
平成２６年度

事前 事後

1 吉武学童保育所（手洗い場）
・手洗い洗剤（LIONきれいきれい）
イソプロピルメチルフェノール 児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

2 吉武学童保育所（トイレ）

・洗剤・除菌ｸﾘｰﾅｰ（KINCHOｻﾝﾎﾟｰﾙ）
塩酸（95%)、洗浄助剤　液性/酸性
アルキルトリメチルアンモニウム塩（界面活性剤）
・洗浄剤（LION　トイレのルック）
（酸性）、界面活性剤、アルキルスルホン酸
ナトリウム、スルファミン酸（１％）、安定剤
・クレンザー（Kao　マジックリン）
（中性）研磨剤（４％）　安定化剤
界面活性剤（２％　アルキルグリコシド）

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・

児童は立ち入らない・ゴム手袋使用

3 吉武学童保育所（洗濯機置き場）

・洗濯用合成洗剤(P&G　Bold）
界面活性剤(１４% 直鎖アルキルベンゼンスルホン
酸ナトリウム)、工程剤（硫酸塩）、アルカリ剤（炭
酸
塩）、柔軟剤、再付着防止剤、水軟化剤、酵素
　液性/弱アルカリ性

洗濯物を洗う時 適宜使用 常時 常時 洗濯機前の壁に掲示（貼紙）

4 吉武学童保育所（台所）

・漂白剤（ロケット石鹸　キッチンﾌﾞﾘｰﾁ）
次亜塩素酸ナトリウム、
界面活性剤（アルキルアミンオキシド）、
水酸化ナトリウム　　液性/アルカリ性
・台所用合成洗剤（ｋao キュキュット）
界面活性剤（３７％、高級アルコール系（陰イオン）
アルキルグリコシド、アルキルヒドロキシスルホベ
タイン、アルキルアミンオキシド、アルキルグリセ
リルエーテル）
安定化剤、金属封鎖剤、除菌剤

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時
台所流しに掲示（貼紙）・

消毒は児童不在時

5
吉武学童保育所
（冷蔵庫・机上・おもちゃ類・マット）

・消毒剤（ライオンケミカル株式会社ウィルス除去
　　　　　スプレー）
次亜鉛素酸、希塩酸、イオン交換水

冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

6 窓ガラス
・家電用合成洗剤（DAISO ガラス用クリーナー）
　　界面活性剤（0.4％　スルホン酸系（陰イオン））
　　液性/弱アルカリ性

窓ガラスの拭き掃除 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

施設名 吉武小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

指定管理者 吉武地区コミュニティ運営協議会



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 第１学童保育所（手洗い場）

手洗い洗剤（花王　ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗
浄成分)
トリクロサン(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

2 第１学童保育所（トイレ）
除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・金
属封鎖剤・泡調整剤

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・

児童は立ち入らない・ゴム手袋使用

3 第１学童保育所（床）

フローリングウエットシート（昭和紙工　きれいに
おそーじ）
水、ワックス剤、エタノール、プロピレングリコー
ル、 塩化ベンザルコニウム、パラベン、銀イオン
水

ｳｴｯﾄﾀｲﾌﾟの床拭きで毎日拭く 毎日 常時 常時 掃除時間に掲示

4 第１学童保育所（台所）

台所用中性洗剤（P&G　ｼﾞｮｲ）
界面活性剤(35％ アルキルエーテル硫酸エステ
ルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキ
シエチレンアルキルエーテル)、安定化剤、粘度
調整剤台所用消毒剤
（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤（ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、水酸
化ナトリウム（アルカリ剤）

食器洗い、ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒 毎日 常時 常時
台所流しに掲示（貼紙）・

消毒は児童不在時

5 第１学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

机上・冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

6 第１学童保育所（洗濯機置き場）

洗濯洗剤（ライオン　トップﾞ）
界面活性剤(22%、直鎖アルキルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム、アルファオレフィンスルホン酸ナ
トリウム)、安定剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、
けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素、
蛍光増白剤

洗濯物を洗う時 適宜使用 常時 常時 洗濯機前の壁に掲示（貼紙）

7 第２学童保育所（手洗い場）

手洗い洗剤（花王　ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗
浄成分)
トリクロサン(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）

使用時の告知や周知

赤間小学校　学童保育所

子ども育成課

㈱テノ．コーポレーション

主な使用化学物質 使用方法等連番 使用場所

施設名

担当課

指定管理者

使用日または
使用頻度・時期



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

赤間小学校　学童保育所

子ども育成課

㈱テノ．コーポレーション

施設名

担当課

指定管理者

8 第２学童保育所（トイレ）
除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚｸｲｯｸﾙ）
界面活性剤(アルキルグリコシド)、グリコールエー
テル、安定化剤、除菌剤

