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 平素より大変お世話になっております。皆様のご支援・ご尽力により、本年も「ＪＰＢＭ全国大会」を開催する運びとなりました。 
今年は、第30回という節目の年であり、東京霞ヶ関にて、7月１７(金) ・１８(土)の2日間にわたり開催致します。大会テーマを 
「中小企業経営と地域に進化をもたらす、新しい“専門家力”と“連携力”」として、ＪＰＢＭならではの多彩な企画をご用意しております。 
 かつてないほど中小企業と地域（経済・社会）に注目が集まる中、その潮流を感じながらノウハウを研修する「JPBM全国大会2015」に 
是非、ご参加ください。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。 

7/17（FRI） 

7/18（SAT） 

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 

「一般企業向け」 と 「医療機関向け」 の2つを開催します。 

『全国提案力コンテスト （17日 審査会（ﾌﾟﾚｾﾞﾝ大会）10：00-12：30、 検討会13：15-13：45）』 

＜特別企画＞ 

【開
催
日
】 

＜ごあいさつ＞ 

＜注目の企画＞ 

開催会場 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4-6F TEL：03-3506-3251 

17日は、恒例の（一般企業向け）提案力コンテストと、 
昨年より開始した（医療機関向け）提案力コンテストについて、 
２会場で並行して審査会（プレゼン大会）を開催します。 
その後、結果発表と表彰、両コンテスト審査員による検討会を行い、 
解決方法や留意点、最新動向について研修します。 

昨年の「全国提案力コンテスト検討会」風景 

「地方創生」の取り組みにおいて中小企業支援に軸がおかれる中、専門家の一層の参画が自治体・金融機関より 
求められています。ＪＰＢＭ連携による中小企業支援を通じた地域活性化の具体的事例に触れることで、 
地域貢献に一歩早く歩き出す機会を提起します。 （17日 15：30-17：00） 

協会ご招待として、審査会（プレゼン大会）参加(1名)をご用意しております。 （※聴講者としての参加費です。出場チームは参加費に含まれています。） ＜会員特典＞ 

協会発第14216号 平成27年5月28日 
ＪＰＢＭ事務局 
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※出場検討中の方は、別紙の案内書をご確認ください。 
※「医療機関向け・全国提案力コンテスト審査会（プレゼン大会）」&「全国統一研修会PartⅠ（検討会）」は、 
 （公社）医業経営コンサルタント協会の認定研修（申請中）です。 



◇全国統一研修会◇ 
№3 

15：30-17：00 （受付15：15） 
特別企画 

17：15-18：45 （受付17：00） 
懇親会兼交流会 

「相続・事業承継の必須提案に！ケーススタディ・信託活用の実務」 

「地域医療連携推進法人制度（仮）の動向と今後の展開」 

 広がりを見せる信託活用の現場から、第一線で活躍する会員専門
家によるパネルディスカッションを行います。事業承継フェーズを中心
に、信託の活用事例を基に、課題やリスク、法務・税務の切り口も踏
まえて研修します。今必要な専門家アドバイスとケーススタディによる
実務対応のポイントを浮き彫りにします。 

 地域医療連携を進めていく新たな組織体として現在国会で審議され
ている「地域医療連携推進法人制度（仮）」。地域医療構想のもとで、
医療費削減や地域医療の効率化が大命題とうたわれる中、今回予定
されている新型法人への期待と役割は大きいものがあります。ＪＰＢＭ
医業経営部会では、部会内に「新法人制度活用に向けた検討会」＊を
設け、新法人制度に関する検討を定期的に行ってきました。 
 これからのコンサルティング業務において、新制度の動向と実務推
進は不可欠な情報です。本統一研修会にて、検討会の結果報告や想
定モデルケース・最新情報等も交えて、厚労省医政局（調整中）、医療
法人実務者の参加を得て、シンポジウムとして研修します。 

【プロフィール】いしがき ゆういちろう（東京都） 
ダンコンサルティング㈱取締役 不動産戦略コンサルタント 
不動産サービス会社に17年間勤務し、提案営業を上場・中小
企業・個人不動産オーナー向けに多数展開。セミナー講師多
数。近著「ケーススタディにみる専門家のための家族信託活
用の手引」 

【講師】 

 JPBM会員 税理士  

 石垣 雄一郎 

【講師】 

 JPBM会員 税理士  

 親泊 伸明 

【プロフィール】ごんどう けんいち（大阪府） 
弁護士法人権藤・黒田法律事務 パートナー   

昭和59年 弁護士登録 ポリシー「厭わず、嫌がらず、一所
懸命」企業法務、倒産関係、不動産取引、相続・事業承継分
野等、広範囲な実務経験を有する。旧JPBM信託小委員会
座長 

