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

9月21日 １８時～20時
第12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『 11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

新しいロゴマークできました!

アンケートや資料はQRで！

オンライン＋リアル会場で
50名に参加頂きました!



2

本日のスケジュール

開始:本日のスケジュール・サスケア紹介・主催者挨拶
トップコンサルタント講義
・株式会社プリファ 代表取締役 中川 亮 氏
・(一社)SDGsアクション・ラボ 代表理事 深田 英揮 氏
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10分

19時35分

19時55分
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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。



介護福祉事業者支援『サスケアリンク』概要

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 4

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
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主催者挨拶

サスケアリンク 介護経営知恵袋
株式会社ジーエスコンサルティング 執行役

奥山勝弘



トップコンサルタント講義

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

『新規事業にチャレンジしよう!』





障がい福祉サービス事業について

株式会社プリファ 代表取締役 中川亮氏



出展：厚生労働省 障害福祉分野の最近の動向



出展：厚生労働省 障害福祉分野の最近の動向



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）

株式会社プリファ 代表取締役 中川 亮 氏



サスケアチェック!ここがすごい!
①障がい福祉事業支援実績日本一!!
これまで1000事業所以上の立ち上げ・運営支援!出店後ほったらかしのコンサルが
いる中、支援先でトップ実績を出している人もコンサルメンバーに入り、丁寧に
フォローしています!他のFC加盟店からの業績改善の相談も多数対応されています
②1年で自立できるようサポート!!
その後の出店含めてずっとフィーを取り続けることはない。2年で10号店まで増や
した支援先もあり。但し依頼があれば、マーケティングや運営改善、各種研修など
スポットサポートも可能。
③中川さんが男前!!
昔と変わらず信頼できる色男です!支援先へのサポートの仕組みも一緒に構築して
おり、支援先には必ず成果を出してもらえるよう徹底的に動きます!!



総合生活支援サービス
公的介護保険外サービス

×
介護保険サービス

(一社)SDGsアクション・ラボ 代表理事 深田英揮氏



“生活産業”が50兆円超となる予測。宅配や家事代行サービスなどに妙味あり!?

高齢者向けの市場は大きく分けて医療保険が適応される医療サービス、医療器具、医薬品などの分野の「医療・
医薬産業」、介護保険が適応される在宅介護、居住系介護、介護施設などの「介護産業」、日常生活に関わる
「生活産業」の３つがあります。

サイト:みんなの介護より

2040年25兆円へ





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

一般社団法人SDGsアクション・ラボ 代表理事 深田 英揮 氏



■今までにない新しい事業モデル!（深田モデル）
介護保険内と介護保険外の組み合わせた新しいモデル。総合事業は行
政も後押ししているが、採算があわないとやっている事業者が少ない。
そこに介護保険を組み合わせ収益化が可能に。

■顧客とのパイプが作りやすい
社協などから紹介をもらいやすいし、公的支援である介護から入るの
で信頼を得やすい。

■自由度高く、自社に合わせた収益構造を構築できる
実費の生活支援は自社でもできるし、他社連携も可能。
まずは最小パッケージからスタートして段階的に議業拡大が可能。

この事業の強み



■介護保険の縛りを受けない事業展開ができる!
介護保険だけで成り立つビジネスモデルは続かない。介護保険内でで
きるサービスを考えるのではなく、顧客の真のニーズに応えるサービ
スを考え実践することが大切

■介護とシナジーのある収益の柱を作ることができる!
要介護前の方の囲い込みができる。もちろん自社を利用している顧客
やそのご家族へのサービス提供もできる。
そして事業再構築として大きな収益部門として育成も見込める!

■人材確保につなげることができる!
介護未経験者でもできるし、求職者としてもとっつきやすい。
介護事業のヘルプやボランティアにもつなげやすい。

介護事業者が取り組む強み



■これだけの経験とノウハウを持つ男は他にいない!はず!

26年のベンリーでの経験。現場からFC店開発・サポートまで全てを網
羅。医療介護福祉系のベンリー加盟も深田さん!

■単なるノウハウ提供ではなくノウハウ形成力支援!
これまでの現場経験、マネジメント経験などから、この自由度が高い
モデルでも機材調達や研修含め対応可能。しかも「自分で考え行動す
る人材を育成し、チームとして自立させる」支援をしてくれます!

■開業屋ではなく総合プラットフォーム構築!
全国の支援先はもちろん、行政や周辺サービス企業・団体とのネット
ワーク構築や連携を推進していきます!サスケアも含めて「持続可能
な幸せな社会づくりの連携体制」を構築していきます!

深田モデルの強み



■一緒に全国500店舗展開を目指しましょう!
全国に広がるビジネスモデルを一緒につくりましょう!!!

■ノウハウ提供・研修料金が安く、手厚いフォローが受けられる
初期支援者数を限定し、10社までノウハウ研修提供200万円。しかも
深田さん自身が手厚くフォロー!初期メンバーの経営者やスタッフと
の定期勉強会は価値があります!

■今後の支援店舗に対して一緒に支援をしていきましょう!
是非コンサルもやるなどBtoB事業も行っていきましょう!

まず10社で立ち上げる初期メンバーとして一緒に!



