
（6 月 27 日付疾病管理庁報道資料（仮訳）） 

社会的距離の確保の改編、首都圏２段階、非首都圏１段階が適用 

● 首都圏は私的な集まりを６人まで許容するなど、２週間（７月１日〜７月 14 日）の

移行期間を経て段階的に転換

● 集まりの急増が予想される７月には感染拡散防止のため、大規模な集まり・飲み会

等の自制が必要

～（前略）～ 

１．社会的距離の確保の改編の自治体別適用案 

中央災害安全対策本部では保健福祉部中央事故収拾本部（本部長：ｸｫﾝ･ﾄﾞｸﾁｮﾙ長官）か

ら「社会的距離の確保の改編の自治体別適用案」の報告を受け、これを議論した。 

＜１＞社会的距離の確保の改編の主な内容 

□社会的距離の確保の改編案の目標は、自律と責任を基盤とした持続可能な距離の確保

の体系を構築することである。 

○改正案を通じて、自営業等の経済活動の規制を最小化し、地域の防疫条件を考慮した

自治体の自律と責任を強化し、個人活動に対する基本防疫ルールの遵守等の防疫を強化

した。 

□距離の確保の体系は、既存の５段階を４段階に簡素化し、段階の基準を上方修正した。 

○段階は抑制（１段階）、地域流行／人数制限（２段階）、圏域流行／集合禁止（３段

階）、大流行／外出禁止（４段階）に区分した。 

○段階基準は予防接種の進行状況及び防疫・医療力量の強化を反映して上方修正し、圏

域及び自治体（市・道、市・郡・区）別に距離の確保の段階（１～３段階）の調整が可

能である。 

＜社会的距離の確保の段階の格上げ基準＞ 

１段階 ２段階 ３段階 ４段階 

▪人口 10 万人

当たり１人未満 

▪人口 10 万人

当たり１人以上 

▪人口 10 万人

当たり２人以上 

▪人口 10 万人

当たり４人以上 

▸全国：500 人未満 

*首都圏：250人未満

▸全国：500 人以上 

*首都圏：250人以上

▸全国：1,000 人以上 

*首都圏：500人以上

▸全国：2,000 人以上 

*首都圏：1,000人以上

*最後の段階を基準に比較時、改編案（４段階全国 2,000 人）は現行（３段階全国 800

人）の約２倍の基準 



□不特定多数が利用する施設（自営業・自営業者）に対する規制を最小化し、個人活動

（集まり）に対する規制を強化した。 

○施設については段階別危険度によって差等的に運営時間を制限し、集合禁止は４段階

（全国１千人以上）のクラブ（ナイト含む）、ナンパ居酒屋、感性居酒屋にのみ適用さ

れる。 

○個人間の接触を遮断するため、段階的な集まりの人数制限を強化し、屋内のマスクの

着用、電子出入名簿の作成等の基本的防疫ルールを義務化する一方、点検と罰則を強化

した。 

 

<新しい社会的距離の確保の主な内容> 

  １段階 ２段階 ３段階 ４段階 

私的な集まり ▪制限なし ▪ 8 人まで許容 ▪ 4 人まで許容 
▪ 18時以降 

2 人まで許容 

不特定多数が利

用する施設 
▪制限なし 

▪利用人員縮小 

▪遊興施設等、

カラオケ、食堂‧

カフェ 24 時制

限 

▪遊興施設等、

カラオケ、食堂‧

カフェ、沐浴場

業等 22 時制限 

▪ 22 時制限拡大 

▪クラブ‧ナイト、

ナンパ居酒屋感性

居酒屋集合禁止 

イベント 
▪  500 人以上

事前申告 ▪  100 人以上

禁止 

▪ 50 人以上禁

止 

▪イベント禁止 

集会 
▪  500 人以上

集会禁止 

▪ １人デモ以外禁

止 

改正案適用時の

地域 
▪非首都圏 ▪首都圏 ▪当該基準の自治体なし 

 