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・

児童は立ち入らない・ゴム手袋使用

10 第2学童保育所（床）

フローリングウエットシート（昭和紙工　きれいに
おそーじ）
水、ワックス剤、エタノール、プロピレングリコー
ル、 塩化ベンザルコニウム、パラベン、銀イオン
水

ｳｴｯﾄﾀｲﾌﾟの床拭きで毎日拭く 毎日 常時 常時 掃除時間に掲示

11 第２学童保育所（台所）

台所用中性洗剤（花王　ｷｭｷｭｯﾄ）
界面活性剤（43%、高級アルコール系（陰イオ
ン）、アルキルヒドロキシスルホベタイン、アルキ
ルグリコシド、アルキルアミンオキシド、アルキル
グリセリルエーテル）、安定化剤、除菌剤
台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤（ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、水酸
化ナトリウム（アルカリ剤）

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時 台所流しに掲示（貼紙）・消毒は児童不在時

12 第２学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

机上・冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

13 第２学童保育所（洗濯機置き場）

14 第３学童保育所（手洗い場）

手洗い洗剤（花王　ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗
浄成分)
トリクロサン(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

15 第３学童保育所（トイレ）
除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・金
属封鎖剤・泡調整剤

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・

児童は立ち入らない・ゴム手袋使用

16 第３学童保育所（床）

フローリングウエットシート（昭和紙工　きれいに
おそーじ）
水、ワックス剤、エタノール、プロピレングリコー
ル、 塩化ベンザルコニウム、パラベン、銀イオン
水

ｳｴｯﾄﾀｲﾌﾟの床拭きで毎日拭く 毎日 常時 常時 掃除時間に掲示

17 第３学童保育所（洗濯機置き場）



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

赤間小学校　学童保育所

子ども育成課

㈱テノ．コーポレーション

施設名

担当課

指定管理者

18 第３学童保育所（台所）

台所用中性洗剤（P&G　ｼﾞｮｲ）
界面活性剤(35％ アルキルエーテル硫酸エステ
ルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキ
シエチレンアルキルエーテル)、安定化剤、粘度
調整剤　　　　　　　台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲ
ﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤（ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、水酸
化ナトリウム（アルカリ剤）

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時
台所流しに掲示（貼紙）
・消毒は児童不在時

19 第３学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　㈱オーヤラックス　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

机上・冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

20 第３学童保育所（洗濯機置き場）



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 第１学童保育所（手洗い場）

手洗い洗剤（花王　ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗
浄成分)
トリクロサン(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

2 第１学童保育所（トイレ）
除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・金
属封鎖剤・泡調整剤

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・
児童は立ち入らない・

ゴム手袋使用

3 第１学童保育所（床）

フローリングウエットシート（昭和紙工　きれいに
おそーじ）
水、ワックス剤、エタノール、プロピレングリコー
ル、 塩化ベンザルコニウム、パラベン、銀イオン
水

ｳｴｯﾄﾀｲﾌﾟの床拭きで毎日拭く 毎日 常時 常時 掃除時間に掲示

4 第１学童保育所（台所）

台所用洗剤（ｼﾞｮｲ）
水 、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、
アルキルアミンオキシド、
クメンスルホン酸ナトリウム、ポリオキエチレンア
ルキルエーテル、クエン酸三ナトリウム、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、アルコキシ
ル化ポリエチレンイミン

台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤（ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、水酸
化ナトリウム（アルカリ剤）

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時
台所流しに掲示（貼紙）・

消毒は児童不在時

5 第１学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　㈱オーヤラックス　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

机上・冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

6 第１学童保育所（洗濯機置き場）

洗剤（トップﾞ）界面活性剤(39% ポリオキシエチレ
ンアルキルエーテル)、安定化剤、アルカリ剤、抗
菌剤、酵素 洗濯物を洗う時 適宜使用 常時 常時 洗濯機前の壁に掲示（貼紙）

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 赤間西小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 赤間西小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

7 第２学童保育所（手洗い場）

手洗い洗剤（花王　ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗
浄成分)
トリクロサン(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

8 第２学童保育所（トイレ）
除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・金
属封鎖剤・泡調整剤

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・
児童は立ち入らない・

ゴム手袋使用

9 第２学童保育所（床）

フローリングウエットシート（昭和紙工　きれいに
おそーじ）
水、ワックス剤、エタノール、プロピレングリコー
ル、 塩化ベンザルコニウム、パラベン、銀イオン
水

ｳｴｯﾄﾀｲﾌﾟの床拭きで毎日拭く 毎日 常時 常時 掃除時間に掲示

10 第２学童保育所（台所）

台所用洗剤（ｼﾞｮｲ）
水 、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、
アルキルアミンオキシド、
クメンスルホン酸ナトリウム、ポリオキエチレンア
ルキルエーテル、クエン酸三ナトリウム、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、アルコキシ
ル化ポリエチレンイミン

