
(８月６日付保健福祉部報道資料（仮訳）) 

現行の社会的距離の確保を２週間延長(首都圏第４段

階、非首都圏第３段階) 

首都圏第４段階、非首都圏第３段階の社会的距離の確保の延長(8.9～

8.22)、非首都圏の私的な集まり４人制限も維持 

～（前略）～ 

<2>社会的距離の確保の段階の調整方策 

□今回の社会的距離の確保の延長の目標は、休暇シーズンと光復節の連休、８月末の学校

の始業に先立ち、感染拡大傾向を確実に減少傾向に転換させることであり、特に子どもたち

の対面教育が可能となる環境づくりが重要な状況だ。 

□感染拡大傾向を減少に転じさせるため、現在適用中の社会的距離の確保の段階（首都圏

第４段階、非首都圏第３段階）を８月９日（月）０時から８月２２日（日）２４時までの２週間延長

する。 

○非首都圏全体について私的な集まりを４人まで許容する措置も延長する。

＊ 人口１０万以下の市郡地域のうち、第１、第２段階でも私的な集まりは４人まで許容 

○首都圏外の流行が大きい地域は４段階を維持し、自治体別に段階基準に従って４段階へ

の上方修正を推進する。 

－ 自治体別に防疫条件を考慮し、遊興施設の集合禁止、多数の集団感染施設の運営時間

の制限などを積極的に推進する。 

＊ 最近の集団感染は遊興施設、室内体育施設、サウナ、塾などで発生 

○公園、休養地、海水浴場などの夜間の飲酒禁止、宿泊施設の私的な集まりの制限遵守お

よび点検、パーティー禁止などの措置も延長する。 

□全国的に事業場の集団感染が増加中であり、事業場の在宅勤務の活性化を勧告し、高リ

スク施設の防疫管理強化など集中管理を実施する。 

□政府は今回の社会的距離の確保の延長を通じて、首都圏は一日平均患者数を９００人台

以下に減らし、非首都圏は患者の増加推移を止めることを目標にしている。 



<社会的距離の確保の主な措置内容> 

  

区分 第４段階 第３段階 

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 
４人まで可能 

不

特

定

多

数

が

利

用

す

る

施

設 

集合

禁止 

遊興・団欒居酒屋、 クラブ・ナイト、ナ

ンパ居酒屋、感性居酒屋、 コーラテ

ック・ダンスホール、 ホールダムパブ‧

ホールダムゲームルーム 

- 

22時

運営

制限 

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(集合禁止以外の全ての多目的

多数が利用する施設) 

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、 カラオ

ケ、食堂・カフェ、沐浴場業、水泳場、訪問販売等

のための 

直接販売広報館 

行事 

集会 

行事禁止及び１人デモ以外の集合禁

止 
参加人数が５０人以上の行事及び集会禁止 

スポー

ツ観

戦 

無観客競技 
（室内）競技場の受け入れ人数の２０％、（屋

外）受け入れ人数の３０％ 

宗教活

動 

受け入れ人数の１０％、最大９９人ま

で許容、集まり/行事・食事・宿泊 禁

止 

受け入れ人数の２０％、集まり／行事・食事・

宿泊禁止、屋外行事５０人未満 



 

<3>現場の意見及び公平性向上のための防疫の心得の整備 

□社会的距離の確保のシステムの改編後、１カ月ほど施行した状況で、様々な改善要求が

あり、現場の意見を踏まえて防疫規則を調整する。 

○特に、デルタ株による防疫規則の強化の必要性と業種間の公平性が提起する不備点を改

善し、それまで一時的措置として強化された防疫規則を本規則として反映する。 

□ まず、私的な集まりは第２～３段階の例外範囲を整備し、社会的接触を最小化する第４

段階では私的な集まりの例外をより厳しく適用する。 

○スポーツ営業施設および予防接種完了者に期限付きで適用中の規則を正規化し、第４段

階では私的な集まりの例外を認めない。（既存の臨時適用措置） 

－第４段階において、同好会など親善試合のための集まりの例外は厳重な防疫状況に合わ

ず、他の集まりと比較して緩和されていた点を考慮した。 

＊フットサル場などのスポーツ営業施設は私的な集まりの禁止措置により試合の構成に必

要な人数が集まらないため、事実上集合禁止が適用されるという点で私的な集まりの例外対

象である。 

－ デルタ株などで防疫状況が厳しい第４段階では、予防接種の完了者も私的な集まりの人

数制限の例外などを適用しない。 

＊ ただし、第２～３段階では地域別の状況を考慮し、自治体の判断で、予防接種を完了した

人の私的な集まりを例外的に調整可能 

○家族の集まりに関連し、直系家族の集まりは第３段階から私的な集まりの例外を適用しな

いが（新規適用措置）、両家の顔合わせは第３段階において８人まで許容する。（既存の臨時

適用措置） 

＊第３段階規則上、同居家族、ケア・臨終、スポーツ営業施設、予防接種完了者のみ例外を

認めるが、現在は非首都圏で直系家族の集まり、両家顔合わせは期限付きで許容中 

－ 最大限集まりを自制する第３段階からは、直系家族の集まりに別途例外を置かないが、

結婚の事前手続きとしての両家顔合わせは、社会的距離の確保の長期化によって許容する

必要性があるという点を考慮したものである。 

○トルヂャンチ（満１歳の誕生日パーティー）は、これまでトルヂャンチ専門店とその他のトル

ヂャンチに区分されていた防疫規則を一元化し、第３段階でも１６人まで集まりを許可する。

（新規適用） 

－ 具体的に第１～２段階においてトルヂャンチが行われる場所の４㎡あたり１人まで可能と

し、第３段階でも一時的規則を正規化し、１６人まで私的な集まりを許容する。 

＊ ただし、小規模のトルヂャンチなどは面積に関係なく、１６人までは許容（第１～２段階）さ

れ、２段階では１００人未満で許容 

  