＜２＞地域別・段階的の施行案 

□流行状況の安定的な管理と予防接種の円滑な進行、試験適用地域の拡大等を考慮

し、７月１日から新たな社会的距離の確保の体系を施行する。 

○自治体別に地域の状況によって２週間（７月１日～７月 14日）の移行期間を設定

し、防疫措置を自主的に決定し、推進する。 

 

□流行規模の大きい首都圏は２段階を適用し、「私的な集まりは６人まで許容」する

２週間（７月１日～７月 14日）の移行期間を経て段階的に転換する。 

○これにより、ソウル特別市、仁川広域市、京畿道には私的な集まりは６人まで認め

られる。 



<首都圏の段階決定及び段階的実行案> 

区分 段階 

段階的実行方法 

私的な集まりの 

制限可否 
その他の防疫措置の強化 

ソウル ２ 

６人まで許容 •集会 50人以上の禁止 仁川 ２ 

京畿 ２ 

  

□非首都圏は１段階を適用し、忠清南道を除いて、２週間（7.1～7.14）の移行期間を経

て段階的に転換する。 

※ 大田・世宗は１段階の基準を超えるが、集団感染による一時的な増加及び医療余

力等を考慮して１段階適用予定（6.27基準、別添１） 

 

○（特別・広域市）釜山広域市・光州広域市・大田広域市・蔚山広域市・世宗特別自治

市は私的な集まりを８人まで許容し、大邱広域市は地域協議体を通じて議論した後、６

月 29日に別途発表する予定だ。 

 

<特別・広域市の段階決定及び段階的な実行案> 

区分 
段

階 

段階的実行方法 

私的な集まりの 

制限可否 
その他の防疫措置の強化 

釜山 １ ８人まで許容 •遊興施設従事者の先制検査（２週に１回） 

大邱 １ 

未定 

（29 日頃別途発

表） 

・遊興・団らん居酒屋、カラオケ従事者の先制検査（２

週に１回） 

・クラブ・ナイト５人以上の感染確定時、管轄行政区に

よる集合禁止 

光州 １ ８人まで許容 

・遊興施設、カラオケ先制検査（２週に１回） 

・防疫ルール違反及び確定診断者発生時、３週間の営業

停止 

大田 １ ８人まで許容 

・イベント・集まり、100 人以上禁止 

・施設別の収容人数２段階の基準適用 

・宗教施設の小規模な集まり・食事・宿泊禁止 

蔚山 １ ８人まで許容 
・遊興施設（接客員週１回）、カラオケ、沐浴場業従事

者先制検査（２週に１回） 

世宗 １ ８人まで許容 - 



 

○江原道・忠清北道・全羅北道・全羅南道・慶尚北道・慶尚南道は私的な集まりを８人

まで許容し、済州特別自治道は６人まで許容し、忠清南道は私的な集まりの制限を解除

する。 

- 併せて、現在、江原道、全羅北道、慶尚北道、慶尚南道の試験適用地域（※）は私的

な集まりの制限がない。 

※慶北（17）：栄州市、聞慶市、安東市、尚州市、金泉市、軍威郡、義城郡、青松郡、

英陽郡、盈徳郡、清道郡、高霊郡、星州郡、醴泉郡、奉化郡、蔚珍郡、鬱陵郡 

慶尚南道（9）：宜寧郡、咸安郡、高城郡、南海郡、河東郡、山清郡、咸陽郡、居昌

郡、陜川郡 

江原道（15）：東海市、太白市、束草市、三陟市、洪川郡、横城郡、寧越郡、平昌

郡、旌善郡、鉄原郡、華川郡、楊口郡、麟蹄郡、固城郡、襄陽郡 

全羅北道（11）：井邑市、南原市、金堤市、完州郡（革新都市を除く）、鎮安郡、

茂朱郡、長水郡、任実郡、淳昌郡、高敞郡、扶安郡 

 

