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

8月20日 １８時～20時
第11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！

1 深田英揮
2 鈴木篤史
3 澤田昌志
4 中條貴久
5 彦坂俊充
6 和泉逸平
7 竹上 勝
8 宮下孝
9 石川高弘

10 つるたあゆこ

11 岩本一良
12 晝田浩一郎

13 鈴木直樹
14 塚本洋介
15 南口豊伸
16 吉田淳俊
17 向井一浩
18 神谷篤

19 山口剛志
20 増田周治
21 澤越淳
22 中川幸治
23 安江銀次
24 本間和幸
25 菅沼 厚志
26 岩下和幸
27 池田明代
28 太田隆充
29 荒井紀洋
30 吉田成一
31 梶瑞穂
32 稲垣守一
33 大迫 俊貴
34 黒川英胤
35 加藤義昭
36 松岡保幸
37 丸井貴弘
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本日のスケジュール

開始:司会挨拶・本日のスケジュール
パネルディスカッション

主旨説明、パネリスト紹介
エピソード紹介、意見交換、感想共有など

サスケアリンク事務局より情報発信
・オンライン情報交換会・イベント
アンケート記入・総括・次回イベント案内
終了

18時
18時15分

19時35分

19時55分
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岩下さん（がんちゃん）誕生日おめでとう!!!

牧さんと竹上さんの息子さんもおめでとう!!!
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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50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

～アフターコロナに向けた成⾧戦略～

『コロナ禍の企業経営』
みんなで生討論!



パネルディスカッションとは、
異なる意見を持つ３人以上の人が
聴衆の前で意見を発表し、
お互いに意見交換したあと、
参加者が意見交換に加わって話し合い
をすることです。
今日は皆さんも一緒に意見交換できるよう楽しく
やっていこうと思います!気軽に皆さんも意見交換
に参加下さい!



参加者の皆さんへ

①質問だけでなく、相談、意見表明も歓迎です。質疑応答タイム
では積極的に挙手下さい。
②質問するときは「◯◯さんに」などと相手を指名してください。
今回は「全員に」はなし。
③オンライン参加の方はズームのチャットに質問や意見を記入頂
いても大丈夫です。
④アンケートにてパネラーへの質問や意見などを記入頂きました
ら後日返答をお返しします。
⑤一方的に受け取る側ではなく、意見表明し、議論に貢献して下
さい。



ウォーミングアップしましょう!

オンラインは2人ずつルームを作ります。
会場は知らない人同士で2人1組になります。

1人1分ずつ自己紹介をし、活発な議論参加の
準備をしましょう!
自己紹介の中に「私は最近こんな幸せな出来
事がありました!」を入れてください!



～アフターコロナに向けた成⾧戦略～

『コロナ禍の企業経営』
みんなで生討論!

司会よりご挨拶と主旨説明

株式会社TRINITYPARTNERS 代表取締役
サスケアリンク 理事

澤田 昌志
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本日の登壇者
名前 会社名 役職 事業内容 プロフィール

司会 澤田 昌志
株式会社
TRINITYPARTNERS

代表取締役
介護福祉トータルコンサルティン
グ・介護事業所経営など

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。

ファシリ
テーター

鈴木 篤史 エイチェスト株式会社 代表取締役
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。

南口 豊伸 株式会社ニューテック 代表取締役
通信・ネットワーク構築コンサル
ティング

1999年創業以来、通信機器施工一筋に22年が経過しました。軸足をハードウェア中心のインフラ構築に置きながら全
て自社スタッフによる施工で、幅広い、そして深いところまでご相談に乗る事が可能です。
またソフトウェア業界様との接点をつくるため5年前よりPCのリペア事業を開始し、さらにスタッフの幅も広げまし
た。金沢、大阪、広島、博多と西日本を中心にエリア展開もしております。

