


コスモホーム基本理念 
昭和５８年、地域、社会に広く開かれた 
施設を目指して、コスモホームを開設いた
しました。契約施設として、「人が人で 
あり続ける為のサービスとは何か」に視点
をおいて、ご家族と一体となり近代的な 
選ばれる施設作りを目指します。 



 

 



社会福祉法人 松楓会 
理事長 

渡辺 數樹 
特別養護老人ホームコスモホームの３０周年誌を発行するにあたり、この間、

ご利用者・ご家族の方々や地元の皆様方からの暖かいご支援とご協力をいた

だき、また、厚生労働省・東京都・あきる野市を始めとする関係各位からも

格別のご理解とご指導をいただきましたことをこころから感謝を申し上げ 

ます。 

 ひとくちに30年と申しますが、今日のように社会情勢が激しく変転する 

世の中にあって、一つの施設がいきつづけるということは、決してなまやさ

しいことではございません。 

 コスモホームは、ご案内のとおり、昭和58年4月に開設され、地域・社会

に広く開かれた施設を目指して、契約施設として、「人が人であり続ける為

のサービスとは何か」に視点をおいて、「ご家族と一体となり、近代的な 

選ばれる施設作りを目指す」をテーマに、馬場直幸施設長はじめ職員が一丸

となって、人知れぬご苦労と工夫のもと、サービスの質の向上に取り組んで

来ました。 

 この間、ひと方ならぬご尽力をいただいてまいりました関係各位の皆様に

対しまして、改めて深く敬意と感謝を捧げる次第です。 

 コスモホームに働く職員の皆さんの、お年寄りに対する思いやりの深さは、

ご利用者の満ち足りた優しい表情で暮らされている様子に垣間見られるもの

があります。 

 松楓会としては、ご利用者の誰もが、安らぎと潤いに満ちた豊かな生活を

営んでいけるための手厚い保護に思いを致し、介護保険制度のもとで、 

ご利用者本位を基調とした、「利用者の方から選ばれる施設」、「地域の 

皆様から愛され、信頼される施設」づくりをめざし、心の豊かさに溢れた 

明るい施設の実現に、今後も役職員一同全力を挙げる所存でございます。 

 施設長はじめ職員の皆様におかれても、どうかこの30年の節目の年に 

改めてコスモホーム設立の基本理念を思い起こし、さらに一段の飛躍と 

充実に大きな役割を果たされますことを心からお願い申し上げます。 

 又、ご利用者並びにご家族の方々におかれては、これまでと変わらぬ 

ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、本施設の発展の為に、惜しむ事なくご助力いただき

ました多くの皆様方と、今日の礎を築いて下さいました諸先輩の皆様方に 

重ねて深い敬意とお礼を申し上げると共に、今後、尚一層のご指導、ご鞭撻

をお願い申し上げます。 



特別養護老人ホーム 
コスモホーム 施設長 

馬場 直幸 
コスモホームも今年の４月に丸３０周年を迎えました。 

これもひとえに皆様方の温かいお力添えの賜物と心より感謝申し上げます。 

 振り返ってみますと、昭和５８年老人福祉法による特別養護老ホーム 

（定員１００名）として、東京都においては７３番目の施設として開設いた

しました。 

今日でこそ当然のごとく行われております在宅サービスの拠点としてのケア

センターも、当時としては珍しく秋川市・福生市・羽村町・瑞穂町の２市 

２町の行政当局のご指導を得ながら、サービスを展開する事となり、法人の

目指す「地域に密着した施設」づくりの基盤がここに完成いたしました。 

 その後、「措置」から「契約」へ、「運営」から「経営」へ、「老人福祉

法」から「介護保険法」へと時代は変わり、現在コスモホームでは介護保険

法による、「指定介護老人福祉施設」・「指定短期入所生活介護」・「指定

通所介護事業」を、併設の和敬園では、通所介護事業の代わりに「指定居宅

介護支援事業」を、又、市の独自事業として「在宅介護支援センター」を 

引き受け、老人福祉法による養護老人ホーム「松楓園」を加え、総合老人福

祉施設としての役割を担っております。 

