
奈良市の子育て情報をゲットしよう！
子ども政策課��☎0742-34-4792

子育て＠なら
　「子育て＠なら」は、子どもの年齢に合わせた情報や相談
窓口等、奈良市での子育てに関する情報をわかりやすく掲
載しています。
　また、LINE等のSNSでも親子向けのイベント情報等、子
育てに役立つ最新情報を発信しています。
　https://www.city.nara.lg.jp/
site/kosodate/

妊娠したら

　母子健康手帳は、妊娠中のお母さんの健康やお子さんの
健康状態や発育の記録として大切です。妊娠届けを出して
交付を受けてください。

母子健康手帳の交付
母子保健課（はぐくみセンター内）��☎0742-34-1978�
母子保健課分室（市役所内）・都祁保健センター・�
出張所・月ヶ瀬行政センター�  P35

なら子育て情報ブック
　「妊娠したら、子どもが生まれたら、奈良市
にはどんな子育て支援サービスがあるんだ
ろう？」「奈良市に引っ越してきたけれど、
家の近くにどんな子育て施設があるんだろ
う？」そんなみなさんのために、奈良市の子

育て支援情報を“ぎゅっ”と詰め込んだ情報冊子です。「子
育て＠なら」からダウンロードできま
す。
　https://www.city.nara.lg.jp/
site/kosodate/1614.html

妊婦健康診査
　妊婦の母体の健康保持・増進のため妊婦健康診査費用の
一部を助成します。

（母子健康手帳と同時に妊婦健診補助券14回分を交付）

妊婦歯科健診
　妊婦（概ね16週以降32週未満）の人を対象に、歯科健診、
歯科指導、フッ化物塗布（希望者のみ）を行っています。

（詳細は「奈良しみんだより」でお知らせ）

各種健（検）診・検査
母子保健課��☎0742-34-1978

@naracity-kodomo
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　保健上必要があるにもかかわらず、病院や助産所での出
産が困難で、しかも入院出産の費用支払いができないと認
められた世帯（原則として生活保護世帯または市民税非課
税世帯）は、助産手続きをして、市が指定する病院で出産で
きます。所得制限があります。
◦助産施設　県総合医療センター、市立奈良病院

入院助産
子育て相談課��☎0742-34-4804

　妊娠中や出産後の不安、育児の心配事がある家庭等を対
象に訪問しています。

妊産婦・新生児訪問指導
�母子保健課　　　��☎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

※電話での問い合わせは、子ども育成課分室までお願いします。
◦0歳から3歳（3歳になる誕生日まで） 15,000円
◦3歳から小学校修了前（第1子、第2子） 10,000円
◦3歳から小学校修了前（第3子以降） 15,000円
◦ 中学校修了前（15歳到達後最初の3月31日まで） 10,000円
※ 所得制限があります。所得制限以上の方は児童1人につき一律

5,000円。また、令和4年6月から所得上限が設けられ、所得上
限以上の方は手当の受給資格が消滅します。消滅後に翌年の所
得が上限を下回った場合、改めて認定請求が必要です。

※公務員は勤務先から支給

出産したら

出生届� P39

　健康保険に加入している中学校修了前（15歳到達後最
初の3月31日まで）の子どもを対象に、保険診療の自己負
担額から一部負担金を除いた額を助成します。（入院時の
食事療養費は除きます）
◦一部負担金の額
◦ 乳幼児�通院は1医療機関につき月500円、入院は1医

療機関につき月1,000円（14日未満の入院は500円）
◦ 小・中学生�通院は1医療機関につき月1,000円、入院

は1医療機関につき月1,000円（14日未満の入院は500
円）

※ 調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全
額を助成します。

　母親の体調不良や育児不安等があり、家族等からの援助
が受けられない生後1歳未満の子どもとその母親を対象
に、登録産科医療機関で育児のサポートを行います。ショー
トステイ（宿泊型）とデイケア（日帰り型）があります。事前
申請が必要ですので、詳しくは問い合わせてください。

母子保健課��☎0742-34-1978

産後ケア事業
（奈良市すまいるmamaサポート）

　出生体重が2,000g以下、呼吸器・循環器・消化器等に異
常がある場合や強い黄疸がある等で入院が必要な乳児を
対象に医療費の助成を行います。指定養育医療機関での入
院養育に限ります。世帯の市民税所得割に応じて自己負担
額があります。

未熟児養育医療
保健予防課��☎0742-93-8397

　妊婦（おおむね32週未満）とその夫、1歳未満の乳児とそ
の保護者を対象に、妊娠や出産に関する母親・父親同士の
情報交流、子どもとの遊び、個別相談を行っています。

（詳細はホームページ、「都祁保健センターだより」でお知
らせします）

妊婦さんとママとパパと赤ちゃんの交流会
都祁保健センター��☎0743-82-0341

　妊娠22週以降32週未満の初妊婦を対象に、沐浴実習、先
輩ママとの交流、妊娠から産後の生活の話等を行っていま
す。（詳細は「奈良しみんだより」でお知らせ）

母親教室（はじめてのママパパサロン）
母子保健課��☎0742-34-1978

不妊治療の助成金交付について
　  61ページをごらんください。

児童手当
子ども育成課分室��☎0742-34-5160　　　

子ども医療費の助成
子ども育成課��☎0742-34-5042　　　

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオンライン
申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受
け取れたりする、自分専用のサイトです。

←こちらのマークのある行政手続きは、マイナポー
タルでオンライン申請できます。「マイナポータル」
で検索するか、ＱＲコードを読み込んで下さい。

オンライン申請を活用してください
マイナポータル

＊「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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　18歳未満で、身体に障害があって、手術等の治療により
障害が軽くなり、日常生活が容易にできるようになる児童
を対象に医療費の助成を行います。指定自立支援医療機関
での治療に限ります。世帯の市民税所得割額に応じて自己
負担額があります。

自立支援医療（育成医療）
保健予防課��☎0742-93-8397

　悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、
内分泌疾患、血液疾患、免疫疾患等の疾患のある18歳未満
の子どもを対象に、医療費の助成を行います。世帯の市民
税所得割額に応じて自己負担額があります。（20歳未満ま
で期間延長可）

小児慢性特定疾病医療
保健予防課��☎0742-93-8397

　生後5か月の赤ちゃんと保護者を対象に、離乳食と育児
の教室を開催しています。（詳細は「奈良しみんだより」で
お知らせ）

5か月児離乳食教室
母子保健課��☎0742-34-1978

　1歳0か月児と保護者を対象に、むし歯予防の話と歯み
がき実習等教室を開催しています。（詳細は「奈良しみんだ
より」でお知らせ）

1歳0か月児むし歯予防教室
母子保健課��☎0742-34-1978

　1・2・3歳児とその保護者を対象に、子どもの食事とおや
つの話、育児についての話、むし歯予防の話と歯みがき実
習、母親・父親同士の情報交流、親子遊び、個別相談等を行
います。
　（詳細はホームページ、「都祁保健センターだより」でお
知らせします）

