ダイヤルガイド
◉本庁、出張所、行政センター、連絡所

市役所コールセンター………………………
奈良市役所…………………………………
西部出張所…………………………………
東部出張所…………………………………
北部出張所…………………………………
月ヶ瀬行政センター… ………………………
都祁行政センター……………………………
東寺林連絡所………………………………
東市連絡所…………………………………
平城連絡所…………………………………
大安寺連絡所………………………………
辰市連絡所…………………………………
明治連絡所…………………………………
帯解連絡所…………………………………
精華連絡所…………………………………
伏見連絡所…………………………………
田原連絡所…………………………………
市民サービスセンター………………………

0742-36-4894
0742-34-1111
0742-44-1005
0742-93-0001
0742-71-1017
0743-92-0131
0743-82-0201
0742-26-2871
0742-61-7043
0742-45-4044
0742-61-7045
0742-61-7046
0742-61-7047
0742-62-3473
0742-62-9200
0742-45-4512
0742-81-0001
0742-36-5913

◉スポーツ（使用申込みについては「スポーツ」107ページ参照）

◉文化・集会・研修

ならまちセンター……………………………
なら100年会館………………………………
生涯学習センター……………………………
中部公民館…………………………………
西部公民館…………………………………
南部公民館…………………………………
三笠公民館 … ………………………………
田原公民館…………………………………
富雄公民館…………………………………

0742-27-1151
0742-34-0100
0742-26-8811
0742-26-6506
0742-44-0101
0742-62-5931
0742-33-0515
0742-81-0888
0742-43-5386

◉福祉

市社会福祉協議会…………………………
ボランティアセンター… ……………………
ボランティアインフォメーションセンター…
総合福祉センター……………………………

ダイヤルガイド

ならでんアリーナ
（中央体育館）
… ………… 0742-24-1501
ならでん第二アリーナ
（中央第二体育館）
… 0742-26-0264
ならでん武道場
（中央武道場）
……………… 0742-26-1060
ならでん第二武道場
（中央第二武道場）
…… 0742-27-6163
ならでんフィールド
（鴻ノ池陸上競技場）…… 0742-22-0001
ならでんスタジアム
（鴻ノ池球場）… … 0742-22-0001（ならでんフィールド）
ならでん鴻ノ池コート
（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… ……………………… 0742-34-3585
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
（夏季のみ）
青山プール
……………………… 0742-26-2996
ならやま屋内温水プール…………………… 0742-71-0774
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………………………………… 0743-82-2112
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

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
入江泰吉記念奈良市写真美術館 … ……… 0742-22-9811
史料保存館………………………………… 0742-27-0169
音声館……………………………………… 0742-27-7700
名勝大乗院庭園文化館…………………… 0742-24-0808
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
（地域活動推進課）
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
（地域活動推進課）
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
（地域活動推進課）
月瀬地域ふれあい会館…… 0742-34-4869
（地域活動推進課）
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
杉岡華邨書道美術館……………………… 0742-24-4111
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
男女共同参画センター
「あすなら」………… 0742-81-3100
奈良市美術館 … …………………………… 0742-30-1510
都祁交流センター…………………………… 0743-82-2112
入江泰吉旧居……………………………… 0742-27-1689

0742-93-3100
0742-26-2270
0742-93-8435
0742-71-0770
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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
保育所………………………………………… 99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
子ども発達センター………………………… 0742-20-2100

◉清

掃

廃棄物対策課………………………………
廃棄物対策課
（産業廃棄物関係）
……………
衛生浄化センター……………………………
クリーンセンター建設準備課… ……………
リサイクル推進課……………………………
収集課………………………………………
まち美化推進課………………………………
環境清美工場………………………………
持込ごみ・大型ごみ収集申込   … …………

◉衛生

ダイヤルガイド

医療政策課… …………
保健・環境検査課………
奈良市保健所
生活衛生課… …………
（はぐくみセンター内）
保健予防課… …………
健康増進課… …………
中央保健センター
（はぐくみセンター内）…
都祁保健センター……………………………
月ヶ瀬健康相談室……………………………
医療事業課
… ………
（はぐくみセンター内）
都祁診療所…………………………………
柳生診療所…………………………………
月ヶ瀬診療所…………………………………
田原診療所…………………………………
興東診療所…………………………………
休日夜間応急診療所 … ……………………
休日歯科応急診療所 … ……………………
寺山霊苑事務所……………………………
総合医療検査センター………………………
市立奈良病院………………………………
◉人権文化センター
北人権文化センター…………………………
中人権文化センター…………………………
東人権文化センター…………………………
南人権文化センター…………………………

