


この度は特別養護老人ホーム秋桜開設 10周
年誠におめでとうございます。私は平成 24
年より，永春会の理事と評議員を務めさせて

いただいております。
印象にのこった出来事として、平成 26年の保育園の開設がご
ざいます。建設の途中大雨にみまわれるという苦難がありまし
たが，これを乗り越え無事に開設に至ることができたことは、
交渉に関与した私としても喜ばしい限りでした。この10年の
間保育園の他にも訪問看護、地域包括支援センターなど，ま
さに地域の福祉の要の役割を着実に担って参りました。今後も
秋桜が地域の福祉の中核として発展していくことを心よりご祈
念してお祝いの言葉とさせて頂きたいと思います。

特別養護老人ホーム 秋桜

「秋桜にかかわるすべての人に笑顔を……」
法人理念

・入居者の幸せと、その人らしい生活を提案します。
・提供したいサービスではなく、提供されたいサービスを常に考えます。
・地域の人と人とのつながりを大切にし、信頼される地域福祉の拠点となるよう努めます。

行動指針

　私ども社会福祉法人永春会が最初に取り組んだ事業　特別
養護老人ホームが10周年を迎えました。
　当時はまさに三位一体の改革の真っ只中にあり、毎年
2,200億円の社会保障費の削減が決定された年でした。
　そのため、かつてないほどの補助金の削減と社会福祉法人
認可の先送りが決まりました。それでも10周年を迎えること
ができたのは、多くの方々にご支援とご協力を頂いたからに
他ありません。素晴らしい建物を用意して頂いた設計・施工関
係者様、あたたかい医療を提供して頂いた医療関係者様、専
門的な知識で助けて頂いた顧問事務所様、美味しい食事を

提供して頂いた給食関係者様、いつも笑顔で対応下さる取引業者様、皆が楽しみにしているボランティア
関係者様、秋桜にかかわるすべての皆様に厚く御礼申し上げます。
　この10年間、永春会が行ってきた事業のほとんどは制度依存度が高い労働集約型でした。今まではこれ
が“強み”でしたが、今後は“弱点”にならないとも限りません。社会保障制度の大改革や、今以上に人材採用
が難しい時代が来ることを想定しておくべきです。
　その時に慌てないためにも、今から対応を検討しておく必要があります。必ずその時代、地域に適した
「地域と法人のかかわり方」があるはずです。その正しい答えが見つかった時、この先50年、100年と継続
できる法人となり、この地域により多くの笑顔が溢れることと思います。
　その実現に向け微力を尽くす所存でございますので、引き続きご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

開設10周年を迎えて

社会福祉法人 永春会　理事長　吉岡 勝秀

－ 基本方針 －

 － ご 挨 拶 －

－ ご 祝 辞 －

この度は10周年おめでとうございます。
この間、口腔ケアを始め口腔の機能回復に努
めて参りました。施設の職員が咀嚼障害、嚥下

障害に関心が高く、レベルの高い介護を実践している状況を見
てきました。ご自分で歯磨きができない方の口腔ケアを歯科ス
タッフと介護スタッフが情報共有し、誤嚥性肺炎を日々未然に
防いでいると思います。
2015年より栄養サポートチームの経口会議に参加し始めて、ご
利用者様を取り巻く環境を総合的に評価改善できるようになり
ました。快適な食生活が送れるようにこれからもしらゆり歯科医
院スタッフ共々、お手伝いさせていただきたいと思います。特別
養護老人ホーム秋桜様の益々のご発展をお祈り申しあげます。

医療法人社団しらゆり会　しらゆり歯科医院　

理事長 様功刀 初穂

10周年にあたりまして心よりお慶び申し上げ
ます。ご縁があり平成20年から顧問社労士と
してご支援致しております。ご契約いただいた

当初、統括施設長は開業浅い社労士を慌てさせるほど鋭い質問
を次々と投げて下さったことを思い出します。それから着実に発
展を続ける秋桜さんをご立派に率いていらっしゃることいつも
素晴らしく思っております。人材不足が悩ましい介護業界にあっ
て、秋桜様は誠実に仕事に打ち込むスタッフさんが多くいらっ
しゃいます。それも統括施設長が常に従業員が働きやすい職
場、活躍できる環境作りに心を砕いてきた成果でありましょう。
今後一層地域に根付き愛される存在に発展されますことを確信
しております。

柏ろうむサポート　所長

特定社会保険労務士 様川村 由里子

御施設の創立10周年に心からお祝いの言葉
を申し上げます。
御施設におかれましては、創立以来地域福祉

に対する責任を積極的に担い、利用者の皆さまの幸せを第一に
歩んでこられました。これも、ひとえに御法人および御施設の施
設長や職員の皆様方の並々ならぬ熱意とご尽力の賜物であり
深く敬意を表するものでございます。
わが国においては2025年にこれまで日本を支えてきた団塊の
世代が後期高齢者となり、介護や福祉分野の需要は今後も増加
が予想されます。これまで以上に、御施設の長年培われた豊富
な経験や実績が必要不可欠になってきます。今後とも地域福祉
の拠点としてますます発展されますことをご祈念申し上げ、お祝
いの言葉といたします。