すこやかキッズ1・2・3
都祁保健センター��☎0743-82-0341

　こんにちは赤ちゃん訪問の後も、継続して養育に関する
相談・助言が必要な家庭には保育士等の支援員が家庭訪問
を行います。

養育支援訪問事業
子育て相談課��☎0742-34-4804

　助産師等の訪問員が生後4か月未満の乳児を育てる家庭
を訪問（原則一回）し、出産後の母親が直面しうる様々な不
安や悩みを聴き、子育てに関する情報提供を行います。

子育て相談課��☎0742-34-4804

こんにちは赤ちゃん訪問
（乳児家庭全戸訪問）事業

　4か月児・10か月児は医療機関で乳児の問診・計測、内科
の健診を無料で行います。
　1歳7か月児・3歳6か月児は集団健診で幼児の問診・計
測・歯科健診・歯科相談・内科健診・育児相談・栄養相談等を
無料で行います。（詳細は「奈良しみんだより」でお知らせ）

母子保健課��☎0742-34-1978

4か月児健康診査・10か月児健康診査
1歳7か月児健康診査・3歳6か月児健康診査
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＊1 接種開始時期によって接種回数が異なります。　※「至るまで」「未満」は誕生日の前日

各種予防接種電話相談� 「健康・保健の相談」欄（62ページ）参照。

　「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、予防接種の意義を理解した上で、接種を受けてください。
　詳細は「奈良しみんだより」、市のホームページでお知らせします。転入の人は「予防接種実施状況届」を提出してください。

予防接種名 対象年齢 標準的な接種年齢 接種回数 接種間隔 通知方法

A
類
疾
病

ヒブ感染症
生後2か月から
5歳に至るまで

（＊1）

接種開始が生後2～7
か月に至るまで

初回 3回 27日（医師が認める場合は20日）以上の間
隔をおいて3回

生後2か月になる前月
に予診票綴り発送

追加 1回 初回3回目接種終了後7か月以上、標準的に
は13か月までの間隔をおいて1回

接種開始が生後7～
12か月に至るまで

初回 2回 27日（医師が認める場合は20日）以上の間
隔をおいて2回

追加 1回 初回2回目接種終了後7か月以上、標準的に
は13か月までの間隔をおいて1回

接種開始が1歳～5歳
に至るまで 1回

小児
肺炎球菌
感染症

生後2か月から
5歳に至るまで

（＊1）

接種開始が生後2～7
か月に至るまで

初回 3回 標準的には生後12か月までに27日以上の
間隔をおいて3回 生後2か月になる前月

に予診票綴り発送追加 1回
標準的には生後12か月から15か月以降に、
初回3回目接種終了後60日以上の間隔をお
いて、生後12か月に至った日以降に1回

接種開始が生後7～
12か月に至るまで

初回 2回 標準的には生後12か月までに27日以上の
間隔をおいて2回

生後2か月になる前月
に予診票綴り発送

追加 1回 初回2回目接種終了後60日以上の間隔をおい
て、生後12か月に至った日以降において1回

接種開始が
1歳～2歳に至るまで 2回 初回1回目から60日以上の間隔をおいて2

回目
接種開始が
2歳～5歳に至るまで 1回

BCG
（結核） 1歳に至るまで 生後5～8か月 1回 生後2か月になる前月

に予診票綴り発送
4種混合

（ジフテリア・
百日せき・破
傷風・ポリオ）

生後3か月から
7歳6か月に至
るまで

生後3～12か月 第
1
期

初回 3回 20日以上の間隔をおいて3回接種 生後2か月になる前月
に予診票綴り発送初回3回目終了後12～18か月 追加 1回 初回3回目終了後6か月以上あける

二種混合
（ジフテリア
・破傷風）

11歳以上13歳
未満 小学6年生 第2期 1回 奈良しみんだより

ホームページ

水痘
（水ぼうそう）

1歳から3歳に
至るまで

1歳から1歳3か月 2回 生後1歳以降に1回 生後2か月になる前月
に予診票綴り発送1回目終了後、6～12か月まで 1回目から3か月以上あける

麻しん
風しん
（MR）

1歳から2歳に
至るまで 第1期 1回 生後2か月になる前月

に予診票綴り発送5歳児（年長児） 第2期 1回

日本脳炎

生後6か月から
7歳6か月に至
るまで

3歳 第
1
期

初回 2回 6日以上の間隔をおいて2回 生後2か月になる前月
に予診票綴り発送4歳 追加 1回 初回2回目接種終了後6か月以上、標準的に

はおおむね1年あける
9歳以上13歳未
満 小学4年生 第2期 1回 奈良しみんだより

ホームページ

ヒト
パピローマ
ウィルス
感染症

小学6年生から
高校1年生相当
の女子

中学1年生

2
価

初回 2回 1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目
令和7年3月31日まで
キャッチアップ接種を
行います。くわしくは
ホームページへ。

追加 1回 1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種
から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種

4
価

初回 2回 1回目から、1か月以上の間隔をおいて2回目を接種

追加 1回 2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて
3回目を接種

B型肝炎 1歳に至るまで 生後2か月・3か月 初回 2回 27日以上の間隔で2回目 生後2か月になる前日
に予診票綴り発送生後7～8か月 追加 1回 初回1回目接種から139日以上あけて3回目

ロタ
ウイ
ルス

（経口ワ
クチン）

ロタ
リックス

出生6週0日後～
24週0日後まで

（約5か月半まで）
生後2か月～

2回 1回目から27日以上の間隔をおいて2回目
を接種

生後2か月になる前月
に予診票綴りを発送

ロタ
テック

出生6週0日後～
32週0日後まで

（約7か月半まで）
3回 1回目から27日以上の間隔をおいて2回目・

3回目を接種

予防接種� 健康増進課��☎0742-34-5129
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子育て支援

　子育て広場（地域子育て支援センター、つどいの広場、子
育てスポットすくすく広場、児童館の子育て広場、子育て
スポット）は、おおむね0～3歳の児童（児童館の子育て広
場は乳児～就学前の児童）とその保護者が気軽に集い、交
流や情報交換、子育てに関する講座の実施だけでなく、自
由に遊べて気軽に育児の悩みを相談することができます。
　また、プレママ・パパも利用できます。

子育て広場
子ども育成課��☎0742-34-5042

市ホームページ「子育て広場一覧表」

※祝日、年末年始は休み
※ にじいろのみ、年末年始、月曜日は休所。ただし、月曜日が祝日

である場合は開所日とし、翌平日を休所日とします。
★ にじいろのみ、0歳児～未就学児とその保護者を対象とした
「キッズスペース」を併設しています。

♡一時預かりを実施しています。

名 称 住 所 開催日時（※） お問い合わせ

★にじいろ
柏木町263-2

（子どもセンター2号
館1階）

火～日曜日、祝日
午前10時～午後4時

0742-
33-1021

♡そらいろ 三条本町13-1
（はぐくみセンター2階）

月～金曜日
午前9時～午後5時

0742-
33-5560

♡中登美
中登美ヶ丘一丁目
1994-3D21

（中登美キッズプラザみどり）

火～土曜日
午前9時～午後5時

0742-
44-2250

ゆめの丘
SAHO

鹿野園町806
（奈良佐保短期大学3
号館）

月～金曜日
午前10時～午後4時
第2土曜日
午前10時～12時

0742-
61-5130

とみお 三松三丁目659-4 月～金曜日
午前10時～午後4時

0742-
40-2255

Saya 学園北一丁目9-1
パラディ学園前Ⅱ6階

火～土曜日
午前10時～午後4時

0742-
47-7837

♡Peace 秋篠新町270
（あかね保育園）

月～土曜日（水曜日
除く）
午前10時～午後4時

0742-
81-3262

◦子育て親子が集まり遊ぶスペース
◦専門職による子育て等の相談
◦地域の子育て情報提供
◦子育てや子育て支援に関する講座
◦子育てサークルへの援助等
◦地域の公民館等へ出向いての子育て支援講座