◉教育

教育支援課… …………
教育センター
教育相談課… …………
（はぐくみセンター内）
教育相談専用… ………
一条高等学校………………………………
小・中学校… …………………………………
幼稚園………………………………………
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0742-71-3001
0742-71-2226
0742-33-2942
0742-34-5314
0742-61-9900
0742-71-3012
0742-71-3003
0742-71-3000
0742-71-9011

0742-93-8392
0742-93-8394
0742-93-8395
0742-93-8397
0742-34-5129
0742-34-5129
0743-82-0341
0743-92-0480
0742-93-8526
0743-82-1411
0742-94-0210
0743-92-0030
0742-81-0027
0742-93-0130
0742-34-1228
0742-70-4182
0742-22-7022
0742-33-7876
0742-24-1251
0742-22-7776
0742-27-3019
0742-61-2236
0742-61-2029

0742-36-0401
0742-93-8197
0742-93-8199
0742-33-7075
103ページ参照
100ページ参照

認定こども園…………………………………… 98ページ参照
奈良市立看護専門学校…………………… 0742-81-3301

◉消防

総務課…………………………
消防課…………………………
消防局
救急課…………………………
予防課…………………………
指令課…………………………
防災センター…………………………………
中央消防署…………………………………
佐保分署……………………………………
南部分署……………………………………
南消防署……………………………………
西大寺分署…………………………………
西消防署……………………………………
富雄分署……………………………………
北消防署……………………………………
東消防署……………………………………
東部分署……………………………………
月ヶ瀬分署……………………………………

0742-35-1199
0742-35-1193
0742-35-1190
0742-35-1192
0742-35-0119
0742-35-1106
0742-22-7051
0742-22-7055
0742-61-7025
0742-35-1149
0742-33-4605
0742-45-7621
0742-47-7119
0742-71-9119
0743-82-0513
0742-93-0119
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
（柳生町）
東部上下水道管理室
……………… 0742-94-0330

◉観光

観光センター…………………………………
観光協会……………………………………
総合観光案内所
（JR 旧奈良駅舎）
… ………
旧鍋屋交番きたまち案内所
（きたまち鍋屋観光案内所）
………………
きたまち転害門観光案内所…………………
ならまち格子の家……………………………
奈良町からくりおもちゃ館… ………………
奈良町にぎわいの家…………………………
奈良町南観光案内所………………………
柳生観光協会
（旧柳生藩家老屋敷）
…………
針テラス情報館………………………………
梅の郷月ヶ瀬温泉……………………………
月ヶ瀬梅の資料館……………………………
なら工藝館……………………………………

◉その他

奈良市清美公社……………………………
シルバー人材センター………………………
月ヶ瀬温泉ふれあい市場……………………
湖畔の里
“つきがせ”
…………………………
ロマントピア月ヶ瀬… ………………………
奈良市月ヶ瀬農畜産物処理加工施設………
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 ……

0742-22-3900
0742-27-8866
0742-27-2223
0742-23-1928
0742-24-1940
0742-23-4820
0742-26-5656
0742-20-1917
0742-94-3500
0742-94-0002
0743-82-5633
0743-92-0388
0743-92-0300
0742-27-0033

0742-33-8782
0742-50-4004
0743-92-0801
0743-92-0066
0743-92-0810
0743-92-0230
0743-84-0274

くらしの情報 INDEX
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医療マップ

156

医療マップ（生駒市）

159

愛車の健康法

152

歯科マップ

158

奈良市くらしのマップ

160

ヘアケア

168

葬儀について

172

奈良市のおいしいお店

162

新築・リフォーム

170

墓石・仏壇について

「くらしの情報」ページは、暮らしに役立つ情報を掲載しています。
なお、地図のページに関しては、
該当ページに広告を掲載いただいた施設の情報のみ表示しています。
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