 設立当初より、広く宇宙に開かれた施設を目指し、「コスモホーム」と 

命名いたしましたが、２１世紀の契約施設として「人が人でありつづける 

為のサービスとは何か」に視点を置き、ご家族と一体となり、ご利用者中心

の暖かい環境づくりに努力致してまいりました。現在までに入所施設のコス

モホームをご利用いただいた方は、延８３０（８２９）名を超えました。 

「ｃｏｓｍｏｓ」の名の通り東京都に限らず、他府県（特に今回の東日本大

震災に合われた方も）からのご利用もいただいております。 

そのお一人おひとりの皆様にご満足いただけたかどうかは疑問ですが、その

ご家族と延４００名の職員で、今日のコスモホームが創られました。 

コスモホームとしては、「経営」という２文字にとらわれることなく 

「福祉」の志を持って、ここに３０周年を機に更なる一歩を皆様と共に歩み

だしたいと思います。 

今後とも皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 



養護老人ホーム 
松楓園 施設長 

馬場 義郎 

コスモホーム創立３０周年おめでとうございます。コスモホームの

開設に合わせて全面改築し、ともに一体型総合老人福祉施設と 

して展開してきた隣り合わせの松楓園としては感慨深いものがあり 

ます。 

開設前の昭和５６年に、国連の「国際障害者年行動計画」に『ノー

マライゼーション』という言葉が使われ、在宅福祉の重要性が社会福

祉の課題として明確化されました。その中で誕生したコスモホームは、

当初より特別養護老人ホームという入所施設の役割のみに安住する 

だ け で は な く 、 地 域 に 施 設 の 設 備 ・ 機 能 を 開 放 し 、 

地域福祉のニーズにこたえる形で地域サービス、給食サービス、訪問

入浴サービス、通所サービス、コスモ・ゴールデンクラブ等々に積極

的に取り組んできた結果としての３０年の区切りではないかと 

思います。 

入所施設としても、職員の方々の努力の積み重ねから、ゆったりと

した雰囲気の中で利用者さんたちは日常生活を楽しんでいらっしゃる

様子がうかがえ、とても幸せそうな表情が見られ印象的です。 

今後も高齢者の皆様が幸せに、健やかに安心して暮らせる高齢者の

中核施設として、地域からより期待される施設であり続けてほしいと

心から願っております。 



特別養護老人ホーム 
和敬園 施設長 

杉崎 正子 

特別養護老人ホームコスモホーム創立30周年誠におめでとうございます。心より

お喜び申し上げます。 

 さて、コスモホームは今から、30年前の昭和58年に東京都で73番目の施設と 

して、誕生いたしました。併設事業として、当初はあきる野市、福生市、羽村町

等の「高齢者在宅サービスセンター」「ショートステイ」又「訪問入浴設備」 

などを整備し、正に地域に根差した施設として地域福祉に、先駆的役割を果た 

してまいりました。 

 当時の社会的背景としては、1970年後半から1980年代にかけて高齢化社会の 

急速な進展により社会福祉制度の見直し、改革が促進されました。 

特に厚労省は、1989年～1999年の10年間の高齢化社会に備えて、ゴールド 

プラン「高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略」を打ち出しました。このプランの内容

は、将来の高齢化問題を見据えたプランとして、私たち関係者に強烈な一石を 

投げかけたと思います。 

そして新たに制定されたゴールドプラン「高齢者保健福祉5ヶ年計画」が示され、

又、1997年、介護保険法が社会保障の中に位置づけされ創設されたのですが、 

介護保険法は社会福祉基礎構造改革の理念を具体化したものといわれております。 

 平成12年度より、特別養護老人ホームは介護保険法の適用施設となり、保険の

概念は、契約、自己責任であることは、過去にない新しい社会福祉の在り方と 

してスタートいたしました。 

