
施設名 所在地 連絡先

草野歯科医院
北区野田屋町2-7-
13

086-221-1174
8：00～17：00
水7:00～16:00
土8:00～16:00

木曜・日曜・祝日
診察室2階　授乳室も2階です。エレベーター使用でご希望の方は連絡下さ
い。

大原カイロプラク
ティック

北区野田2-7-12プ
チブル野田102

086-239-3470 10：00～20：00 水曜 カーテンで囲まれたブースが2つにべッドとイスがあります。

さんかく岡山
北区表町3-14-1-
201

086-803-3355
9：30～20：00
日・祝10:00～17:00

火曜
女性用、男性用、多目的トイレ、それぞれにおむつ交換スペースがありま
す。

北ふれあいセンター 北区万成2-6-33 086-251-6500
8：30～21：00
土・日・祝9：00～21：00

第3土曜・年末年始
1階事務所横、2階北福祉事務所、北保健センター内に授乳室があります。
1階～5階までおむつ交換のできる多目的トイレがあります。

やまもと小児歯科・矯
正歯科クリニック

北区北長瀬表町2-
5-12

086-246-8211 9：30～18：00 水曜・日曜・祝日 授乳室内でおむつ交換も可能。トイレ内にオムツ交換台設置。

福祉交流プラザ富原 北区富原1149番地 086-254-2009
9：30～21：00
日9:00～17:00

火曜
授乳室利用の場合は事務所に声をかけてください。調乳用のお湯の提供も
有り。

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33323-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33324-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33324-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33327-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33329-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33330-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33330-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33333-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

岡山西消防防災セン
ター

北区野殿西町427-
1

086-256-1119 8：30～8:30 無休
1階から4階まで多目的トイレがあります。見学に来られる親子連れの皆さん
に広く利用して欲しい

岡山市本庁舎 北区大供1-1-1 086-803-1000 8：30～17：15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

1階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。

岡山市分庁舎 北区大供1-2-3 086-803-1220 8：30～17：15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

1階授乳室は、おむつ交換もできます。１階から6階までおむつ交換のできる
多目的トイレがあります。

岡山市保健福祉会館 北区鹿田町1-1-1 086-803-1000 8：30～17：15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

1階から9階までおむつ交換のできる多目的トイレがあります。

岡山シティミュージア
ム

北区駅元町15-1 086-898-3000 10：00～18：00
月曜・年末年始
※月曜が祝日の場
合、翌日も休館

5階に授乳室があります。4階、5階おむつ交換のできる多目的トイレがあり
ます。

建部町公民館
北区建部町福渡
496-1

086-722-2212
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33334-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33334-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33340-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33341-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33342-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33343-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33343-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33344-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

津高公民館 北区柏谷1677 086-294-4222
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階授乳室は授乳のみ使用。おむつ交換は1階、2階の多目的トイレを利用く
ださい。

一宮公民館 北区一宮638-1 086-284-6224
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階多目的トイレの中にベビーベットがありおむつ交換できます。

大元公民館
北区大元上町10-
31

086-241-8526
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。

岡輝公民館 北区旭本町157-1 086-222-0855
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階に授乳室、　1階、2階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。

御南西公民館 北区田中157-110 086-244-1855
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階、2階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。授乳専用の部屋
はありませんが、必要に応じて提供可能ですので受付に声をかけて下さ
い。

旭公民館 北区広瀬3-26 086-224-0515
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

2階に洗面台の横にベビーベッド設置、おむつ交換可能。授乳室利用の場
合は受付に声をかけて下さい。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33345-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33346-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33347-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33349-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33350-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33351-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

京山公民館 北区伊島町2-9-38 086-253-8302
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

授乳室は大部屋でカーテンをして利用。おむつ交換のできる多目的トイレが
あります。

南方岡山中央地域子
育て支援センター

北区南方1-3-30 086-231-3940 9：30～17：00

月曜・祝日・年末年
始
※月曜が祝日の場
合、翌日も休園

飲食は禁止（お茶を飲むのはよい）
ごみはすべてお持ち帰りください。

福祉交流プラザ岡輝 北区新道57-7 086-225-3352
9:30～21：00
日9：30～17：00

火曜・年末年始
おむつ交換のできる多目的トイレがあります。　授乳の方は事前に電話で
確認してください。※調乳用のお湯の提供有り。必要な方は職員に声をか
けて下さい。

