
https://suscare.net
https://www.facebook.com/suscarelink/

7月20日 １８時～20時
第10回サスケアリンク勉強交流会

①Zoomの下の参加者ボタンをクリック

まずは皆さんzoomの名前変更をお願いします!

②右上の自分の名前の詳細ボタンをクリック

③ご自身の番号を確認し、名前・企業名を記入ください

例『 25奥山 勝弘 GSコンサルティング』
④ビデオはオン、音声はミュートにてお待ちください

介護福祉事業者支援の専門家集団

サスケアリンク

名刺もあるよ!
BY あゆこ（つるた）

新しいロゴマークできました!

アンケートや資料はQRで！
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サスケアリンクの想い
人と人、企業と企業、想いと想いをつなげ、

持続可能な幸せな未来を創造する
～笑顔・感謝・挑戦～

介護福祉事業者への経営支援・情報提供・連携推進などを通じて、

企業は周辺事業者等と連携しながら、社会性、経済性を両立している
働き手は働き甲斐を感じながら、生き生きと幸せに働いている
ご利用者様だけでなく、ご家族、地域の方々も安心して暮らしている

状態を実現する仕組みの構築を目指していきます。
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■知恵袋メンバー例
会計士・税理士・中小企業診断士
弁護士・社労士
各種採用知恵袋
人事（研修・評価）知恵袋
健康経営知恵袋
ICT分野知恵袋
オウンドメディア知恵袋
業務改善・デジタル化知恵袋
営業分野知恵袋
財務知恵袋
助成金補助金知恵袋
介護事業経営知恵袋
新規事業知恵袋
M&A知恵袋

他様々な分野の知恵袋が35名所属



サスケアリンク勉強交流会
パネルディスカッション

『人材を大切にする経営』
パネリスト:

塚本 洋介 （セルプフルジャパン 代表）
澤田 昌志 （㈱TRINITY PARTNERS 代表取締役）
向井 一浩 （㈱コプロ・エンジニアード 人材戦略本部サポート部⾧）



プロフィール
社会福祉業界に、営業の仕組み構築を掲げ、2019年に医療･介護･福祉の営業支援事業を開業。
株式会社木下の介護の課⾧代理、NPO病院経営支援機構にて地域連携強化担当。
現在は、地域連携を中心とした営業・自社採用の仕組みを組織に構築するために、クリニッ
ク、訪問看護、訪問医療マッサージ、訪問診療、障害者グループホームを支援。

第10回定例勉強交流会 パネリスト
名前 塚本 洋介 （ツカモト ヨウスケ）
所属 セルプフルジャパン 代表

サスケアリンク 介護経営知恵袋
資格 社会福祉士
活動エリア 関東を中心して全国対応可能
業種 -医療･介護･福祉の営業支援事業-
年齢（星座）33歳（さそり座）
出身地 千葉県松戸市
趣味 英会話・読書・格闘技・アイススケート
キーワード 期待を越える価値提供を!

写真



プロフィール
2013年の起業時からクリニック・福祉施設・介護施設への支援は8年間で100件相当になりました。当
初は手探りでしたが数年前からコンサルタントスタッフを増員し現在では8名のコンサルタントが概ね
4社の支援先を担当しております。
得意分野は、医療介護連携事業企画、開業支援全般、建物設計及び建築時の助言、備品及び消耗品コン
ペ開催、ICT提案、オペレーション分析による最適化にて業務効率化等様々対応可能。2021年時点で
グループ4社の経営をし、5年後にホールディングス化をして組織の垂直統合を目指しております。

第10回定例勉強交流会 パネリスト

写真

名前 澤田 昌志 （サワダ マサシ）
所属 （株）TRINITYPARTNERS 代表取締役

サスケアリンク 介護経営知恵袋
活動エリア 愛知県
業種 医療・介護・福祉事業所向けコンサルティング事業
年齢（星座）37歳（みずがめ座）
出身地 愛知県岡崎市
趣味 ゴルフ・旅行・ファッション
キーワード 『人のやってみたいを形にする』



向井 一浩 （ムカイ カズヒロ）
株式会社コプロ・エンジニアード
サスケアリンク 介護経営知恵袋
名古屋市 全国18拠点
人材派遣サービス
45歳（山羊座）
奈良県
ゴルフ、ガーデニング、旅行
『人と人をつなぎ、事を成す』

