
施設名 所在地 連絡先

西ふれあいセンター 南区妹尾880-1 086-281-9611
8：30～21：00
土・日・祝9：00～21：00

第3土曜・年末年始
1階福祉事務所内、2階に授乳室、ご利用される場合は１階事務所に声かけ
してください。１階～3階まで

岡山市ウェルポート
なださき

南区片岡159-1 086-363-5001 9：00～21：00 第3土曜・年末年始
2階に授乳室、利用前には事務所に声をかけてください。利用表にご記入お
願いします。1階多目的トイレ

南ふれあいセンター 南区福田690-1 086-261-7001
8：30～21：00
土・日・祝9：00～21：00

第3土曜・年末年始
１階南福祉事務所横、3階に授乳室があります。1階から3階までおむつ交換
のできる多目的トイレがあります。

岡山市南区役所児島
地域センター

南区北浦716番地 086-267-2231 8：30～16：00
土曜・日曜・祝日・
年末年始

選挙期間中は利用不可

妹尾公民館 南区箕島1025-1 086-282-4747
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階の受付で必ず声をかけて下さい。ご案内します。

福田公民館 南区古新田1186 086-282-3773
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。

サービス
提供内容

登録施設

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

備　　　　考利用可能時間 休業日等

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33328-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33331-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33331-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33332-1576&mps=2500
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33337-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33337-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33358-1576&mps=2500
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33359-1576&mps=2500


施設名 所在地 連絡先

サービス
提供内容

登録施設
備　　　　考利用可能時間 休業日等

興除公民館 南区中畦589-1 086-298-2660
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。1階に授乳室があ
ります。

彦崎地域子育て支援
センター

南区彦崎2570-1 086-362-5541 9：00～17：30 日曜・祝日
授乳室は談話室を利用、同室内でおむつ交換もできます。ご利用の際は職
員に声をかけて下さい。

岡山南警察署 南区泉田333-1 086-245-0110 0：00～24：00 無休
庁舎受付員または、宿直員に声をかけて利用してください。授乳の場合も、
声をかけてください。授乳の場については、他用務で使用中は対応できない
こともあります。

ヤマダ電機　テックラ
ンドＮｅｗ岡南本店

南区新福1-2-10 086-250-7300 10:30～21:00 元旦
１階に授乳室があります。おむつ交換台は、１階女性トイレ及び授乳室にあ
ります。

エディオン岡南店 南区新福2-11-10 086-902-2811
10:30～20:00
土・日・祝10:00～20:00

不定期（年4日） ２階駐車場女性トイレ内におむつ交換台があります。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ福
富店

南区福富西ニ丁目
477-1

086-262-1202 9:00～22：00 年中無休 女性トイレにおむつ交換台があります。

浦安総合公園図書館
南区浦安南町493-
2

086-265-6141 10:00～18：00

月曜・第2日曜・祝
日・祝日が休館日
の翌日・館内整理
期間

お話し会室で授乳ができます。ご利用の際はカウンターにお声かけくださ
い。女性トイレ入り口横におむつ替え可能なベビーベットがあります。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33367-1576&mps=2500
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33404-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33404-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33507-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33527-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33527-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33528-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33602-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33602-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33602-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33603-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

サービス
提供内容

登録施設
備　　　　考利用可能時間 休業日等

浦安総合公園　西地
区

南区浦安西町148 086-262-9588 0：00～24：00 年中無休 事務室横多目的トイレにおむつ交換台があります。

岡山市サウスヴィレッ
ジ

南区片岡2468 086-362-5500 9:00～17:00 火曜 入場門横の授乳室が利用できます。おむつ交換もできます。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ灘
崎店

南区西高崎5番地
304

086-363-5077 9:00～22:00 年中無休 女性トイレにおむつ交換台があります。

ニシナフードバスケッ
ト　東畦店

南区東畦83-1 086-282-7247 9:00～21:30 1月1日～2日 多目的トイレにおむつ交換台があります。

うさぎや岡南店 南区千鳥町1-17 086-262-8989 10:00～20：00 1月1日、棚卸日 多目的トイレにおむつ交換台があります。

ハローズ当新田店 南区当新田126-3 086-245-1486 0：00～24：00 年中無休 多目的トイレにパブリックシート、女性トイレにおむつ交換台があります。

