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介護福祉事業者支援の専門家集団

サスケアリンク
愛知働き方改革推進支援センター
（厚生労働省 愛知労働局 委託事業）

助成金を活用した経営課題解決支援のご案内

支援主体:

支援協力:
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ご提案の主旨
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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介護事業者様のお困りごと

特に大きな問題として、
「人材不足問題」があげられ
ます。

採用・定着・育成・業務改善
を進めて行きたいが、予算・
時間・ノウハウなどの制約の
ため困っている事業者様が多
くいらっしゃいます。

デジタル化（介護ロボット・ICT等の活用など）への対応も遅れています。
デジタル化関連については、行政が様々な支援策を出していますが、活用している
介護福祉事業者様はまだ少ない状況です。

出典：介護労働安定センター
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令和二年度介護労働実態調査（特別調査）より

人材確保等支援助成金の活用状況

出典：介護労働安定センター

国の支援策の活用状況
慰労金の支給は適用・申請したという回答が多いですが、感染防止等の取組
支援や働き方改革推進支援助成金の申請などほとんど活用されていません。
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人材不足への対応が充分にできていない介護事業者様の声
専門家メンバーが介護事業者様の声を集めたところ、以下のような回答を頂きました。

■そもそも助成金を知らなかった、活用できるとは思わなかった、提案されなかった
■誰に相談したら良いかわからない、詳しい人がまわりにいない
■何から手をつけて良いかわからないままでいた
■担当者が自社の商品のことしか知らなかった、何を使うと良いか選べなかった
■相談相手が介護に詳しい専門家ではなく、話してもピンとこなかった
■提案商品の自社への活用がイメージできなかった
■スタッフがうまく活用できず効果を発揮しきれなかった
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問題点と解決策は?
介護事業者様の声を聞いて、問題点と解決策を整理しました

問題点
■課題が多くて何から手を付けたら良いかわからない
■専門家の能力（例:サービスの選定・支援力）
■専門家の知識・経験・問題解決能力が不安
■専門分野だけで関連分野の相談ができない

（例:採用と評価制度構築と助成金など）
■自社での活用がうまくできない

介護福祉事業者の経営支援に強い「サスケアリンク」と
働き方改革と助成金に強い「働き方改革推進支援センター」と連携し、
介護福祉事業者様の経営課題解決、企業成⾧をしっかりとサポートします。

解決のポイント
■専門家による無料経営相談の実施
■課題を整理し、優先順位付けをした解決策のご提案
■実績ある専門家をご紹介（サスケアリンク介護経営知
恵袋・働き方改革推進支援センター認定アドバイザー）
■専門家がチームを組み、ワンストップでご支援
■公平な視点を持った専門家集団がツールやシステム等
の選定から運用までサポート
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支援内容

ご案内資料をご一読の上、申込書に必要事項を記入の上お申込下さい。
※次項案内申込チラシを参照下さい

ステップ① 支援案内・申込

ステップ② 経営相談

ステップ③ 支援提案

返信頂いた先に、専門家がオンライン（または訪問）経営相談を実施。
助成金を活用した課題解決事例もご案内し、潜在ニーズを掘り起こします。

経営相談をもとに、課題解決に向けたアドバイスと助成金を絡めた支援
のご提案を行います。ご要望に応じて複数の専門家をご紹介します。

※助成金は一定の要件があり、必ず活用できるとは限りません。
助成金は事業発展の手段であり、目的ではありませんので、無理な提案は致しません。
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           様向け支援のご提案

先日お聞かせ頂きました内容を踏まえ、下記内容をご提案させて頂きます。ご査収賜りますようよろしくお願いいたします。
番号順に簡易説明資料を添付しております。詳しく聞きたいものなどございましたらお申し付けください。

№ カテゴリ テーマ 支援内容

① 採用 中途採用支援
今年度採用を必要とされている管理者クラス2名、資格者3名、パート2名の中途採
用のご支援を致します。

② 外国人採用支援 ベトナム、フィリピンなどからの技能実習生の採用のご支援を致します。

③ 業務改善・デジタル化 現場業務改善支援 先日お伝えしました業務改善支援を致します。

④ 営業 営業力強化支援 営業活動をされる5名の方々向けに営業力強化指導を行います。

⑤ 財務 財務管理・資金調達支援 ご要望頂きました財務管理（資金調達含む）につきまして、ご支援を致します。

⑥ 新規事業 新規事業支援 先日簡単にお伝え致しました貴社にお勧めの新規事業展開のご支援を致します。

⑦ 助成金補助金 助成金補助金の申請支援 上記支援に応じて、申請可能性のある助成金補助金の申請のご支援を致します。

支援提案イメージ
以下のように支援提案一覧と、各テーマ毎に1枚程度の簡易説明資料を作成します。
こちらを元にご説明し、興味をお持ち頂いたテーマに関して詳しくヒアリングします。
その後具体的なご提案を致します。