台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤（ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、水酸
化ナトリウム（アルカリ剤）

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時
台所流しに掲示（貼紙）・

消毒は児童不在時

11 第２学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　㈱オーヤラックス　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

机上・冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 第１学童保育所（手洗い場）

(ｷﾚｲｷﾚｲ）
イソプロピルメチルフェノール
・グリセリン、ラウリン酸、ソルビット液、ミリス
チン酸、水酸化K、アクリル酸アルキル共重
合体エマルション-2、モノエタノールアミン、ポ
リスチレンエマルション、香料、EDTA、安息
香酸塩　　　　　　　(ｸﾚﾝｻﾞｰ）
研磨剤、界面活性剤

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

2 第１学童保育所（トイレ）

（便器：ｷﾚｰﾄ剤）
界面活性剤、泡調整剤
（床：ﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、　　界面活性
剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウ
ム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
液性・・・アルカリ性

便器・ﾀｲﾙが汚れた時
床の除菌　　希釈して使用

毎日 常時 常時 ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）

3 第１学童保育所（床）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

希釈して使用 毎日 常時 常時
児童の不在時に最低料使用

4 第１学童保育所（台所）

（ｸﾚﾝｻﾞｰ）
研磨剤、界面活性剤
（ﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、　　界面活性剤
(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水
酸化ナトリウム(アルカリ剤)
液性・・・アルカリ性

希釈して除菌 毎日 常時 常時 壁に掲示（貼紙）

5 第１学童保育所（冷蔵庫・机上）

（ﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸
化ナトリウム(アルカリ剤)
（ピーラックス）
次亜塩素酸ナトリウム 6% (消毒エタノール）エタ
ノール、イソプロパノール

希釈して使用 週1回 常時 常時
壁に掲示（貼紙）

児童不在時に最低料使用

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 河東小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 河東小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

6 第１学童保育所（洗濯機置き場）

（ﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸
化ナトリウム(アルカリ剤)
洗濯洗剤（ライオン　トップﾞ）
界面活性剤(22%、直鎖アルキルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム、アルファオレフィンスルホン酸ナ
トリウム)、安定剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、
けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素、
蛍光増白剤

ハイター：希釈して使用
洗濯洗剤：洗濯物を洗う時

月1回 常時 常時 壁に掲示（貼紙）

7 第２学童保育所（手洗い場）

(ｷﾚｲｷﾚｲ）
イソプロピルメチルフェノール
・グリセリン、ラウリン酸、ソルビット液、ミリス
チン酸、水酸化K、アクリル酸アルキル共重
合体エマルション-2、モノエタノールアミン、ポ
リスチレンエマルション、香料、EDTA、安息
香酸塩　　　　　　　(ﾏｲﾍﾟｯﾄ）
界面活性剤(0.2％、アルキルアミンオキシ
ド)、泡調整剤

児童の手洗い時
手洗い場の清掃時

毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

8 第２学童保育所（トイレ）
（ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘ）
界面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・
金属封鎖剤・泡調整剤

便器・ﾀｲﾙ・床が汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・

児童不在時に使用

9 第２学童保育所（床）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

床の除菌 週１回 常時 常時 児童の不在時に使用・
希釈して最低料使用

10 第２学童保育所（台所）

（ピーラックス）
次亜塩素酸ナトリウム 6%
（ｼﾞｮｲ）
界面活性剤(35％ アルキルエーテル硫酸エステ
ルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキ
シエチレンアルキルエーテル)、安定化剤、粘度
調整剤

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時
台所に掲示

希釈して使用
児童不在時に使用



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 河東小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

11 第２学童保育所（冷蔵庫・机上）

（ピーラックス）
次亜塩素酸ナトリウム 6%
（ｸﾚﾝｻﾞｰ）
研磨剤、界面活性剤

机上・いす・冷蔵庫の中の
殺菌・消毒

適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用　希釈後、水拭き、空ふき

12 第２学童保育所（洗濯機置き場）

（ﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸
化ナトリウム(アルカリ剤)
洗濯洗剤（ライオン　トップﾞ）
界面活性剤(22%、直鎖アルキルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム、アルファオレフィンスルホン酸ナ
トリウム)、安定剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、
けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素、
蛍光増白剤