福祉交流プラザ建部
北区建部町中田
570

086-722-0306 8：30～17：00 火曜・年末年始
授乳室は相談室を利用。おむつ交換の際は職員に声をかけて下さい。※調
乳用のお湯の提供有り。必要な方は職員に声をかけて下さい。

福祉交流プラザ大井 北区大井2383-1 086-295-2140
9:30～21：00
日9：30～17：00

火曜・年末年始
授乳室は和室を利用。おむつ交換もできます。※調乳用のお湯の提供有
り。必要な方は職員に声をかけて下さい。

岡山市立高松公民館 北区津寺104 086-287-2057
9：30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33352-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33362-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33362-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33371-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33372-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33373-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33378-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

cafe moni(カフェモニ）
本町店

北区本町10-22 086-231-5455 11：30～23：00 不定休
バリアフリー対応店。トイレにおむつ交換台を設置。多くの市民の方にご利
用いただきたいです。お食事されない方でも気軽にご利用下さい。

御津金川地域子育て
支援センター

北区御津金川476 086-724-1690 9：00～17：30
日曜・祝日・年末年
始

授乳スペースは大部屋をカーテンで仕切って利用。
おむつ交換は畳スペースを利用。はあとふるサロンなど行事満載

アークホテル岡山 北区下石井2-6-1 086-233-2200 10：00～20：00 年中無休
1階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。授乳室をご希望の方は
フロントに声をかけて下さい。スタッフがご案内します。※調乳用のお湯の
提供有り。スタッフに声をかけて下さい。

天満屋　岡山店 北区表町2-1-1 086-231-7111 10：00～19：30 1月1日

6階　ベビー服売り場横に、授乳室があります。同室内でおむつ交換も可
能。地階から7階までのトイレにおむつ交換台設置。地階南、1階南パウダ
ルーム、2階北女性、南パウダールーム、3階北パウダールーム、中央女
性、4階北女性、中央女性、南男性、5階北男性、北女性、中央、6階北女
性、南女性、7階催売場　女性、　計15ヵ所でおむつ交換できます。岡山で
100年の歴史の持つ老舗デパートです。広く市民の皆さまにご利用頂きたい
です。

岡山髙島屋 北区本町6-40 086-221-3822 10:00～19：00 1月1日

7階　ベビー服売場横に授乳室があります。同室内でおむつ交換も可能。地
下2階から8階までトイレにおむつ交換台設置。地下1階、地下2階女性。2階
女性、3階女性、4階女性、5階女性、6階女性、7階男性、女性、8階女性計
10ヵ所でおむつ交換可能。こころに残るおもてなしを「いつも、人から。」いき
いきした地域社会づくりに貢献します。

認定こども園　白ゆり
白ゆり子育て支援セ
ンター

北区辛川市場321-
1

086-284-4272 10：00～15：00 土曜・日曜・祝日

授乳、おむつ交換は畳スペースです。飲食はご遠慮下さい。毎週木曜日（8
月を除く）すくすくサロン開設。絵本の読み聞かせ等を行っています。同敷地
内に発達支援センターもあります。※行事によっては利用できないこともあ
ります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33381-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33381-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33382-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33382-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33399-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33400-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33405-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33407-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33407-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33407-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

岡山市建部町文化セ
ンター

北区建部町建部上
899

086-722-9111 9：00～17：00 月曜・祝日翌日 ２階女性用トイレでおむつ交換ができます。

岡山ワシントンホテル
プラザ

北区本町3-6-201 086-231-9111 0：00～24：00 年中無休 ２階フロントフロアの多目的トイレでおむつ交換ができます。

エディオン下中野店 北区下中野441 086-245-0311
10:15～20:00
土・日・祝10:00～20:00

不定期 １階２階の女性トイレにおむつ交換台があります。

岡山公共職業安定所 北区野田1-1-20 086-241-3222 8:30～17:15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

１階多目的トイレにおむつ交換台があります。授乳の場合は、職員にお申し
出ください。

ピュアリティまきび
北区下石井ニ丁目
6-41

086-232-0511 7:00～22:00 年中無休 １階女性トイレにベビーベットがあります。

岡山マザーズハロー
ワーク

北区本町6-36　第
一ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ7F　ﾊ
ﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ岡山内

086-222-2905
8:30～17:00
第1・3土10:00～17:00

第2･4・5土曜・日
曜・祝日

同フロア７階女性トイレにおむつ交換台があります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33409-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33409-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33500-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33500-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33501-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33502-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33503-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33504-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33504-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