子ども育成課��☎0742-34-5042

地域子育て支援センター
（対象：概ね0～3歳の児童と保護者）

名 称 住 所 開催日時（※） お問い合わせ

♡ぷらん
ぷらん

右京一丁目3-4
（サンタウンプラザ
すずらん館2階）

月～土曜日（木曜日除く）
午前10時～午後4時

0742-
72-1941

ノル 南京終町212-3
岡田マンション1階

月～金曜日
午前10時～午後4時

0742-
24-3305

♡お陽さま 富雄元町一丁目22-12
タワーア・ラ・モードB階5号室

火～土曜日
午前10時～午後4時

0742-
41-5888

マザー
リーフ

西大寺東町二丁目4-1
（近鉄百貨店5階）

月～土曜日（木曜日除く）
午前10時～午後4時

0742-
33-3030

♡りりー
べるず

藺生町1922-8
（都祁福祉センター）

火～土曜日
午前10時～午後4時

0743-
82-2624

★ふう
菅原町367

（伏見こども園2階ぽか
ぽかルーム）

月～木曜日
午前10時～午後3時
30分

0742-
43-0002

◦子育て親子が集まり遊ぶスペース
◦子育て等の相談　◦地域の子育て情報提供
◦子育てや子育て支援に関する講座

つどいの広場（対象：概ね0～3歳の児童と保護者）
子ども育成課��☎0742-34-5042

※ 祝日、年末年始は休み。りりーべるずは祝日の翌日（火曜日を除
く）も休み。ふうは毎月第2木曜日（4、8月を除く）も休み。

★ふうでは、3歳児は未就園児のみが利用対象です。
♡一時預かりを実施しています。

◦子育て親子が集まり遊ぶスペース
◦子育て等の相談　◦地域の子育て情報提供
◦子育てや子育て支援に関する講座

子ども育成課��☎0742-34-5042

名 称 住 所 開催日時（※） お問い合わせ
いこいの
ひろば

古市町1263
（古市児童館）

月～金曜日
午前9時～12時

0742-
62-7300

子育て
ひろば

横井五丁目337-2
（横井児童館）

月～金曜日
午前9時～12時

0742-
62-0307

親子
ひろば

川上町461-1
（東之阪児童館）

月～金曜日
午前9時～12時

0742-
27-8263

児童館の子育て広場
（対象：乳児～就学前の児童とその保護者）

※祝日、年末年始は休み
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　児童を養育している家庭の保護者が、疾病や出張等の事
由により、児童の養育が一時的に困難になった場合に利用で
きます。ただし、所得に応じて保護者の費用負担があります。
① ショートステイ事業�7日間を限度に24時間児童を児

童福祉施設等で預かります。
② トワイライト事業�6か月以内で、1日当たり4時間を限

度とし、午後2時～10時までの間、児童福祉施設等への
通所により児童を預かります。

子育て短期支援事業
子育て相談課��☎0742-34-4804

　「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いたい
人」が依頼・援助・両方のいずれかの会員として登録し、会
員相互の有償での子育て援助活動を行います。非課税世
帯、生活保護世帯、多子世帯、ひとり親世帯、多胎児世帯へ
は、利用料の一部を助成します。
◦場所　 奈良市ファミリー・サポート・センター事務局  

（はぐくみセンター2階）  
☎0742-34-3305  FAX0742-34-3307

◦時間　月～金曜日　午前9時～午後5時
◦休み　土曜日・日曜日・祝日・年末年始

ファミリー・サポート・センター
P18/F-3　 子ども育成課��☎0742-34-5042

　家事や育児についてサポートが必要であるご家庭に対
して、ホームヘルパーを派遣し、妊婦さんや産後のお母さ
ん等のお手伝いします。
◦場所　 奈良市ファミリー・サポート・センター事務局（は

ぐくみセンター内）
　　　　☎0742-34-3305  FAX0742-34-3307

エンゼルサポート事業
子育て相談課��☎0742-34-4804

　「相談」欄（  48ページ ）参照

家庭児童相談
子育て相談課��☎0742-34-4804

　「健康・保健」欄（  62ページ ）参照

妊産婦・乳幼児健康相談
母子保健課　　　��☎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

名 称 場 所 住 所

ミルクハートミルク
京西公民館平松分館 平松一丁目24-1
伏見南幼稚園 宝来五丁目5-3

育児サロンおびとけ 帯解こども園 柴屋町20
子育てサロン
天使の広場 伏見こども園 菅原町367

いないいないばあ 済美幼稚園 西木辻町28
ぽっぽの会ジュニア 飛鳥公民館 紀寺町984

ぽかぽか組 鳥見デイサービスセ
ンター“ふらっと” 三碓町2204

月ヶ瀬「親子で遊ぼう」月ヶ瀬福祉センター 月ヶ瀬尾山1124
はぁと 西部公民館 学園南三丁目1-5
おやこひろば 中部公民館 上三条町23-4
なかよしクラブ 興東公民館 大柳生町3633
子育てのんびり空間 春日公民館 南京終町一丁目86-1
ぷよ☆ぷよの会 京西公民館 六条西一丁目3-43-2

田原子育て広場 どんごが丘コミュニティ広場
（旧田原幼稚園） 横田町199-1

ママ・はぐ 辰市地域ふれあい会館 西九条町二丁目2-44
二名にこにこ広場 二名公民館 学園赤松町3684
子育て広場1・2・3 西大寺北幼稚園 西大寺赤田町一丁目6-2
どんぐり広場 旧佐保台幼稚園 佐保台三丁目902-352
いちご組 伏見公民館あやめ池分館 あやめ池南一丁目7-62
pole　pole! 明治地域ふれあい会館 北永井町508-2
子育てママのひととき 三笠公民館 大宮町四丁目313-3
うさぎ組 旧精華幼稚園 高樋町1239-1

◦子育て親子が集まり遊ぶスペース
◦子育て等の相談　◦地域の子育て情報提供
◦子育てや子育て支援に関する講座
※ 月に1～2回、3時間程度開催します。開催日時はホームページ

を確認するか子ども育成課に問い合わせてください。

子ども育成課��☎0742-34-5042

子育てスポット
（対象：概ね0～3歳の児童と保護者）

◦子育て親子が集まり遊ぶスペース
◦子育て等の相談　◦地域の子育て情報提供
◦子育てや子育て支援に関する講座
※福祉センターの一角で実施しています。

子ども育成課��☎0742-34-5042

子育てスポットすくすく広場
（対象：概ね0～3歳の児童と保護者）

※祝日の翌日、年末年始は休み

名 称 住 所 場 所 開催日時（※） お問い合わせ

こあら 百楽園一丁目
9-13

西福祉
センター

火～土曜日
午前10時～
午後4時

0742-
41-3151

まんまる 右京一丁目1-4
北部会館2階

北福祉
センター

火～土曜日
午前10時～
午後4時

0742-
71-3501
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　子育て支援アドバイザーは、乳幼児とその保護者が集ま
る広場や子育てサークル等に出向き、運営のお手伝いをし
たり、楽しい遊びを伝えたりすること等によって、育児の
負担を軽減できるよう支援活動を行います。
※ 子育て支援アドバイザーとして活動を希望する人は、事前に登

録が必要です。

子育て支援アドバイザー
奈良市地域子育て支援センター「そらいろ」��☎0742-93-9029

　乳幼児と保護者が集まって、子育てに関する学習や情報
交換を行っている子育てサークルを市で登録し、紹介して
います。登録一覧表は奈良市のホームページに掲載してい
ます。