ハイター：希釈して使用
洗濯洗剤：洗濯物を洗う時

適宜使用 常時 常時 洗濯機前の壁に掲示（貼紙）



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 第１学童保育所（手洗い場）

（ﾋﾞｵﾚU泡）
トリクロサン、精製水、ラウレス硫酸Na、濃グリセ
リン、POE(21)ラウリルエーテル、POEラウリル
エーテル酢酸、PG、ラウリン酸ポリグリセリル、塩
化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロ
キシエチルセルロース、安息香酸塩、エデト酸
塩、水酸化ナトリウム液、　　香料

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

2 第１学童保育所（トイレ）

（ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
界面活性剤(4％、脂肪酸アミドプロピルベタイ
ン)、金属封鎖剤、泡調整剤
（ﾄﾗｲｱﾙ：流せるﾄｲﾚｸﾘｰﾅｰ）
精製水、界面活性剤、グリコール、安定化剤、香
料

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ壁面に掲示（貼紙）・

児童は立ち入らない場所に保管

3 第１学童保育所（床）

（ﾏｲﾍﾟｯﾄ）
界面活性剤(0.2％、アルキルアミンオキシド)泡調
整剤
(ﾚｯｸ：水の激落ちくん）
水酸化ナトリウム0.18%
（床用ワックス：ﾘﾝﾚｲｵｰﾙ）
合成樹脂、ろう、油脂

清掃時
適宜使用

（ワックス年2回）
常時 常時 児童不在時に最低料を使用

4 第１学童保育所（台所）

（ｷｭｷｭｯﾄ）
界面活性剤(37%、高級アルコール系(陰イオン)、
アルキルグリコシド、アルキルヒドロキシスルホベ
タイン、アルキルアミンオキシド、アルキルグリセ
リルエーテル)、安定化剤、金属封鎖剤、除菌剤
（ｸﾚﾝｻﾞｰ：ロケット石鹸ﾚﾓﾝｸﾚﾝｻﾞｰ）　　研磨剤、
界面活性剤、脂肪酸アルカノールアミド。アルカリ
剤　　（フマキラー除菌スプレー）　発酵エタノー
ル、グレープフルーツ種子抽出物、緑茶抽出物

食器洗い、スポンジ等の消
毒

ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒
毎日 常時 常時

台所流しに掲示（貼紙）・
消毒は児童不在時

5 第１学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

机上・冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時
冷蔵庫に掲示（貼紙）
児童不在時に使用

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 河東西小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 河東西小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

6 第１学童保育所（洗濯機置き場）

（ﾆｭｰﾋﾞｰｽﾞ）
界面活性剤（21%、直鎖アルキルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル）、水軟化剤（アルミノけい酸塩）、アルカ
リ剤（炭酸塩）、工程剤（硫酸塩）、分散剤、漂白
剤、酵素 　　　　　　　（排水パイプ：パイプユニッ
シュ）　　　　　　　　　　　　　水酸化ナトリウム、次
亜塩素酸塩、界面活性剤

洗濯物を洗う時
適宜使用

（排水パイプ年2回）
常時 常時 児童不在時に最低料を使用

7 第２学童保育所（手洗い場）

(ｷﾚｲｷﾚｲ）
イソプロピルメチルフェノール
・グリセリン、ラウリン酸、ソルビット液、ミリスチン
酸、水酸化K、アクリル酸アルキル共重合体エマ
ルション-2、モノエタノールアミン、ポリスチレンエ
マルション、香料、EDTA、安息香酸塩

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

8 第２学童保育所（トイレ）

（ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
界面活性剤(4％、脂肪酸アミドプロピルベタイ
ン)、金属封鎖剤、泡調整剤
（ﾄﾗｲｱﾙ：流せるﾄｲﾚｸﾘｰﾅｰ）
精製水、界面活性剤、グリコール、安定化剤、香
料

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時
ﾄｲﾚ入口に掲示（貼紙）・

児童は立ち入らない場所に保管

9 第２学童保育所（床）
（ﾏｲﾍﾟｯﾄ）
界面活性剤(0.2％、アルキルアミンオキシド)
泡調整剤

清掃時 適宜使用 常時 常時 児童不在時に最低料を使用

10 第２学童保育所（台所）

（ｼﾞｮｲ）
水 、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、
アルキルアミンオキシド、
クメンスルホン酸ナトリウム、ポリオキエチレンア
ルキルエーテル、クエン酸三ナトリウム、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、アルコキシ
ル化ポリエチレンイミン
台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤（ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、水酸
化ナトリウム（アルカリ剤）