岡山地方法務局本局
北区南方一丁目3-
58

086-224-6128 8:30～17:15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

１階に、おむつ交換のできる多目的トイレ（個室）があります。使用済おむつ
は、お持ち帰りください。

岡山地方法務局岡山
西出張所

北区西古松ニ丁目6-18086-244-7111 8:30～17:15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

１階に、おむつ交換のできる多目的トイレ（個室）があります。使用済おむつ
は、お持ち帰りください。

岡山県備前県民局弓
之町庁舎

北区弓之町6-1 086-233-9801 8:30～17:15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

本館1階多目的トイレにおむつ交換台があります。

岡山市立中央図書館 北区二日市町56 086-223-3373
10:00～18:00
木11:00～19:00

月曜 1階に授乳室、1階2階におむつ交換のできる多目的トイレがあります。

岡山西税務署
北区伊福町四丁目
5-38

086-254-3411 8:30～17:00 土曜・日曜・祝日 1階多目的トイレ内におむつ交換台があります。

ツシマモール
北区津島南一丁目
2-7

086-252-7246 10:00～20：00 元旦 地階～２階の女性トイレにおむつ交換台（計3ｶ所）

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33505-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33506-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33506-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33508-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33508-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33509-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33516-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33518-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

岡山後楽園 北区後楽園1-5 086-272-1148

3/20～9/30
　　　7:30～18:00
10/1～3/19
　　　8:00～17:00

年中無休
園外駐車場付近多目的トイレ、園内正門付近多目的トイレにおむつ交換台
があります。

岡山県立博物館 北区後楽園1-5 086-272-1149

4月～9月
　　　9:00～18:00
10月～3月
　　　9:30～17:00

月曜（月曜が祝日
又は振替休日の場
合翌日）・年末年
始・展示替期間

１階男性用多目的トイレ、女性用多目的トイレにおむつ交換台があります。
使用済みおむつやゴミは必ずお持ち帰りください。当館は有料施設ですの
で、おむつ交換のみのご利用の方は、受付にお申し出ください。

岡山県天神山文化プ
ラザ

北区天神町8-54 086-226-5005 9:00～22：00 月曜・12/28～1/4
2階ベビーコーナーで、授乳・おむつ交換ができます。1階・3階の多目的トイ
レにもおむつ交換台があります。

エディオン一宮店 北区楢津621-1 086-284-8991
10:00～19:00
土・日・祝10:00～20:00

不定期 店舗女性トイレにおむつ交換台があります。

天満屋ハピータウン
岡北店

北区中井町2-2-7 086-234-5111 10:00～21：00 年中無休
2階女子トイレに赤ちゃんルーム（授乳・おむつ替え）。　調乳用のお湯はあ
りません。おむつ交換台は、１階～３階の各男女トイレにあります。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ高
柳店

北区高柳東町14-
36

086-214-0002 9:00～22:00 年中無休 １階女性トイレにおむつ交換台があります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33519-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33522-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33523-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33523-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33524-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33525-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33525-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33526-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33526-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33526-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

岡山市立オリエント美
術館

北区天神町9-31 086-232-3636 9:00～16:30
月曜（月曜が祝日
の場合翌日）・展示
替期間

地下1階女性トイレ内におむつ交換台があります。授乳の際には、受付に声
をかけてください。空いている部屋をご案内いたします。

岡ビル商業協同組合
北区野田屋町1-3-
3

086-222-0281 8:00～16:30 日曜・祝日
１階多目的トイレ内におむつ交換台があります。いいものが安く買える岡ビ
ルです。

岡山県生涯学習セン
ター

北区伊島町三丁目
1-1

086-251-9750 9:00～21:00
月曜・祝日･月曜が
祝日の場合の翌火
曜

交流棟２階多目的トイレ内におむつ交換台があります。

岡山県動物愛護セン
ター　愛護館

北区御津伊田2750 086-724-9512 9:30～16:00
月曜・火曜・年末年
始

愛護館事務室にお声をかけてください。ご案内いたします。調乳用のお湯も
提供します。http://www.pref.okayama.jp/page/detail-28430.html

