
子育て・教育
入院助産

 子育て相談課  ☎0742-34-4804
　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

未熟児養育医療
自立支援医療（育成医療）
小児慢性特定疾病医療

 保健予防課  ☎0742-93-8397
「健康・保健」欄（60ページ）参照

妊婦健康診査
 健康増進課  ☎0742-34-5129

「健康・保健」欄（54ページ）参照

児童扶養手当
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

　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
障がいの状態にある児童を養育している母か父（または、母
か父にか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。

手当、助成
特別児童扶養手当

 子ども育成課  ☎0742-34-5042
　心身に一定の障がいのある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、その児童が障がいを事由とす
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。

児童手当
 子ども育成課  ☎0742-34-5160
※電話でのお問い合わせは、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
※··平成24年6月から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
※公務員は勤務先から支給

子ども医療費の助成
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

　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
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ひとり親家庭等医療費の助成
 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。

交通遺児等激励金等支給
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　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。

就学援助制度
 教育総務課  ☎0742-34-5337

「子育て・教育」欄（102ページ）参照

障害児福祉手当
 障がい福祉課  ☎0742-34-4593

「福祉」欄（76ページ）参照

家庭児童相談
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

「相談」欄（50ページ）参照

こんにちは赤ちゃん訪問
（乳児家庭全戸訪問）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。

母親教室（はじめてのママパパサロン）
 健康増進課  ☎0742-34-5129

「健康・保健」欄（60ページ）参照

5か月児離乳食教室
 健康増進課  ☎0742-34-5129

「健康・保健」欄（60ページ）参照

1歳0か月児むし歯予防教室
 健康増進課  ☎0742-34-5129

「健康・保健」欄（60ページ）参照

妊産婦・乳幼児健康相談
 健康増進課  ☎0742-34-5129
 都祁保健センター  ☎0743-82-0341
 月ヶ瀬健康相談室  ☎0743-92-0480

「健康・保健」欄（59ページ）参照

養育支援訪問事業
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　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。

子育て支援
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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

ぶんタン
中登美ヶ丘三丁目15-1
（奈良学園大学奈良文化女
子短期大学部）

月～金曜日
午前10時～午後4時

0742-
93-5545

マザー
リーフ 二条町二丁目2-8·2階

月～土曜日
（火曜日除く）
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

名 称 住 所 開催日時（※） 対 象 お問い合わせ
いこいの
ひろば

古市児童館
（古市町1263）

月～金曜日
午前9時～12時

乳児～
就学前の
児童と
その
保護者

0742-
62-7300

子育て
ひろば

横井児童館
（横井五丁目337-2）

月～金曜日
午前9時～12時

0742-
62-0307

親子
ひろば

東之阪児童館
（川上町461-1）

月～金曜日
午前9時～12時

0742-
27-8263

あゆみ
の広場

大宮児童館
（西之阪町5-1）

月～金曜日
午前9時～12時

0742-
27-2220

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

伏見幼稚園内※
旧バンビーホーム 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 飛鳥幼稚園 紀寺町826

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
ぱふ 富雄第三幼稚園 帝塚山南二丁目11-2
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
みあと子育てサロン 都跡公民館 五条町204-1
とみがおか
すくすくサロン 登美ヶ丘公民館 中登美ヶ丘三丁目

4162-81
ぷよ☆ぷよの会 京西公民館 六条西一丁目3-43-2
富雄南とっとこ広場 富雄南公民館 中町501-3
おやこふれあいひろば 平城公民館 秋篠町1468

ママ・はぐ
辰市地域ふれあい会館 西九条町二丁目2-44
辰市幼稚園 東九条町393-4

二名すくすく水よう日 二名公民館 学園赤松町3684

※··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

※··子育てサロン天使の広場　平成30年7月～平成31年3月·伏見公民館
（青野町二丁目13-4）で開催予定

※··祝日、年末年始は休み

児童館の子育て広場
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

●···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

子育てスポット（対象：概ね0～3歳の子と保護者）
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

●···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。

子育て短期支援事業
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　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。

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

　「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。

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

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

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

●···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
育
て
・
教
育

な ら 暮 ら し の 便利帳94



名 称 住 所 場 所 開催日時（※） お問い合わせ

ぷーさん 法蓮町
1702-1

東福祉
センター

火～土曜日
午前10時～午後4時

0742-24-
3151

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
奈良市北部
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