イメージ
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支援内容

例えば下記の支援を専門家がチームを組んで対応します。
支援内容に応じて費用がかかります。
助成金を活用できない支援もございます。

ステップ④ 解決支援

※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の支援介護事業所に選定された企業様は、
無料で複数回の経営相談・勉強会参加が可能になります。詳しくは別紙参照。

カテゴリ テーマ 支援内容
採用 採用支援 貴社の状況を踏まえ、最適な採用支援コンサルタントが中途・新卒の採用のお手伝いを致します。

外国人採用支援 技能実習生、特定技能実習生など貴社の状況に応じた支援団体・企業をご紹介し、採用のお手伝いをします。
採用勉強会 人事責任者・担当者・施設⾧など人事に関わる方向けに、最新の採用動向や採用力強化に向けた取り組みなどの勉強会をご案内します。
採用力診断 応募～採用～定着までのステップアップ率、ルート毎の採用率・単価など貴社の採用力を診断し、それに応じた支援を行います。

働き方改革 働き方改革支援 労働時間・休暇の取得・生産性・柔軟な働き方・社員の活躍などの項目で診断し、それに応じた改善支援を行います。

業務改善・デジタル化 現場業務改善支援
国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ロボット介護機器開発・標準化事業」に採択された業務改善プログラムを活用し、業務洗い出し・ス
タッフアンケート・業務時間分析・業務フロー改善・マニュアル作成などのサポートを行います。

管理部門業務改善支援 主に労務・経理の業務フロー、かかる時間数、業務委託費用などを分析し、デジタルも活用した最適化に向けた改善支援を行います。
営業 入居促進支援 営業戦略の立案、営業人材の採用・育成など安定的に入居者を確保できる仕組みづくりをサポートします。
財務 財務診断・改善支援 介護福祉事業者の財務状況を分析し、事業計画の策定、資金調達、財務体質改善、事業継承、M&A、補助金活用などのご支援をします。
コスト適正化 コスト適正化支援 水光熱費・建物管理費・業務委託費などのコストを診断し、適正化の支援を行います。
新規事業 新規事業支援 企業成⾧に向けた企業の新しいチャレンジをご提案し、立ち上げ支援を行います。

後継者や幹部育成 後継者・幹部育成支援
財務諸表の見方、助成金補助金、コスト適正化、人材（採用・定着・業務改善）、新規事業、事業計画づくりなどのテーマで月1回勉強会交流会
を開催します。

助成金補助金 助成金補助金の申請支援 活用できる助成金補助金を診断し、助成金補助金のタイプ・難易度に応じて最適な社会保険労務士をご紹介し、直接申請代行を行います。
※助成金の申請代行につきましては社会保険労務士と直接契約頂きます。サスケアリンクが申請代行するものではありません。



助成金の例

■働き方改革推進支援助成金
（勤務間インターバル導入 / 労働時間短縮・年休促進支援 / 労働時間適正管理推進）（団体推進）
■特定求職者雇用開発助成金（高年齢者・障害者・母子家庭の母などの雇用）
■トライアル雇用助成金 ■キャリアアップ助成金
■事業再構築補助金 ■小規模事業者持続化補助金 など様々な助成金・補助金のアドバイスを行います11



助成金の例
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助成金を活用した事例

[複数企業での助成金活用]
団体推進コース 助成額500万円
①新卒採用を希望する企業の担当者に、新卒採用動向の把握、効果的な魅力の発信方法等についてのセミナーを開催。
②大学生を対象としたセミナーを開催し、社会保険労務士や企業の人事担当者が講師を務め、地元企業の強みや働き甲斐を
伝え、企業のイメージ向上や就職意欲を高める働きかけを実施。
③大学生と企業が直接面談する業界研究会を開催し、自社の魅力発信や、学生における地元企業研究の機会を提供。
団体推進コース 助成額500万円
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。

働き方改革推進支援助成金・キャリアアップ助成金など複数を活用 助成額約900万円
複数施設を展開する介護事業所に、勤怠システム導入、評価制度の見直し、労務・人事などの講師を招いた研修を実施。