子育てサークル活動支援
子ども育成課��☎0742-34-5042

　土曜・日曜日を中心に9階キッズ学びのフロアでは、親子
等で参加できる科学実験教室や、ものづくり体験教室等、
さまざまな教室を開催しています。また、ドームシアター
を設置し、プラネタリウムを使って宇宙の不思議や神秘を
体験することもできます。

キッズホリデークラブ
教育支援・相談課��☎0742-36-0401

　児童虐待の予防、早期発見、再発防止のため、地域の関係
する各機関等が連携して、虐待から子どもたちを守るた
めに、「奈良市要保護児童対策地域協議会」を設置していま
す。

要保護児童対策地域協議会
子ども支援課��☎0742-34-5597

虐待通告・相談
�子ども支援課��☎0742-93-6595� �
【平日午前8時30分～午後5時15分】
�全国共通ダイヤル� �
☎189（24時間年中無休でつながります）

　乳幼児の子育てに関する相談に応じます。
◦相談方法　電話か来所相談（各園に問い合わせてください）
◦相談時間　月～金曜日の午前9時～午後5時
◦場所　市内保育所・幼稚園・認定こども園
◦費用　無料
　子ども育成課では、子育てナビゲーターによる子育て家
庭や妊娠中の人の子育てに関する相談も行っています。

（☎0742-34-4515）

子育て相談

　家庭での保育が一時的に困難となる場合や、育児に伴う
身体的・心理的負担の軽減のため、児童を保育所等で預か
ります。
◦実施施設　  78～80ページ の★印のある施設
◦保育時間　午前8時～午後6時（施設によって異なります）
◦費用　 日額約1,800円～5,000円、飲食費等の実費負担

あり

一時預かり
保育所・幼稚園課��☎0742-34-5086

　奈良市内の地域子育て支援センターやつどいの広場で
一時預かりを実施しています。各センター・広場の利用経
験がある乳幼児を対象としています。
・実施施設　  73ページ の♡印のある施設
※料金、利用期間は各センター・広場にお問い合わせください。

子ども育成課��☎0742-34-5042

　児童が病気や病気の回復期で、保護者の仕事の都合等で
家庭での保育が困難な場合、児童を一時的に専用施設で預
かります。

病児・病後児保育
保育所・幼稚園課��☎0742-34-5086

施設名 開催日時（※） お問い合わせ

病
児
保
育

いちご保育園
（市立奈良病院敷地内）

平日午前8時30分～午後5時
※ 開園時間の後1時間の延

長保育あり（有料）

0742-
24-1252

きらきら保育園
（すくすくこどもクリ
ニック内）

平日午前8時30分～午後5時
※ 開園時間の前後1時間の

延長保育あり（有料）

0742-
40-3940

mランド保育園
（Mキッズクリニック
敷地内）

平日午前8時30分～午後5時
※ 開園時間の前30分、後1時

間の延長保育あり（有料）

0742-
53-5315

病
後
児
保
育

あかねほっとルーム
こばと
（あかね保育園内）

平日午前8時～午後6時 0742-
52-4321

ギンモクセイ
（佐保山こども園内）

平日午前8時30分～午後5
時30分

0742-
23-5512

◦利用料　日額2,000円、飲食費等の実費負担あり
◦利用期間　1回の利用につき7日以内

◦対象　 小学生就学前の子どもを養育している家庭で、か
つ市内に住所があり、①②に当てはまる家庭

　　　　①養育者の体調不良、育児不安がある
　　　　② 家庭等から家事、育児等の十分な援助を受けら

れない
　　　　※ご利用には審査があります。
　　　　※利用時間・回数には上限があります。
◦利用時間　月～金曜　午前8時～午後6時
◦休み　土曜日・日曜日・祝日・年末年始
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ひとり親家庭への支援

　父か母と生計を同じくしていない児童や父か母が重度
の障害の状態にある児童を養育している母か父（または、
母か父に代わって児童を養育している人）に支給されま
す。ただし、児童が児童福祉施設等の施設に入所している
場合該当しません。所得制限があります。

児童扶養手当
子ども育成課��☎0742-34-5042

　健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と
18歳未満（18歳到達後最初の3月31日まで）の子や、父母
のいない18歳未満の子及びその子を養育している配偶者
の無い養育者を対象に、保険診療の自己負担額から一部負
担金を除いた額を助成します。（入院時の食事療養費は除
きます）
◦一部負担金の額
◦通院は1医療機関につき月500円
◦ 入院は1医療機関につき月1,000円（14日未満の入院は

500円）
※ 調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全

額を助成します。

　母子家庭、父子家庭や寡婦の人に自立の助長と児童の福
祉増進のための資金の貸し付けをしています。
◦ 修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職

支度資金、医療介護資金、転宅資金、生活資金、住宅資金、
結婚資金、事業開始資金、事業継続資金

◦ 申請の資格、内容、貸付額、据置期間、償還期間、利子等に
ついては、問い合わせてください。

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
子ども育成課��☎0742-34-5042

　生活が不安定（DVによる被害や経済面での困窮など）
で、児童の福祉に欠けると認められる母子を対象に、児童
福祉法に基づいて母子生活支援施設への入所を援助しま
す。母子生活支援施設では、母子を保護するとともに、母子
の自立を促進するための生活指導や児童の養育に関する
相談・助言・その他援助を行います。

母子保護の実施
子育て相談課��☎0742-34-4804

　母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
子ども育成課��☎0742-34-5042

　母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に向けて、職業技
能を身につけるため、看護師、介護福祉士、保育士、理学療
法士、作業療法士等の資格取得を目指して、養成機関で1年
以上修業する場合、受講期間の一定期間について高等職業
訓練促進給付金を交付します。※事前相談が必要です。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
子ども育成課��☎0742-34-5042

　母子家庭、父子家庭や寡婦の人が自立促進に必要な技能
習得や就職活動または疾病等の理由により、一時的に家事
援助や保育サービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派
遣します。所得に応じて一部負担金があります。※事前相談
が必要です。

ひとり親家庭等日常生活支援事業
子ども育成課��☎0742-34-5042

　母子家庭、父子家庭や寡婦の人向けに、生活に役立つ支
援策や情報を提供する講習会や親子同士で交流する情報
交換会を実施しています。

ひとり親家庭等生活支援事業
子ども育成課��☎0742-34-5042

　「相談」欄（  48ページ ）参照

ひとり親家庭等相談
子ども育成課��☎0742-34-5042

母子家庭等就業・自立支援センター
事業（奈良県スマイルセンター）

　母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の人の就業による自
立を支援します。奈良県と共同で運営しています。
◦場所　 西木辻町93-6　エルトピア奈良（奈良労働会館）内  

☎0742-24-7624
　①就業支援事業　②就業支援講習会等事業
　③就業情報提供事業　④地域支援事業
　⑤自立支援プログラム策定事業
　⑥ 各種相談事業（養育費等相談、ひとり親家庭等のため

の弁護士による法律相談）
◦開館時間　月～土曜日　午前9時～午後5時
◦休館日　日曜日、祝日、年末年始

P19/I-1 子ども育成課

取り組みを支援し、母子家庭等の自立の促進を図るため、
教育訓練を受講することが適職に就くため必要と認めら
れる場合に、市の指定する教育訓練講座を受講した母子家
庭の母等に対し、自立支援教育訓練給付金を交付します。
※事前相談が必要です。