＜道地域の段階決定及び段階的な実行案＞ 

区分 段階 

段階的実行方法 

私的な集まりの 

制限可否 
その他の防疫措置の強化 

江原 １ 

８人まで許容 

（試験適用地域は 

制限なし） 

・宗教施設の集まり・宿泊・食事禁止 

忠清

北道 
１ ８人まで許容 

・イベント・集会：300人以上禁止 

・スポーツ観戦：屋内 30％、屋外 50％ 

・農業、畜産、建設、建築現場の勤労者の新

規採用時 PCR 検査 

忠南 １ 制限なし - 

全北 １ 

８人まで許容 

（試験適用地域は 

制限なし） 

- 

全羅

南道 
１ ８人まで許容 

・イベント 200人以上の事前申告、集会 200

人以上の禁止 

・宗教施設の集まり・食事・宿泊禁止 



慶北 １ 

８人まで可能* 

* 浦項、慶州、永川、

慶山 

（試験適用地域等の 

制限なし） 

・市・群によって宗教施設の集まり・宿泊・

食事の禁止 

・集会 100人以上の禁止、遊興施設等従事者

先制検査（週１回）など 

慶南 １ 

８人まで許容 

（試験適用地域は 

制限なし） 

- 

済州 １ ６人まで許容 

•直系家族は８人まで許容 

（接種者を除く） 

•宗教施設の集まり・食事・宿泊禁止、遊興施

設従事者先制検査（２週に１回） 

•マスク義務化（接種者含む） 

  

□中央災難安全対策本部は、今回の社会的距離の確保の改編施行による私的な集まりの

緩和による集まりの急増等を分散させるため、７月には各種の大規模な集まり・会食（特

に飲酒を伴うもの）等を自制する旨要請すると明らかにした。 

○これと共に、国民の皆様には距離の確保の段階に関係なく守るべき基本防疫ルールを

徹底して遵守していただき、政府はハイリスク施設とハイリスク要因に対する集中点検

を実施する計画である。  

 

<基本防疫ルール> 

① 防疫ルールの掲示・案内 

②出入りする者の症状確認及び有症状者の立入り制限勧告 

③出入りする者すべての電子出入名簿又は手書き名簿作成 

④従事者・利用者は正しい方法でマスクを常時着用 

⑤飲食摂取禁止（一部施設未適用） 

⑥手洗い又は手の消毒 

⑦密集度緩和（利用可能人数を算定して掲示／段階別調整） 

⑧１日３回以上換気 

⑨１日１回以上消毒 

⑨防疫管理者の指定 

  

 

 



＜３＞防疫ルール調整案 

□距離の確保の改編案の発表（6.20）以降、防疫状況と現場の建議事項等を反映し、防

疫ルールを一部調整した。 

○宗教界からの予防接種を完了した説教者のマスク着用例外の建議については、まずマ

スク着用を維持し、防疫状況と予防接種率等を考慮して７月中旬に再議論することとし

た。 

○予防接種を完了者は、私的な集まり及びイベント人数の制限から除外するが、集会の

特性（※）を考慮し、集会参加については例外を適用しないことにした。 

※集会は①イベントより強化された管理（１段階で 500 人以上の集会禁止）、②歓

声・歌等の危険行動を伴うことが頻繁にあり、③予防接種完了者と未接種者の区別が

難しく、現場確認時の混乱の誘発等を考慮 

 