岡山県総合グラウン
ド

北区いずみ町2番1 086-252-5202 0：00～24：00 12/29～1/3 大規模大会時は駐車場に入れない場合があります。

岡山県総合グラウン
ド陸上競技場（シティ
ライトスタジアム）

北区いずみ町2番1 086-253-3950 8:30～17:00 12/29～1/3
カンコースタジアムの専用使用時に入館できないことがあります。大規模大
会時は駐車場に入れない場合があります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33529-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33529-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33530-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33600-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33600-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33601-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33601-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33604-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33604-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33605-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33605-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33605-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

岡山県総合グラウン
ド　補助陸上競技場

北区いずみ町2番1 086-253-3950 8:30～20:00 12/29～1/3 大規模大会時は駐車場に入れない場合があります。

岡山県総合グラウン
ド　テニスハウス

北区いずみ町2番1 086-253-3950 6:00～21:00 12/29～1/3 大規模大会時は駐車場に入れない場合があります。

岡山県総合グラウン
ド体育館（ジップア
リーナ岡山）

北区いずみ町2番1 086-253-3944 8:30～21:00 12/29～1/3
桃太郎アリーナの｣専用使用時に入館できないことがあります。大規模大会
時は駐車場に入れない場合があります。授乳室は、お湯を沸かせる設備が
あります。

岡山県運転免許セン
ター

北区御津中山444-
3

086-724-2200 8:30～16:30
土曜・祝日・休日・
年末年始

１階に親子ルームがあります。カーテンで仕切って利用していただけます。
ベビーベットは２台あります。日曜日は更新窓口を開設するため、混み合う
可能性があります。

御津スポーツパーク 北区御津高津1566 086-724-9191 9:00～21:00 火曜・年末年始
受付に声をかけて頂き、1階救護室を授乳に利用頂けます。1階女性トイレ
のベビーベットでおむつ交換ができます。  遊具等があるのでご家族で利用
される方が多くいらっしゃいます。

岡山市発達障害者支
援センター

北区春日町5-6 086-236-0051 8:30～17:15 土曜・日曜・祝日
授乳の際はスタッフに声をかけてください。空いている部屋をご案内致しま
す。おむつ替えは、多目的トイレのおむつ交換台、プレイルームのベビーベ
トをご利用ください。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33606-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33606-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33607-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33607-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33608-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33608-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33608-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33609-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33609-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33611-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33613-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33613-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

天然温泉　大家族の
湯

北区久米197-1 086-805-4126 7:00～23:00 年中無休
男女脱衣室におむつ交換台があります。施設利用（有料）の際には、キッズ
ルームや畳の休憩室がご自由にご利用頂けます。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ一
宮店

北区楢津659-6 086-284-9151 8:00～22：00 年中無休 女性トイレにおむつ交換台があります。

ぽかぽか温泉 北区青江2-4-15 086-221-0010
10:00～24：00
土・日・祝8:00～24:00

毎月第3木曜（祝日
の場合は営業）

女性脱衣室におむつ交換台があります。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ下
中野店

北区下中野374-1 086-805-1122 9:00～24：00 年中無休 女性トイレにおむつ交換台があります。

Honda Cars岡山久米
店

北区久米195-1 086-245-1551 10:00～19：00 火曜 ショールーム内に授乳室、女性トイレにおむつ交換台があります。

写真の三愛（スタジオ
サンアイ）

北区大元2-7-25 086-241-3875 9:00～19:00 年中無休 2階ベビールームで授乳・おむつ替えができます。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33614-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33614-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33615-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33615-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33615-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33621-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33625-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33625-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33625-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33628-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33628-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33629-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33629-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

ドコモショップ大元店 北区野田2-11-21 086-246-6868 10:00～20：00 年中無休 多目的トイレにおむつ交換台があります。

ドコモショップ西長瀬
店

北区西長瀬1210-3 086-246-6878 10:00～19：00 年中無休 店舗内トイレにおむつ交換台があります。

わたなべ生鮮館　庭
瀬店

北区平野920 086-292-1234 9:30～21:00 1月1日～4日 1F女性トイレにおむつ交換台があります。

ホンダオートテラス岡
山西

北区西長瀬1215-2 086-241-8530 10:00～19：00 水曜 多目的トイレにおむつ交換台があります。

Honda Cars岡山青江
店

北区青江2-8-39 086-222-3773 10:00～19：00
火曜、年末年始、
GW

多目的トイレで授乳・おむつ交換ができます。調乳用のお湯も提供できま
す。

岡山空港 北区日応寺1277 086-294-5201 6:00～22：00 年中無休
1階国際線チケットロビーの授乳室で授乳・おむつ交換ができます。国内線
１階チケットロビー、国内線2階出発ロビーの男女トイレのおむつ交換台、多
目的トイレのポータブルベットでおむつ交換ができます。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33630-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33631-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33631-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33634-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33634-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33635-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33635-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33641-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33641-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33642-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

