根洗交差点
浜松協働学舎根洗寮
工房だん 国道２５７号

浜松協働学舎の沿革
昭和 47 年

社会福祉法人ひかりの園

設立

昭和 49 年

浜松市根洗学園

昭和 58 年

根洗学園卒園生を対象に、小規模作業所根洗作業所

開設

青葉の家
すてっぷ

開設

根洗学園

平成元年

第三静光園

平成５年

第二青葉の家

開設

平成６年

ふれあいショップ遠州根洗窯

平成７年

第二根洗作業所

平成９年

知的障害者更生施設 浜松協働学舎根洗寮

平成 11 年

グループホーム ラポール根洗

平成 16 年

根洗作業所が小規模通所授産施設に移行

平成 18 年

グループホーム すてっぷ 開設（10 月より障害者自立支援法に
よりラポール根洗及びすてっぷがケアホームに移行）
相談支援事業所まど 開設

開設
ほっぷ

開設・ふれあいショップしまうま倶楽部

こもれびの家

開設

開設

開設

工房めい

障がいのある人たちが安心して暮らし、生きがいをもって働き、
社会参加するための支援を総合的に実現します。

ぱれっと

こもれび
根洗作業所
浜松市三方原墓園

根洗作業所が新体系（生活介護・就労継続 B）に移行（就労継続
B は 3 月末で廃止）
障害者自立支援法により浜松協働学舎根洗寮が障害者支援施設
（生活介護）に移行 ・同法により第二青葉の家・第二根洗作業所
は青葉の家に統合し、生活介護に移行
工房めい（生活介護） 開設
青葉の家及びすてっぷ 新築移転・生活介護 工房さん（工房めい
の従たる事業所）開設・ケアホーム ほっぷ（すてっぷの従たる事
業所）開設

交通のご案内
遠州鉄道 奥山金指線 静光園入口下車 徒歩５分

はまゆう図書館

ラポール根洗

遠州鉄道バス ひとみヶ丘線
浜松西警察署前下車 徒歩５分
東名高速道路浜松西 IC より車で 10 分

工房だん（根洗寮・生活介護）新築 ふれあいショップ「遠州根
洗窯」「しまうま倶楽部」新築オープン
コムニオ湖東

ほっぷ 新築移転・工房さんを青葉の家に統合
工房めい作業棟 新築

西警察署

工房ゆう
相談支援事業所まど

喜ぶ人とともに喜び
浜松環状線

湖東高校

泣く人とともに泣きなさい

ケアホーム ぱれっと 開設・ケアホーム ラポール根洗 新築移転
根洗作業所 新築移転

●相談支援事業所まど

グループホームコムニオ湖東

地域移行支援・地域定着支援
□
児童相談
□
計画相談
□サービス等利用計画作成を行います。
〒431-1112 浜松市西区大人見町 3419-5

開設

青葉の家定員変更・こもれびの家（生活介護）開設
グループホームすてっぷ定員変更

電話 053-570-1312

FAX 053-570-1311
ご利用の申し込み・ご相談は

グループホームコムニオ湖東定員変更
令和 2 年 4 月

浜松市西・南障がい者 相談支援センター開設（
浜松市委託事業運営に参画）

令和 3 年 4 月

こもれびの家及び工房めい定員変更

※まどでは「浜松市西・南障がい者 相談支援センター」に職員を派遣しています。生
活をする上でお困りのこと、福祉サービスに関する情報提供や制度の手続きなどにつ
いて、幅広い相談に応じています。お気軽にご相談ください（西区・南区にお住まい
の方に限ります。他の方は各区の障がい者相談支援センターをご利用ください）。
浜松市西・南障がい者 相談支援センター（西区役所３階

☎053-597-1124）

浜松協働学舎企画相談室まで
電話 053-430-0596
FAX 053-430-0597
メール kikaku-kyodo@hikarinosono.or.jp

https://www.hikarinosono.or.jp/

北区

根洗町エリア

生活介護

障害者支援施設
浜松協働学舎根洗寮

青葉の家

施設入所支援 40 名
生活介護 20 名
短期入所９名
日中一時支援 10 名
〒433-8108
浜松市北区根洗町 681 番地の５
電話 053-430-0596
FAX 053-430-059７

定員 20 名
しごと／ 陶芸・受注作業
青葉の家（定員 20 名）
〒433-8108 浜松市北区根洗町 667 番地の３
電話 053-570-1700 FAX 053-570-1701

グループホーム すてっぷ
グループホーム

総定員 22 名（すてっぷ・ほっぷ・
ぱれっと）
すてっぷ（定員 7 名）
〒433-8108
浜松市北区根洗町 667 番地の３
電話 053-570-1702

ほっぷ

（ＧＨすてっぷ 従たる事業所）
定員８名
〒433-8108
浜松市北区根洗町 742 番地の 6
電話 053-420-2250

グループホーム

工房めい

コムニオ湖東

生きがいをもって働く場を提供し、積極的に社会参加を図ります。
安心して暮らせる生活の場を提供します。
ひとりひとりの尊厳を大切にし、人権を擁護します。
専門的な就労支援、生活援助、医療的支援の実現を目指します。
誰もが住みやすい地域づくりに参画します。
福祉サービスや制度の情報を分かりやすく提供します。

定員 20 名
しごと／リサイクル 農業
鶏卵パック詰販売 受注作業各種
電話 053-430-0596

生活介護

こもれびの家

定員 35 名

しごと／手作りパン製造販売・陶芸・農作業・受注作業
〒433-8108 浜松市北区根洗町 1107 番地の 4
電話 053-439-8235 FAX 053-439-823６

053-430-0597

ぱれっと

（ＧＨすてっぷ 従たる事業所）
定員 7 名（サテライト 1 名含む）
〒433-8108
浜松市北区根洗町７４０番地の３
電話 053-420-0250

定員 35 名
しごと／手焼きせんべい製造販売 リサイクル
鶏卵パック詰販売 農業 受注作業各種
〒433-8108
浜松市北区根洗町７４２番地の５
電話 053-430-4710 FAX 053-570-2201

グループホーム

浜松協働学舎

生活介護
工房だん（根洗寮）

FAX

生活介護

社会福祉法人ひかりの園

西区 大人見町エリア
はまゆう図書館

定員 7 名 短期入所 2 名
〒431-1112
浜松市西区大人見町 3419 番地の 1
電話 053-485-4600

グループホーム
生活介護

工房ゆう

定員 20 名
日中一時支援 2 名
しごと／手すき紙 農業
〒431-1112
浜松市西区大人見町 3419 番地の 5
電話 053-570-1310 FAX 053-570-1313

こもれび

手作り陶器の店 遠州根洗窯
手作りパンとクッキーの店 こもれび

定員６名
〒433-8108
浜松市北区根洗町１１０８番地の２
電話 053-439-6800

営業時間
電 話

月～金 10：00～17：00
053-439-8235

相談支援事業所事業所まど
電話 053-570-1312

FAX 053-570-1311

生活介護

湖東高校

根洗作業所

定員 20 名
しごと／手作りクッキー製造販売
各種
〒433-8108
浜松市北区根洗町 1117 番地の１
電話 053-436-5529
FAX 053-436-5746

印刷

受注作業

グループホーム

ラポール根洗

定員 7 名
〒433-8108
浜松市北区根洗町 1117 番地の 3

電話

053-420-1325

