
【中津市】H29.5.30（火）記者会見資料 

親子で安心しておでかけ！ 

～「赤ちゃんの駅」事業がいよいよスタート ～ 

 

中津市では、乳幼児を抱える子育て中の保護者が安心して外出できるよう、急な授乳やおむつ

替えの際に無料で利用できる市内施設を「赤ちゃんの駅」として登録し、広く情報提供を行うサ

ービスを 6月 1日から始めます。 

登録店には、一目で分かるステッカーを掲示していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

１．背景・趣旨  

お子さん連れで外出する機会の多い子育て中の方から、「外出時の

ミルクをあげられる施設をもっと増やして欲しい（お湯・オムツ替え

スペース）」、「授乳やおむつ替えのコーナーがどこにあるのか知りた

い」（H28.6 市アンケート意見欄）といった意見が多く寄せられてい

ます。 

市内にある多くの商業施設や公共施設には、すでに授乳室等を備え

ている施設があります。こうした情報を集約し、統一したシンボルマ

ークを使用して情報提供を図ることで、子育て中の親子が安心して外

出できる環境づくりを進めます。 

 

２．登録状況（5月 30日時点）  

公共施設 38ヶ所、民間施設 6ヶ所の計 44ヶ所 

 

３． 事業開始  

平成 29年 6月 1日 （ステッカーの掲示、市ホームページで一覧表を情報発信） 

 

４． その他  

今後も募集を継続し、市内全ての利用可能施設を把握し、情報提供したいと考えています。本事業

を広くご紹介いただき、1 ヶ所でも多くの施設に登録していただけるよう、ご協力をお願いします。 

 
問合先：子育て支援課 担当：北山 

（TEL：0979-22-1111・内線 752） 

例）市役所本庁舎１Ｆ 



中津市　赤ちゃんの駅登録一覧 2017/5/30時点

おむつ お湯の提供
替え (ミルク用)

1 中津市役所　本庁 ○ ○ ○
本庁舎1階会計課横に授乳室・おむつ替えコーナー有。
ミルク用のお湯提供。おむつ替えは多目的トイレでも可。

午前8時30分～午後5時15
分

豊田町14-3 0979-22-1111

2 中津市役所　三光支所 ○
午前8時30分～午後5時15
分

三光原口644-7 0979-43-2050

3 中津市役所　本耶馬渓支所 ○
午前8時30分～午後5時15
分

本耶馬渓町曽木1800 0979-52-2211

4 中津市民病院1F ○ ○ 下池永173 0979-22-2480

5 中津市消防署（東部出張所） ○
午前8時30分～午後5時15
分

三光下秣1262 0979-26-9222

6 中津市教育福祉センター ○ ○ 午前9時～午後10時 沖代町1丁目1-11 0979-24-1294

7 三光福祉保健センター ○ 午前8時30分～午後5時 三光成恒421-1 0979-27-7715

8
中津市総合体育館
（ダイハツ九州アリーナ）

○ 午前9時～午後10時 377-1 0979-53-6700

9 中津城公園 ○ 二ノ丁1278-1 0979-22-1121

10 水島公園 ○ 24時間 金谷2323-1 0979-22-1111

11 八幡公園 ○ 大字大悟法787-1 0979-22-1121

12 大貞総合運動公園（遊戯広場） ○ 大字加来2338-1 0979-64-8275

13 大貞総合運動公園（多目的広場） ○ 大字加来2338-1 0979-64-8275

14 下池永公園 ○ 24時間 下池永109 0979-22-1111

15 米山公園 ○ 24時間 大字蛎瀬1351-13 0979-22-1111

16 上如水公園 ○ 24時間 大悟法字野内 0979-22-1111

17 金剛川西公園 ○ 午前7時～午後11時 宮島町15 0979-22-1111

18 いどばた公園 ○ 中殿町3丁目18番地 0979-22-1111

19 小幡記念図書館 ○ ○ ○
女子トイレ・多目的トイレでおむつ替え可。お声かけいただけ
れば、授乳ができる場所やミルク用のお湯の提供可。

開館日の午前9時～午後7時1366番地1 0979-22-0679

20 中津文化会館 ○ 多目的トイレでおむつ替え可。 午前9時～午後10時 豊田町14番地38
0979-24-8717
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