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時
台所流しに掲示（貼紙）・

消毒は児童不在時

11 第２学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

机上・冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時
冷蔵庫に掲示（貼紙）
児童不在時に使用



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 玄海学童保育所（手洗い場）

（ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗
浄成分)トリクロサン(殺菌成分),エデト塩酸、パラ
ベン、香料

児童の手洗い時 毎日 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

2 玄海学童保育所（トイレ）
（ｻﾝﾎﾟｰﾙ）
塩酸(9.5%)、界面活性剤(アルキルトリメチルアン
モニウム塩)、洗浄助剤

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時 児童不在時に最低料を使用

3 玄海学童保育（床） 水拭き
雑布で塗布、その後空拭き

(畳は空拭き）
年に3回 常時 常時 児童不在時に最低料を使用

4 玄海学童保育所（台所）

（ﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸
化ナトリウム(アルカリ剤)

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時 児童不在時に最低料を使用

5 玄海学童保育所（冷蔵庫）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

6 玄海学童保育所（洗濯機置き場）

（ﾆｭｰﾋﾞｰｽﾞ）
界面活性剤（21%、直鎖アルキルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル）、水軟化剤（アルミノけい酸塩）、アルカ
リ剤（炭酸塩）、工程剤（硫酸塩）、分散剤、漂白
剤、酵素

洗濯物を洗う時 適宜使用 常時 常時 洗濯機前の壁に掲示（貼紙）

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 玄海小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 玄海東学童保育所（手洗い場）

手洗い洗剤（花王　ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩(洗
浄成分)
トリクロサン(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料

児童の手洗い時 毎日（数回） 常時 常時 手洗い場全面の壁に掲示（貼紙）

2 玄海東学童保育所（トイレ）
(ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
界面活性剤(4％、脂肪酸アミドプロピルベタイ
ン)、金属封鎖剤、泡調整剤

便器・ﾀｲﾙが汚れた時 毎日 常時 常時 児童不在時に最低料を使用

3 玄海東学童保育（床）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

清掃後に床にｽﾌﾟﾚｰで散布
後、空ぶき

時々
（病人が出た時など）

常時 常時
児童不在時に最低料を使用

（換気扇を廻す、ﾄﾞｱを開放して使用）

4 玄海東学童保育所（台所）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

食器洗い、
ﾃｰﾌﾞﾙ・台拭きの除菌・消毒

毎日 常時 常時 児童不在時に最低料を使用

5 玄海東学童保育所（冷蔵庫・机上）
消毒剤　オーヤラックス
　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％

冷蔵庫の中の殺菌・消毒 適宜使用 常時 常時 児童不在時に使用し、その後、水拭き

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 玄海東小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場合）

　その他使用量低減や飛散防止対策等）
連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等

使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 　　　　自由ヶ丘第1学童保育所　台所

台所用中性洗剤（花王キュキュット）
界面活性剤（アルキルグリゴシド、アルキルグ
リセリルエーテルド） 食器・食器籠 毎日 常時 常時 流し台前面の壁に表示し目視.確認している

2       自由ヶ丘第1  学童保育所　台所

台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤
（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、
水酸化ナトリウム（アルカリ剤）

食器・ふきん 毎日 常時 常時 表示し目視.確認している

3            自由ヶ丘第1 学童保育所　手洗い場

手洗い洗剤（ビオレUﾊﾝﾄﾞソープ）
トリクロサン、エデト酸塩ポエイオキシエチレン
ラウリルエーテル硫酸塩、パラベン、香料 手・指 毎日 常時 常時 手洗い場前面右壁に表示し目視.確認している

4            自由ヶ丘第1 学童保育所　トイレ

（花王 ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
界面活性剤  (4%脂肪酸アミドプロビルベタイ
ン）、
金属封鎖剤、泡調整剤

ﾄｲﾚ・便器 毎日 常時 常時 手洗い場前面右壁に表示し目視.確認している

5             学童保育所　トイレ

除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ｸｲｯｸﾙ）
面活性剤（アルキルグリコシド）・
グリコールエーテル・安定化剤・除菌剤 ﾄｲﾚ・便器 毎日 常時 常時 手洗い場前面右壁に表示し目視.確認している

6             学童保育所　トイレ

（エステー消臭力）
植物精油、界面活性剤系消臭剤、香料、
無機末消臭剤 芳香剤 毎日 常時 常時 手洗い場前面右壁に表示し目視.確認している

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

　　　　自由ヶ丘第1学童保育所　

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または

使用頻度・時期

使用時の告知や周知



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 自由ヶ丘第２学童保育所　台所

台所用中性洗剤（花王　ｷｭｷｭｯﾄ）
界面活性剤,アルキルグリセリンエーテル、ア
ルキルグリコシド 食器・食器籠 毎日 常時 常時 流し台前面の壁に掲示（貼紙）

2 自由ヶ丘第２学童保育所　台所

台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤
（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、
水酸化ナトリウム（アルカリ剤）

