
洗えないもの

（大型遊具・木のおもちゃ・本のビニール表紙）

アルコール（濃度60％以上）で拭く ※３

アルコールは表面の汚れを取り除く効果がある

噴霧の場合、拭きとりをするほうが効果は確実

次亜塩素酸水も使用できるが限定的 ※４

楽器など、洗ったり拭いたりできないものは

使用前後に手をよく洗うこと ※５

園で使用するおもちゃについて 感染を防ぐ清掃・消毒法

ぬいぐるみ

布えほん

布製ガラガラ おしゃぶり

歯がため

ボール
（塩化ビニル）

ソフトブロック
（EVA樹脂）

大型遊具
（プラスチック）

木のくるま

木のおもちゃ 木のキッチン

えほん表紙

口にいれるもの

哺乳びんと同じように消毒しましょう。

洗浄後、煮沸

（電子レンジの場合専用容
器に入れ 500w・3分間）

耐熱表示のないものは

ミルトン®を100倍に希釈した
液に浸漬（60分）

※２

洗濯できるもの

ネットにいれて
洗濯・乾燥

（アイロンもし
くは高温乾燥）

※１

★紫外線殺菌装置は光の影になる部分は殺菌しない
ので注意：殺菌したつもりにならないこと



注意事項補足

※１ 洗濯について
洗濯することで物理的に菌やウイルスを除去できる。
洗濯後、乾燥機の使用やアイロンをかけることで消毒効果が高まる。
しっかり乾燥すれば天日干しでもよい。吐しゃ物がついた場合は、除
去後、0.1％次亜塩素酸ナトリウム液（ハイター®等を50倍に薄める）
に30分漬けたあと、洗濯。

※２ 口に入れる可能性のあるおもちゃ
口にいれる可能性のあるおもちゃはまず洗うこと。消毒する場合、
洗った後、0.01％次亜塩素酸ナトリウム液（ミルトン®等を100倍に薄
める）に60分漬けておく。全体が浸かるようにしましょう。

※３ アルコールについて
洗えないものはアルコールで拭く。
汚れを落とし消毒する効果がある。消毒用エタノール（76.9～
81.4v/v％）ほどの濃度が必要。コロナウイルスにはこれより薄い濃
度の60％でも可。噴霧後は表面にまんべんなく接触させるために拭く。

※４ 次亜塩素酸水について
消毒するには80ppm以上をモノの表面に大量に噴霧し、20秒以上経過
後拭きとる。有機物（汚れ・木材パルプ）で効果が低下するためペー
パータオルに浸して使用しない。ふき取る時にのみなら可。

※５ 洗ったり拭いたりできないもの
コロナウイルスは3日間で死滅するが、他のウイルスは環境中で長く
生存するため、使用前後に手を洗うことが重要。

感染症名 消毒部位 ★消毒の方法 備考

ノロウイルス
ロタウイルス

（感染性胃腸炎）

嘔吐した周辺
トイレ周り

・塩素系漂白剤を50倍

に薄めた液を浸した布
でふき取る。

じゅうたんなど漂白
されて困るところは、
消毒用エタノールで
浸漬、または高温ス
チームモップを1分間

かける。
嘔吐した衣類、
リネン類、マッ

トなど

・塩素系漂白剤を50倍
に薄めた液に30分以上

浸漬後、洗濯。

・熱水洗濯（80℃・10
分間）

流行性角結膜炎

手洗いの蛇口、
ドアノブ、手す
りなど手指がよ
く触れる場所

・消毒用エタノール
（76.9～81.4v/v％）

で拭く。
・塩素系漂白剤を100
倍に薄めた液で拭く。

感染力が強い。

環境はしっかり消毒
すること。

腸管出血性大腸菌
（O157）

トイレ周り
ドアノブ

・消毒用エタノールで
拭く。

便のついた衣類
・塩素系漂白剤を50倍
に薄めた液に30分以上

浸漬後、洗濯。

衣類は熱水洗濯
（80℃・10分間）可

＊
コロナウイルス
インフルエンザ

トイレ周り
ドアノブ
手すり

・消毒用エタノール
（60％以上のアルコー
ルも可）で拭く。

・塩素系漂白剤を100
倍に薄めた液で拭く。

＊換気の方が重要。

環境中では長く生存
できないウイルス。

次亜塩素酸水・界面
活性剤で拭くも可。

園で流行する消毒が必要な感染症

（一社） 山口県薬剤師会学校薬剤師部会

★塩素系漂白剤（ハイター®など）の成分は次亜塩素酸ナトリウムで液体の
濃度は約５％です。希釈は注意事項補足を参照。
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 Ｑ．感染症を防ぐために、園でのおもちゃの清掃・消毒はどのようにしたらよいですか？ 

 

A. (リーフレット「園で使用するおもちゃについて 感染を防ぐ清掃・消毒法」解説) 

コロナウイルスやインフルエンザは飛沫による感染が主ですので、環境の消毒より換気

が重要になります。ただし飛沫が付着し、口に入るような場面では環境の消毒も必要です。 

 