プレデンシャル生命保険株式会社

CFP 様山野 良彦　
特別養護老人ホーム秋桜創立10周年おめで
とうございます。
心からお祝い申し上げます。私が代表を務め

ております税理士法人あゆみも平成20年７月１日設立ですの
で，秋桜にあやかり後に続きたいと思います。秋桜が開設された
平成18年当時、私は当法人の前身である会計事務所に転職し
たばかりだったのですが「これから大きくなる特別養護老人
ホームができるからしっかりサポートしてね」と言われたことを
記憶しております。その言葉通り秋桜は創立当初から順調に発
展を遂げ、平成24年には増築も果たしました。秋桜が今後もま
すます成長・発展し地域の社会福祉に貢献されることを期待し
ております。

税理士法人　あゆみ

公認会計士 様佐藤 朋樹

田中法律事務所

弁護士 様山口 悠

この度は社会福祉法人永春会ならびに特別養護
老人ホーム「秋桜」10周年おめでとうございます。
現在日本では介護保険3施設での退所者状況と

して、介護老人保健施設、介護療養型医療施設からの退所先の約半
数が医療機関であるのに比べて、特別養護老人ホームからの退所
の63.7％が「死亡」とされており、「看取り」対応が課題とされていま
す。私どものクリニックでも数件の看取りをお手伝いさせて頂きまし
たが、今後も栄町を中心に地域のリーダーシップをとる存在となら
れることと思います。また、国の特別養護老人ホームにおける理念
は「社会的弱者の救済」と「高齢者のセーフティーネット」とされてお
り、全国の特養がこの理念を目指し精進することが期待されますが、
秋桜様におかれましては「かかわるすべての人に笑顔を」という素
晴らしい理念をお持ちであり、今後日本が迎える多死社会において
特別養護老人ホーム秋桜様の益々のご発展をお祈りしております。

医療法人社団　尚誠会

理事長 様松本 尚浩



所  在  地……千葉県松戸市栄町西 3-1036-02
建　　物……鉄筋コンクリート２階建（既存棟）
　　　　　　木造 2階建（2012 年増床棟）
延床面積……3514.88 ㎡
実施事業……介護老人福祉施設
　　　　　　短期入所生活介護
定　　員……80名
　　　　　　( 介護老人福祉施設 70名
　　　　　　   短期入所生活介護 10名 )

2009…松戸よみうり新聞　「いどばたサロン」掲載
2010…日本農業新聞　「入居者は私の家族」掲載
2011…サンデー毎日　「電力不足や停電が高齢者施設に及ぼす影響」掲載
　　　  コアラ葛飾テレビ(ケーブルTV)  「秋桜チャリティー祭」放映
2012…高齢者住宅新聞　「看取りの評価は歓迎」掲載
　　　　NHK　秋桜ヴィレッジ「ボランティアポイント制度について」放映
2013…フジテレビ　「介護保険制度の改定が施設に与える影響について」放映
2014…ヘルスケア・レストラン　「手打ちそばの実演など五感を刺激するイベントを開催」掲載
2015…朝日新聞　「介護報酬の改定が待遇改善に与える影響について」掲載
　　　  テレビ東京　「介護報酬改定に係わる影響について」放映
　　　  高齢者住宅新聞　「福利厚生の向上策に取り組む従業員用通勤バスの運行」掲載
　　　  ヘルスケア・レストラン　「栄養サポートおやつのコーナー」紹介

特別養護老人ホーム秋桜　施設概要 メディアが扱った秋桜グループの記事

桜お花見 納涼祭

敬老会

演奏会演奏会

遠 足 芋煮会

いどばたサロン

生け花クラブ 習字クラブ クリスマス会

～勤続10年職員～
吉岡　俊一　　

阿部　　桂

水間　光昭

金子　弥生

鈴木　香里

小圷　幸子　

大谷津夕紀

長谷川幸子

吉岡　　隆

片岡　俊二

宮城　英嗣

澤　　友美

雨海　真澄

杉本　信市

田口　良子

～秋桜グループ10年の歩み～

特別養護老人ホーム秋桜　～春夏秋冬～

特養秋桜外観(増床前)特養秋桜外観(増床前)

特養秋桜 居室特養秋桜 居室

特養秋桜ユニット特養秋桜ユニット

特養秋桜ロビー特養秋桜ロビー特養秋桜浴室特養秋桜浴室特養秋桜外観夜景特養秋桜外観夜景 秋桜ヴィレッジ外観秋桜ヴィレッジ外観 特養秋桜新棟外観特養秋桜新棟外観 高齢者在宅事業本部外観高齢者在宅事業本部外観 こすもす保育園外観こすもす保育園外観

