
地域包括ケア ×

「地域とともに。Smile 和光会2030」

和光会グループの取り組み

SDGsプロジェクト事務局／広報室
安藤恵子
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岐阜市

岐阜市、北方町、本巣市、瑞穂市、大垣市

ヤマダ内科小児科医院（1925年）

山田病院に改組

医療法人和光会（1966年）

社会福祉法人和光会(1998年）

創立

職員数

事業エリア

1,608人（R3年11月）

グループ概要

事業所数 79か所

医療・介護・障がい・子育て分野で事業を展開
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在宅療養支援病院

山田病院
在宅療養支援診療所

山田メディカルクリニック

北方在宅クリニック

指定特定相談支援(1ヶ所)

指定障害児相談支援(1ヶ所)

生活介護(1ヶ所) 居宅介護(2ヶ所)

重度訪問介護(2ヶ所)

障がい者グループホーム(1ヶ所)

就労継続支援B型(1ヶ所)

児童発達支援(1ヶ所)

放課後等デイサービス(2ヶ所)

認定こども園(2ヶ所)

児童館(4ヶ所)

病児・病後児保育園(1ヶ所)

企業主導型保育園(2ヶ所）

地域包括支援センター(3ヶ所)

機能強化型地域包括支援センター（1ヶ所）

居宅介護支援(3ヶ所)

通所介護(6ヶ所)

地域密着型通所介護(2ヶ所)

認知症対応型通所介護(4ヶ所)

通所リハビリテーション(3ヶ所)

訪問看護(６ヶ所)

訪問介護(3ヶ所)

訪問リハビリテーション(2ヶ所)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(3ヶ所)

夜間対応型訪問介護(2ヶ所)

小規模多機能型居宅介護(5ヶ所)

看護小規模多機能型居宅介護(2ヶ所)

介護老人保健施設(超強化型, 1ヶ所, 100床)

特別養護老人ホーム(3ヶ所, 280室)

ケアハウス(1ヶ所, 50室)

住宅型有料老人ホーム(5ヶ所, 99室)

サービス付き高齢者向け住宅(1か所, 30室）

認知症グループホーム(3ヶ所, 54室)

ショートステイ(2ヶ所, 20室)

2021年11月現在

事業所一覧

岐阜市生活・就労サポートセンター
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和光会グループ

SDGs方針
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和光会グループ SDGsコミットメント
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和光会グループ SDGsプロジェクト

2020年１月１４日 SDGｓプロジェクトキックオフミーティング
医師・看護師・介護福祉士・作業療法士・管理栄養士・保育士・通訳・など２５名
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和光会グループ SDGsプロジェクト

１月１４日 キックオフミーティングを開催

１月２１日 第２回 分科会で取り組み項目の洗い出し

１月２８日 第３回 分科会で取り組み項目の洗い出し

２月４日 第４回 分科会で洗い出した項目について
２５日の分科会活動会に向けて
まとめる作業
SDGｓ方針の名称の検討
寺田ガーデン祭でのイベントの検討

２月１８日 第５回 中間報告会

２月２５日 第６回 幹部に向けて各分科会からの活動報告

３月１日 和光会グループSDGｓ方針のリリース

２０２０年
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環境
資源対策

健康経営 地域貢献

人材育成

地域包括ケア
✕

地域とともに。Smile和光会2030

医療・介護
福祉事業



9

医療・介護・福祉事業
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コロナ禍における在宅療養支援

▶コロナ禍で在宅療養を望む人が増える中、訪問診療、訪問看

護を中心に24時間365日の在宅療養を支援。

▶発熱者の往診、自宅でのワクチン接種、面会ができないことに

よる急遽退院を希望する在宅療養患者の増加に対応。

▶在宅での看取りは2020年度で100名以上。自宅で最期を迎え

たい患者さんとご家族を支援。

在宅療養を支える体制

訪問診療（３つの医療機関）

訪問看護ステーション（６か所）

定期巡回サービス他
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退院前カンファレンスのオンライン化

オンラインと現地参加によるハイブリッド方式で開催。

患者さん、ご家族、かかりつけ医、ケアマネジャーなど
が参加。 （山田病院）
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動画配信・運動メニューの配布

←子育て支援動画
認定こども園

↓家で出来る運動メニュー
デイサービスセンター
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環境・資源対策
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再生可能エネルギーの導入