ひとり親家庭等医療費の助成� P70

子ども育成課��☎0742-34-5042　　　
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　障害を抱える子どもの通所支援（日常生活の基本的な動
作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。また、児
童発達支援、放課後等デイサービス等）の給付費支給にか
かる申請受付や通所受給者証の発行を行います。

（世帯の課税状況により費用負担が必要です。）

障害児通所支援
障がい福祉課��☎0742-34-4593

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業

　高等学校を卒業していない母子家庭の母・父子家庭の父
及びその児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力
を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格
を目指して民間事業者等が実施する対策講座を受講する
場合に、その受講費用の一部を交付します。
※事前相談が必要です。

子ども育成課��☎0742-34-5042

　交通災害や自然災害により、父や母を亡くした18歳未
満（18歳到達後最初の3月31日まで）の児童の保護者へ、
県交通遺児等援護会から激励金（児童一人につき10万円）
を支給します。（事実発生後1年以内に申請が必要です）。激
励金のほか、入学祝金、就職・入学準備金があります。

交通遺児等激励金等支給
子ども育成課��☎0742-34-5042

障害のあるお子さんへの支援

　心身に一定の障害のある20歳未満の児童を養育してい
る人に支給されます。ただし、その児童が障害を事由とする
公的年金を受給できる場合や児童福祉施設等の施設に入所
している場合該当しません。所得制限があります。

特別児童扶養手当
子ども育成課��☎0742-34-5042

　奈良市では様々な理由で市場に流通できない食料品を
企業や個人から無償で寄附していただき、ひとり親家庭や
お子さんがいる生活困窮家庭に無償で提供します。

奈良市フードバンク事業
子ども育成課��☎0742-34-5042

NPO法人フードバンク奈良��☎0742-81-3666

　養育費の確保に関する相談を、専門的な助言のできる弁護
士の無料相談につなぎます。また、養育費を受け取れていない
ひとり親が、養育費確保に必要な手続きで発生する手数料等
の実費払い分や弁護活動の着手金の一部を市が補助します。
※事前申込が必要です。

養育費確保の支援
子ども育成課��☎0742-34-5042

　言語・情緒・行動に発達の課題をかかえる就学前の幼児
とその保護者を対象に発達相談や園巡回相談を実施しま
す。心理士、保健師、保育教育士が相談に応じます。（要予
約）
●場所　 子どもセンター　 P17/D-4内  

（奈良市柏木町263番地の2）
●相談時間　 月～金曜日　午前9時～12時  

午後1時～4時（祝日・年末年始を除く）
●専用ダイヤル　☎0742-33-2000　FAX0742-34-4817

子どもの発達支援
子育て相談課

　幼児（おおむね2～3歳児）とその保護者が集い、遊びを
通じて発達段階に応じた適切な関りを体験します。保育教
育士、心理士が相談に応じます。（要予約）
●場所　 子どもセンター　 P17/D-4内  

（奈良市柏木町263番地の2）
●開館時間　 火～土曜日　午前9時～午後4時（祝日・年末

年始を除く）
●専用ダイヤル　☎0742-33-0850　FAX0742-34-4817

発達支援親子教室
子育て相談課

　重度の知的障害、重度の身体障害または重度の精神障害
のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未
満の人に対して支給します。ただし、その児童が障害を事
由とする公的年金を受給できる場合や、障害児入所施設等
の施設に入所している場合は該当しません。所得制限があ
ります。

障害児福祉手当
障がい福祉課��☎0742-34-4593

　障害のある子どもを障害児入所施設や指定発達支援医療
機関に入所させて、保護・日常生活の指導・知識技能の付与
を行います。
　入所にかかる相談や、受給者証の発行を行います。

障害児入所支援
子ども支援課��☎0742-93-6595
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認定こども園名 所在地 1号 2号 3号 電 話
富雄南こども園 中町4174番地 ○ ○ 0742-43-1606

都祁こども園 都祁白石町
1026番地の6 ○ ○ ○ 0743-82-0100

左京こども園 左京三丁目1番地の2 ○ ○ 0742-72-0581

都跡こども園 四条大路五丁目
2番55号 ○ ○ 0742-33-5661

青和こども園 百楽園四丁目1番1号 ○ ○ 0742-44-9596
帯解こども園 柴屋町20番地 ○ ○ ○ 0742-61-0554
月ヶ瀬こども園 月ヶ瀬尾山2790番地 ○ ○ ○ 0743-92-0310
布目こども園 邑地町40番地 休園中
柳生こども園 柳生下町156番地 ○ ○ ○ 0742-94-0303
高円こども園 古市町1249番地 ○ ○ ○ 0742-61-0139

神功こども園

（3～5歳児）
神功四丁目13番地の1 ○ ○ 0742-71-4647

（代表）（0～2歳児）
神功四丁目25番地の3 ○

若草こども園 川上町493番地の1 ○ ○ ○ 0742-22-7019

朱雀こども園

（3～5歳児）
朱雀六丁目10番地の2 ○ ○ 0742-71-5221

（代表）（0～2歳児）
朱雀六丁目9番地 ○

平城こども園 秋篠町1540番地の1 ○ ○ 0742-45-4758
東登美ヶ丘
こども園

東登美ヶ丘四丁目
21番26号 ○ ○ 0742-43-3151

辰市こども園 杏町414番地の4 ○ ○ ○ 0742-61-7020
学園南こども園 学園南三丁目15番28号 ○ ○ ○ 0742-46-1176
伏見こども園 菅原町367番地 ○ ○ 0742-45-4745

認定こども園・保育所・幼稚園
保育所・幼稚園課��☎0742-34-5086

　保育所と幼稚園の機能をあわせ持った一体型施設とし
て、これまでの幼稚園児と保育園児が一緒に生活を行い、
年齢に応じ適切な規模の集団の中で相互に育ち合える、子
ども主体の教育・保育を実施します。市立・私立の施設があ
り、それぞれに定員があります。

認定こども園

　就労等により子どもの保育ができない保護者に代わっ
て、0歳児から小学校就学前の子どもを保育する施設です。
市立・私立の施設があり、それぞれに定員があります。

保育所

　満3歳以上の小学校就学前の子どもが通う施設で、集団
での学校教育を実施します。市立・国立・私立の施設があ
り、それぞれに定員があります。市立幼稚園は、4歳児（2年
保育）と5歳児（1年保育）が対象で、市内在住の保護者とそ
の子どもが利用できます。

幼稚園

　希望する施設により申請手続きが異なります。
・ 保育所・認定こども園（保育所機能）・地域型保育事業の

利用を希望する場合は、市役所で「★支給認定」申請と施
設の利用申込み手続きをしてください。

・ 市立幼稚園と市立認定こども園（幼稚園機能）の利用を
希望する場合は、直接園に入園願書を提出してくださ
い。私立認定こども園（幼稚園機能）、私立幼稚園・国立幼
稚園を希望する場合は各施設に申し込んでください。ま
た、入園手続きの後に「★支給認定」申請が別途必要です