ぽっぽ 南永井町
45-1

南福祉
センター

火～土曜日
午前10時～午後4時

0742-62-
3730

※··祝日の翌日、年末年始は休み

※··祝日、年末年始は休み

子育てスポットすくすく広場
（対象：概ね0～3歳の子と保護者）

 子ども育成課  ☎0742-34-5042
●···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

地域子育て支援センター
（対象：概ね0～3歳の子と保護）

 子ども育成課  ☎0742-34-5042
●···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
　登録された子育て支援アドバイザーが、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、ちょっとした育
児の悩みや疑問の相談に応じることなどによって、子育て中の
親の育児の負担感を軽減できるような支援活動を行います。

名　称 場　所 住　所
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 あやめ池幼稚園 あやめ池南九丁目948-1

平城西ぴよぴよひろば 平城西公民館 神功四丁目25

とみの里ひよこ広場 とみの里地域
ふれあい会館

中山町西二丁目
1012-1

pole　pole! 南部公民館明治分館 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

おかあさんと
いっしょにオアシス あいのそのこども園 法蓮町986-73

名 称 住 所 開催日時（※） お問い合わせ

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

奈良 法蓮町1368
（佐保山こども園）

月～土曜日
午前9時～午後5時

0742-27-
0725

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、火、木～土曜日
午前10時～午後4時

0742-81-
3262
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子育てサークル活動支援
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

　子育て中の保護者やその乳幼児が、集まり、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、
必要に応じて、子育て中の保護者に紹介するほか、子育て支
援に関する情報提供を行います。

キッズホリデークラブ
 教育支援課  ☎0742-36-0401

　土曜・日曜日等に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。

被虐待児童対策地域協議会
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　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、
「奈良市被虐待児童対策地域協議会」を設置しています。

虐待通告・相談
 子育て相談課  ☎0742-34-5597

　【平日午前8時30分～午後5時15分】
 奈良県中央こども家庭相談センター  

　☎0742-26-3788　【24時間365日】
 全国共通ダイヤル

　☎189　（近くの児童相談所につながります）

子育て相談
「相談」欄（51ページ）参照
各認定こども園・保育所・幼稚園（98ページ参照）

一時預かり
 保育所・幼稚園課  ☎0742-34-5086

　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　
奈良ルーテル保育園· ☎0742-23-5363
桃の木保育園· ☎0742-22-1699
桜華保育園· ☎0742-51-0115
西の京さくら保育園· ☎0742-32-4150
あいづ保育園· ☎0742-61-1117
とみお駅前保育園· ☎0742-41-7223
西ノ京みどりの園保育園· ☎0742-81-8011
新大宮駅前みどりの園保育園· ☎0742-36-6777
学研奈良ピュア保育園· ☎0742-81-3081
YMCAなら保育園· ☎0742-48-2525
西大寺南みどりの園保育園· ☎0742-51-6660
奈良認定こども園学園前学園· ☎0742-43-7002
奈良認定こども園あやめ池学園· ☎0742-52-8801
奈良認定こども園富雄学園· ☎0742-43-0662
佐保山こども園· ☎0742-23-5512
YMCAあきしの保育園· ☎0742-49-2525
ニチイキッズ伏見菅原保育園· ☎0742-53-8125

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2,000円～5,000円、飲食費等の実費負担あり

病児・病後児保育
 保育所・幼稚園課  ☎0742-34-5086

　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。

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

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

子ども発達センター
 子育て相談課  

　発達障がいや言語・情緒・行動に発達の課題を抱える就学
前の幼児とその保護者を対象に、「療育相談室」と児童福祉
法に規定する「児童発達支援」を実施しています。

所在地　紀寺町580番地の2
開館時間　平日午前8時30分～午後5時15分

●···療育相談室　「療育相談（電話・来所）」
　心理士、保育教育士、保健師等が、就学前の幼児の療育
に関する相談に応じます。
療育相談専用ダイヤル　☎0742-20-2100
※相談時間　平日午前9時～正午、午後1時～4時

●···児童発達支援　「いっぽ」
　療育の必要性が認められる就学前の幼児を対象に、日
常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応
訓練を行います。
問い合わせ先　☎0742-27-5501

障害児通所支援
 障がい福祉課  ☎0742-34-4593

　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など。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。）

障がい児親子通園室みどり園
 総合福祉センター内  ☎0742-71-0770㈹

　「福祉」欄（78ページ）参照
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母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　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、お問い合わせください。