ハローズ岡南店 南区松浜町4-7 086-261-0086 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。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33610-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33610-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33612-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33612-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33619-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33619-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33619-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33636-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33636-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33638-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33647-1576&mps=2500#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33648-1576&mps=2500#


施設名 所在地 連絡先

サービス
提供内容

登録施設
備　　　　考利用可能時間 休業日等

コープ大福 南区大福314 086-281-6220 9:30～22:00 1月1日～3日 みんなのトイレ（多目的トイレ）におむつ交換台があります。

マックスバリュ西日本
株式会社マルナカ彦
崎店

南区彦崎2859-1 086-362-1875 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
株式会社マルナカ郡
店

南区郡3010-2 086-267-9000 9:00～21：00 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
株式会社マルナカ築
港店

南区築港元町14-1 086-902-5522 8:00～23：00 年中無休
1階女性・男性トイレとメイン入口右室内の多目的トイレでおむつ交換が出
来ます。Ｊｙせ

コープ福富 南区福富東1-5-2 086-262-6634 9:30～21：00 1月1日～3日 1階女子トイレでおむつ交換が出来ます。

岡山市南区役所
南区浦安南町495
番地5

086-902-3500 8:30～17：15
土曜・日曜・祝日・
年末年始

1階授乳室で授乳、おむつ交換が出来ます。

シティライトフィットネ
ス　コート岡山南

南区当新田４２０－
４

086-246-6211
9:00～22:00
日・祝9:00～20:30

火曜
多目的トイレでおむつ交換可。
授乳は女性用更衣室内の多目的室でできます。
※調乳用のお湯の提供はありません。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38195-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38778-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38778-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38778-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38779-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38779-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38779-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38780-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38780-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38780-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38781-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/gate/?dtp=1079&fid=38782-1576&mps=5000&mtp=1&msz=0&mtl=1576&mcl=2134#
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#


施設名 所在地 連絡先

サービス
提供内容

登録施設
備　　　　考利用可能時間 休業日等

七区児童館 南区北七区６１－８ 086-362-4446

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

毎週日曜・第3土
曜・祝日・年末年始

要望があれば和室（授乳、おむつ交換）を使用できます。

片岡児童館
南区片岡１０３０－
４

086-362-2888

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

要望があれば和室（授乳、おむつ交換）を使用できます。

植松児童館 南区植松３９７ 086-485-5210

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、おむつ交換）を使用できます。

錦児童館
南区藤田７２４－１
２８

086-296-2994

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

要望があれば和室（授乳、おむつ交換）を使用できます。

大曲児童館 南区藤田９２－１ 086-296-2992

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

要望があれば和室（授乳）、ベビーベット（おむつ交換）を使用できます。

興除児童館 南区曽根３４７－１ 086-298-2501

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

要望があれば集会室で授乳おむつ交換として使用できます。

南公民館 南区芳泉3-2-2 086-263-7919
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。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=2ccb7e32-78f5-43e8-b77d-98e41ea67aa4&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=b49a2b13-2b2d-43f5-86fa-aaaa36729463&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=444e61a6-cd0b-4f61-b427-4a004f7bdbf4&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=23e8c108-8729-4f9d-b5b3-65b67dd2c080&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=6fe95af1-dfa7-4c9f-b2d1-c90ed2b54196&mid=1079#
http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/APIDetail/Gate?API=1&linkid=99233655-ad30-4403-9996-396d165e39cd&mid=1079#


施設名 所在地 連絡先

サービス
提供内容

登録施設
備　　　　考利用可能時間 休業日等

藤田公民館 南区藤田508 086-296-2185
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階お手洗いの中におむつ交換台があります。

光南台公民館 南区宮浦1324 086-267-1255
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階多目的トイレの中におむつ交換台があります。

灘崎公民館 南区片岡159-1 086-362-0408
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階に授乳室、利用前には事務所に声をかけてください。利用表にご記入お
願いします。

北公民館 北区津島1-3-14 086-254-4633
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。

芳田公民館 南区西市96-1 086-245-0688
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階障がい者トイレの中におむつ交換台があります。

岡山甲羅本店
南区豊浜町１１－３
８

086-261-4588 11:30～22:00 12/31・1/1
１階多目的トイレにの中におむつ交換台があります。
希望者には、プライバシーを確保した授乳場所が提供されます。

http://www.gis.pref.okayama.jp/okayamacity/map/map.asp?dtp=1079&fid=33331-1576&mps=2500#

