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（７月９日付保健福祉部報道資料（仮訳）） 

首都圏、新しい社会的距離の確保４段階施行(7.12～7.25) 

～（７月９日、コロナウイルス感染症-19中央災難安全対策本部）～ 

・私的な集まりは、18時より前は４名、18時以降２名まで許容、予防接種イン

センティブの適用除外  

・遊興施設は集合禁止、食堂・カフェ等すべての不特定多数が利用する施設は

22時まで運営制限 

・流行遮断のため、私的な集まりは自制、退勤後にすぐ帰宅して外出は自制し

なければならない 

□コロナウイルス感染症-19 中央災難安全対策本部（本部長：ｷﾑ･ﾌﾞｷﾞｮﾑ国務総

理）は今日、キム・ブギョム本部長の主宰で政府ソウル庁舎の映像会議室で、各

中央省庁、17の広域自治体、18の市道警察庁と共に▲首都圏の社会的距離の確

保の調整案▲主要自治体のコロナ 19 の現状及び措置事項等について議論した。 

□本日の会議でキム・ブギョム本部長は、「距離の確保４段階の格上げは、首都

圏住民の日常と小規模事業者・自営業者の生業等に大きな影響を及ぼすだけに、 

○防疫当局と関係省庁が首都圏の住民が遵守すべき防疫ルール、学校の授業と

職場勤務等の日常の変化を詳しく説明し、所管協会・団体等を通じて理解と協力

を求めることを要請した。 

１．首都圏の社会的距離の確保の調整案 
□中央災難安全対策本部では、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「首都圏の社会的距離の確保の調整案」について報告を受け、これ

を議論した。 

＜１＞現況 

□最近、首都圏への感染者が急増したことにより、首都圏は新しい距離の確保の

体系に転換せず、現行の距離の確保の体系を延長（7.1～7.14）することを決定

（6.30, 7.7）した。 

□７月２日（金）から首都圏の週間１日平均患者数は 500 人を超え（7.9 基準

740.9人）、新しい距離の確保の３段階の基準を満たしている。 

○本日（7.9）、ソウルの場合、週間１日平均患者数は 410人で、４段階の患者基

準に突入（１日目）し、京畿道は３段階、仁川は２段階であり、首都圏全体で見

ると３段階の基準に該当する。 

※現在の水準の患者発生が続く場合、ソウルは日曜日（7.11）基準で週間平均

患者 389人以上が３日以上続き、４段階の基準を満たすと予想 
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＜週間首都圏一１日発生患者数＞ 

圏域 
7.3

（土） 

7.4

（日） 

7.5

（月） 

7.6

（火） 

7.7

（水） 

7.8

（木） 

7.9

（金） 
週間１日平均 

全国 748 662 644 690 1,168 1,227 1,236 910.7 （100％） 

首都圏 614 541 527 557 990 994 963 740.9（82％） 

ソウル 353 286 301 313 577 545 495 410.0 

仁川 14 28 16 20 56 61 72 38.1 

京畿道 247 227 210 224 357 388 396 292.7 

 

 

＜参考：社会的距離の確保の段階の基準＞ 

地域 

１段階 

（人口 10万人

当たり 

１人未満） 

２段階 

（人口 10万人

当たり 

１人以上） 

３段階 

（人口 10万人

当たり 

２人以上） 

４段階 

（人口 10万人

当たり 

４人以上） 

備考 

（人口数） 

首都圏 250 未満 250 以上 500 以上 1,000 以上 26,038,307 

ソウル 97未満 97以上 195以上 389 以上 9,668,465 

京畿道 134未満 134以上 268以上 537 以上 13,427,014 

仁川 30未満 30以上 59 以上 118 以上 2,942,828 

※週間１日平均患者数が３日以上基準を超過した場合、段階が上昇 （大規模集団感

染等、一時的な患者増加の恐れ） 

 

 

