
「きたかみ赤ちゃんの駅　ほっぺ」　登録施設（令和４年６月22日現在）

新たに追加　　赤字 新たに修正　青字

①おむ
つ替え

②授乳

1
ホーマック㈱スーパーデポ北上
藤沢店

藤沢20-36-１ 61-4600 ○ 入口わき多目的トイレ ９：００～２１：００

2 岩崎地区交流センター 和賀町岩崎18-53-8 73-6076 ○ ○
おむつ替え：多目的トイレ
授乳：和室を提供

９：００～１７：００
平日

3 東北労働金庫北上支店 大通り四丁目１-25 64－2225 ○ 多目的トイレ
９：００～１５：００
平日営業日

4 ドコモショップ北上中央店 柳原町1-4-10 61-0533 ○
多目的トイレ（お声がけでミルク用お
湯提供）

１０：００～１９：００
（年中無休）

5
アメリカンワ－ルド
アメリカンパラダイス

北鬼柳32-44 63-7898 ○ １階中央トイレ手前
１０：００～２１：００
（年中無休）

6
アメリカンワ－ルド
ブックスアメリカン

北鬼柳32-42 63-7600 ○ １階女性用トイレ
９：００～２２：００
（年中無休）

7
80の専門店とイオン　江釣子
ショッピングセンター・パル

北鬼柳19-68 65－2511 ○ ○

おむつ替え：パルは1階トイレ、イオン
は女性用トイレ各所
授乳：パルは1階トイレ（ミルク等給湯
器あり）、イオンは２階赤ちゃん休憩室
（お声がけでミルク用お湯提供）

１０：００～２０：００
（年中無休）

＊臨時休業有

8 北上市総合福祉センター 常盤台二丁目1-63 64-1212 ○ ○
おむつ替え:１階多目的トイレ
授乳：玄関を入って右側（公衆電話ス
ペースと共用）

９：００～２１：００
＊祝日・年末年始及び臨
時休館日以外

9
ツインモールプラザ（さくら野百
貨店北上店）

本通り二丁目２-1 61－5611 ○ ○
おむつ替え：東館２階ベビールーム、
東館３階トイレ、東館４階トイレ、
授乳：東館2階ベビールーム

１０：００～２０：００
店休日（年２日）以外

10 相去地区交流センター 相去町小糠沢19 67-4355 ○ 多目的トイレ
９：００～１７：００
平日

11 北上信用金庫大堤支店 大堤南一丁目4-23 67－2332 ○ １階トイレ
９：００～１５：００
平日
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12 日本現代詩歌文学館 本石町二丁目５-60 65-1728 ○ １階エレベーター前

９：００～１７：００
＊１２月から３月までの
月曜及び年末年始を除
く

13
北上市文化交流センター　さく
らホール

さくら通り二丁目１-１ 61－3300 ○ ○
授乳室
＊おむつは持ち帰り願います。

９：００～２２：００
（年中無休）

14
ソフトバンク北上江釣子イン
ター店

北鬼柳18-161-3 61－0678 ○ ○ 多目的トイレ
１０：００～１９：００
（年中無休）
*時間は変更有

15 ムラタ美容室 諏訪町二丁目6-29 64-2916 ○ ○ 店舗の待合スペース

９：００～１８：００
＊定休日（毎週月曜日及
び毎月第１、第３日曜
日）以外

16
江釣子保育園地域子育て支援
センター

上江釣子17-138-1 77-3920 ○ ○
おむつ替え：トイレ
授乳：和室

１０：００～１６：００
＊土・日・祝日及び年末
年始除く

17 北上市役所　本庁舎 芳町１番1号 64-2111 ○ ○
おむつ替え：１階多目的トイレ
授乳：地下ベビールーム

８：３０～１７：１５
＊土・日・祝日及び年末
年始除く

18 北上市立中央図書館 本石町二丁目５－35 63-3359 ○ ２階女子トイレ
９：００～１９：００
*土・日・祝日は18時ま
で

19 北上市立鬼の館 和賀町岩崎16-131 73-8488 ○ ○
和室
＊催事等により提供できない場合が
あります。

９：００～１７：００
＊12月から３月までの
月曜、祝日の翌日、年末
年始を除く

20 ファミリーマート北上江釣子店 上江釣子7-99-2 71-5286 ○ 多目的トイレ
年中無休
24時間対応

21 古民家cafe ほっこり 二子町野田43 72-7746 ○ ○
和室、エステサロン
＊お湯は提供できます。
＊おむつは持ち帰り願います。

１０：００～１６：００
＊定休日（毎週月曜日）
を除く

22 和風喫茶　手風琴 本通り三丁目2-37 63-3661 ○ ○ 奥座敷
６：３０～１８：００
＊定休日（日曜・祝日）及
び不定期休を除く
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23 江釣子地区交流センター
上江釣子17地割116
番地

77-2468 ○ １階多目的トイレ
9：00～22：00
休館日：12月28日から
翌年の１月４日

24
北上勤労者体育センター　管理
棟

幸町１－３０ 72-7048 ○ ○ ２階和室
９：００～２１：００
＊定休日（毎週月曜日）
を除く

25 黒沢尻北地区交流センター 常盤台１－３０－２０ 65-1941 ○ 多目的トイレ前
９：００～２2：０0
＊年末年始及び臨時休
館日を除く

26 飯豊地区交流センター 村崎野１２－６７－６ 68-2001 ○ 多目的トイレ
９：００～１７：００
平日

27 ㈱アスク興産
九年橋３丁目１８－５
グランドハイツ齋藤
106

72-8635 ○ ○
店舗のキッズスペース
（お声がけでミルク用お湯提供）

９：００～１８：０0
＊お盆及び年末年始を
除く

28 ＣＡＦＥ　ＷＩＬＬＯＷＳ 大通り三丁目1-17 63-2662 ○ ○

・おむつ替え：トイレ
・授乳：授乳室あり
・ミルク用ウォーターサーバーあり
・子どもスペース、離乳食あり
＊おむつは持ち帰り願います。

11：００～１８：０0
＊定休日（毎週月曜日、
第２・第４日曜日）を除く

29
（株）日盛ハウジング　北上支店
住まいの満足館

北鬼柳20-63-1 64-2566 ○ ○

・おむつ替え：１階多目的トイレ
・授乳：２階女子トイレ隣に授乳室あ
り

10：00～17：00
＊定休日（毎週火曜日、
GW、お盆、年末年始）を
除く

30 バースデイ北上北店 村崎野14-476-4 81-6321 ○ ○ ・赤ちゃんルーム（入口入って左側）
10：00～19：00
（年中無休）

31
北上市保健・子育て支援複合施
設hoKko

新穀町一丁目４番１号 72-8261 ○ ○
おむつ替え：1，2階みんなのトイレ
授乳：1階授乳室

10：00～21：00
休館日12/29～1/3

32 グループホームおおきな木 村崎野20地割64-3 62-3316 ○ ○
おむつ替え：多目的トイレ(簡易ベッド
あり)
授乳：職員用休憩室(和室)

9：30～17：30
(年中無休)

33 スマイリーキッズ・デンタルケア
北上市九年橋三丁目
７-22

65-6011 ○ ○
おむつ替え：おむつ交換台
授乳：キッズルーム等
※おむつはお持ち帰り願います。

9：00～16：00
休診日(木曜日、日曜
日、祝日及びお盆、年末
年始)を除く