事務局より



おかげ様で2021年11月でサスケアリンク設立1周年!

2020年10月22日に17名で発足し、11月11日に設立したサスケアリンク。
サスケアリンクは知恵袋が50名を超え、知恵袋同士の紹介やビジネスマッチングがま
すます増えています。毎月の定例勉強交流会もコンスタントに40名ほど集まり、盛り
上がってきました。

一方、その間介護福祉事業者は、法改正があったり、コロナの収束が見えずと大変な
時期をすごしています。
業界では、人材の確保が一番大きな課題と言われていますが、ここにきて更に深刻な
状況になっています。

そこで今回、サスケアリンクの知恵袋の皆さんと一緒に広くオープンセミナーを開催
し、更に介護福祉事業者の方々のお役に立つとともに、会として盛り上がっていきた
いと考えます!是非本企画の主旨に賛同の上、ご協力下さいますようよろしくお願い
いたします。

300名規模のオープンセミナーを皆で開催しましょう!!!



採用をメインにしてプラス共同主催者
の中で人材確保対策支援をされている
方を何名かご紹介していきたいと考え
ています。



セミナーコンセプト

介護福祉事業者の方々が最も関心を寄せている人材
確保問題。
この問題を解決するきっかけとなるよう、人材採用
で日本有数の実績を上げているGSコンサルティング
の河野社⾧、奧山執行役をメイン講師に招き、採用
に関するセミナーを開催したいと思います。

今回はサスケアリンクの会員になりうる介護福祉事
業の経営者にお声がけするというより、管理者や現
場の従事者の方も含めて広く集めて、多くの方々の
声を収集すると共に、会を盛り上げていきたいと思
います。

また、集客手法として、知恵袋やプレミアム会員の
皆さんと連携し、共催者として一緒に声掛けをして
いきたいと考えています。



共催のお願い
知恵袋の皆さん、プレミアム会員の皆さん、関係者の皆さんにサスケアリンク
立ち上げ1周年是非一緒に盛り上げて頂きたく、何卒お願いいたします。

共催:
サスケアリンク会員（知恵袋・プレミアム）、またはサスケアリンク関係企
業・団体で本企画に賛同し、協力頂ける方

協力:本企画に賛同し、協力頂ける方

協力頂きたい内容
・チラシ、サイトへの共催（協力）の明記
・開催の告知及び参加者の募集
・当日のセミナー運営のご協力

その他
・貴社集客の参加者アンケートをフィードバックします
・セミナー案内の全体集計結果をフィードバックします
・セミナー案内チラシのひな形をお送りいたしますので集客に活用下さい
・共催者、協力者向けのチャットワークやLINEのグループにて情報共有をして
いきます

協力頂ける方は、共催申込フォームをお送りさせて頂きます。
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次回第13回定例勉強交流会 10月19日（火）18時～
パネルディスカッション形式にて開催
テーマ「ICT化の推進を上手に進めよう!」
多くの介護福祉事業者さんから、「ICT化を進めて、ス
タッフの採用、定着、業務改善につなげたいが、うちに
はなかなか難しくて、、何をどう選んでいけばよいだろ
うか、、」などご相談を頂きます!そんなお悩みに対し
て、ICT化を推進されている介護事業者の方やコンサルタ
ントがお答えします!

澤田さん、和泉さん（吉田さん）、松岡さん、
佐藤さん、稲垣さん、ガゼルさんはパネリスト
になって頂けると嬉しいです!!!

パネリスト募集!ファシリテーターも募集!
自薦他薦は問いません!今週中にご連絡下さい!



サスケアリンクに入って皆で成⾧していきましょう!!!





サスケアリンク会員制度
プレミアム会員（6万円/年）
対象:医療介護福祉事業者

メリット
■全国の会員企業の経営者や専門家と交流できます
■会員専用サイトにて、介護経営知恵袋（専門家）との

経営相談・情報交換ができます
■ニーズにあった専門家や商品サービスをご紹介します
■特別割引価格でのサービスをご提供します

※例えば採用支援ＤＸは月額1万円引き
■会員限定の勉強会やセミナーに参加できます

※上記以外の業種の方は賛助会員（次項参照）です
※会員向けの勉強会に１回ゲスト参加可能です



サスケアリンク会員制度 介護経営知恵袋会員 （無料）
対象:医療介護福祉事業者支援実績のある士業・コンサル

賛助会員 （１口１2万円/年）
対象:医療介護福祉事業、士業、コンサル以外の事業者

パートナー会員（無料)
対象行政・教育・研究機関・NPO・団体など
メリット
■当団体が主催・公認する会員向け各種イベントへの参加
■該当する会員向けサービスの利用
■会員専用サイトへの参加
■知恵袋認定証の提供（知恵袋のみ）
■当団体ロゴの使用許諾
■当団体ロゴ入り名刺の提供（知恵袋のみ）
■当団体サイトでの紹介
■当団体サイトでの記事提供
■様々な委員会・プロジェクトへの参画（承認制）
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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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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。
是非皆さん購入下さい!



スケッターの亮平君が
本日21時より
株式投資型クラファン開始!
https://fundinno.com/projects/276
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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
10月19日（火）11月16日（火）
18時～20時頃で開催します!
※11月16日（火）は変動あり

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！