□中高年層、小規模の集まり・接触を中心に感染が広がる今回の流行の特性上、相

当期間にわたり流行の拡散が続く危険がある。 

○流行遮断のために首都圏全域で集まりや移動等の社会的接触自体を減らす措置が

必要であり、これにより距離の確保の４段階への上方修正措置を先制的に施行する

必要がある。 

 

□自治体の意見をまとめた結果、ソウル、京畿、仁川のすべての首都圏に新たな社

会的距離の確保４段階の措置を通じ、現在の流行状況に共同で対応するという立場

を明らかにした。 

※京畿、仁川は首都圏の４段階の基準を満たしていないが、首都圏の共同対応及

び先制的な防疫措置が必要だという意見 

 

○専門家の諮問でも、流行を食い止めるために防疫強化が必要だとの意見が提示さ

れた。 
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＜２＞首都圏の距離の確保段階調整案 

□首都圏では、新しい社会的距離の確保の４段階を適用し、７月 12日（月）０時

から７月 25日（日）24時までの２週間施行する。 

※段階発表（7.9）以降、自治体の措置、施設別予約調整等の事前準備期間が必

要 

○適用範囲は首都圏全体で、新しい距離の確保の４段階を同一に適用する。 

- ただし、伝播の影響が少ない仁川の場合、江華・壅津郡は新しい社会的距離の確

保の２段階を適用する。 

○あわせて、２週間の流行状況を評価して、現段階の延長又は段階の調整等を決定

することにした。 

※７月 26日から 50歳代の１次予防接種を開始し、以降８～９月に 20～40歳代

の接種を実施 

 

□ 新しい社会的距離の確保４段階は最後の段階として、大流行を遮断するために

社会的接触を最小限に抑えなければならない。 

○集まりと約束を最小化し、外出自体を自制しなければならず、なるべく家に滞在

して他人との接触を最小化する必要がある。 

 

○私的な集まりは、18時より前は４人まで、18時以降は２人まで許容される。 

- 直系家族、１歳の誕生日パーティー等、各種例外は認めず、同居家族、児童・高

齢者・障害者等の介助人材が介助活動を行う場合と臨終で集まる場合にのみ例外を

認める。 

○ 首都圏でのイベントや集会（１人デモを除く）は禁止される。 

- 結婚式・葬儀は親族（※）のみ参加が許容（親族も 49人まで）される。 

※８親等以内の血族、４親等以内の親戚、配偶者 

○ 不特定多数が利用する施設のうち、遊興施設全体（※）は集合が禁止され、残

りのすべての不特定多数が利用する施設は 22時まで運営できる。 

※遊興・団欒居酒屋、クラブ・ナイト、感性居酒屋、ナンパ居酒屋、コーラテッ

ク・ダンスホール、ホールダムパブ・ホールダムゲーム場 

- スポーツ観戦及び競輪・競馬・競艇は、無観客試合のみ可能で、宿泊施設は全室

の２／３のみ運営可能で、宿泊施設主管のパーティー等のイベント(※)は禁止

する。 

※イベントルーム、バーベキューパーティー等を意味し、ホールのレンタル

は除く 

○学校は新しい社会的距離の確保４段階によって全面遠隔授業に転換される。 

※ただし、学事日程変更準備期間を経て 7月 14日（水）から本格適用 

○宗教施設は非対面礼拝のみ可能で、各種の集まり・行事・食事・宿泊は禁止され

る。 

○職場勤務は製造業を除く事業場には、時差出退勤制、昼休み時差制、在宅勤務

30％を勧告する。 
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□国民の皆様にはなるべく私的な集まりは遠慮して頂き、退勤後すぐに帰宅する

等、外出は自制して頂くよう要請する。 

○現在の４段階の措置では、私的な集まりの制限等の政府の規制だけでなく、社会

全体で集まりと約束を最小化し、家に滞在する等、国民の皆様の積極的な実践と参

加が重要な状況だ。 

 

