものに直結します。所長
様はじめご担当者様も是非ご参加 

いただき、ご活用ください。 

      ＊医療法人制度の現状課題と実務対応 
7/19 
（FRI） 

ＰＡＲＴⅡ （9：40～12：10 中央大学駿河台記念館６７０号室） 

＊医業経営コンサルタント協会認定研修 

＊東京税理士会認定研修 

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、現在医療法人等が抱え

る多様な課題・問題点を掘り下げ、

医業経営支援の多角的視点からの

実務対応を提示、シンポジウム形

式で課題と対応を浮き彫りにします。  

☆医療機関の働き方改革の視点から 

・厚生労働省医政局医療勤務環境 

 改善推進室 

 室長補佐 西井 章浩（予定） 
 
・ＪＰＢＭ会員／(株)ｸﾞﾛｽﾈｯﾄ取締役  

 特定社会保険労務士 

 原子 修司 

☆最新課題・問題点の視点から 
 ＪＰＢＭ会員 鳥飼総合法律事務所 
 弁護士・公認会計士 

 岩崎 文昭   

《シンポジウム/シンポジスト》 ※敬称略 

《座長》 JPBM医業経営部長  

 公認会計士・税理士   
 松田 紘一郎 

☆医療法人のＭ＆Ａの視点から 
 野村ﾍﾙｽケア･ｻﾎﾟｰﾄ＆ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ㈱ 
 ｸﾗｲｱﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ部部長 

 櫻井 泰彦 

☆外部監査・内部統制の視点から 
 ＪＰＢＭ会員 清陽監査法人 
 理事長・公認会計士 

 斉藤 孝 
    



◇タイムテーブル（予定）◇ 

時刻 
７月１７日（水） 

（中央大学駿河台記念館） 
７月１８日（木） 

（御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター） 
７月１９日（金） 

（中央大学駿河台記念館６７０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） 

特別講和「大きく変わる事業環境に 
        いかに対応するか」 

全国統一研修会PartⅠ 

 【第1部】「『新・適者生存』と専門家の役割」 

 【第2部】「専門家が顧問先に提案できる 

       『ＤＳＣの事業モデル』の現場から」 

 

9：40-12：10 （受付9：15） 

全国統一研修会PartⅡ 

 「医療法人制度の現状課題と実務対応」 

              【シンポジウム】 

17：40-19：30 （受付17：10） 
懇親会兼交流会 

13：00-15：20 （受付12：30） 

全国統一研修会PartⅢ 

 「事業参画のご提案とノウハウ研修」 

◆PARTⅠ ・・ 東京税理士会認定 ※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 

           東京税理士会認定 ※会場のみ 

◆PARTⅢ ・・・ 東京税理士会認定 ※会場のみ 

東京税理士会等認定研修です 



◇ご協賛のお願い◇ 

第34回ＪＰＢＭ全国大会 協賛金 

第34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。 
 
令和元年5月6日～令和元年7月16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いたします。※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、「新・適者生存」という大会テーマのもと、
第34回全国統一研修会PARTⅠ・Ⅱ・Ⅲ、第23回全国提案力コンテスト等をご用意しています。 また、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。 



TEL （ ）

FAX （ ）

ＪＰＢＭ
社員総会

7月18日
統一研修Ⅰ

（7/18）
懇親会
（7/18）

統一研修Ⅱ
（医業関係）

（7/19）

統一研修Ⅲ
（7/19）

１名 料金単位 １名

¥5,400
参加費
（税込） ¥3,240

1

2

3

4

5

ⓐ合計

円 （税込）

ⓑ合計

円 （税込）

ⓒ合計

円 （税込）

ⓐ+ⓑ+ⓒ＝合計金額

円 （税込）

※提案力コンテストは、別途ご案内をご参照ください。（コンテスト審査会は各事務所代表者様1名無料にて参加いただけます）

※各統一研修会PARTⅠ、Ⅱ、Ⅲは、東京税理士会、PARTⅡは医業経営コンサルタント協会の認定研修です。会員番号をご記載ください。

※定時社員総会は、議決権を有する会員がご参加頂けます。 ◎ご確認について
※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。

＠

＠

＠

＠

名　

コンテストにお申込み頂いた方には、
随時確認書をFAXさせて頂きます。

＠

参
加
テ
ー

マ

¥5,400

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

ⓐ全国提案力
コンテスト

出場
（7/17～18）

フリガナ

　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。　　２．認定研修として申請予定です。改めてご案内いたします。

フリガナ

ご参加者名

ⓒ全国統一研修会・懇親会

メールアドレス

（医コン継続研修番号
※

）
代表者

（議決権者）
のみ

ⓑ全国提案力
コンテスト

審査会参加
（7/18）

JPBM　行

FAX：03-3526-3051

会員番号
フリガナ

担当者名
事務所名

第34回全国統一研修会 ・ 第15回定時社員総会・提案力ｺﾝﾃｽﾄ 
参加申込書 （会員用） 

会場 

Jシェア 

合計参加者数 

Jシェア 

Jシェア 

会場 

Jシェア 

会場 

Jシェア 

2019.5.7  
   

ＪＰＢＭ事務局（若松、松本、山形） 
TEL 03-3253-4711 

会場 

会場 

※ご請求について  

ＪＰＢＭ会費と共にお引落し 

させて頂きます。 

（医コン：     ／東税：    支部       ） 

（医コン：     ／東税：    支部       ） 

（医コン：     ／東税：    支部       ） 

（医コン：     ／東税：    支部       ） 

（医コン：     ／東税：    支部       ） 



TEL

FAX

２．認定研修について

統一研修Ⅰ
（7/18）

懇親会
（7/18）

統一研修Ⅱ
（医療機関）

（7/19）

統一研修Ⅲ
（7/19）

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、Ⅲは東京税理士会認定研修です。
ＰＡＲＴⅡは、医業経営コンサルタント協会の認定研修です。

　　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】　※会場・Ｊｼｪｱどちらも可

＠

＠

1名

JPBM　行

FAX：03-3526-3051
2019.5.14

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34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 ＝             

・東税  ：              ／ 

・医コン ：               

・東税  ：              ／ 

・医コン ：               

・東税  ：              ／ 



（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 

令和元年    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 

＠ 

令和元年   月   日 


