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奈良市の健康医療【概要版】
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奈良市は平成 14 年 4 月 1 日から全国で 29 番目の中核市となりました。中核市は、指定都市以

外の都市で規模・能力が比較的大きな都市が指定され、保健所が処理する事務、民生行政、都市計

画等及び環境保全行政に関する事務権限が都道府県から移譲されています。

奈良市について

奈良市は、奈良県の北部に位置し、北は京

都府、東は宇陀市、山添村、三重県伊賀市、

南は天理市、大和郡山市、桜井市、西は生駒

市と接しています。面積は 276.94ｋ㎡で、

奈良県の総面積のほぼ 7.5％を、人口は

355,529人（令和 2年 4月 1日現在）で奈良

県の総人口の 26.8％を占めています。本市

の東部地域は集落が分散し緑豊かな自然に恵

まれた地域、西部地域は京阪神のベッドタウ

ンとして急速に都市化した地域という特徴が

あります。

奈良市の健康医療行政について

奈良市では、中核市移行に伴い平成 14年 4月 1日から保健所を設置し、市内全域を所管区域と

しています。平成 23年 4月 1日には、ＪＲ奈良駅西側に完成した奈良市保健所・教育総合センタ

ー（はぐくみセンター）へ移転し、市民にとって身近で便利な保健所として、また、健康危機管理

の拠点として市民の健康と安全な生活を守るため、日々業務に取り組んでいます。

さらに、平成 29年 4月 1日から、保健所の持つ専門性を生かした上で、今後の健康医療に関す

る様々な施策の推進を図るため、健康医療部を新設しました。健康医療部では、これまでの保健所

業務に加え、市立奈良病院の管理や休日夜間応急診療所、東部地域の各診療所の運営も所管してい

ます。

医療政策課

健康増進課

母子保健課

保 健 所

保健・環境検査課

保健衛生課

保健予防課

健 康 医 療 部
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熱中症予防啓発イベント

近年、熱中症による健康被害が数

多く報告されており、奈良市におい

ては令和元年度約２３０名の方が救

急搬送されました。毎年７月～８月

の熱中症予防強化月間に合わせ、熱

中症予防啓発イベントの実施や、そ

の日の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を指標と

した広報車を用いた街宣などを行っ

ています。市民が熱中症に対する正

しい知識を持ち、予防に取り組んで

いただけることをめざしています。

市立奈良病院

禁煙キャンペーン活動

【主な取り組み】

医療政策課では、健康寿命の延伸のた

めに必要となる施策の企画立案に向け

た調査や、たばこや受動喫煙対策に関

する取組・熱中症予防啓発活動を実施

しています。

また、市の中核医療機関となる市立奈

良病院や、休日夜間応急診療所、休日

歯科応急診療所、医療機関の少ない東

部地域での保健医療サービスとして、

５つの市立診療所の管理・運営を担当

しています。

そのほか、市立看護専門学校を平成２

５年に開校し、地域保健の担い手とし

ての看護師の養成にも力を入れていま

す。
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健康増進課では、がん・脳卒中・糖尿

病などといった、いわゆる生活習慣病

の予防のための講座の実施や、健康相

談を実施しています。

市民向けウォーキングイベントを定

期的に開催しているほか、筋力トレー

ニング、ウォーキングなどの運動習

慣づくりや、歯と口腔の健康づくり

を推進する人材の養成講座及び活動

支援も実施しています。

その他、疾患の早期発見・予防のた

め、各種がん検診、骨粗しょう症など

の検診や、子ども及び成人を対象と

した定期予防接種を実施していま

す。

糖尿病やその予備群の市民は年々増加して

おり、国民健康保険の特定健康診査を受診す

る者の約５割が、要医療値又は要保健指導値

となっています。１１月１４日の「世界糖尿

病デー」に合わせ、ＪＲ奈良駅旧駅舎のブル

ーライトアップ、市役所やはぐくみセンター

での啓発等により、市民が糖尿病に対する知

識を高め、予防できるようになることを目指

しています。

地域での健康講座

世界糖尿病デー啓発

奈良市運動習慣づくり推進員による運動講座

【主な取り組み】
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母子保健課では、母親が子どもを安心

して産み、ゆとりを持って育てること

ができるよう、様々な事業を実施して

います。

妊娠判定検査や妊婦健康診断、不妊治

療に対しての助成金交付のほか、健康

相談の実施や、妊婦向けの交流会など

の健康教室も実施しています。

また、産後の体調不良や育児不安を抱え

た母親へのサポートや、乳幼児向けの健

康診断、子どもの発達に対する相談への

対応、発達支援教室事業を実施していま

す。

そのほか、子どものむし歯予防のための

歯科検診・歯みがき指導や、歯の衛生に

対する意識の普及啓発事業を実施して

います。

妊娠期から乳幼児期の育児不安に

対応するため、保健師、助産師等が

相談に応じ、身近で安心して子育て

できるよう健康相談を実施していま

す。平成２７年度は母子保健課（旧

健康増進課）、平成２９年度は都

保健センターを子育て世代包括支援

センターと位置づけ、妊娠期から子

育て期まで切れ目のない支援をめざ

しています。

写真１

離乳食サンプル

5 か月児ぱくぱく教室（離乳食教室）

歯っぴいフェスティバル

【主な取り組み】

子育て世代包括支援センター
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保健所保健・環境検査課では、食品衛

