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３ 各警察署（警察本部は少年課・各警察署は生活安全課が窓口）

奈良県警察本部　所　在　地：〒630-8578 奈良市登大路町80番地（奈良県分庁舎1F～4F）
　　　　　　　　電話番号：0742-23-0110

奈良警察署 奈良市三条大路1-1-1 0742-33-0110630-
8013

奈良市の東部（旧都祁村区域を
除く）及び中央部

奈良西警察署 奈良市学園南3-9-22 0742-49-0110631-
0034 奈良市の西部

生駒警察署 生駒市東松ヶ丘6-20 0743-74-0110630-
0244 生駒市

郡山警察署 大和郡山市杉町250-4 0743-56-0110639-
1121 大和郡山市

西和警察署 北葛城郡王寺町葛下1-7-9 0745-72-0110636-
0011

平群町・三郷町・斑鳩町・安堵
町・上牧町・王寺町・河合町

天理警察署 天理市田部町22-4 0743-62-0110632-
0017

天理市・奈良市（旧都祁村区域
のみ）・山添村

桜井警察署 桜井市三輪49-1 0744-46-0110633-
0001 桜井市

宇陀警察署 宇陀市榛原萩原1953-1 0745-82-0110633-
0253

宇陀市・曽爾村・御杖村・
東吉野村

田原本警察署 磯城郡田原本町新町24-1 0744-33-0110636-
0312 川西町・三宅町・田原本町

橿原警察署 橿原市四条町618-1 0744-23-0110 634-
8501 橿原市・高取町・明日香村

高田警察署 大和高田市神楽3-1-9 0745-22-0110635-
0025

大和高田市・葛城市・御所市

（御所庁舎）

（十津川庁舎）

御所市1573 0745-63-0110639-
2305

香芝市畑2-1474-1 0745-71-0110639-
0245 香芝市・広陵町

五條警察署 五條市今井4-4-50 0747-23-0110637-
0004

五條市・野迫川村・十津川村

香芝警察署

吉野郡十津川村小原225-1 0746-63-0110637-
1333

吉野警察署 吉野郡吉野町橋屋185-1 0746-32-0110639-
3118

吉野町・下北山村・上北山村・
川上村

中吉野警察署 吉野郡大淀町下渕389-1 0747-53-0110638-
0821

大淀町・下市町・黒滝村・
天川村

警察署名 管轄区域郵便
番号

所　在　地 電話番号
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４ 県関係機関

中和福祉事務所 大和高田市大中98-4
高田総合庁舎内 0745-22-1701630-

8013

山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・
安堵町・川西町・三宅町・田原本
町・高取町・明日香村・上牧町・
王寺町・広陵町・河合町