ハローズ津高店 北区津高640-1 086-254-8886 0：00～24：00 年中無休 多目的トイレにおむつ交換台があります。

ハローズ花尻店
北区白石西新町9-
116

086-253-5586 0：00～24：00 年中無休 多目的トイレ、女性トイレにおむつ交換台があります。

ハローズ庭瀬店 北区平野1100-1 086-292-3888 0：00～24：00 年中無休 女性トイレにおむつ交換台があります。

ハローズ十日市店
北区十日市西町8-
52-2

086-221-2886 0：00～24：00 年中無休 多目的トイレにおむつ交換台があります。

ザグザグ大元店 北区大元1-13-18 086-805-1300 9:00～22:00 年中無休 お手洗いにおむつ交換台があります。ご気軽にご利用ください。

ザグザグ三門店 北区西崎1-9-38 086-214-5788 9:00～22:00 年中無休 お手洗いにおむつ交換台があります。ご気軽にご利用ください。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33643-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33644-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33645-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33646-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33653-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33654-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

ザグザグ津高店 北区津高916 086-214-6221 9:00～22:00 年中無休 お手洗いにおむつ交換台があります。ご気軽にご利用ください。

Honda Cars岡山　中
仙道店

北区中仙道2-15-
27

086-243-2100 10:00～19：00 水曜
オムツ交換、授乳が出来ます。調乳用のお湯も提供可能です。
（必要な方はスタッフまでお問い合わせ下さい。）

コープ大野辻
北区今三丁目26-
28

086-241-1844 9:30～22:00 1月1日～3日 ファミリートイレ（多目的トイレ）におむつ交換台があります。

ルネスホール
北区内山下一丁目
6-20

086-225-3003
10:00～19:00
（イベント開催時は22:00
まで）

火曜（祝日の場合
は翌日）

一階多目的トイレにおむつ交換台があります。ご気軽にご利用ください。

三菱ＵＦＪ信託銀行岡
山支店

北区平和町1-1 086-226-2205 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日
桃太郎大通りと西川緑道公園に面しています。
１階と５階の多目的トイレにおむつ交換台があります。
多くの方にご利用いただきたいと思います。

岡山県生涯学習セン
ター　人と科学の未
来館サイピア

北区伊島町三丁目
1-1

086-251-9750 9:00～17:00
月曜・祝日･月曜が
祝日の場合の翌火
曜

1階こどもトイレ・授乳室におむつ交換台があります。
こどもトイレ内に授乳室の入り口があります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33655-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38190-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38190-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38191-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38196-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38198-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38198-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38199-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38199-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38199-1576&mps=2500&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ建
部店

北区建部町宮地58 086-722-4300 9:00～22：00 年中無休 1階女性トイレでおむつ交換が出来ます。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ小
山店

北区小山13-2 086-287-6360 9:00～22：00 年中無休 1階女性トイレでおむつ交換が出来ます。

ａｘｃｉｓ　ｎａｌｆ　（アクシ
ス　ナーフ）

北区田中624-1 086-250-0878 10:00～19:00
水曜
（祝日の場合は営
業）

授乳室で授乳が出来ます。

イオンスタイル岡山
北区下石井一丁目
2-1

086-803-6600 9:00～22:00 年中無休 4階赤ちゃんルーム内にあります。

イオンモール岡山
北区下石井一丁目
2-1

086-803-6200 10:00～21:00 年中無休
各フロアの赤ちゃんルーム内にあります。（2階：１個所　3階：1個所　4階：2
箇所　5階：1個所　6階：1個所　7階：1個所　計7箇所）

岡山マツダ本社野田
店

北区野田四丁目14
－20

086-243-1111 9:30～18:00 第1火曜・毎週水曜

鍵がかけられる個室のベビールームがあります。
授乳用椅子、おむつ替え用ベビーベッド、ミルク用の調乳ポット、洗面台を
完備してます。
その他、女性用多目的トイレには、おむつ交換台があります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38774-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38774-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38774-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38775-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38775-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38775-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38826-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38826-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=39879-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=39878-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=39881-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=39881-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