＜３＞４段階措置のうち追加適用事項 

□首都圏の新しい社会的距離の確保４段階地域は、７月 12日（月）０時から７月

25日（日）24時まで、４段階措置以外に追加で防疫規則を適用する。 

○新たな社会的距離の確保４段階地域は、私的な集まり等の人数制限に関して、予

防接種者インセンティブの適用除外となる。 

 

- これにより、▲直系家族の集まり、▲私的な集まり・イベント、▲不特定多数が

利用する施設、▲宗教活動及び聖歌隊・小規模の集まり等に参加する場合、予防接

種者であっても集まり・利用人数基準から除外されず、含まれることになる。 

○新たな距離の確保４段階で、集合禁止対象はクラブ・ナイト、ナンパ居酒屋、感

性居酒屋が適用されるが、感染拡大防止のために遊興施設全体（※）に対して集合

禁止（現在、首都圏の遊興施設は集合禁止中）を維持する。 

※遊興・団欒居酒屋、クラブ・ナイト、感性居酒屋、ナンパ居酒屋、コーラテッ

ク・ダンスホール、ホールダムパブ・ホールダムゲーム場 

 

○ 正規の公演施設の公演は、公演場防疫ルール遵守の下で許可するが、その他の

臨時公演形態の屋内外公演（※）は、イベント的な性格とみなして、すべて禁止す

る。 

※体育競技場、公園等で大規模な公演（公演ジャンル問わず） 

 

～（後略）～ 

 

（了） 
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添付１  新しい社会的距離の確保４段階の主な内容 

  

区分 社会的距離の確保の改編４段階の防疫措置の内容 

定義 大流行により、退勤後すぐに帰宅し外出禁止が必要 

段階転換基準 
人口 10 万人当たりの週間１日平均患者数４人以上 

*ソウル 389 人、京畿道 537 人、仁川 118 人、首都圏１千人以上 

私的な集まり 18時より前は４人まで、18 時以降は２人まで可能 

イベント‧集会 
イベント禁止及び１人デモ以外の集会禁止 

*結婚式‧葬儀は親族のみ参席許可（親族も 49 人まで） 

スポーツ観戦 無観客試合 

宗教活動 
非対面の宗教活動のみ可能、 

ミーティング/イベント‧食事‧宿泊禁止 

職場勤務 
製造業以外の事業所に 

時差出退勤制、昼休み時差制、在宅勤務 30％勧告 

不特定多数が利

用する施設 

▶ 利用人数：施設面積８㎡当たり１人(基本（※）) 

※コーラテック・ダンスホール、食堂・カフェ等の施設別の特性を

反映して調整 

▶営業時間：一部の遊興施設（遊興・団らん居酒屋等)、カラオケ、

食堂・カフェ、屋内体育施設、映画館、ネットカフェ、塾等１～３

グループ（※）22時以降の運営制限 

▶集合禁止：クラブ（ナイト含む）、ナンパ居酒屋、感性居酒屋 

  

※不特定多数が利用する施設のグループ別分類 

区分 主な施設 

１グループ 
△遊興施設、△ホールダムパブ‧ホールダムゲームルーム、△コー

ラテック・ダンスホール 

２グループ 
△カラオケ、△食堂・カフェ、△沐浴場業、△訪問販売等のための

直接販売広報館、△屋内体育施設（高強度・有酸素） 

３グループ 

△映画館・劇場、△塾等、△結婚式場、△葬儀場、△理美容業、△

ネットカフェ、△ゲームセンター・マルチルーム、△読書室・スタ

ディカフェ、△遊園地・ウォーターパーク、△商店・マート・デパ

ート（300㎡以上）△カジノ△屋内体育施設（高強度・有酸素外） 

  

＜出典元ＵＲＬ＞ 

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

=366376&contSeq=366376&board_id=&gubun=ALL#  

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=366376&contSeq=366376&board_id=&gubun=ALL
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=366376&contSeq=366376&board_id=&gubun=ALL