食器・ふきん 2回　/　月 常時 常時 〃

3 自由ヶ丘第２学童保育所　手洗い場

手洗い石鹸（ハンドソープ）
ラウリン酸、ミリスチン酸、ポリオキシエチレン
ラウルエーテル

手・指 毎日 常時 常時 手洗い場前面の壁に掲示（貼紙）

4 自由ヶ丘第２学童保育所　トイレ

除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・
金属封鎖剤・泡調整剤

ﾄｲﾚ・便器 毎日 常時 常時 トイレ内部に掲示（貼紙）

5 自由ヶ丘第２学童保育所　トイレ

（エステー消臭力）
無機末消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤

芳香剤 毎日 常時 常時

6 自由ヶ丘第２学童保育所　トイレ

(花王トイレクイックル)
界面活性剤（アルキルグリコシド）、グリコール
エーテル、安定化剤、除菌剤

ﾄｲﾚ・便器 毎日 常時 常時 〃

7 自由ヶ丘第２学童保育所　洗濯機置き場

（花王ニュービーズ）
界面活性剤、水軟化剤、直鎖アルキルベンゼ
ンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシレチンア
ルキルエーテル、アルカリ剤、工程剤、漂白
剤、酵素

洗濯（ﾀｵﾙ・雑巾・ﾏｯﾄ） 毎日 常時 常時 洗濯機置き場前面の壁に掲示（貼紙）

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 自由ヶ丘小学校第2学童保育所

担当課 子ども育成課



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 自由ヶ丘南学童保育所　台所

台所洗剤（ジョイ）
水 、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウ
ム、アルキルアミンオキシド、
クメンスルホン酸ナトリウム、ポリオキエチレン
アルキルエーテル、クエン酸三ナトリウム、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、アルコキ
シル化ポリエチレンイミン

食器・食器籠 毎日 常時 常時 流し台前面の壁に掲示（貼紙）

2 自由ヶ丘南学童保育所　台所

消毒剤　㈱オーヤラックス　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％ 食器・ふきん １回　/　週 常時 常時 〃

3 自由ヶ丘南学童保育所　台所

手洗い洗剤（きれいきれい）
・イソプロピルメチルフェノール：抗菌、抗真
菌。

手・指 毎日 常時 常時 〃

4 自由ヶ丘南学童保育所　手洗い場

手洗い洗剤（きれいきれい）
・イソプロピルメチルフェノール：抗菌、抗真
菌。

手・指 毎日 常時 常時 手洗い場の壁に掲示

5 自由ヶ丘南学童保育所　トイレ

除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・
金属封鎖剤・泡調整剤

ﾄｲﾚ・便器 清掃時（毎日１回） 常時 常時 トイレ内部に掲示（貼紙）

6 自由ヶ丘南学童保育所　トイレ

除菌ｸﾘｰﾅｰ（LION ﾄｲﾚﾙｯｸ）
水、界面活性剤  アルキルスルホン酸ナトリウ
ム
安定剤  プロピレングリコール
酸剤  スルファミン酸

ﾄｲﾚ・便器 清掃時（毎日１回） 常時 常時 〃

7 自由ヶ丘南学童保育所　トイレ

消臭剤（エステー　お部屋の消臭力）
植物抽出消臭剤、香料、除菌剤、エタノール 消臭 常時 常時 常時 掲示なし

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 自由ヶ丘南小学校学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または

使用頻度・時期

使用時の告知や周知



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 南郷学童保育所　台所

台所用中性洗剤（ライムフレッシュ）
界面活性剤, 直鎖アルキリベンゼンスルホン
酸塩 食器などの洗浄 毎日 常時 常時 流し台前面の壁に掲示（貼紙）

2 南郷保育所　台所

消毒剤　㈱オーヤラックス　ﾋﾟｭｰﾗｯｸｽ
次亜塩素酸ナトリウム6％ 食器・ふきん 毎日 常時 常時 〃

3 南郷学童保育所　台所

smile priceﾚﾓﾝ･ｸﾚﾝｻﾞｰ
研磨剤（50％）、界面活性剤（6％、脂肪酸アル
カノールアミド）

シンク 毎日 常時 常時 〃

4 南郷学童保育所　手洗い場

手洗い洗剤（きれいきれい薬用ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ）
・イソプロピルメチルフェノール：抗菌、抗真
菌。

手・指 毎日 常時 常時 手洗い場前面の壁に掲示（貼紙）

5 南郷学童保育所　トイレ

除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ルック）
面活性剤（アルキルスルホン酸ナトリウム・ス
ルファミン酸）