プロフィール
2012年から現在の人材派遣会社に勤務しております（親会社 ㈱コプロ・ホールディングス）
人財定着部門、研修部門、コールセンター部門の責任者として運営管理しております。また役員任期中、
東京マザーズ、名古屋セントレックスへのIPOを経験し、1年6か月後、東証/名証1部へ市場変更しました。
社員目線と経営者目線の両即面が見えること、複数の部署立上げ経験から業務の可視化、人財定着や
人事制度構築、研修実施等、運用定着が強みです。

第10回定例勉強交流会 パネリスト
名前
所属

活動エリア
業種
年齢（星座）
出身地
趣味
キーワード

写真











⑤あなたは、ここ半年で「会社にいきたくないな」「会社にいると息苦しい」
など感じたことはありますか？。回答数: 28 件の回答。



■報告連絡など
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情報共有オープンチャットにご参加下さい!
イベントや商品サービスなどの情報共有や出欠、アンケート用
にオープンチャットを開設!
まずは事務局からの情報発信をメインにさせて頂きます。
今後皆さんの声を聞きながら、様々なテーマでのトークルーム
を作成します!
※個別にLINEでつながりたい場合は本勉強会のアンケートや、事務局に直接
依頼下さい。相手側に確認の上、直接つながせて頂きます。

Zoomのチャットにアドレスをお送りしています。
もしくは右記ＱＲコードから読み取って下さい。
■本日は皆さんすぐに入れるようにしていますが、

明日以降承認制にします
■プロフィールは「名前 企業名」でお願いします
■写真はできるだけ自身の写真やイラストを入れて下さい
■ノートを確認下さい（使い方が記載されています）
■入ったら一言挨拶をお願いします!!! 私とつながっていない方はこちらもお願いします
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次回第11回定例勉強交流会 8月20日（火）18時～

プチパネリスト募集!自薦他薦は問いません!
是非挙手下さい!!!

全員参加型パネルディスカッション

～アフターコロナに向けた成⾧戦略～
『コロナ禍の企業経営』

サスケアリンクには多くの優秀な企業経営者・専門家が在籍しています!
そんなメンバーの方々の知恵と経験を活かして、このコロナ禍を乗り切り、企業成⾧につなげて頂きたいと思
います!
今回は全員参加型のパネルディスカッション形式で、「コロナ禍の企業経営」について意見交換します。
「クラスターが発生したところは実際どれだけ大変だったのか」「ご利用者様、ご家族様など顧客とどんなト
ラブルがあったか、それを防ぐための対策をどうとってきたか」「助成金補助金を活用して、どのような新し
いチャレンジをしてきたか」など、皆さんの経営のヒントにつながる話が聴けること間違いなし!

みんなで生討論!

ファシリテーター」:サスケアリンク 澤田理事

確定者:増田さん（弁護士/リスク事例と対策など）
南口さん（通信ネットワーク構築/対策事例など）



夏だ!家族や友達を呼んでみんなでBBQ!
7月31日（土） 南知多で遊ぼう!
9時50分集合 南知多グリーンバレーでアスレチック
12時50分集合 美浜町の魚太郎でバーベキュー

8月17日（火）岡崎辺りで遊ぼう!
11時集合 子供も遊べてバーベキューできる会場

（澤田さん、鈴木さんおススメお願いします）

予約が必要なので皆さん参加可能な方はお声がけ下さい!
詳しくはLINEの情報共有オープンチャットに流します!
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無料経営相談支援
介護福祉に特化した専門家集団「サスケアリンク」と働き方
改革支援や助成金に強い「働き方改革推進支援センター」が
連携し、専門家チームとして介護事業者様の「助成金を活用
した人材確保などの経営課題解決の支援」をワンストップで
行います。

無料で実施

支援案内 経営相談 支援提案 解決支援→ → →

有料で実施
※会計士・税理士・弁護士・社労士・中小企業診断士、採用・人事・財務・デジタル化など様々なコンサルタントが50名以上在籍しています

例えば人事労務業務改善で、システム導入時のケースでは、業務改善の専門家が目指す姿を経営
者とともに明確化。それを実現するために、右上図のような専門家チームを組成し、システム選
定、各種規定や業務フロー見直し、助成金活用を他の専門家と連携して、サポートを実施。
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無料経営相談支援
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連携推進支援サービス
【社会福祉連携推進法人設立の基本方針】
複数の社会福祉法人等の法人が参画し、その創意工夫
による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害
対応の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、
人材の確保育成等を推進する。

業務内容
①地域福祉支援業務 ②災害時支援業務
③経営支援業務 ④貸付業務
⑤人材確保等業務 ⑥物資等供給業務

サスケアリンクで連携推進支援を行います!