生法に基づき、市内で流通・製造され

た食品中の添加物や細菌検査を実施

しています（収去検査）。また、食中

毒や感染症発生時には、食品や有症

者の便などを検査します。

そのほか、市内の大気・水質といった

環境関係の監視業務も実施していま

す。               

また、騒音・悪臭などの公害の防止

に関連する法律に基づき、公害に関

する苦情の対応や、発生源となりう

る工場・事業場への立ち入り検査を

実施し、必要に応じて指導等を行っ

ています。

大気の常時監視業務を行っている大気局
（左：大気局外観 右：測定機器）

【主な取り組み】

放射性物質の検査

2011年 3月に発生した東日本大震災に次ぐ東京電力福島

第一原子力発電所の事故により、放射性物質が放出され

ました。

それに伴い奈良市では、2012 年 3月から学校・保育園等

の給食及び食材、水道水等のスクリーニング検査を行っ

ています。

2012年から 2020年 3月までに 4077件の検査を行いまし

たが、全て検出下限値未満でした。

・給食及び食材 セシウム 134、セシウム 137 各 10Bq/Kg

(食材については、2018 年 8月まで各 25 Bq/Kg)

・水道水 セシウム 134 及び 137 の合計として 10Bq/Kg

検出下限値
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保健衛生課は、食品衛生係・生活衛生係・

医事薬事係の３係で構成されています。

食品衛生係では、飲食店の営業許可の受

け付けや、現地へ赴いての監視指導を行

っています。食中毒が発生したときは、疫

学調査や試験検査を通した原因究明を行

います。

生活衛生係では、理美容所、旅館、公衆浴

場などの生活衛生施設の許可・監視業務

や、飼い主のいない犬・猫の引き取り・譲

渡先探しを実施しています。

医事薬事係では、医療従事者の免許申請

受理業務や、人口動態調査の実施、医療施

設の開設許可や監視業務を担当していま

す。また、市民の方々からの医療安全相談

にも対応しています。

奈良市では、令和元年度に自然死・安楽死を除いて「犬猫殺処分ゼロ」を初めて

達成しました。これは行政のみだけでなく、市民や民間事業者、動物愛護団体等

の方々の協力を得ながら保護犬保護猫の譲渡活動（計１６４頭を譲渡）などに取

り組んできた結果であり、今後も殺処分ゼロを継続し達成できるよう、取り組ん

でまいります。

市民フォーラム「健康食品ってなに～正しく上手な活用を～」

献血及び骨髄バンクドナー登録会

【主な取り組み】

犬・猫の譲渡、適正飼養の普及啓発

犬猫パートナーシップ店での保護猫譲渡会
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保健予防課は、医療給付係・感染症係・精

神保健難病係の３係で構成されています。

医療給付係では、難病の患者に対する医療

助成のほか７種の医療費助成の申請受付

等を行っています。

感染症係では、結核やエイズ、その他の感

染症に対する対策として、予防知識の普及

啓発や発生動向の調査のほか、感染症発生

時には疫学調査や患者の支援を行ってい

ます。

精神保健難病係では、精神障害者やその家

族からの相談に対応し、各々の家庭環境・

社会環境に適した支援を実施するほか、自

殺対策の一環として、こころの健康に対す

る相談対応や、自殺予防のための啓発事業

を実施しています。また、難病患者や長期

療養児、その家族の抱える不安に対する相

談対応を通して、日常生活を支援していま

す。

新型コロナウイルス感染症が２０１９年１２月に

発生し、世界的に感染が拡大しました。

感染不安が広がる中で、保健予防課では２４時間体

制の電話相談、受診調整、検査、感染者の疫学調査等

に係る一連の業務を担い、健康医療部はもとより、全

庁的な支援体制により、市民の健康を守るべく奮闘し

ています。

新興感染症の対策に際して、医師会、医療機関、消

防局等の関係機関と、以前から個々の事例、研修会及

び訓練などを通じて構築した連携体制が役立ってい

ます。

新型コロナウイルス感染症疫学調査

【主な取り組み】 新型コロナウイルス感染症対策



部署・施設名 電話・FAX 番号 所在地

医療政策課 TEL：0742-93-8392 FAX：0742-34-2482

奈良市三条本町 13 番 1号

奈良市保健所・教育総合センター

（はぐくみセンター）内

健康増進課 TEL：0742-34-5129 FAX：0742-34-3145

母子保健課 TEL：0742-34-1978 FAX：0742-34-5155

保健所

保健・環境検査課
TEL：0742-93-8394 FAX：0742-34-2483

保健所

保健衛生課
TEL：0742-93-8395 FAX：0742-34-2485

保健所

保健予防課
TEL：0742-93-8397 FAX：0742-34-2486

看護専門学校 TEL：0742-81-3301 FAX：0742-81-3302 奈良市紀寺町 371 番地の 2

市立奈良病院 TEL：0742-24-1251 FAX：0742-22-2478 奈良市東紀寺町一丁目 50 番 1号

柳生診療所 TEL：0742-94-0210 奈良市邑地町 2786 番地

田原診療所 TEL：0742-81-0027 奈良市横田町 336 番地の 1

月ヶ瀬診療所 TEL：0742-92-0030 奈良市月ヶ瀬尾山 2790 番地

都診療所 TEL：0743-82-1411 奈良市都白石町 1084 番地

興東診療所 TEL：0742-93-0130 奈良市大柳生町 4254番地

休日夜間

応急診療所
TEL：0742-34-1228 奈良市柏木町 519 番地の 28

休日歯科

応急診療所
TEL：0742-70-4182 奈良市左京五丁目 3番地の 1

総合医療

検査センター
TEL：0742-33-7876 奈良市柏木町 519 番地の 5

奈良市の健康医療（概要版）
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