ﾄｲﾚ・便器 毎日 常時 常時 〃

6 南郷学童保育所　洗濯機置き場

洗剤　（ニュービーズ）、
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、
ポリオキシエチレンアルキルエーテル）、水軟
化剤、工程剤、漂白剤、酵素

洗濯
（ﾀｵﾙ・雑巾・ﾏｯﾄ）

洗濯時 常時 常時 洗濯機前面の壁に掲示(貼紙）

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 南郷小学校学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または

使用頻度・時期

使用時の告知や周知



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 東郷第１学童保育所　台所

台所用洗剤（ｼﾞｮｲ）
水 、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウ
ム、アルキルアミンオキシド、
クメンスルホン酸ナトリウム、ポリオキエチレン
アルキルエーテル、クエン酸三ナトリウム、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、アルコキ
シル化ポリエチレンイミン

食器などの洗浄 毎日 常時 常時 流し台前面の壁に掲示（貼紙）

2 東郷第１学童保育所　台所

漂白剤（ロケット石鹸、キッチンブリーチ）
次亜塩素酸ナトリウム、（塩素系）、界面活性
剤（アルチルアミンオキシド)、水酸化ナトリウ
ム（アルカリ剤）

ふきんの殺菌 毎日 常時 常時 〃

3 東郷第１学童保育所　台所

漂白剤（ミヨシ石鹸　白いふきん洗い）
純石けん分（98%脂肪酸ナトリウム） ふきん洗浄 毎日 常時 常時 〃

4 東郷第１学童保育所　台所

ハンドラボ® ハンドジェル
エタノール76.9～81.4vol％,保湿成分アラントイ
ン

手・指 毎日 常時 常時 〃

5 東郷第１学童保育所　手洗い場

手洗い洗剤（LIONきれいきれい）・
イソプロピルメチルフェノール、ソルビット液 手・指 毎日 常時 常時 手洗い場前面の壁に掲示（貼紙）

6 東郷第１学童保育所　洗濯機置き場

洗剤（花王ﾆｭｰﾋﾞｰｽﾞ）
界面活性剤（21%、直鎖アルキルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル）、水軟化剤（アルミノけい酸塩）、
アルカリ剤（炭酸塩）、工程剤（硫酸塩）、分散
剤、漂白剤、酵素

ﾀｵﾙの洗濯 毎日 常時 常時 掲示なし

7 東郷第１学童保育所　トイレ

トイレ用洗浄剤（LION ﾄｲﾚﾙｯｸ）
水、界面活性剤  アルキルスルホン酸ナトリウ
ム
安定剤  、 スルファミン酸

ﾄｲﾚ・便器 毎日 常時 常時 トイレ内部に掲示（貼紙）

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または

使用頻度・時期

使用時の告知や周知

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 東郷小学校学童保育所

担当課 子ども育成課



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 東郷第２学童保育所　台所

台所用中性洗剤（花王　ｷｭｷｭｯﾄ）
界面活性剤（43%、高級アルコール系（陰イオ
ン）、アルキルヒドロキシスルホベタイン、アル
キルグリコシド、アルキルアミンオキシド、アル
キルグリセリルエーテル）、安定化剤、除菌剤

食器・食器籠・お茶ｷｰﾊﾟｰ 毎日 常時 常時 壁面に掲示

2 東郷第２学童保育所　台所

台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤
（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、
水酸化ナトリウム（アルカリ剤）

食器・ふきん 3回　/　月 常時 常時 〃

3 東郷第２学童保育所　台所

水なしｶﾝﾀﾝすり込むだけの消毒ジェル
日局エタノール（８３ｍｌ／１００ｍｌ中）
添加物：カルボキシビニルポリマー、アラントイ
ン、ＤＬ－アラニン、トリエタノールアミン

手を洗った後の消毒 毎日 常時 常時 〃

4 東郷第２学童保育所　手洗い場

手洗い洗剤（LIONきれいきれい）・
イソプロピルメチルフェノール 手・指 毎日 常時 常時 〃

5 東郷第２学童保育所　トイレ

除菌ｸﾘｰﾅｰ（LION ﾄｲﾚﾙｯｸ）
水、界面活性剤  アルキルスルホン酸ナトリウ
ム
安定剤  プロピレングリコール
酸剤  スルファミン酸

ﾄｲﾚ・便器 清掃時（毎日１回） 口頭

6 東郷第２学童保育所　洗濯機置き場

洗剤（P&G　ﾎﾞｰﾙﾄﾞ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、クエン
酸 水軟化剤
クメンスルホン酸ナトリウム 安定化剤
アルキルトリメチルアンモニウム塩

