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市庁（市役所）� P18/E-3
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1
☎0742-36-4894（コールセンター）
http://www.city.nara.lg.jp
執務時間  月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分
休　　み  土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規

定する休日（以下「祝日」と記載）、年末年始（12
月29日～1月3日）

◦市役所へは
◦ 近鉄新大宮駅から  

西へ徒歩約10分。または、「新大宮駅前（南口）」から四条
大路南町行きバスで「奈良市庁前南」下車。

◦ 近鉄奈良駅から  
奈良交通バス10番乗場から二条大路南一丁目（奈良市
庁前経由）・恋の窪町（奈良市庁前経由）行きバス、11番
乗場から学園前駅（南）（JR奈良駅西口、奈良市庁前、阪奈
宝来経由）行きバスで「奈良市庁前」下車。

◦ JR奈良駅から  
奈良交通バスJR奈良駅西口13番乗場から学園前駅（南）

（新大宮駅、奈良市庁前、阪奈宝来経由）行きバスで「奈良
市庁前」下車。大宮町一丁目乗場（JR奈良駅西口を出て北
へ約300m、大宮通り沿い）から二条大路南一丁目（奈良
市庁前経由）・恋の窪町（奈良市庁前経由）・学園前駅（南）

（新大宮駅、奈良市庁前、阪奈宝来経由）行きバスで「奈良
市庁前」下車。

出張所のごあんない
◦�西部出張所（西部会館内2階）
　〒631-0034 学園南三丁目1番5号
　総務課 ☎0742-44-1005　 P16/B-2
　住民課 ☎0742-44-1001
　 所管地域  あやめ池地区、平城西地区、鶴舞地区、青和地

区、東登美ヶ丘地区、登美ヶ丘地区、二名地
区、富雄地区、鳥見地区、学園三碓地区、奈良
帝塚山地区、富雄南地区、学園南地区

◦�東部出張所
　〒630-1242 大柳生町4735番地
　☎0742-93-0001　 P20/L-2
　 所管地域  田原地区、柳生地区、大柳生地区、東里地区、狭川地区
◦�北部出張所（北部会館内1階）
　〒631-0805 右京一丁目1番地の4
　☎0742-71-1017　 P17/D-1
　 所管地域  神功地区、右京地区、朱雀地区、左京地区

行政センターのごあんない
◦�月ヶ瀬行政センター
　〒630-2302 月ヶ瀬尾山2845番地
　☎0743-92-0131　 P20/M-3
　 所管地域  月ヶ瀬地区
◦�都祁行政センター
　〒632-0292 都祁白石町1026番地の1
　☎0743-82-0201　 P20/L-4
　 所管地域  並松地区、吐山地区、都祁地区、六郷地区

連絡所のごあんない
◦�東寺林連絡所　〒630-8362 東寺林町38
　☎0742-26-2871　 P18/F-3
◦�東市連絡所　〒630-8424 古市町99-1
　☎0742-61-7043　 P19/J-2
◦�大安寺連絡所　〒630-8133 大安寺四丁目4-34
　☎0742-61-7045　 P19/H-1
◦�辰市連絡所　〒630-8453 西九条町二丁目2-44
　☎0742-61-7046　 P19/H-2
◦�明治連絡所　〒630-8442 北永井町508-2
　☎0742-61-7047　 P19/I-2
◦�帯解連絡所　〒630-8434 山町27-1
　☎0742-62-3473　 P19/I-3
◦�精華連絡所　〒630-8411 高樋町640-1
　☎0742-62-9200　 P19/J-3