21 南部まちなみ交流館 ○ 午前9時～午後6時 諸町1828 0979-23-6070

22 中津市まちかどステーション ○ 午前10時～午後7時 島田367-14 0979-22-1111

23 新博多町公衆トイレ ○ 午前9時～午後10時 大字下池永325番地 0979-22-6006

24 道の駅中津 ○ ○ 大字加来814番地 0979-64-8830

25 道の駅　耶馬トピア ○ 本耶馬渓町曽木2193-1 0979-52-3030

26 青の洞門公共駐車場公衆トイレ ○ 24時間 中津市本耶馬渓町曽木字鎖渡0979-52-2211

27 青の洞門休憩所 ○ 午前9時～午後5時 本耶馬渓町樋田字内ヶ畑233番10979-52-2211

電話 備考施設名 授乳室 設置場所 利用時間 住所民間



中津市　赤ちゃんの駅登録一覧 2017/5/30時点

おむつ お湯の提供
替え (ミルク用)

電話 備考施設名 授乳室 設置場所 利用時間 住所民間

28 道の駅やまくに ○ 山国町中摩３４８５−４ 0979-62-3680

29 三保交流センター ○ 多目的トイレ内でおつむ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

大字福島1902番地
0979-24-8717
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

30 大幡コミュニティセンター ○ 多目的トイレでおつむ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

大字大貞371番地403
0979-24-8717
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

31 鶴居コミュニティセンター ○ 多目的トイレでおつむ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

大字相原3740番地1
0979-24-8717
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

32 小楠コミュニティセンター ○ 多目的トイレでおむつ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

大字一ツ松251番
0979-24-8717
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

33 中津市清掃センター ○ ○
多目的トイレでおむつ替え可能。給湯室でミルク用のお湯提
供。

月曜日から金曜日
午前8時30分～午後5時15
分
（12月29から1月3日と祝祭
日は利用できません。）

中津市大字福島１４３４

番地
生活保健部　環境施設課
0979-32-4698

34 中央公園 ○ 女子トイレでおむつ替え可。 24時間 豊田14-39
建設部　都市整備課
0979-22-1111・内線374

35 沖代公民館 ○ 多目的トイレでおむつ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

沖代町１丁目６番５２号
0979-23-8202
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

36 今津コミュニティセンター ○ 多目的トイレでおむつ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

中津市大字植野１９７２番
地１

0979-32-0001
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

37 如水コミュニティセンター ○ 多目的トイレでおむつ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

大字合馬４７９番地１
0979-23-8131
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

38 北部公民館 ○ 多目的トイレでおむつ替え可。
月曜日から金曜日
午前9時～午後4時

角木４９４番地１
0979-24-6904
（教育委員会　社会教育課
0979-22-1111・内線485）

39 地域子育て支援センター　木もれび ○ ○ ○
木もれび内でおむつ替えができる場所やミルク用のお湯の提
供可。木もれび内の地域ふれあい室で授乳可。

○

月曜日から金曜日
午前10時～午後6時
土曜日
午前10時～午後4時

大字上宮永字友ノ町13番
地の4

0979-26-1256

40
中津市地域子育て支援センターポー
ル

○ ○
子育て支援センターポール内に授乳室とおむつ替えができる
トイレ有。

○
月曜日から金曜日
午前9時～午後2時
（年末年始・盆・祝日を除く）

蛎瀬643番地 0979-64-9062

41 グランプラザ中津ホテル ○ ○ 身障者トイレを兼ねているため長時間の使用不可 ○

42 ユニクロ　フレスポ中津北店 ○ ○ 午前10時～午後8時 大字大新田287-1 0979-26-1501

43 ベスト電器New中津店 ○ ○ 午前10時～24時 大字下池永114番地 0979-23-4711

44 昭和建設株式会社　中津店 ○ ○ ○ ○
午前9時～午後6時
（12月31日のみ定休日）

大新田97-1 0979-64-8201
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