○関係省庁、関連協会・団体等との協議を経て運営が困難な水準のパーティールーム、

体育道場等の防疫ルールは、現実に合わせて整備した。 

- 体育道場、GX 類施設の特性を考慮し、段階別に人数制限を緩和（※）する。 

※（１段階）６㎡当たり１人→４㎡当たり１人、（２～４段階）８㎡当たり１人→６

㎡当たり１人 

- パーティールームは段階別の私的な集まり、人数制限を遵守し、22 時以降の新規入

室制限を前提に、パーティー目的の運営・貸与を許容する。 

＜防疫ルールの調整前・後の比較＞ 

区分 
改正案（変更前） 改正案（変更後） 

１段階 ２段階 １段階 ２段階 

屋内体育施設 

（体育道場、

GX 類） 

６㎡あたり

１人 

８㎡あたり

１人 
４㎡あたり１人 ６㎡あたり１人 

パーティー 

ルーム 
制限なし 

パーティー

目的貸与・利

用禁止（２～

４段階） 

制限なし 

私的な集まりの人数

制限に準拠及び 22

時以降の新規入室制

限（２〜４段階） 

予防接種 

完了者 

集合・集ま

り・イベント 

人員除外 

 すべての集合・集まり・イ

ベント人数を算定時に除

外 

すべての集合‧集まり‧イベントの人員

を算定時に除く 

ただし、集会・デモの場合、段階別人数

制限基準を継続適用 



  

＜４＞ 社会的距離の確保の段階別防疫措置の詳細内容 

□第２段階地域の映画館、ネットカフェ、ゲームセンター、学習塾、読書室、遊園地、

理・美容業、大型マート等の不特定多数が利用する施設は別途の運営時間制限はなし。 

○ただし、食堂・カフェの場合、24時まで店内で飲食（※）が可能で、24時以降はテ

イクアウト・デリバリーのみ可能。 

※２人以上の利用者がコーヒー・飲料類・簡単なデザート類のみを注文した場合には、

店舗に滞在する時間を１時間以内に制限することを強く勧告 

○また、遊興施設、ホールダムパブ・ホールダムゲーム場、コーラテック・ダンス場、

カラオケは 24時まで可能である。 

○社会的距離の確保２段階では 100人以上が集まる集まり・イベント（※）が禁止され

る。 

※段階的な実行方法により、首都圏は 50人以上の集会は禁止（7.1～7.14） 

 

□第１段階地域の食堂・カフェ（※）、室内体育施設、カラオケ、パーティールーム、

屋内スタンディング公演場等の不特定多数が利用する施設は、防疫ルール遵守の下、別

途の運営時間制限はない。 

※２人以上の利用者がコーヒー・飲料類・簡単なデザート類のみを注文した場合には、

店舗に滞在する時間を１時間以内に制限することを強く勧告 

○遊興居酒屋、ホールダムパブ、ホールダムゲーム場、コーラテック・ダンス場は基本

防疫ルールを遵守することを前提に運営しており、別途の運営時間制限はない。 

○500人以上の集まり・イベントを開催する場合、マスク着用等の基本防疫ルールを必

ず遵守しなければならず、独自の防疫管理計画を樹立して管轄自治体に申告・協議しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜社会的距離の確保の主な措置内容（7.1〜7.14）＞ 

区分 ２段階 １段階 

私的な集まり禁止 

*例外：①同居家族、介護（児童・高齢

者・障害者など）、臨終を見守る場合、

②予防接種完了者、③スポーツ競技の

構成のために最小人数が必要な場合 

６人まで許容 

（ソウル・仁川・京

畿） 

８人まで許容 

（釜山・光州・大

田・蔚山・世宗） 

制限なし（忠南） 

未定（大邱） 

遊興施設、ホールダムパブ・ホール

ダムゲーム場、コーラテック・ダン

ス場、カラオケ、食堂・カフェ 

営業時間制限 

（24時） 

*自治体の自律的な解

除可能 

営業時間制限なし 

イベントの制限人数 

100人以上の 

集会・イベント禁止 

*首都圏は 50人以上

の集会禁止（7.1～

7.14） 

500人以上の 

集会禁止 

* 500人以上のイベ

ント時 

自治体届出・協議 

宗教活動 

全体収容人数の 30％ 

*集まり・食事・宿泊

禁止 

全体収容人数の 50％ 

*集まり・食事・宿

泊自制 

 

～（後略）～ 

 

 

 

 

＜出典元ＵＲＬ＞ 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvCont

Seq=366197&contSeq=366197&board_id=&gubun=ALL# 

 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=366197&contSeq=366197&board_id=&gubun=ALL
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=366197&contSeq=366197&board_id=&gubun=ALL