増田 周治
オンライン法律事務所タ
マ

代表弁護士
人事労務関係の法律顧問、法務部門
のアウトソース

通信インフラ企業勤務ののち、2017年弁護士登録。使用者と労働者との紛争を多く扱う事務所に3年半勤務し、2021
年7月独立。オンラインでの相談を中心とした新しいスタイルの法律事務所を運営している。企業規模にかかわらず発
生する、従業員との紛争について専門性を持ち、事業者が気軽に相談できる環境を整えている。

晝田 浩一郎
株式会社官民連携事業研
究所

チーフマ
ネージャー

官民連携促進、まちづくり支援、行
政向け商品開発トータルコンサル
ティングなど

複雑化する社会課題解決を目指し、自治体と企業との連携を促進している元スーパー公務員。2020年4月から「まちづ
くりに企業の力を」を標榜する株式会社官民連携事業研究所にて活躍している。岡崎市役所勤務時に、プライベートで
2016年から商店街の空き店舗を借り「ここdeやるZone」（略称:ここやる）、サードプレイスコミュニティを創
出。2017年にCode for AICHI、"シビックテック"を広める活動を開始。【人と人、人と地域をつなげる活動】をと
おして仕事でも、プライベートでも枠を超えたつながりで地域活性化に取り組んでいる。

本間 和幸 有限会社山本組 代表取締役
建設業経営。人材派遣、婚活支援な
ど

わたくしは新潟県佐渡市で建設業を営んでおり、その他全国で外国人人材の紹介や、国際結婚のサポートを行っている
組合の理事を併せて行っております。
専門分野は土木工学（防災・減災、コンクリート・木造構造物の維持・補修）であり、全国のダム・トンネル・発電
所・鉄道等の工事や技術工法開発等を主にやってまいりました。
現在はまちづくりに興味を持っており、専門で身に着けた防災・減災等の技術を基に介護等も絡めて魅力あるまちづく
りを複合的に展開できるような法人を新たに作る予定としております。

パネリスト



COMPANY PROFILE
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組織図

介護・福祉・医療分野におけるトータルサービスプラットフォーム企業

グループ総従業員数 35名（正規職員・パート含む）

グループ総売上高 4.5億円(R2年度実績)

トリニティパートナーズ
介護施設運営・介護・福祉コンサルティングサービス

シクロメディカル

ツリーリングス

ワンストップサービス

２

ピア薬局運営

フュージョン

みんなの在宅クリニック運営・
医療コンサルティングサービス

医療機器・介護用品卸売業・
コンサルティング



実例から学ぶコロナ
• １.コロナ被害拡大の圧倒的スピード

• ２.現場スタッフの離脱、それでも働くスタッフのマインド
ブレイク

• ３.経済的ダメージ

• ４.振返りによる、打開策

３



実例から学ぶコロナ
• １.コロナ被害拡大の圧倒的スピード

• ２.現場スタッフの離脱、それでも働くスタッフのマインド
ブレイク

• ３.経済的ダメージ

• ４.振返りによる、打開策

３



１.感染拡大
利用者２３名

• 初期感染１０名感染 施設療養開始
• １週間後３名入院開始
• ２週間後１０名新規感染 ７名ご逝去
• ３週間後０名新規感染  ３名ご逝去
• ７／1クラスター認定解除

• 感染者２０名感染率 (86%)
• 死亡者１０名死亡率 (40％)



２.現場スタッフの離脱、
それでも働くスタッフのマインドブレイク

施設スタッフ
の７０％が
前線離脱

施設内療養
高齢者対応へ

の不安

専門家派遣を
願いたいが、
書類が膨大

クラスター対
応への準備不
足からくる、

苛立ち

逃げ出したい保健所は入院
を認めてくれ

ない

保健所は衛生
用品を提供し
て頂いたが、、

目の前が現実
に思えなく
なってくる

自信喪失

助けて欲しい

派遣の確定を
保健所からは
頂けなかった



３.経済的ダメージ

• コロナ前売上
７００万円/月

• コロナ後売上
１５０万円/月

新型コロナクラスターした影響で、
感染後月1ヶ月の売上

約80% DOWN 🔻



３.経済的ダメージ

• コロナ前職員数
１７名

• コロナ後職員数
１３名

新型コロナクラスターした影響で、
感染後月1ヶ月の離職

約25% DOWN 🔻



４.振返りによる打開策

• 事前の想定対策や訓練

• グループウェアなどの使用による家族様との情報共有の徹底

• 関係機関との情報共有

• 書類の事前準備

• 日頃からスタッフにおける孤立や孤独を感じさせない関係構築

etc…..