2021年11月より、アスエネ株式会社と提携、

環境対策の一環として再エネ100％のクリーン

電力を導入開始。CO2削減に向けた取り組みを

加速。
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食品廃棄量削減に向けた取り組み

▶災害用備蓄食材の定期利用

による備蓄食材の廃棄ゼロ。

▶クックチル・クックフリーズ食品の利用による

食品廃棄量の削減。
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はちみつプロジェクト

養蜂の取り組み
「ガーデンハニー」

地産地消
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健康経営
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認定 医療法人
社会福祉
法人

取り組み
認定
団体

認定年

くるみん ○ ○ 子育て支援 厚労省

プラチナくるみん ○ 子育て支援 厚労省

岐阜県子育て支援企業→

岐阜県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

○ ○ 子育て支援 岐阜県

岐阜県子育て支援エクセレント企業→

岐阜県ワーク・ライフ・
バランス推進エクセレント企業

○ ○ 子育て支援 岐阜県

トモニン ○ ○
仕事と介護の
両立支援

厚労省

えるぼし（認定段階3） ○ 女性活躍 厚労省

岐阜県介護人材育成事業者
認定制度 グレード1 ○ ○

介護人材
育成

岐阜県

ぎふし共育・女性活躍企業 ○ ○
共育

女性活躍
岐阜市

外部認定・評価

医 2009
社 2010

2016

医 2015
社 2007

医社 2016

医社 2016

2017

医社 2017

医社 2020
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ライフイベントに合わせた多様な働き方の実現

▶男性職員の育児休暇取得の推進。

▶法人内保育所の設置、

病児・病後児保育、

学童保育の実施。

▶特別休暇の付与。

▶勤務時間の変更や勤務地の異動希望などへ
の柔軟な対応。

学童保育
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心身ともに健康で活躍できる環境を整備

▶健康支援室による職員健診のフォローアップ、
予防接種、医療費補助、禁煙促進。

▶メンタルヘルス研修の定期開催。

▶クラブ活動
野球、フットサル
ダンス、バドミントン
軽音楽、ラジコンなど
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人材育成
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教育・育成施設の運営

▶認定こども園、企業主導
型保育施設、児童館。

▶和光会キャリアカレッジ、
研修センター。
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キャリア支援

▶キャリア段位制度の導入（全職種）。

▶資格取得支援制度。

▶留学生の支援、技能実習生・特定技能の
受け入れと育成。

▶障がい者やシニアの
雇用を促進。
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地域貢献
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健康啓発活動と居場所づくり

▶介護予防教室、認知症カフェ、在宅医療推進
フォーラム、高齢者疑似体験などの開催。

▶地域で開催される高齢者サロンへの職員派遣。

▶北方町で開催している「ひなたぼっこくらぶ」
での多世代交流支援。

▶岐阜市白山、領下、梅林地域での「地域ふれ
あいサロン」の実施。
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「まちづくり」への貢献

▶寺田ガーデン祭の主催、白山夏祭り、寺田の
夏祭り、祭いこまい中山道河渡宿の支援。

▶定期的な地域清掃の実施。

▶自治体および連合会の防災
訓練への参加。

▶「ながら見守り」による未成年
者と高齢者の見守り活動。
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岐阜の繊維産業を元気に！
「ひんやり、ぎふの夏マスク」

地産地消の推進
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啓発活動
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SDGsオリジナルブックレットの発行
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役職者向け情報誌
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広報誌「niccori」

SDGｓインタビューを連載
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地域の人に知ってもらう活動

未来を担うこども達と学ぶ

▶対象
小学校３年生～６年生
▶内容
＊SDGsって何だろう？
＊小学生の取り組み事例
「私とSDGs」

＊〇×クイズ
＊木のお話
＊手作り de SDGs

イベント開催
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イベント開催

SDGsこどもミーティング
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地域の人に知ってもらう活動

好評につき
シリーズ化が決定！

第２回SDGsこどもミーティング
▶プログラム

＊SDGsって何だろう？
＊小学生の取り組み事例

岐大附属小中学校６年生

＊動画クイズ
共生社会ってどんなこと？

イベント開催
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オンライン授業
愛知教育大学付属
名古屋中学校

中学校、高等学校への講師派遣

SDGs探求学習
大垣東高校
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今後の取り組み