（市内の私立幼稚園・国立幼稚園を除く）。

利用申請手続き

★ 支給認定とは、「子ども・子育て支援新制度」に移行した
特定教育・保育施設や地域型保育事業を利用して保育や
教育を受けるために必要な認定のことを言います。

　年齢や事由により次のような区分になります。
　1号認定� お子さんが満3歳以上で、教育を希望される

場合
　2号認定� お子さんが満3歳以上で、「※保育の必要な事

由」に該当し保育を希望される場合
　3号認定� お子さんが満3歳未満で、「※保育の必要な事

由」に該当し保育を希望される場合
※ 「保育の必要な事由」とは�就労、妊娠、出産、保護者の疾病・障

害、同居親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学等。

認定こども園一覧　★�  75ページ 一時預かり実施
市立認定こども園（幼保連携型）
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認定こども園名 所在地 1号 2号 3号 電 話
★奈良認定こども園
学園前学園

中山町西三丁目
535番地の200 ○ ○ ○ 0742-43-7002

★奈良認定こども園
あやめ池学園

あやめ池北三丁目
10番13号 ○ ○ ○ 0742-52-8801

★奈良認定こども園
富雄学園

学園大和町六丁目
708番地の15 ○ ○ ○ 0742-43-0662

鶴舞保育園 鶴舞東町1番79-101号 ○ ○ ○ 0742-45-7861

こだま保育園 あやめ池北二丁目
3番97号 ○ ○ ○ 0742-43-4340

中登美こども園 中登美ヶ丘一丁目
4162番地 ○ ○ ○ 0742-44-0351

★佐保山こども園 法蓮町1368番地 ○ ○ ○ 0742-23-5512
佐保川こども園 法蓮町393番地 ○ ○ ○ 0742-36-8833
★YMCA
あきしの保育園 秋篠新町338番地 ○ ○ ○ 0742-49-2525

あいのその
こども園 法蓮町986番地の73 ○ ○ ○ 0742-26-4302

極楽坊あすか
こども園 紀寺町829番地 ○ ○ ○ 0742-22-4598

私立認定こども園（幼保連携型）

認定こども園名 所在地 1号 2号 3号 電 話
右京こだま保育園 右京五丁目1番地の1 ○ ○ ○ 0742-71-1186
鶴舞やまと
こども園 鶴舞東町2番1号 ○ ○ ○ 0742-45-4753

★富雄藍咲学園 三碓六丁目11番66号 ○ ○ ○ 0742-45-9341

私立認定こども園（公私連携幼保連携型）

認定こども園名 所在地 1号 2号 3号 電 話
認定こども園
奈良カトリック
幼稚園

登大路町36番地の1 ○ ○ ○ 0742-22-4089

奈良育英幼稚園 法蓮町1000番地 ○ ○ ○ 0742-26-2848
愛染幼稚園 西木辻町110番地の26 ○ ○ ○ 0742-22-4148
いさがわ幼稚園 小川町24番地 ○ ○ ○ 0742-22-5873

私立認定こども園（幼稚園型）

保育所一覧　★�  75ページ 一時預かり実施

保育所名 所在地 1号 2号 3号 電 話

三笠保育園 西之阪町5番地の1
（大宮児童館） ○ ○ 0742-22-7018

都南保育園 横井一丁目107番地の1 ○ ○ 0742-61-2870
伏見保育園 宝来三丁目9番35号 ○ ○ 0742-44-2666
京西保育園 六条西一丁目3番43-1号 ○ ○ 0742-43-9023

市立保育所

保育所名 所在地 1号 2号 3号 電 話
★奈良ルーテル
保育園 小太郎町19番地 ○ ○ 0742-23-5363

西大寺保育園 西大寺芝町一丁目
1番4号 ○ ○ 0742-44-3085

西奈良ルーテル
保育園

鳥見町二丁目
19番地の5 ○ ○ 0742-44-5475

みのり保育園 高畑町711番地 ○ ○ 0742-23-4615

みずほ保育園 北登美ヶ丘六丁目
28番10号 ○ ○ 0742-46-7050

こまどり保育園 三条添川町5番7号 ○ ○ 0742-34-7488
★桃の木保育園 白毫寺町208番地 ○ ○ 0742-22-1699

★桜華保育園 二名一丁目
2361番地の3 ○ ○ 0742-51-0115

★西の京さくら
保育園 五条町292番4 ○ ○ 0742-32-4150

あかね保育園 秋篠新町270番地 ○ ○ 0742-52-4321
そら保育園 富雄北三丁目14番3号 ○ ○

0742-53-0419
（代表）そら保育園

（分園）
百楽園四丁目1番1号

（青和こども園内） ○

★あいづ保育園 八条二丁目91番地 ○ ○ 0742-61-1117
あいづ保育園
（分園）

大宮町二丁目1番16号
（大宮幼稚園内） ○ 0742-34-1771

★とみお駅前
保育園

富雄川西一丁目
3番17号 ○ ○ 0742-41-7223

すまいる保育園 西木辻町36番1号 ○ ○ 0742-20-5355
★西ノ京
みどりの園保育園 六条二丁目2番1号 ○ ○ 0742-81-8011

★新大宮駅前
みどりの園保育園

芝辻町四丁目
11番地の6 ○ ○ 0742-36-6777

私立保育所
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保育所名 所在地 1号 2号 3号 電 話
★学研奈良ピュア
保育園

中登美ヶ丘六丁目
15番1号 ○ ○ 0742-81-3081

★YMCAなら
保育園

西大寺南町4番11号
明光ビル第6ビル1階 ○ ○ 0742-48-2525

★西大寺南
みどりの園保育園 菅原町677番地の1 ○ ○ 0742-51-6660

★ソフィア富雄
保育園

三松四丁目
875番地の1 ○ ○ 0742-81-3291

★登美ヶ丘マミーズ
保育園

中登美ヶ丘五丁目
34番1号 ○ ○ 0742-53-5678

★memorytree
奈良保育園 西大寺本町264番9 ○ ○ 0742-31-9114

保育所名 所在地 1号 2号 3号 電 話
春日よつば保育園 西木辻町165番地の2 ○ ○ 0742-61-7017
白藤学園
おおみや保育園 三条大宮町3番8号 ○ ○ 0742-33-1355

私立保育所（公私連携型）

小規模保育事業所名 所在地 1号 2号 3号 電 話
YMCA西大寺南
保育園

西大寺国見町一丁目
7番31号1、2階 ○ 0742-44-2525

★ニチイキッズ
伏見菅原保育園

菅原東二丁目21番1号
ひかりビル1-B号室 ○ 0742-53-8125

奈良すこやか
保育園

法華寺町83番地の5
コスモビル1階 ○ 0742-81-8461

古都すこやか
保育園

下三条町25番地1
寅松ビル3階 ○ 0742-93-5052

★ニチイキッズ
南口駅前ひろば
保育園

西大寺南町5番26号
TKビル西大寺
SOUTH 3階

○ 0742-81-3531

学園前ピース
保育園

学園北二丁目5番8号
モリシタ学園北ビル1階 ○ 0742-93-5880

みらいとみお
保育園

富雄北三丁目1番29号
セカンドハウス101 ○ 0742-93-4644

地域型保育事業一覧

幼稚園名 所在地 1号 2号 3号 電 話
済美幼稚園 西木辻町28番地 ○ 0742-22-7077
佐保幼稚園 法蓮町757番地の8 ○ 0742-22-7078
大宮幼稚園 大宮町二丁目1番16号 ○ 0742-33-0033
大安寺幼稚園 大安寺一丁目7番1号 ○ 0742-61-7032
明治幼稚園 神殿町598番地の1 ○ 0742-61-2564
富雄北幼稚園 三松一丁目5番6号 ○ 0742-45-0515