クラスターに
備えた対応



４.振返りによる打開策

• 冷静になって会議を開く

• ゾーニングの徹底、備品の確保、職員の体調管理、PCR検査の調整

• 関係者関係機関への連絡調整、出入り業者との連絡調整

• 担当者名、連絡先の確定

• 徹底した消毒作業

• 徹底した防護

etc…..

それでもクラ
スターした場

合の対応



最後に
• 今回の経験で得たノウハウを社会の役に立てるために、弊社スタッフ３名がコロナ班として

動くことが可能です。

• 私自身専門家として、BCP対策、行動のマニュアル化などに注力して参りましたが、

実際当事者として、現場の感染速度、スタッフの離脱、ご家族様への対応など対応業務が

一度に押し寄せてきて、適切な知識の利用ができませんでした。

• コロナクラスターは、関係者の心を蝕みます。

疑心暗⿁、自信喪失、自己否定、逃避思考など様々な精神不安を引き起こします。

有事の際にお声掛けいただけましたら、力を合わせてコロナクラスターに一緒に

立ち向かう事にお力添えできます。

是非悩まずにご相談ください



ご静聴有難うございました



ブレイクアウトルーム

3～4名ずつぐらいでお話下さい。
のちほど何グループか発表頂きます。



■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12回定例勉強交流会 9月21日（火）18時～

『新規事業にチャレンジしよう!』
事業再構築補助金など国の企業支援策がでてきています!これを機に皆さん介護保険頼りのビジネスモ
デルから脱却しましょう!今回は現在大注目の「障害者事業」と「生活支援＋総合事業」のトップコン
サルタントからお話頂きます!あわせて新規事業に活用できる事業再構築補助金やその他助成金補助金
についても解説します!

助成金補助金を活用!

1974年大阪生まれ。大学卒業後に上場企業に入
社。
退職後、名古屋に渡り平成16年株式会社プリ
ファを設立。
人材派遣、人材紹介、外国人人材派遣、障害者人
材紹介事業に深く関わる。
平成18年障害者自立支援法制定後、障害福祉
サービスに参入し営利法人やNPO法人、一般社団
法人等で施設複数運営。
現在は障害福祉コンサルタントとして全国1000
事業所以上の障がい者施設の開業、運営支援に関
わり全国NO,1の実績を誇る。年間100本以上セ
ミナー講演。著書には『これならわかる＜スッキ
リ図解＞共生型サービス』（共著・翔泳社）

講師略歴:1970年生まれ ㈱リクルート勤務
を経て、1996年～生活支援サービスのFC
チェーン本部に従事。店舗開発の責任者とし
てベンチャーから全国２３０店舗のチェーン
に。2004年～取締役就任。2019年に独立。
現在、一般社団法人SDGsアクション・ラボ
代表理事
①介護事業コンサルティング（SDGs目標３、
４） 『介護事業者が介護にならない活動を
展開するコンサルティングで、実費事業の構
築と総合事業訪問型サービスAをミックスし
た事業構築をサポート』
②SDGsコンサルティング SDGsによる企業
のブランディング

(一社)SDGsアクション・ラボ 代表理事 深田 英揮 氏株式会社プリファ 代表取締役 中川 亮 氏



夏だ!家族や友達を呼んでみんなでBBQを開催しました!
7月31日（土） 南知多で遊ぼう!アスレチック＆ＢＢＱ
8月17日（火）岡崎辺りで遊ぼう!ぶどう狩り＆ＢＢＱ

10月11月には運動会や秋の味覚狩りを開催したいと思います!是非お越しください!
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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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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
9月21日（火）10月19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！



ご参加ありがとうございました!

皆で力をあわせて介護福祉業界を盛
り上げていきましょう!