業務改善支援助成金 助成額約２５０万円
有料老人ホーム等を運営する介護事業所にて、記録・報告様式等の改善、業務手順書の作成等に関するコンサルティング・
ツール作成・教育指導、人事労務システム、勤怠システムの導入並びに導入コンサルティングなどを実施。

[単独企業での助成金活用]
IT導入補助金 約１００万円～400万円
複数事業所を展開する介護事業者など様々な介護事業者が活用。介護記録システムの導入や人事労務システムの導入、
オンライン面談システムの導入など。

働き方改革推進支援助成金 助成額 ５０万円～１００万円
様々な介護事業者が活用
例えば、スタッフの負担軽減のためにスロープの改修、洗濯機の増設、勤怠システムの導入、労務研修の実施など。
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参考事例
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支援団体

連携

サスケアリンク
（介護福祉事業者に特化した会計士・
社労士・弁護士・財務コンサル・採用
定着コンサル・業務改善コンサルなど
の専門家集団）

働き方改革推進支援センター
（働き方改革に向けて、特に中小企
業・小規模事業者の方々が抱える様々
な課題に対応するため、ワンストップ
相談窓口として開設したセンター）



和泉 逸平 株式会社ヘルステクノロジー
川田 修平 株式会社Sen Stage
河野 一平 株式会社ジーエスコンサルティング
澤田 昌志 株式会社TRINITY PARTNERS
鈴木 篤史 エイチェスト株式会社
中條 貴久 サスティナブルケアリンク株式会社
深田 英揮 一般社団法人SDGsアクション・ラボ
牧 浩正 株式会社ラクー

支援団体概要

介護福祉事業者支援『サスケアリンク』

事業内容:介護福祉事業者向け情報サイトの運営・セミナーの開催
介護経営コンサルティング・業務連携の推進支援など

理事(50音順)

本部事務局:名古屋市中村区名駅5-23-17
東京事務局:東京都中央区日本橋人形町1-11-12
TEL:0120-982-419 FAX:052-551-3332
mail:info@suscare.net https://suscare.net

事業内容:
政府が推進する「働き方改革」を展開するため、愛知
県下の中小企業・小規模事業者の取り組みをサポート
する組織です。
・人材や働き方に関する窓口や電話での個別無料相談
・専門家による各種セミナーの開催
・社会保険労務士等の無料専門家派遣

事務局:愛知県名古屋市千種区千種通7-25-1
サンライズ千種3階（タスクール内）

フリーダイヤル:0120-006-802
TEL:052-753-7643 FAX:052-747-5640

愛知働き方改革推進支援センター
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サスケアリンク 主な介護経営知恵袋（専門家）
2021年5月時点で40名の専門家が在籍しています
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名前 企業名 支援内容 紹介

1 深田 英揮 一般社団法人SDGsアクション・ラボ
公的介護保険外サービスの立上げ・運用
のコンサルティング、社会企業家育成、
人財育成

生活支援ビジネス全国FCチェーン本部の創業期から２３年間従事し役員歴１５年。地域包括ケアにおける「生活支援・介護予防」の分野を担うべく、医
療・介護業界を開拓し生活支援ビジネスをコンサルティングする。

2 川田 修平 株式会社Sen Stage 財務コンサルティング
創業から株式公開など成⾧段階ごとの資金調達支援。社会課題解決と財務基盤強化をワンストップでサポートする独自のコンサルティングサービスを提
供。２０年に亘る金融機関交渉などを含めた独特の対応方法が強み。

3 牧 浩正 株式会社ラクー
WEBコンサルティング、サイト制作、
システム構築など

2007年に創業し、これまでのHP制作実績は1,000社以上。ＩＴの専門家として、ホームページのブランディングからデザイン作成、WEBシステムの
構築、運用までをトータル的に提案している。全国の中小企業の経営者に対して、理論と経験に基づいてＩＴの必要性を啓蒙している。

4 鈴木 篤史 エイチェスト株式会社
総合ITコンサルティング、デジタル化支
援など

500人超えのIT企業のエンジニア→50人規模の町工場の社⾧室及び経理→創業2年目のIT企業のCOO→Web系IT企業の常務取締役→独立。クラウドシ
ステムの全国トップセールスを記録。また中小企業から上場企業まで幅広いITコンサルを行っている。全国に200名以上のSEネットワークを持ち、企
業のニーズにあわせたデジタル化の推進を実現できる数少ないコンサルタント。