【講師】 

 JPBM会員 弁護士  

 権藤 健一 

【プロフィール】しんぱく のぶあき（大阪府） 
ウィル税理士法人代表社員   
昭和52年（現）税理士法人日本経営入所 平成14年現職に
就任、事業承継・相続、組織再編等豊富な実務経験を有する。
社会保険労務士登録、一級建築士試験合格、近著「『信託』で
解決できるあなたの相続」 

【講師】 

 JPBM会員  

 公認会計士・税理士  

 松田 紘一郎 

【プロフィール】まつだ こういちろう（東京都） 
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） 
医療介護領域（ヘルスケアサービス）のさまざまな課題（医業
経営診断、経営改善、医業承継、医療法人制度、税制等）に
対して幅広い知識と経験に富む専門家として全国区で活躍。
公職多数、「持分あり医療法人から非課税移行の実務」他著
書・論文多数。 

平成27年7月17日（金） 
14：00～17：00 

平成27年7月18日（土） 
10：00～12：10 

【参考書籍】 

「『信託』で解決できる 
 あなたの相続」 
・編著：ウィル税理士法人 
・発行：㈱マスブレーン 
・定価：1,500円（＋税） 

「専門家のための家族信託  
 活用の手引」 
・編集：塩見哲＆ダンコンサ  
     ルティング㈱ 
・著：石垣雄一郎、他 
・発行：新日本法規出版㈱ 
・定価：3,400円（＋税） 
※会員特価あります。ＪＰＢＭ  
  事務局にお問合せ下さい 

＊『新法人制度活用に向けた検討会』 
 昨年10月より開催している医業経営部会内の検討会。4月24日で７回目を数えます。

当初より厚生省医政局の検討会開催に並行して内容の検証や周辺情報の収集、また
三井住友信託銀行と連携して、スキームの検討を行っています。実際の医療機関関係
者もお呼びし、地域の連携状況の現状報告や、モデルケースの検討も進めています。 

シンポ 
 ジウム 



◇タイムテーブル◇ 

  16日（木） 17日（金） 18日（土） 

9：00 
 

10：00 
 

11：00 
 

12：00 
 

13：00 
 

14：00 
 

15：00 
 

16：00 
 

17：00 
 

18：00 
 

19：00 
 

20：00 
 

12：10-12：25 事務局よりご案内 

10：00-12：30 （受付9：30） 
（一般企業編） 
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 

10：00-12：30 （受付9：30） 
（医療機関編） 
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 

11：45-12：30 
定時社員総会 

13：15-13：45 （受付12：45） 全国提案力コンテスト ～表彰と報告～ 

15：30-17：00 （受付15：15） 
特別企画 
「地域連携支援事業」 

17：15-18：45 （受付17：00） 
懇親会兼交流会 

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「五反田ゆうぽうと」。 

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】 
  ※6月17日（水）までJPBM枠を設定。 

東武トップツアーズ株式会社 
東京法人営業部 
  木原 啓介（キハラ ケイスケ） 

MAIL： keisuke_kihara@tobutoptours.co.jp 
 (TEL：03-6667-0592） 

10：00-12：05 （受付9：30）全国統一研修会PartⅡ 
「地域医療連携推進法人制度（仮）と専門家の役割」 

※3つの会場を使って並行開催します。 ※2つの会場を使って並行開催します。 

10：45-11：30 
理事会 
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14：00-15：15（受付13：30） 全国統一研修会PartⅠ（1部） 
「相続・事業承継の必須提案に！ケースステディ・信託活用の実務」 

15：30-17：00  
全国統一研修会PartⅠ（2部） 
「相続・事業承継の必須提案に！ 
   ケーススタディ・信託活用の実務」 

【17日（金）プログラムの補足情報】 
＊10：00-12：30の全国提案力コンテスト 
 ・（一般企業向け）が東京税理士会認定研修 
 ・（医療機関向け）が医業経営コンサルタント協会認定研修 
＊14：00-17：00の全国統一研修会PartⅠ（1部＆2部）は東京税理士会認定研修 

【18日（土）プログラムの補足情報】 
＊10：00-12：05の全国統一研修会PartⅡは 
  医業経営コンサルタント協会認定研修 



◇イイノホール＆カンファレンスセンター  ◇平成27年7月17日(金)・18日(土) 

霞ケ関駅から徒歩1分、5駅12路線とさまざまなアクセスに対応しています。 
・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、 
 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 

◇五反田ゆうぽうと（コンテスト作業会場／１６日(木)） 

提案力コンテスト 
（一般企業編）の 
作成会場です。 
詳細については、 
別紙の案内書を 
ご確認ください。 

＊会場：イイノホール＆カンファレンスセンター 
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4-6F TEL：03-3506-3251 

◇会場アクセス◇ 
№3 