鳥見幼稚園 鳥見町三丁目
11番地の2 ○ 0742-45-7895

登美ヶ丘幼稚園 西登美ヶ丘四丁目
21番1号 ○ 0742-44-7071

二名幼稚園 二名一丁目3722番地 ○ 0742-43-3150
六条幼稚園 六条二丁目14番2号 ○ 0742-43-5698

西大寺北幼稚園 西大寺赤田町一丁目
6番2号 ○ 0742-43-7435

大安寺西幼稚園 大安寺西一丁目
348番地 ○ 0742-34-7599

伏見南幼稚園 宝来五丁目5番3号 ○ 0742-49-0185

幼稚園一覧
市立幼稚園

幼稚園名 所在地 電 話
奈良教育大学附属
幼稚園 高畑町354番地 0742-27-9286

奈良女子大学附属
幼稚園 学園北一丁目16番14号 0742-45-7261

国立幼稚園

幼稚園名 所在地 電 話
学園前ネオポリス
幼稚園

学園大和町一丁目
215番地 0742-44-3480

西大寺幼稚園 西大寺芝町一丁目
1番9号 0742-45-4610

親愛幼稚園 登大路町44番地の2 0742-23-3210

奈良大学附属幼稚園 西大寺国見町一丁目
10番1号 0742-45-7531

帝塚山幼稚園 学園南三丁目1番3号 0742-41-4667
東大寺学園幼稚園 雑司町406番地の1 0742-22-2958
奈良保育学院付属
幼稚園 三条宮前町3番6号 0742-33-3604

登美が丘カトリック
幼稚園

中登美ヶ丘二丁目
1994番地の2 0742-44-8842

ひかり幼稚園 赤膚町1032番地 0742-44-7060

奈良学園幼稚園 中登美ヶ丘三丁目
15番地の1 0742-93-5111

近畿大学附属幼稚園 あやめ池北一丁目
33番3号 0742-53-1200

私立幼稚園

★�  75ページ 一時預かり実施
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児童館、放課後児童クラブ
（バンビーホーム）

　児童の人権尊重の精神を養うとともに、これら児童の健
全な育成を目指しています。

市立児童館
子ども育成課��☎0742-34-5042

名 称 場 所 電話番号
古市児童館 古市町1263 0742-62-7300
横井児童館 横井五丁目337-2 0742-62-0307
東之阪児童館 川上町461-1 0742-27-8263
大宮児童館 西之阪町5-1 0742-27-2220

名 称 場 所 電話番号
飛鳥バンビーホーム 飛鳥小学校内 0742-22-0567
済美バンビーホーム 済美小学校内 0742-26-1039
佐保バンビーホーム 佐保小学校内 0742-22-8585
鼓阪バンビーホーム 鼓阪小学校内 0742-22-3883
大宮バンビーホーム 大宮小学校内 0742-33-3381
東市バンビーホーム 東市小学校内 0742-62-4343
鶴舞バンビーホーム 鶴舞小学校内 0742-44-3080
伏見バンビーホーム 伏見小学校内 0742-43-1312
都跡バンビーホーム 都跡小学校内 0742-33-0761
平城バンビーホーム 平城小学校内 0742-43-2007

　保護者等が仕事等で昼間家庭にいない小学生を放課後、
保護者に代わって預かり、児童の健全育成を目指します。

放課後児童クラブ（バンビーホーム）
地域教育課��☎0742-34-5441

名 称 場 所 電話番号
富雄北バンビーホーム 富雄北小学校内 0742-43-4724
鳥見バンビーホーム 鳥見小学校内 0742-43-4722
辰市バンビーホーム 辰市小学校内 0742-61-1260
六条バンビーホーム 六条小学校内 0742-43-9066
登美ヶ丘バンビーホーム 登美ヶ丘小学校内 0742-46-0359
大安寺バンビーホーム 大安寺小学校内 0742-61-7850
西大寺北バンビーホーム 西大寺北小学校内 0742-46-3151
明治バンビーホーム 明治小学校内 0742-62-7318
青和バンビーホーム 青和小学校内 0742-47-1783
ならやまバンビーホーム ならやま小中学校内 0742-71-6392
大安寺西バンビーホーム 大安寺西小学校内 0742-33-7782
朱雀バンビーホーム 朱雀小学校内 0742-71-1244
三碓バンビーホーム 三碓小学校内 0742-44-0206
済美南バンビーホーム 済美南小学校内 0742-62-7591
あやめ池バンビーホーム あやめ池小学校内 0742-48-2284
伏見南バンビーホーム 伏見南小学校内 0742-48-2254
平城西バンビーホーム 平城西小学校内 0742-49-1972
鼓阪北バンビーホーム 鼓阪北小学校内 0742-22-4502
佐保台バンビーホーム 佐保台小学校内 0742-71-4602
富雄第三バンビーホーム 富雄第三小中学校内 0742-41-0254
二名バンビーホーム 二名小学校内 0742-49-0638
佐保川バンビーホーム 佐保川小学校内 0742-36-5654
椿井バンビーホーム 椿井小学校内 0742-23-4645
左京バンビーホーム 左京小学校内 0742-72-0632
富雄南バンビーホーム 富雄南小学校内 0742-41-3555
東登美ヶ丘バンビーホーム 東登美ヶ丘小学校内 0742-43-2024
帯解バンビーホーム 帯解小学校前 0742-64-2037
都祁バンビーホーム 都祁小学校内 0743-82-0600
月ヶ瀬バンビーホーム 月ヶ瀬小中学校内 0743-92-0085
柳生バンビーホーム 柳生小学校内 0742-94-0224
田原バンビーホーム 田原小中学校内 0742-81-0223
興東バンビーホーム 興東小学校内 0742-95-0303

名 称 場 所 電話番号
中登美小さな森
キッズクラブ

中登美ヶ丘一丁目
1994-3 D-21

0742-44-0351
（中登美こども園内）

（K）Kid’s School
No1,No2

あやめ池北二丁目
3番97号 0742-46-0710

佐保山キッズクラブ
「バンビ」
※ 佐保山こども園卒園児優

先となります

法蓮町1368番地 0742-24-5510

奈良YMCAポップクラブ 西大寺国見町2-14-1 0742-44-2291

私立放課後児童クラブ

民間児童館
　自然環境豊かな地を拠点に、さまざまな遊びや体験活動
を通じて、児童を心身ともに健やかに育成することを目指
しています。

名 称 場 所 電話番号
平城児童センター 歌姫町1100 0742-34-2716
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学校教育� 教育委員会

　満6歳の児童に対して、入学する前年の10月に、「就学時
健康診断通知書」を保護者へ送ります。この通知書を持っ
て指定の小学校で健康診断を受けてください。また「就学
通知書」は入学する年の1月15日頃に送ります。入学式当
日学校へ持って行ってください。
※ なお、国・私立の小・中学校へ就学する場合は、就学通知書に就

学先の学校長の合格通知書、入学許可書または承諾書のいずれ
かのコピーを添えて教育総務課へ必ず届け出てください。出張
所・行政センターへも届け出可能です。各連絡所ではできませ
んので注意してください。

小・中学校への入学
教育総務課��☎0742-34-5337

小・中学校の転入・転出
教育総務課��☎0742-34-5337

　教育総務課へ届け出てください。奈良県教育委員会へ連
絡し、直接保護者あてに就学通知書を送る手続きをします。

特別支援学校への就学
教育総務課��☎0742-34-5337

　経済的な理由で就学困難な児童・生徒には就学援助制度
があります。

就学援助制度
教育総務課��☎0742-34-5337

　はぐくみセンターの所在地は「保健所」（  68ページ ）参照。
　教育センターは、教育相談、教育研究、教職員研修、学習
の四つの機能を有し、教職員の研修の場であるとともに、
子どもたちの豊かな学びの場として、奈良らしい教育を創
造していくことを目指しています。
　「キッズホリデークラブ」については「子育て・教育」欄