5 澤田 昌志 株式会社TRINITY PARTNERS
トータルコンサルティング・監査対策・
新規出店コンサルなど

医療法人、社会福祉法人の経営コンサルティングをメインに行っている。その他医療介護周辺ビジネス創出のコンサルティングだけでなく自社でも展開
している。行政とのパイプも太く、介護企業の外部監査の受託も多い。

6 河野 一平 株式会社ジーエスコンサルティング 採用定着コンサルティング
22歳から物流会社の創業に携わり、10年後経営の勉強会をきっかけに自分の想いや目標、社員の想いや目標も共有しながら従業員と向き合うように。
社員の辞めない会社に環境が変わる。自身の成功体験をもとに人材採用・定着支援の分野に注力し、採用コンサルティング会社を設立。Indeed正規代
理店として異例の速さでシルバーパートナー認定を受けるなど、確かな実績を積み重ね、深く入り込む支援で中小・大企業から多数信頼を得ている。

7 和泉 逸平 株式会社ヘルステクノロジー 介護業務支援、介護ロボット導入
2006年社会福祉法人及び特別養護老人ホーム設立準備室事務⾧、現理事。社会福祉士の資格も保有しており、介護の現場から経営まで幅広い知識とノ
ウハウを持つ。2015年より介護ロボット製造開発に関わり2016年起業。移乗支援、見守り支援の導入実証、2017年より業務支援分野の介護ロボット
開発を行い、センサ連携、業務時間分析、経営支援を行っている。

8 彦坂 俊充 株式会社エフトス
福祉、介護サービス向けのITコンサル
ティング（ハード、ソフト両面での総合
IT支援）

主に福祉、介護サービスを対象とした、ITコンサルティング業務に従事。プロダクト責任者として業務支援システムの開発に携わり、これまで全国500
以上の事業所へシステム導入やICTを活用した業務改善支援を行ってきた。国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の「ロボット介護機器開
発・導入促進事業」に2度採択され、「Ftcare-I ATコネクト」などの業務支援システムの開発に研究代表者として携わっている。

9 岩本一良 岩本一良公認会計士事務所
会計士・経営コンサルティング、上場支
援、M&A・事業承継コンサルティング

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。大手監査法人に入社し、上場企業の監査、ベンチャー・スタートアップ支援・M&A支援などに従事。数十社以
上の上場支援実績を持つスペシャリスト。事業拡大に伴うM&Aコンサルティングも得意としている。法人在籍中に一般社団法人未来創造の事業戦略担
当として経営参画し、事業拡大に寄与。2020年に独立開業。

10 塚本 洋介 SELPFUL JAPAN
経営コンサルティング・営業コンサル
ティング

株式会社木下の介護で6年従事したあと、歯科業界を経て、現在は医療コンサルタントとして、病院の経営支援に携わっている。社会福祉士×営業支援
で医療・介護・福祉事業者の方々に対して、売上拡大・利用者獲得を中心に支援を行っている。

11 森 正晴 春馬・野口法律事務所
弁護士・企業法務・紛争解決・M&Aコ
ンサルティングなど

弁護士資格取得後、年間200件程の法律相談を担当。より多くの企業支援を行うべく、企業サポートメインの法律事務所に入職。法律顧問、顧客トラブ
ル、従業員トラブル、M&Aなど担当している。

12 石野 隆広
愛知働き方改革推進支援センター
社会保険労務士法人ネクシア

社会保険労務士・行政書士・働き方改
革、助成金

人材募集業務や求人広告の営業活動等の実務経験と、社会保険労務としての知識を活かして、中小の企業の方へ働き方改革への対応をご提案しながら活
力ある地域社会の実現に一役買いたいと考えています。

13 吉本明弘 社会保険労務士事務所TOMBO
社会保険労務士・労務コンサルティン
グ・助成金支援

製薬業界で営業職を経験後、「日本の雇用を守る」を実現すべく独立。介護、医療、飲食業などの労務顧問、デジタル化、助成金活用の支援を行い社労
士の視点で企業の発展をサポートしています。



18



別紙）雇用管理改善推進事業
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
善推進事業の支援介護事業所に選定された企業様は、無料で複数
回の経営相談・勉強会参加が可能になります。
支援テーマは右記を参照下さい。
選定には条件・審査がございますので、詳しくはお問合せ下さい。
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介護福祉事業者支援『サスケアリンク』

本部事務局:名古屋市中村区名駅5-23-17
東京事務局:東京都中央区日本橋人形町1-11-12
TEL:0120-982-419 FAX:052-551-3332
mail:info@suscare.net https://suscare.net

お問合せ先