母子保護の実施
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　生活が経済的、精神的に極めて不安定な状態にあり、その
者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認めら
れる母子家庭及びこれに準ずる事情にある女子に入所の措
置を行い、自立促進のための就労、家庭生活及び児童の養育
に関する相談や助言等の生活指導を行います。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金
 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
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。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　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。

乳幼児健康診査
「健康・保健」欄（54ページ）参照

予防接種
「健康・保健」欄（58ページ）参照

フッ化物塗布
「健康・保健」欄（55ページ）参照

母子家庭等

健診、予防接種 ひとり親家庭等日常生活支援事業
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　母子家庭、父子家庭や寡婦の人が自立促進に必要な技能
習得や就職活動又は疾病などの理由により、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。

ひとり親家庭等生活支援事業
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

　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どうしで交流する情報交
換会を実施しています。

ひとり親家庭等相談
 子育て相談課  ☎0742-34-4804

「相談」欄（50ページ）参照

ひとり親家庭等医療費の助成
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

「子育て・教育」欄（93ページ）参照

児童扶養手当
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

「子育て・教育」欄（92ページ）参照

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）

 子育て相談課
　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

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業

 子育て相談課  ☎0742-34-4804
　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など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。
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認定こども園・保育所・幼稚園  保育所・幼稚園課  ☎0742-34-5086

認定こども園
　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。

保育所
　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。

幼稚園
　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。

利用申請手続き
　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）。
★··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、就学など。

認定こども園名 住　所 1号 2号 3号 電話番号

富雄南こども園 中町4174 〇 〇 0742-43-1606

都祁こども園 都祁白石町1026-6 〇 〇 〇 0743-82-0100

左京こども園 左京三丁目1-2 〇 〇 0742-72-0581

都跡こども園 四条大路五丁目
2-55 〇 〇 0742-33-5661

青和こども園 百楽園四丁目1-1 〇 〇 0742-44-9596

帯解こども園 柴屋町20 〇 〇 〇 0742-61-0554

月ヶ瀬こども園 月ヶ瀬尾山2790 〇 〇 〇 0743-92-0310

柳生こども園 柳生下町156 〇 〇 〇 0742-94-0303

高円こども園 古市町1249 〇 〇 〇 0742-61-0139

神功こども園

（3～5歳児）
神功四丁目13-1（幼児棟）
（0～2歳児）
神功四丁目25-3（乳児棟）

〇 〇 〇 0742-71-4647
0742-71-9365

鶴舞こども園 鶴舞東町2-1 〇 〇 0742-45-4753

若草こども園 川上町493-1 ○ ○ ○ 0742-22-7019

市立認定こども園
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保育所名 住　所 1号 2号 3号 電話番号
三笠保育園 西之阪町9 〇 〇 0742-22-7018
辰市保育園 杏町391-2 〇 〇 0742-61-7020
春日保育園 西木辻町165-2 〇 〇 0742-61-7017
都南保育園 横井一丁目107-1 〇 〇 0742-61-2870
伏見保育園 宝来三丁目9-35 〇 〇 0742-44-2666
大宮保育園 三条大宮町3-8 〇 〇 0742-33-1355
右京保育園 右京五丁目1-1 〇 〇 0742-71-1186
学園南保育園 学園南三丁目15-28 〇 〇 0742-46-1176
京西保育園 六条西一丁目3-43-1 〇 〇 0742-43-9023
富雄保育園 三碓六丁目10-13 〇 〇 0742-45-9341

認定こども園名 住　所 1号 2号 3号 電話番号
奈良カトリック
幼稚園 登大路町36-1 ○ ○ ○ 0742-22-4089

保育所名 住　所 1号 2号 3号 電話番号
極楽坊保育園 紀寺町829 〇 〇 0742-22-4598
奈良ルーテル保育園 小太郎町19 〇 〇 0742-23-5363
西大寺保育園 西大寺芝町一丁目1-4 〇 〇 0742-44-3085
西奈良ルーテル保育園 鳥見町二丁目19-5 〇 〇 0742-44-5475
みのり保育園 高畑町711 〇 〇 0742-23-4615
みずほ保育園 北登美ヶ丘六丁目28-10 〇 〇 0742-46-7050
こまどり保育園 三条添川町5-7 〇 〇 0742-34-7488
桃の木保育園 白毫寺町208 〇 〇 0742-22-1699
桜華保育園 二名一丁目2361-3 〇 〇 0742-51-0115
西の京さくら保育園 五条町292-4 〇 〇 0742-32-4150
あかね保育園 秋篠新町270 〇 〇 0742-52-4321
そら保育園 富雄北三丁目14-3 〇 〇