吉野福祉事務所 吉野郡吉野町上市133
吉野町中央公民館内 0746-32-5315639-

3111

曽爾村・御杖村・吉野町・大淀町・
下市町・黒滝村・天川村・野迫川
村・下北山村・上北山村・川上村・
東吉野村

福祉事務所 管轄区域郵便
番号

所　在　地 電話番号

１）福祉事務所

郡山保健所 大和郡山市植槻町3-16 0743-53-2701639-
1005

大和郡山市・天理市・生駒市・
山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・
安堵町

葛城保健所 大和高田市大中98-4
（高田総合庁舎内） 0745-22-1701635-

8508

大和高田市・御所市・香芝市・
葛城市・上牧町・王寺町・広陵町・
河合町

桜井保健所 桜井市粟殿1000
（桜井総合庁舎内） 0744-43-3131633-

0062

橿原市・桜井市・宇陀市・川西町・
三宅町・田原本町・曽爾村・御杖
村・高取町・明日香村

吉野保健所 吉野郡下市町新住15-3 0747-52-0551638-
0045

吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・
天川村・下北山村・上北山村・川
上村・東吉野村

内吉野保健所 五條市本町3-1-13 0747-22-3051637-
0041 五條市・野迫川村・十津川村

保　健　所 管轄区域郵便
番号

所　在　地 電話番号

２）保健所
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５ 児童福祉施設等

乳児院
0743-74-1173630-0257 生駒市元町2-14-8いこま乳児院

0745-74-2153636-0116 生駒郡斑鳩町法隆寺2-12-8いかるが乳児院

児童養護施設
0743-74-1172630-0257 生駒市元町2-14-8愛染寮

0745-74-2152636-0116 生駒郡斑鳩町法隆寺2-12-8いかるが園

0743-62-0371632-0018 天理市別所町715-3天理養徳院

0744-42-2831633-0053 桜井市谷480飛鳥学院

0745-82-0107633-0253 宇陀市榛原荻原1758大和育成園

0747-23-5861637-0027 五條市島野町745嚶鳴学院

児童自立支援施設
0742-62-9207630-8411 奈良市高樋町172精華学院

知的障害児施設
0742-45-0691631-0043 奈良市菅野台2-43登美学園

0745-52-5174630-8013 大和高田市根成柿340-1愛の集い学園

0747-52-7631630-0821 吉野郡大淀町下渕1642-20吉野学園

肢体不自由児施設
0742-22-5577630-8211 奈良市雑司町406-1東大寺整肢園

0743-59-1288639-1122 大和郡山市丹後庄町423

0742-21-7111630-8425 奈良市鹿野園町1000-1

0742-22-5577630-8211 奈良市雑司町406-1

0742-45-4591630-8053 奈良市七条2-789

0743-52-3081639-1042 大和郡山市小泉町2815

0742-62-5811630-8424 奈良市古市町1-2

0744-32-0200636-0393 磯城郡田原本町大字多722

肢体不自由児通園施設
0744-32-0200636-0393 磯城郡田原本町大字多722心身障害児総合通園センター

難聴幼児通園施設
0744-32-0200636-0393 磯城郡田原本町大字多722心身障害児総合通園センター

種別／施設名 郵便番号 所　在　地 電話番号

筒井寮

重症心身障害児施設
バルツァ・ゴーデル

東大寺光明園

指定医療機関
国立病院機構奈良医療センター

知的障害児通園施設
仔鹿園

心身障害児総合通園センター

国立病院機構やまと精神医療センター

盲・ろうあ児施設
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６ 重症心身障害児（者）通園事業実施施設

0742-22-5577630-8211 奈良市雑司町406-1東大寺福祉療育病院『華の明』A

0743-52-3081639-1042 大和郡山市小泉町2815国立病院機構やまと
精神医療センター『ほほえみ』B

0744-32-0203636-0393 磯城郡田原本町大字多722総合リハビリテーションセンター
『さくら』A

0747-52-7631638-0821 吉野郡大淀町下渕1642-20吉野学園B

種別／施設名型 郵便番号 所　在　地 電話番号

７ 母子生活支援施設

0742-36-8533630-8113 奈良市法蓮町393佐保山荘

0743-52-2480639-1005 大和郡山市植槻町3-11ライフイン郡山

0744-32-0203639-2244 御所市柏原718ヒューマンかつらぎ

施　設　名 郵便番号 所　在　地 電話番号

８ 関係機関

0743-63-8162632-0018 天理市別所町715-3児童家庭支援センターてんり

0744-44-5800633-0053 桜井市谷265-4児童家庭支援センターあすか

0742-62-7746630-8424 奈良市古市町1-2奈良県発達障害支援センターでぃあ～

0742-22-6729630-8216 奈良市東向南町6奈良県女性センター

機　関　名 郵便番号 所　在　地 電話番号

９ 関係団体

0742-26-3788630-8306 奈良市紀寺町833
中央こども家庭相談センター内奈良県里親会

0744-42-2831633-0053 桜井市谷480-3奈良児童虐待防止ネットワークきずな

機　関　名 郵便番号 所　在　地 電話番号
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