そして、福祉サービスも多くの企業との競合の時代となりました。 

 斯様の中、コスモホームは従来から、地域のお元気な方々との交流が盛んで 

あり、馬場施設長の願いとして、その継続が望まれておりましたが、その想いが

メンバーの皆様のご希望とマッチし、「コスモ・ゴールデンクラブ」が誕生いた

しました。このクラブの活動は、ご自分の趣味として囲碁・将棋・旅行などを 

楽しみ、一方、地域においては、社会を構成する一人として社会・文化・ボラン

ティア活動を実践して行くものであり、大変ユニークなクラブであります。 

 又、初代理事長の理念であった「将来においても時代の要請をしっかり受け 

止め、地域のニーズに耳を傾け、地域に根差した法人とする」との考えを基に、

私たちは日常の活動を通じ、地域が施設に求めるニーズ、課題を把握し、更に 

地域の人々とのつながりに相互扶助、共助の精神を育みながら、現代の社会変化

における福祉課題・地域課題解決の為、積極的にその使命を果たしてまいりたい

とおもいます。 



松 楓 会 
昭和29年（1954年） 母体となる社会福祉法人設立のための準備を始める 

昭和30年（1955年） 社会福祉法人の認可（都内で12番目）を受け、 
「松楓園」を設立 
委託・保護施設として認可・事業開始  
高松宮様ご来臨 

昭和47年（1972年） 老人福祉法による特別養護老人ホーム「和敬園」 
開設（都内で21番目） 

昭和48年（1973年） 社会福祉法人 松楓園を社会福祉法人「松楓会」へ 
名称変更 

平成15年 
 国・都の補助金により、拡張工事及び大規模修繕工事により 

  各階寮母室及び居室の拡張 

昭和58年4月開設当時 
（3140.8㎡） 

修繕工事後のテープカット 

居室拡張134,11㎡）

共用棟増築118,54㎡）

コスモホーム 

昭和58年（1983年） 都市型ケア付特別養護老人ホーム「コスモホーム」開設 
（都内で73番目） 建物面積(3,140.88㎡) 
定員100名。秋川市・福生市・羽村市ケアセンター事業を 
開始し、松楓園・コスモホーム建物の一体化を図った 
総面積(5,891.89㎡) 

平成2年（19907年） 国、都の補助金によりスプリンクラー設備完成 
松楓園との共用棟増築 

平成3年（1991年） 「コスモニュース」創刊 

平成5年（1993年） 馬場ゑよ子理事長 瑞宝章叙勲 

平成８年 理事長を偲んで３月３０日馬場ゑよ子氏が現役のまま他界 

平成12年（2000年） 指定介護老人福祉施設・老人短期入所事業・ディサービス
事業開始 
ホームページ開設、記念樹植樹 

平成14年（2002年） 国、都の補助金により、コスモホーム中規模修繕工事実施 

平成15年（2003年） コスモホーム大規模修繕工事実施。居室拡張され、総面積
3392.46㎡に。 
菅生町内会との災害活動相互応援協定締結 

平成17年（2005年） 松楓会開設50周年記念式典開催 
タイムカプセル埋設 

平成18年（2006年） 地域の皆様との幅広い交流を目的とした 
「コスモ・ゴールデンクラブ」創設 

平成23年（2011年） ホームページ大幅リニューアル実施 

平成25年（2013年） コスモホーム開設30周年を迎える 

正面玄関 

食堂 

喫茶室 

竣工式の様子 

外観 



■施設概要 
   〒197－0801 
   東京都あきる野市菅生1159番地 
   ☎ 042-558-7010 
 
■都市型ケア付 
   特別養護老人ホーム（定員100名） 

コスモホーム 
      ■現在の建物（3392.46㎡） 
 
１階  洋室１人室２室 
    洋室２人室１室 
    洋室４人室６室 
    和室４人室１室 
    食堂 
 
２階  洋室２人室１室 
    洋室４人室７室 
    和室２人室２室 
    和室４人室１室 
    食堂 
    浴室 
 
３階  洋室１人室２室 
    洋室２人室３室 
  
    洋室４人室７室 
    和室４人室１室 
    食堂 

 