 

すべての感染症に消毒が必要なわけではありませんが、主に接触でウイルスが伝播する

感染症（ノロウイルス・流行性角結膜炎など）には、おもちゃの消毒が必要になります。 

遊んだ後のおもちゃの表面には細菌・真菌が 104 個/100 ㎠ほど付着しています。おもち

ゃを洗濯したり、消毒用アルコールで清拭することで 1/100 から 1/1000 ほどに減少します

１）。おもちゃが感染の橋渡し役にならないよう、一日一回の消毒は必要です。それが困難な

場合は、おもちゃを入れ替わりに出すなど工夫するとよいでしょう。 

 

おもちゃの清掃・消毒法 

１．洗えるおもちゃ 

基本的にモノに付着したウイルスは洗い流すことでほぼ除去できます 2）。洗えるものかそ

うでないかでまず判断してください。乳児がいる場合、口に入れるものは、洗浄後さらに

0.01％次亜塩素酸ナトリウム液（ミルトン®、ミルクポン®など）で 60 分以上浸漬します。

耐熱性のものは電子レンジで熱水消毒できます（専用容器に入れ、500w・3 分間など）。 

 

 

２．洗えないおもちゃ 

洗えないものはアルコール清拭をしましょう。消毒用アルコールに準じた濃度 76.9～

81.4vol%（67.1～75.0 重量％）を使用します。コロナウイルスに関しては 60％以上でも効

果があるとされています。アルコールは汚れを除去する作用もあります。 

ノロウイルスの流行時はアルコールの 2 度拭き（30 秒おいてからもう一度拭く）をしま

す３）。ノロウイルスはアルコールの場合、効果に少し時間がかかります。ノロウイルスに効

くように㏗を酸性にしたアルコールもありますが、濃度は薄めずに使用してください 4）。 

楽器など、素材がいたむものはアルコールで拭かずに使用前後に手洗いをしましょう。 
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消毒薬などの注意点 解説 

 

熱水による消毒について 

 食器や箸、リネン類などは 80℃・10 分間の熱水で消毒できます。ノロウイルス にも有

効であり、消毒薬が残留しないので乳幼児に安全です。熱水すすぎの食器洗浄乾燥機、電子

レンジを利用した熱水消毒や熱水洗濯機などの方法があります。 

 

次亜塩素酸水について 

コロナウイルス対策では 80ppm 以上（ジクロロイソシアヌル酸の場合 100ppm）の濃度

で使用します。まず対象物の汚れを取り、その後ひたひたになるほど噴霧、または浸した布

（ペーパータオルは×）で拭き、20 秒以上おいてから拭きとってください 5）。保存は紫外

線の当たらない遮光容器にすること。次亜塩素酸水は弱酸性であり、低濃度で効果があるた

め幼児に安全ですが、汚れやペーパータオルに浸すことで濃度が低下し、消毒効果がなくな

ります。また、経時的に成分が分解され、濃度が低下していきます６）。メーカーによって濃

度表示にばらつきがあるので、塩素濃度試験紙等で使用前に濃度を確認してください。 

 

次亜塩素酸ナトリウムについて 

ハイター®などの塩素系漂白剤として汎用されていますが、次亜塩素酸ナト

リウムは、広い範囲のウイルスに効果がある消毒薬として使用されています。 

用途により 0.01％～0.1％（100ppm～1000ppm）に希釈して使用します。 

アルカリ性のため手袋着用で使用、噴霧使用は禁止です。有機物で不活化されるため、木

材の消毒には向きません。またペーパータオルに浸して使用すると濃度が低下します。金属

腐食性があるので金属を拭いた場合のみ消毒後に水拭きをすること、希釈した液は遮光容

器に保存すれば１ヶ月ほど保存は可能です。 
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(次亜塩素酸ナトリウム液の塩素濃度と用途・希釈方法) 

リーフレットでは、次亜塩素酸ナトリウムという成分名はわかりにくいため代表的な塩

素系漂白剤としてハイター®（濃度約５％）を例に、哺乳瓶の漬け置き消毒剤としてはミル

トン®（濃度約１％）を例にして希釈方法を記しています。ワイドハイター®は同じハイター

という名前でも酸素系漂白剤です。間違えないようにしましょう。 

 

界面活性剤・逆性石鹸について 

 0.2％塩化ベンザルコニウム液（オスバン®）などがありますが、原液は 10％液であり、

希釈を間違えたり、誤飲すると毒性が強いため給食関連では使用を推奨しません。マイペッ

ト®等の家庭用洗剤は安全です。ただし、界面活性剤はコロナウイルスに対して効果がある

といわれていますが、ノロウイルスに対して効果はありません。 

 

ＵＶ殺菌装置について 

UV ランプは定期的に交換しないと効力が落ちていきます。また、光の当たっている

表面のみ殺菌しますので、対象物にまんべんなく照射しないと効果はありませ

ん。過信しないようにしましょう。              （2022.2.） 
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