支援内容例
・連携推進体制の構築
・現場業務の分析・改善
・管理部門業務の分析・改善
・財務コンサルティング
・人事労務コンサルティング
・労務経理などの業務委託 など



支援内容例
・合同勉強会・研修会
・共同募集活動
・ツール作成
・共同求人掲載やサイト制作
・スタッフアンケートの実施 など



支援内容例
・各種経費分析・改善
・共同購入
・一括価格交渉
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助成金・補助金 事業再構築補助金
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働き方改革推進支援助成金「団体推進コース」



働き方改革推進支援助成金（団体推進コース）ポイント

■対象者
・３者以上で構成され、且つ１年以上の活動実績があり、且つ構成事業主の労働者が合計10人以上の事業主団体
・10者以上で構成され、且つ１年以上の活動実績があり、且つ協定を締結している共同事業主

■支給対象となる取組
「1.市場調査の事業」
「2.新ビジネスモデル開発、実験の事業」
「3.材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験（労働費用を除く）の事業」
「4.下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業」
「5.販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業」
「6.好事例の収集、普及啓発の事業」
「7.セミナーの開催等の事業」
「8.巡回指導、相談窓口設置等の事業」
「9.構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業」
「10.人材確保に向けた取組の事業」

■支給額
原則上限500万円 助成率100%
※都道府県単位または複数の都道府県単位であり、且つ10者以上で構成される場合、上限額1000万円にアップ

■締切
交付申請:2021年11月30日(火) 事業実施:2022年2月17日(木) 支給申請:2022年2月28日(月)



事例



事例



事例



事業協同組合
①働き方改革に関するセミナーを実施した。 ②セミナー実施後に希望企業に対し、外部専門家の個別指導による支援を実施した。
③組合HPを改良し、求人情報や組合員企業の紹介ページを作成した。

商工会議所
①働き方改革の推進に向けて、多様な働き方や人を大切にする経営手法を学ぶセミ ナーを開催した。
②働き方改革関連法のポイントなどを印刷したクリアファイルの作成・配布した。
③就職マッチングサイトを製作の上、求人事業所を紹介する動画をホームページ上 に掲載した。

共同事業主
労働時間短縮に向けて、手作業で行われている定型作業を中心に業務の洗い出しを 行い、RPAに置き換える業務を選定のうえ、
５プロセスについてRPAを導入。 導入したRPAは利用方法の手順をとりまとめ、企業に配布、操作説明を実施。

社団法人
①県内の賃金水準状況等を明らかにするため、会員企業に対して調査票送付による 調査を実施し、県内企業に従事する労働者の
賃金実態及び学歴別・年齢別などによ る賃金構造を分析し、労働環境改善を図るための調査結果をとりまとめた。
②報告書の活用方法を会員企業に理解させるため、活用方法の解説を組み込んだ働 き方改革関連法セミナーの開催や、賃金実態
調査を広く周知するため、新聞広告や ラジオを活用して広報活動を実施した。
③会員企業の新規取引先開拓を目的として、ビジネス商談会を開催した。

商工会議所
会員企業の販路拡大・業績向上、経営合理化、時間外労働等改善の推進を目的とし て、構成事業主（会員事業所）の事業内容
（取扱商品・サービス）等をＰＲし、ま た行政機関・商工会議所の実施する各種企業支援施策の情報提供を行なうwebアプ
リを新たに開発した。

参考）その他事例



提出資料例
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介護経営知恵袋向け名刺

靍田さんにデザイン頂きました!
100枚5,000円、200枚6,000円ほど。
是非皆さん購入下さい!
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労働局委託事業「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」

愛知・三重は募集終了
岐阜・静岡・関東は募集中



←申込書

→
サポーターの支援内容
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アンケート・総括・今後の勉強交流会予定
アンケートにご協力下さいますようよろしく
お願いいたします。
毎月第3火曜日に勉強交流会を開催します!
オンライン参加もできるようにしますので、
是非皆さんご参加下さい!

定例の勉強交流会は
8月20日（金）9月21日（火）
18時～20時頃で開催します!

毎月7のつく日は情報交換・交流を行いたいと思い
ます!7日、17日、27日は朝か夜zoomにて開催!
参加自由!お気軽にご参加下さい!

アンケートや資料はQRで！