2016年2015年2014年2013年2012年2010年2009年2006年

特別養護老人ホーム秋桜 開設
秋桜ショートステイサービス 開設 秋桜ケアサービス認可 秋桜ヴィレッジ開設

特養秋桜　新棟完成
秋桜ヴィレッジ大金平開設

秋桜訪問看護ステーション認可
明第二地域包括支援センター受託

こすもす保育園開園
秋桜ヴィレッジ南流山開設
秋桜ヴィレッジ清水公園開設
秋桜ヴィレッジ川間開設 秋桜ヴィレッジ初石開設 こすもすベビールーム新松戸開園

新年会

※ホームページより抜粋



社会福祉法人 永春会　組織図

統括施設長　吉岡 俊一

　最近になって、法人設立時から描いてきた理想がやっと
形になってきたと思うことがあります。
　カラオケ大会や盆踊りのような町内会との連携も認知さ
れ、地域の方にも喜んでもらうことができました。また、地
域包括支援センターや保育園をはじめ、様々な福祉サービ
スの充実により、多くのメディアに取り上げられるようにもな
りました。今後も必要な方がいる限り、特養や保育園の整備
を進めたいと思っています。
　また、新たに検討したい事業が２つあります。
　１つは外国人雇用と空き家活用です。この先は外国人の力を借りなければ人材不足は補えません。そ
の際、一番の課題が「住居」です。職場近くの空き家を安く借りることで、外国人の金銭的負担を軽減
しながら働いてもらう。企業、外国人、大家、まさにwin×3のモデルだと思います。
　もう１つは、障害者施設と農業です。障害者の方に就農して頂き、それを助けるよう地域の元気な高
齢者と職員がサポートをする。そしてできたものを販売して、地域以外の方にも食べて頂く。今後、高齢
化のスピードが速くなり、障害者施設が不足している中で、住宅地と農地がバランス良く存在するこの地
域だからこそできるモデルだと思います。
　現在、秋桜で運行しているシャトルバスが、10年後には様々な方々を乗せて、施設、農場、駅、銀行、
病院、デパート等を回っている様子を想像すると、それだけで笑顔が溢れてきます。

次の10年を見据えて－ 

特別養護老人ホーム秋桜   開設10周年記念誌
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理事会 総括施設長

法人本部

高齢者施設事業本部

高齢者在宅事業本部

保育事業本部

特別養護老人ホーム秋桜

秋桜ショートステイサービス

秋桜訪問看護ステーション

秋桜ケアサービス（居宅介護支援事業所）

明第 2地域包括支援センター

こすもす保育園

特別座談会 ～福祉の未来を考える～
特別養護老人ホーム秋桜 10周年記念

千葉県で唯一福祉に関する専門学科を持つ県立松戸向陽高等学校、そして同市に所在する特別養護老
人ホーム秋桜。福祉の現場へ生徒を送り出す「産みの親」と、その人材を任され運営する「育ての親」
それぞれの視点から、地域における福祉介護を取り巻く課題や将来について語っていただいた。

それぞれの立場から考える、今必要な地域福祉とは

テーマ②

テーマ①

介護人材の明日を考える  ～2025年に向けた介護人材確保へ～

関口 美栄子氏（パネリスト）
・千葉県立松戸向陽高等学校 校長
・全国福祉高等学校長会 副理事長
・千葉県高等学校教育研究会福祉部会 会長

県内公立高等学校の教員として、健康教育や看護教育に携わってきた実績を持つ。
3年前に県内福祉教育の拠点校である県立松戸向陽高校に校長として着任し、現在
福祉教育に深く関わっている。国の社会情勢や、福祉を取り巻く状況を踏まえ、県内
及び全国における福祉教育の充実と地域との連携を強く感じ、「出来る事から取り組
める」体制作りに着手している。

阿部 桂氏（パネリスト）
・社会福祉法人 永春会
  高齢者施設事業部 特別養護老人ホーム秋桜 副施設長
  高齢者在宅事業部 部長
・東京福祉専門学校ケアワーク学部 客員講師

16年前より高齢者福祉に携わり、支援を必要とする高齢者やその家族へのサポートに
深く関わってきた実績を持つ。10年前に特別養護老人ホーム秋桜の生活相談員へ着
任し介護支援専門員の実務を経て、特養副施設長として介護福祉士などの後継者育
成に努めながら、現在は在宅事業部長としても地域住民へのサポートを行っている。

三田 達也氏（コーディネーター）
・株式会社 マザーライク　代表取締役
・まつど観光大使

2009年から介護事業に参入し、千葉県東葛地域を中心に高齢者住宅や介護保険事業
所を展開。現在はサービス付き高齢者向け住宅6棟、介護保険事業所12か所を運営
している。2016年の4月には松戸市小規模保育事業こすもすベビールームを開設す
るなど、新たな取り組みを行っている。

《座談会の内容は別冊をご覧ください》

http://www.eishunkai.or.jp/
mailto:info-cosmos@eishunkai.or.jp
http://www.eishunkai.or.jp/2016/zadan/files/assets/common/downloads/publication.pdf