はぐくみセンターのごあんない
（奈良市保健所・教育総合センター）
〒630-8122 三条本町13番1号　 P19/F-3
◦�教育センター（教育支援・相談課）� �
☎0742-36-0401
◦�保健所（保健・環境検査課、保健衛生課、保健予防課）� �
「健康・保健」欄（  68ページ ）参照
◦�中央保健センター� �
☎0742-34-1978
◦�地域子育て支援センター「そらいろ」� �
☎0742-33-5560
◦�ファミリー・サポート・センター� �
☎0742-34-3305
◦�ボランティアインフォメーションセンター� �
☎0742-93-8435
◦�医療政策課� �
☎0742-93-8392
◦�健康増進課� �
☎0742-34-5129
◦�母子保健課� �
☎0742-34-1978
◦�新型コロナウイルスワクチン接種推進課� �
コールセンター＋0120-340-112
◦�保健給食課� �
☎0742-34-4830

子どもセンターのごあんない
〒630-8031 柏木町263番地の2　 P17/D-4
◦�地域子育て支援センター及びキッズスペース「にじい
ろ」

　☎0742-33-1021　FAX0742-33-1023
◦�子どもの発達相談� �
☎0742-33-2000
◦�子ども家庭総合支援拠点� �
☎0742-34-4804
◦�児童相談所� �
☎0742-93-6595
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スポーツ
（使用申込みについては「スポーツ」 �123ページ�参照）
ロートアリーナ奈良（中央体育館）��� 0742-24-1501
ロート第二アリーナ奈良（中央第二体育館） 0742-24-1501
ロート奈良武道場（中央武道場）���� 0742-26-1060
ロート奈良第二武道場（中央第二武道場） 0742-27-6163
ロートフィールド奈良（鴻ノ池陸上競技場） 0742-22-0001
ロートスタジアム奈良（鴻ノ池球場）
　������ 0742-22-0001（ロートフィールド奈良）
ロート奈良テニスコート（鴻ノ池コート） 0742-27-4880
青山コート������������� 0742-26-2996
柏木球技場・コート ��������� 0742-61-7029
平城第二球技場・コート ������� 0742-71-5662
南部・生涯スポーツセンター体育館・球技場・コート
　����������������� 0742-61-7029
西部生涯スポーツセンターコート・球技場・
　ゲートボール場・クラブハウス ��� 0742-47-4118
青山プール（夏季のみ）�������� 0742-26-2996
ならやま屋内温水プール（休館中）��� 0742-34-4862
西部生涯スポーツセンター屋内温水プール  0742-51-1521
西部生涯スポーツセンター体育館��� 0742-52-0100
月ヶ瀬体育館（月ヶ瀬行政センター）�� 0743-92-0131
月ヶ瀬健民運動場（月ヶ瀬行政センター） 0743-92-0131
都祁体育館������������� 0743-85-7085
都祁生涯スポーツセンター
　球技場・コート・多目的コート・クラブハウス
　����������������� 0743-84-2004

文化・集会・研修
入江泰吉記念奈良市写真美術館���� 0742-22-9811
杉岡華邨書道美術館��������� 0742-24-4111
奈良市美術館������������ 0742-30-1510
入江泰吉旧居������������ 0742-27-1689
ならまちセンター���������� 0742-27-1151
音声館��������������� 0742-27-7700
名勝大乗院庭園文化館�������� 0742-24-0808
なら100年会館 ����������� 0742-34-0100
西部会館市民ホール（学園前ホール）�� 0742-51-2001
北部会館市民文化ホール������� 0742-71-5747
生涯学習センター���������� 0742-26-8811
中部公民館������������� 0742-26-6506
西部公民館������������� 0742-44-0101
南部公民館������������� 0742-62-5931
三笠公民館������������� 0742-33-0515
田原公民館������������� 0742-81-0888
富雄公民館������������� 0742-43-5386
柳生公民館������������� 0742-94-0504
若草公民館������������� 0742-26-0130
登美ヶ丘公民館����������� 0742-43-7431
興東公民館������������� 0742-93-0400
春日公民館������������� 0742-62-2253
二名公民館������������� 0742-46-9113
京西公民館������������� 0742-44-2669
平城西公民館������������ 0742-71-5711