洗濯（ﾀｵﾙ・雑巾・ﾏｯﾄ） 洗濯時（毎週１回） 常時 常時 壁面に掲示

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 東郷小学校学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または

使用頻度・時期

使用時の告知や周知



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 日の里東学童保育所　台所

花王　ﾁｬｰﾐｰ・ﾏｲﾙﾄﾞ
水、界面活性剤
ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオ
キシエチレン脂肪酸アルカノールアミド 、 アル
キルエーテル硫酸エステルナトリウム
安定剤 エチルアルコール

食器・食器籠 毎日 常時 常時 流し台前面の壁に掲示（貼紙）

2 日の里東学童保育所　台所

漂白剤（ミヨシ石鹸　白いふきん洗い）
純石けん分（98%脂肪酸ナトリウム） ふきんの汚れ落とし 毎日 常時 常時 〃

3 日の里東学童保育所　台所

台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤
（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、
水酸化ナトリウム（アルカリ剤）

食器・ふきん １回　/　月 常時 常時 〃

4 日の里東学童保育所　手洗い場

手洗い石鹸（キレイキレイハンドソープ）
イソプロピルメチルフェノール

手・指 毎日 常時 常時 手洗い場前面の壁に掲示（貼紙）

5 日の里東学童保育所　トイレ

トイレ用掃除シート　花王ｸｲｯｸﾙ
界面活性剤（アルキルグリコシド）、グリコール
エーテル、安定化剤、除菌剤

ﾄｲﾚ・便器 清掃時（2回/週） 常時 常時 トイレ内部に掲示（貼紙）

6 日の里東学童保育所　トイレ

トイレ用洗剤（ ﾄｲレマジックリンスプレー）
脂肪酸アミドプロピルベタイン

ﾄｲﾚ・便器 毎日 常時 常時 〃

7 日の里東学童保育所　洗濯機置き場

洗剤（花王ﾆｭｰﾋﾞｰｽﾞ）
界面活性剤（21%、直鎖アルキルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル）、水軟化剤（アルミノけい酸塩）、
アルカリ剤（炭酸塩）、工程剤（硫酸塩）、分散
剤、漂白剤、酵素

タオルの洗浄 洗濯時（毎週１回）

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 日の里東小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または

使用頻度・時期

使用時の告知や周知



市管理施設化学物質使用状況

平成２６年度

事前 事後

1 日の里西学童保育所　台所

台所用中性洗剤（花王　ｷｭｷｭｯﾄ）
界面活性剤（43%、高級アルコール系（陰イオ
ン）、アルキルヒドロキシスルホベタイン、アル
キルグリコシド、アルキルアミンオキシド、アル
キルグリセリルエーテル）、安定化剤、除菌剤

食器・食器籠 毎日 常時 常時 流し台前面の壁に掲示（貼紙）

2 日の里西学童保育所　台所

台所用消毒剤（花王ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ）
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、界面活性剤
（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム）、
水酸化ナトリウム（アルカリ剤） 食器・ふきん 3回　/　月 常時 常時 〃

3 日の里西学童保育所　手洗い場

手洗い洗剤（花王　ﾋﾞｵﾚU泡）
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩
(洗浄成分)
トリクロサン(殺菌成分)
エデト塩酸、パラベン、香料

手・指 毎日 常時 常時 手洗い場前面の壁に掲示（貼紙）

4 日の里西学童保育所　トイレ

除菌ｸﾘｰﾅｰ（花王　ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝ）
面活性剤（4％脂肪酸アミドプロピルベタイン）・
金属封鎖剤・泡調整剤 ﾄｲﾚ・便器 清掃時（毎日１回） 常時 常時 手洗い場前面の壁に掲示（貼紙）

5 日の里西学童保育所　洗濯機置き場

洗剤（アタックバイオX）
界面活性剤（22％直鎖アルチルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルチ
ルエーテル）アルカリ（炭酸塩）、水軟化剤（ア
ルミノけい酸塩)，工　剤（硫酸塩）・分散剤、蛍
光増白剤)、酵素

洗濯
（ﾀｵﾙ・雑巾・ﾏｯﾄ）

洗濯時（毎週１回） 常時 常時 手洗い場右壁に掲示（貼紙）

指定管理者 ㈱テノ．コーポレーション

施設名 日の里西小学校　学童保育所

担当課 子ども育成課

備考
（使用時の告知や周知の具体的方法（実施している場

合）
　その他使用量低減や飛散防止対策等）

連番 使用場所 主な使用化学物質 使用方法等
使用日または
使用頻度・時期

使用時の告知や周知
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