（  P75 ）参照。

教育センター（はぐくみセンター内）
教育支援・相談課��☎0742-36-0401（直通）　　�

☎0742-93-8197（相談専用）

　生涯学習  P121 をご覧ください。

その他の学習について

不登校にかかわる相談
　学校に行きにくい児童生徒やその保護者の教育相談を
行います。あわせて、学習支援や体験活動等を行う教室を
設置し、社会復帰や学校復帰を目指し支援します。

特別支援教育にかかわる相談
　特別な支援が必要な児童生徒の就学に関わる相談や発
達検査に、専門の相談員が対応します。

教育相談総合窓口
☎0742-93-8199

　「いじめ」等の問題で悩むことなく、
安心して学校生活を送ることができる
よう、相談窓口を設置しています。
ストップ いじめ ならダイヤル
　☎0742-36-0012（24時間対応）
ストップ いじめ ならメール（24時間受付）
　Eメール：stop-ijime@city.nara.lg.jp
※ 土・日曜日、祝日、夜間など、すぐに返信できない場合もあります。

いじめ相談窓口
いじめ防止生徒指導課��☎0742-34-4863

不審者情報のメール配信(なら子どもサポートネット)
いじめ防止生徒指導課  ☎0742-34-4863

登録・閲覧は https://supportnet.naracity.ed.jp

　子どもたちの安全確保に関する情報を、登
録者へメールで配信します。

転入
市民課で転入届けをした後、教育総務課へ申し出てく
ださい。就学する学校へ提出する「就学通知書」を渡し
ます。

転出
市民課で転出届けをした後、市民課で発行した「転出証
明書」を持って教育総務課へ申し出てください。就学し
ていた学校へ提出する「転学通知書」を渡します。

市内転居

市民課で転居届けをした後、教育総務課へ申し出てく
ださい。「就学通知書」および「転学通知書」を渡します。
同一校区内での転居の場合も必ず教育総務課へ申し出
てください。
※ なお、転入、転出、転居届けは出張所・行政センターで

もできます。
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名 称 場 所 電話番号

市 

立

椿井 椿井町25 0742-23-7062
飛鳥 紀寺町785 0742-26-3201
鼓阪 雑司町97 0742-26-5006
済美 西木辻町5-2 0742-26-0312
佐保 法蓮町280-1 0742-23-7065
大宮 大宮町四丁目223-1 0742-33-0031
都跡 四条大路五丁目6-1 0742-33-1431
大安寺 大安寺二丁目15-1 0742-61-7067
東市 古市町268 0742-61-6563
平城 秋篠町1394 0742-45-4151
辰市 西九条町一丁目7-1 0742-61-7069
明治 北永井町414 0742-62-4464
帯解 柴屋町9 0742-62-4411
伏見 菅原町370 0742-45-4488
富雄南 中町4185 0742-45-4631
富雄北 富雄北一丁目13-6 0742-45-7071
田原 横田町199-1 0742-81-0021
柳生 柳生下町138 0742-94-0223
興東 須川町1424 0742-95-0202
あやめ池 あやめ池南九丁目939-39 0742-45-7461
鶴舞 鶴舞東町2-1 0742-45-7321
鳥見 鳥見町三丁目11-2 0742-43-4723
登美ヶ丘 西登美ヶ丘四丁目21-1 0742-44-2661
六条 六条二丁目14-1 0742-44-2606
青和 百楽園四丁目1-1 0742-44-2668

東登美ヶ丘 東登美ヶ丘四丁目21-33 0742-43-3850
二名 二名一丁目3716-1 0742-43-3810
西大寺北 西大寺赤田町一丁目6-1 0742-43-7433
富雄第三 帝塚山南二丁目11-1 0742-43-9568
平城西 東登美ヶ丘三丁目1093-1 0742-47-0506
大安寺西 大安寺西一丁目342 0742-33-6163
三碓 西千代ヶ丘一丁目20-9 0742-47-1546
ならやま 神功二丁目1 0742-71-2011
朱雀 朱雀六丁目10-1 0742-71-5220
済美南 南京終町676 0742-62-7872
鼓阪北 青山九丁目3-1 0742-22-5878
伏見南 宝来五丁目2-1 0742-49-0180
佐保台 佐保台三丁目902-341 0742-71-0460
佐保川 法蓮町229-1 0742-35-5856
左京 左京三丁目1-1 0742-72-0582
月ヶ瀬 月ヶ瀬尾山2551 0743-92-0014
都祁 都祁白石町974 0743-82-0053

国 

立
奈良教育大学附属 高畑町奈良教育大学構内 0742-27-9281
奈良女子大学附属 百楽園一丁目7-28 0742-45-4455

奈良市内の小学校

市立高等学校
名 称 場 所 電話番号

市 

立 一条 法華寺町1351 0742-33-7075

奈良市内の中学校（中等教育学校）
名 称 場 所 電話番号

市 
立

春日 西木辻町67
0742-61-7071
夜間学級

0742-62-2629
三笠 三条川西町3-1 0742-33-1472
若草 法蓮町1416-1 0742-26-3273
伏見 西大寺野神町一丁目6-1 0742-45-7332
富雄 三碓二丁目3-12 0742-45-4381
都南 南永井町98-1 0742-61-7070
田原 横田町199-1 0742-81-0021

興東館柳生 大柳生町832 0742-93-0080
登美ヶ丘 東登美ヶ丘三丁目1059 0742-44-3612
ならやま 神功二丁目1 0742-71-2011
二名 二名一丁目3667-2 0742-43-9570
京西 平松四丁目3-1 0742-46-5810
富雄南 藤ノ木台一丁目5-13 0742-48-1671
平城 秋篠町1333 0742-45-9405
飛鳥 高畑町1475-1 0742-22-1890

登美ヶ丘北 北登美ヶ丘一丁目1-1 0742-43-0176
都跡 柏木町13 0742-33-1378
平城東 朱雀六丁目11 0742-71-6981
月ヶ瀬 月ヶ瀬尾山2551 0743-92-0020
都祁 針町2554 0743-82-0300
富雄第三 帝塚山南二丁目11-1 0742-43-9568

一条高等学校附属 法華寺町1351 0742-33-7075
国 

立
奈良教育大学附属 法蓮町2058-2 0742-26-1410
奈良女子大学附属 東紀寺町一丁目60-1 0742-26-2571

私 

立

奈良育英 法蓮町1000 0742-26-2845
育英西 三松四丁目637-1 0742-47-0688
東大寺学園 山陵町1375 0742-47-5511
帝塚山 学園南三丁目1-3 0742-41-4685

奈良学園登美ヶ丘 中登美ヶ丘三丁目15-1 0742-93-5111
注：奈良女子大学附属は6年制の中等教育学校です。

名 称 場 所 電話番号

私 

立

奈良育英グローバル 法蓮町1000 0742-26-2847
帝塚山 学園南三丁目1-3 0742-41-9624
奈良学園 中登美ヶ丘三丁目15-1 0742-93-5111
近畿大学附属 あやめ池北一丁目33-3 0742-53-1200
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