伏見公民館������������� 0742-45-9864
富雄南公民館������������ 0742-48-3066
平城公民館������������� 0742-48-3578
飛鳥公民館������������� 0742-23-2804
都跡公民館������������� 0742-34-5954
登美ヶ丘南公民館���������� 0742-47-6375
平城東公民館������������ 0742-71-9677
月ヶ瀬公民館������������ 0743-92-0346
都祁公民館������������� 0743-82-1362
中央図書館������������� 0742-26-6101
西部図書館������������� 0742-45-5669
北部図書館������������� 0742-72-2291
勤労者総合福祉センター������� 0742-71-2444
青少年野外活動センター������� 0742-93-0029
埋蔵文化財調査センター������� 0742-33-1821
史料保存館������������� 0742-27-0169
済美地域ふれあい会館�������� 0742-24-5899
とみの里地域ふれあい会館������ 0742-51-0178
柳生地域ふれあい会館 0742-34-4869（地域づくり推進課）
右京地域ふれあい会館��� 0742-71-8019（公衆電話）
帯解地域ふれあい会館 0742-34-4869（地域づくり推進課）
朱雀地域ふれあい会館��� 0742-72-4063（公衆電話）
東市地域ふれあい会館��� 0742-64-3005（公衆電話）
左京地域ふれあい会館��� 0742-72-4011（公衆電話）
佐保川地域ふれあい会館������� 0742-93-3226
青和地域ふれあい会館��� 0742-51-6726（公衆電話）
辰市地域ふれあい会館 0742-34-4869（地域づくり推進課）
月瀬地域ふれあい会館 0742-34-4869（地域づくり推進課）
西大寺北地域ふれあい会館������ 0742-33-2271
佐保台地域ふれあい会館������� 0742-71-4384
都跡地域ふれあい会館�������� 0742-32-3235
大安寺西地域ふれあい会館 0742-34-4869（地域づくり推進課）
東里地域ふれあい会館��� 0742-95-0900（公衆電話）
佐保地域ふれあい会館�������� 0742-77-2687
伏見地域ふれあい会館�������� 0742-51-1255
明治地域ふれあい会館 0742-34-4869（地域づくり推進課）
男女共同参画センター「あすなら」��� 0742-81-3100
都祁交流センター���������� 0743-82-2112

福祉
市社会福祉協議会���������� 0742-93-3100
ボランティアセンター�������� 0742-26-2270
ボランティアインフォメーションセンター � 0742-93-8435
総合福祉センター���������� 0742-71-0770
東福祉センター����������� 0742-24-3151
西福祉センター����������� 0742-41-3151
北福祉センター����������� 0742-71-3501
南福祉センター����������� 0742-62-3730
古市児童館������������� 0742-62-7300
横井児童館������������� 0742-62-0307
東之阪児童館������������ 0742-27-8263
大宮児童館������������� 0742-27-2220

36



消防
　　　　　総務課���������� 0742-35-1199
　　　　　消防課���������� 0742-35-1193
消防局　　救急課���������� 0742-35-1190
　　　　　予防課���������� 0742-35-1192
　　　　　指令課���������� 0742-35-0119
中央消防署������������� 0742-22-7051
佐保分署�������������� 0742-22-7055
南部分署�������������� 0742-61-7025
南消防署�������������� 0742-35-1149
西大寺分署������������� 0742-33-4605
西消防署�������������� 0742-45-7621
富雄分署�������������� 0742-47-7119
北消防署�������������� 0742-71-9119
東消防署�������������� 0743-82-0513
東部分署�������������� 0742-93-0119
月ヶ瀬分署������������� 0743-92-0945