年度 バスハイク 行先

昭和58
年

羽村動物公園 Ｈ9年 深大寺、浅草など Ｈ17年 ガラス工芸体験～櫛
かんざし美術館

昭和59
年

狭山湖、青梅保養
センター

Ｈ10年 神戸岩、数馬の湯
など

Ｈ18年 りんご狩り（群馬県
沼田市）

昭和60
年

ぶどう狩り Ｈ11年 黒茶や～ふるさと
工房五日市など名
所めぐり数回

Ｈ19年 レストランフォレス
ト～ふるさと工房五
日市

昭和63
年

味覚狩り Ｈ12年 入間・川越方面 Ｈ20年 手作り体験～猿回し
劇場（河口湖）

Ｈ3年 青梅保養センター? Ｈ13年 中止 Ｈ21年 羽村動物公園～なか
安

Ｈ4年 釣り大会? Ｈ14年 サンシャイン水族
館

Ｈ22年 エプソンアクア
ミュージアム（品
川）

Ｈ6年 ぶどう狩り、吉野
梅郷

Ｈ15年 懐石料理～昭和記
念公園

Ｈ23年 羽村動物公園

Ｈ7年 都内 靖国神社、
江戸東京博物館

Ｈ16年 江戸東京博物館 Ｈ24年 サンシャイン水族館
（池袋）

Ｈ8年 奥多摩方面、皇居、
靖国神社など









初詣 
新年会 節分 

桃の節句 
彼岸法要 

桜の集い 端午の節句 一泊旅行 

爽涼喫茶 
七夕 

盂蘭盆法要 

納涼会 
松楓会フェスティバル 

 コスモホーム 

 敬老式典 
 彼岸法要 

ふれあい運動会 
（菅生長寿会招待） バスハイク 

コスモズ 
    パーティー 

デザート 
    バイキング 





















社会福祉法人 松 楓 会

施設の概況 

＊（第一種社会福祉事業） 
養護老人ホーム松楓園 昭和３０年５月１日開設 定員１００名 
特別養護老人ホーム和敬園 〃 ４７年４月１日 〃 定員１００名 

〃 コスモホーム 〃 ５８年４月１日 〃 定員１００名 

 ＊（第二種社会福祉事業） 
和敬園 
老人介護支援センター 平成１１年４月１日開設 
（あきる野市在宅介護支援センター） 
老人短期入所事業 〃１２年４月１日 〃 定員 １０名 

コスモホーム 
通所介護事業  平成１２年４月１日 定員 １０名 
（松楓会あきる野指定通所事業） 
老人短期入所事業  〃１２年４月１日  併設 定員  ８名 

空床  〃 １０名 

 ＊（公益事業） 
指定居宅事業 
（松楓会あきる野指定居宅介護支援事業）平成１２年４月１日開設 



膨大な書類や写真を眺め、どんな内容にしようか迷っていたある日、

「３０年分の笑顔を集めよう」 

編集委員長のそんな一言から記念誌のテーマが決まりました。 

そして、タイトルの「ｈａｐｐｙｄａｙｓ」には、過去を振り返る

だけでなく、これから先の未来も笑顔でいられますように・・・ 

そんな想いを込めました。 

いわゆる「記念誌」という固いイメージにとらわれず、コスモホー

ムならではの記念誌ができたと思います。 

施設長は、サービスの提供を考えたときに、「ディズニーランドが

見本だ」と言いつづけています。そういえば、同じく今年３０周年。

今後も見本としながらコスモホームならではのサービスの提供に努

めたいと思います。 

あとがき 