0742-53-0419そら保育園分園
市立青和こども園内 百楽園四丁目1-1 ○

市立保育所

私立認定こども園（幼稚園型）

私立保育所

認定こども園名 住　所 1号 2号 3号 電話番号

奈良認定こども園
学園前学園

中山町西三丁目
535-200 〇 〇 〇 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
10-13 〇 〇 〇 0742-52-8801

奈良認定こども園
富雄学園

学園大和町六丁目
708-15 〇 〇 〇 0742-43-0662

鶴舞保育園 鶴舞東町1-79-101 〇 〇 〇 0742-45-7861

こだま保育園 あやめ池北二丁目3-97 〇 〇 〇 0742-43-4340

中登美こども園 中登美ヶ丘一丁目4162 〇 〇 〇 0742-44-0351

佐保山こども園 法蓮町1368 〇 〇 〇 0742-23-5512

佐保川こども園 法蓮町393 〇 〇 〇 0742-36-8833

YMCA
あきしの保育園 秋篠新町338 〇 〇 〇 0742-49-2525

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

私立認定こども園

認定こども園名 住　所 1号 2号 3号 電話番号

朱雀こども園

（3～5歳児）
朱雀六丁目10-2（幼児棟）
（0～2歳児）
朱雀六丁目9（乳児棟）

○ ○ ○ 0742-71-5221
0742-71-5185

平城こども園 秋篠町1540-1 ○ ○ 0742-45-4758

東登美ヶ丘
こども園

東登美ヶ丘四丁目
21-26 ○ ○ 0742-43-3151

布目こども園 邑地町40 - - - 休園中
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幼稚園名 住　所 電話番号
奈良女子大学附属幼稚園 学園北一丁目16-14 0742-45-7261
奈良教育大学附属幼稚園 高畑町354 0742-27-9286

幼稚園名 住　所 電話番号
愛染幼稚園 西木辻町110-26 0742-22-4148
いさがわ幼稚園 小川町24 0742-22-5873
学園前ネオポリス幼稚園 学園大和町一丁目215 0742-44-3480
近畿大学附属幼稚園 あやめ池北一丁目33-3 0742-53-1200
西大寺幼稚園 西大寺芝町一丁目1-9 0742-45-4610
親愛幼稚園 登大路町44-2 0742-23-3210
帝塚山幼稚園 学園南三丁目1-3 0742-41-4667
東大寺学園幼稚園 雑司町406-1 0742-22-2958
登美が丘カトリック幼稚園 中登美ヶ丘二丁目1994-2 0742-44-8842
奈良育英幼稚園 法蓮町1000 0742-26-2848
奈良学園幼稚園 中登美ヶ丘三丁目15-1 0742-93-5111
奈良大学附属幼稚園 西大寺国見町一丁目10-1 0742-45-7531
奈良保育学院付属幼稚園 三条宮前町3-6 0742-33-3604
ひかり幼稚園 赤膚町1032 0742-44-7060

国立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園名 住　所 1号 2号 3号 電話番号
登美ヶ丘幼稚園（★）西登美ヶ丘四丁目21-1 〇 0742-44-7071
二名幼稚園 二名一丁目3722 〇 0742-43-3150
六条幼稚園（★）六条二丁目14-2 〇 0742-43-5698
西大寺北幼稚園（★）西大寺赤田町一丁目6-2 〇 0742-43-7435
辰市幼稚園 東九条町393-4 〇 0742-61-1041
富雄第三幼稚園（★）帝塚山南二丁目11-2 〇 0742-43-9566
平城西幼稚園 東登美ヶ丘三丁目1168 〇 0742-47-0507
大安寺西幼稚園（★）大安寺西一丁目348 〇 0742-34-7599
三碓幼稚園 西千代ヶ丘一丁目20-32 〇 0742-47-1581
伏見南幼稚園 宝来五丁目5-3 〇 0742-49-0185
（★）の園は通常教育時間終了後や長期休業期間において在園児を対象
とした預かり保育を実施しています（有料）。