上下水道
企業局（水道及び下水道）���� 0742-34-5200（代表）
企業局 お客さまセンター ������ 0742-35-6825
企業局 計量センター �������� 0742-45-4472
観光
観光センター（NARANICLE） ����� 0742-22-3900
観光協会�������������� 0742-30-0230
総合観光案内所（JR旧奈良駅舎） ��� 0742-27-2223
旧鍋屋交番きたまち案内所
　（きたまち鍋屋観光案内所）����� 0742-23-1928
きたまち転害門観光案内所������ 0742-24-1940
ならまち格子の家���������� 0742-23-4820
奈良町からくりおもちゃ館������ 0742-26-5656
奈良町にぎわいの家��������� 0742-20-1917
奈良町南観光案内所��������� 0742-94-3500
柳生観光協会（旧柳生藩家老屋敷）��� 0742-94-0002
針テラス情報館����������� 0743-82-5633
梅の郷月ヶ瀬温泉���������� 0743-92-0388
月ヶ瀬梅の資料館���������� 0743-92-0300
なら工藝館������������� 0742-27-0033

その他
奈良市清美公社����������� 0742-33-8782
シルバー人材センター�������� 0742-50-4004
月ヶ瀬温泉ふれあい市場������� 0743-92-0801
湖畔の里“つきがせ”��������� 0743-92-0066
ロマントピア月ヶ瀬��������� 0743-92-0810
奈良市月ヶ瀬農畜産物処理加工施設�� 0743-92-0230
奈良市都祁農畜産物処理加工施設・
　奈良市都祁農林水産物処理加工施設� 0743-84-0274
月ヶ瀬ワーケーションルーム「ONOONO」 0743-99-2179
創業支援施設「BONCHI」 ������ 0742-27-1111

認定こども園�����������  78ページ 参照
保育所��������������  79ページ 参照
月ヶ瀬福祉センター��������� 0743-92-0204
都祁福祉センター���������� 0743-82-2624
ファミリー・サポート・センター���� 0742-34-3305

清掃
廃棄物対策課������������ 0742-71-3001
廃棄物対策課（産業廃棄物関係）���� 0742-71-2226
衛生浄化センター���������� 0742-33-2942
クリーンセンター建設推進課����� 0742-34-5314
リサイクル推進課���������� 0742-33-5380
収集課��������������� 0742-71-3012
まち美化推進課����������� 0742-71-3003
環境清美工場������������ 0742-71-3000
持込ごみ・大型ごみ収集申込 ����� 0742-71-9011

衛生
医療政策課������������� 0742-93-8392
　　　　　　　 　保健・環境検査課 �� 0742-93-8394
　　　　　　　 　保健衛生課 ���� 0742-93-8395
　　　　　　　 　保健予防課 ���� 0742-93-8397
健康増進課������������� 0742-34-5129
母子保健課������������� 0742-34-1978
中央保健センター（はぐくみセンター内）  0742-34-1978
都祁保健センター���������� 0743-82-0341
月ヶ瀬健康相談室���������� 0743-92-0480
都祁診療所������������� 0743-82-1411
柳生診療所������������� 0742-94-0210
月ヶ瀬診療所������������ 0743-92-0030
田原診療所������������� 0742-81-0027
興東診療所������������� 0742-93-0130
休日夜間応急診療所��������� 0742-34-1228
休日歯科応急診療所��������� 0742-70-4182
奈良市斎苑　旅立ちの杜������� 0742-64-9007
総合医療検査センター�������� 0742-33-7876
市立奈良病院������������ 0742-24-1251

人権文化センター
北人権文化センター��������� 0742-22-7776
中人権文化センター��������� 0742-27-3019
東人権文化センター��������� 0742-61-2236
南人権文化センター��������� 0742-61-2029

教育
　　　　　　　 　　　　　　　　  �� 0742-36-0401
　　　　　　　 　　　　　　　　  �� 0742-93-8197
　　　　　　　 　教育相談専用 ��� 0742-93-8199
一条高等学校������������ 0742-33-7075
小・中学校 ������������  83ページ参照
幼稚園��������������  80ページ参照
認定こども園�����������  78ページ参照
奈良市立看護専門学校�������� 0742-81-3301

奈良市保健所
（はぐくみセンター内）

教育センター
（はぐくみセンター内）

教育支援・相談課
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