「赤ちゃんの駅」登録施設一覧 　　　　　　　授乳室があります　　　　　　　　　おむつ交換台があります　　　　

登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

日応寺自然の森ス
ポーツ広場

北区日応寺200 086-294-2636 9:00～17:00
月曜・月曜が祝日
の場合火曜・年末
年始

ご家族で、お子様連れで、グリーンシャワーを浴びたり、飛行機の離着陸を
見たりして、ごゆっくり日応寺の自然をお楽しみください。

ドルフィン・メイトこど
も園　中山下

北区中山下一丁目
6-5

086-230-2235 7:30～18:30 日曜・祝日
園内に入るとき、ドアにロックがかかっていますので、入室の際はインター
フォンでお声かけ下さい。

富永薬局　奉還町店
北区奉還町１－２
－７

086-256-6282 9:00～18:30 日曜・祝日
完全個室のマザーブース（ミニキッチン、おむつ交換台）完備。ゆったりした
椅子に掛けて授乳できます。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ庭
瀬店

北区平野859‐1 086-292-0711 9:00～23:00 年中無休 女子トイレと多目的トイレにおむつ交換台があります。

清輝児童センター 北区新道２－２０ 086-225-6124

4月～9月
     10:00～18:00
10月～3月
     10:00～17:00

毎週月曜（8月のみ
日曜）・第3日曜・祝
日・年末年始

2階集会室におむつ交換台とベビーベッドがあります。

三門児童センター
北区三門西町６－
３２

086-254-9775

4月～9月
     10:00～18:00
10月～3月
     10:00～17:00

毎週月曜（8月のみ
日曜）・第3日曜・祝
日・年末年始

トイレ前の廊下におむつ交換台があります

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=39955-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=39955-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=79999-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=79999-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=80000-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=b4c54b98-25bb-4941-822c-c783b0d7e511&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=b4c54b98-25bb-4941-822c-c783b0d7e511&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=b4c54b98-25bb-4941-822c-c783b0d7e511&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=05ea0560-da91-48c4-a65e-af94f47a6110&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=5b7a02e8-5b4c-442e-a0d0-e35ffed14624&mid=1079#
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登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

大井児童館
北区大井２３８２－
１

086-295-0915

4月～9月
     10:00～18:00
10月～3月
     10:00～17:00

毎週月曜（8月のみ
日曜）・第3日曜・祝
日・年末年始

図書室におむつ交換台があります

富原児童館 北区富原１１４０ 086-254-9727

4月～9月
     10:00～18:00
10月～3月
     10:00～17:00

毎週月曜（8月のみ
日曜）・第3日曜・祝
日・年末年始

図書室におむつ交換台があります。
授乳をしたい方には対応できます。

平津児童館 北区楢津２１６８ 086-284-0348

4月～9月
     10:00～18:00
10月～3月
     10:00～17:00

毎週月曜・第3日
曜・祝日・年末年始

女子トイレの中におむつ交換台があります。集会室でベビーベッドがあり，
おむつ替えや授乳ができます。

馬屋下児童館 北区大窪４９－５ 086-284-0408

4月～9月
     10:00～18:00
10月～3月
     10:00～17:00

毎週月曜・第3日
曜・祝日・年末年始

要望があれば部屋（授乳、おむつ替え）を使用できます。

きれいわ歯科
北区津島京町1-
50-1

086-256-1001 900～19:00
毎週木曜・日曜・祝
日

女子トイレの中におむつ交換台があります。

足守公民館 北区足守718 086-295-1942
9:30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階車いす対応トイレの中におむつ交換台があります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=dfba5161-4992-460c-bd27-b7295fecdc50&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=e1dcdcaf-3abb-4896-a96b-17a8b720623b&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=eba61028-ac37-45bb-a24c-aa4d991a6a38&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=71979d3f-cdbd-4ae6-a401-3621e41a97e9&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=e55d2b0f-5ab4-4ee0-a320-b8f68f02e02f&mid=1079#
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登録施設 サービス
提供内容

利用可能時間 休業日等 備　　　　考

御津公民館 北区御津宇垣1629 086-724-1441
9:30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階多目的トイレの中におむつ交換台があります。

吉備公民館 北区庭瀬416 086-294-2170
9:30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

1階多目的トイレの中におむつ交換台があります。

岡西公民j館 北区下伊福西1-48 086-253-7581
9:30～21：00
日9：30～17：00

水曜・祝日・年末年
始
※水曜が祝日の場
合、翌日も休館

2階女性用トイレにおむつ交換台があります。