幼稚園名 住　所 1号 2号 3号 電話番号
飛鳥幼稚園 紀寺町826 〇 0742-23-4249
済美幼稚園 西木辻町28 〇 0742-22-7077
佐保幼稚園 法蓮町757-8 〇 0742-22-7078
大宮幼稚園（★）大宮町二丁目1-16 〇 0742-33-0033
大安寺幼稚園（★）大安寺一丁目7-1 〇 0742-61-7032
明治幼稚園（★）神殿町598-1 〇 0742-61-2564
伏見幼稚園（★）菅原町367 〇 0742-45-4745
あやめ池幼稚園 あやめ池南九丁目948-1 〇 0742-45-0374
富雄北幼稚園（★）三松一丁目5-6 〇 0742-45-0515
鳥見幼稚園 鳥見町三丁目11-2 〇 0742-45-7895

小規模保育事業 住　所 1号 2号 3号 電話番号
佐紀こだま保育園 佐紀町2715 〇 0742-32-1210
奈良
すこやか保育園

法華寺町83-5
コスモビル1階 〇 0742-81-8461

ニチイキッズ
伏見菅原保育園

菅原町186·
ひかりビル1-B 〇 0742-53-8125

YMCA
西大寺南保育園

西大寺国見町
1-7-31·1・2階 〇 0742-44-2525

市立幼稚園

地域型保育事業

保育所名 住　所 1号 2号 3号 電話番号
あいづ保育園 八条三丁目904 〇 〇 0742-61-1117
あいづ保育園分園
市立大宮幼稚園内 大宮町二丁目1-16 ○ 0742-34-1771

とみお駅前保育園 富雄川西一丁目3-17 〇 〇 0742-41-7223
すまいる保育園 西木辻町36-1 〇 〇 0742-20-5355
西ノ京
みどりの園保育園 六条二丁目2-1 〇 〇 0742-81-8011

新大宮駅前
みどりの園保育園 芝辻町四丁目11-6 〇 〇 0742-36-6777

学研奈良ピュア保育園 中登美ヶ丘六丁目15-1 〇 〇 0742-81-3081

YMCAなら保育園 西大寺南町4-11
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677-1 ○ ○ 0742-51-6660
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名　称 電話番号
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

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
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

児童館、放課後児童クラブ
（バンビーホーム）

児童館
 子ども育成課  ☎0742-34-5042

　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
な育成をめざしています。

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

　保護者等が仕事など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、児童の健全育成をめざします。

名　称 場　所 電話番号
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
右京バンビーホーム 右京小学校内 0742-71-0835
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
神功バンビーホーム 神功小学校内 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 月ヶ瀬小学校内 0743-92-0085
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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」をお渡しします。
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」をお渡しします。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。

特別支援学校への就学
 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。

就学援助制度
 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。

教育センター（はぐくみセンター内）
 教育支援課  ☎0742-36-0401
 教育相談課  ☎0742-93-8197

　はぐくみセンターの所在地は「保健所」（57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
いくことをめざしています。
　「キッズホリデークラブ」については「子育て・教育」欄（96ペー
ジ）参照。

学校教育  教育委員会

小・中学校への入学
 教育総務課  ☎0742-34-5337

　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
へ持っていってください。
※·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ご注意ください。

小・中学校の転入・転出
 教育総務課  ☎0742-34-5337
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」をお渡しします。

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
（中登美保育園内）

（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」
※·佐保山保育園卒園児優先
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

名　称 場　所 電話番号
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 田原小学校内 0742-81-0223
興東バンビーホーム 興東小学校内 0742-95-0303
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いじめ相談窓口
 いじめ防止生徒指導課  ☎0742-34-4863

　「いじめ」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。

名　称 場　所 電話番号
市 

立 一条 法華寺町1351 0742-33-7075

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
平城西 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
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

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
右京 右京四丁目11-1 0742-71-5524

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
神功 神功二丁目2 0742-71-5218
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

私 

立

奈良育英 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

市立高等学校

奈良市内の中学校（中等教育学校）

奈良市内の小学校
注：奈良女子大学附属は６年制の中等教育学校です。

不審者情報のメール配信 いじめ防止生徒指導課 ☎0742-34-4863

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

　子どもたちの安全確保に向けて、学校等から報告の
あった不審者情報を登録者へメール配信します。また
ホームページで過去の不審者情報を閲覧できます。

名　称 場　所 電話番号

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

教育相談総合窓口
  ☎0742-93-8199
不登校にかかわる相談
不登校状態にある児童生徒に対して専門的なスタッフに
よるカウンセリングと学習支援、集団活動を行ない、児童
生徒が早期に学校復帰ができるように支援します。
特別支援教育にかかわる相談
障害等で特別な支援が必要な児童生徒の就学や生活・学
習・ことばの問題等に専門の相談員が対応します。
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