＜社会的距離の確保の段階別、規則上の私的な集まりの改善案＞ 

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

人員 制限なし ８人まで ４人まで 
４人まで／１８時以

降は２人まで 

私的な集

まりの例

外 

該当なし 

・同居家族／ケア／

臨終 

・スポーツ営業施設 

・直系家族 

・トルヂャンチ 

・予防接種完了者 

・同居家族／ケア／

臨終 

・スポーツ営業施設 

・両家顔合わせ（８

人） 

・トルヂャンチ（１６

人） 

・予防接種完了者 

・同居家族／ケア／

臨終 

・各種例外を認めな

い 

□集まり・行事は防疫リスク、集まりの必要性、国民の情緒などを考慮し、各種の集まり間の

公平性を高めるために防疫規則を強化する。 

○結婚式と葬儀は、第４段階で親族だけが参加するのが原則だが、現在の一時的規則を正

規化し、第４段階でも親族の区別なく、４㎡当たり１人、５０人未満に調整する。（既存の臨時

適用措置） 

○公務または企業の経営に欠かせない行事は人数制限を適用しないが、第４段階で現在適

用中の一時的規則を正規化し、必須の行事であっても宿泊を伴う行事は禁止される。（既存

の臨時適用措置） 

○また、第３段階から圏域間の移動を含む大規模スポーツイベントは、文体部の協議を経て

施行（第４段階は開催禁止）する。 （新規適用措置） 

＊ 現行の規則上、一般スポーツ競技は行事として分類され、第３段階で同時間帯・同日空

間で動線が重ならない範囲内の５０人未満について許容 

－ 大規模なスポーツイベントは、全国から大規模な人数が集まり、接触が頻繁であるため、

感染の危険性が高いが、学生の体育学業と関連する場合が多く、全面禁止も難しいという点

を考慮したものである。 

○学術イベントは、第３段階では動線が分離された別空間ごとに、５０人未満に分けて進めな

ければならず、第４段階では、人数分けなしに、５０人未満でのみ進行を許容して防疫を強化

する。（新規適用措置） 

＊ 但し、イベント進行要員および座長などの講演者は人数算定から除外 

－ これまで学術行事は第３～４段階でも別途の人数制限なく許可され、一般行事（第３段階

５０人、第４段階禁止）との公平性の問題が存在し、一般行事と学術行事の区分が曖昧だと

いう指摘も提起されてきた。 

○正規公演施設以外の施設での公演は、第３段階で６㎡あたり１人、最大２，０００人まで制

限し、防疫規則遵守モニタリングのため、公演中は観客を常時撮影して規則違反を点検し、



第４段階では一時的規則を正規化して正規公演施設以外での開催が禁止される。（新規適

用措置） 

＊規則上、公演場は第２～４段階で最大観客数５，０００人に制限しているが、期限付き規則

で正規公演施設以外の施設での公演を禁止している（～８月）。 

○展示会・博覧会は、第４段階で適用中の一時的措置を第３～４段階で正規化し、ブース当

たりの常駐者を２人に制限し、常駐者のＰＣＲ検査を義務化し、事前予約制で運営する。（既

存の臨時適用措置を拡大） 

＊ ただし、予防接種を完了した者はＰＣＲ検査を除外、第３段階地域は１次接種者を含む 

□不特定多数が利用する施設は危険度を反映して集合禁止対象を拡大し、業種間の公平性

および実効性を高めるための防疫措置を調整する。 

○遊興施設の集団感染が続き、デルタ株による伝播力の強化を考慮して、第４段階の規則

上、集合禁止対象でないにもかかわらず、一時的措置で集合禁止を適用中の団欒酒場・遊

興酒場・コーラテック（ダンスルーム）・ホールダンパブ・ホールダムゲームルームの集合禁止

を正規規則で反映する。（既存の臨時適用措置） 

○第３～４段階では室内体育施設はシャワー室の運営が禁止されるが、シャワー室の利用

形態は変わらないにもかかわらず、屋外体育施設についてはシャワー室制限規定がなく、公

平性の問題が提起されたことにより、屋外体育施設も第３～４段階ではシャワー室の運営が

禁止される。（既存の臨時適用措置） 

○理・美容業は第４段階から２２時までの営業時間制限対象だが、大多数が２２時以前に営

業を終了するなど、制限の実効性が低いという指摘を受け、営業時間制限対象から除外す

る。（新規適用措置） 

＊ ヘアショップ、スキンケアショップ、メイクアップショップ、ネイルショップ、理容院 

□第４段階で宗教施設は、収容人数１００人以下は１０人、収容人数１０１人以上は１０％まで

対面宗教活動を許可するが、最大９９人まで許容する。（新規適用措置） 

○ 非対面宗教活動が原則であるにもかかわらず、行政裁判所の判決による一時的措置で

収容人数の１０％、最大１９人まで対面宗教活動を許容中だが、施設規模による差を設けて

いないため公平性に問題があるという点を考慮したものである。 

 

～（中略）～ 

 

添付１  社会的距離確保の防疫措置細部内容（第３、４段階） 

 

～（中略）～ 



＜社会的距離の確保４段階の主な防疫規則＞ 

区分 主な防疫規則 

定義 大流行であり、退勤後すぐ帰宅して外出を禁止する必要 

段階転換基準 
人口１０万人あたりの週間の一日平均患者数４人以上 

＊ ソウル３８９人、京畿５３７人、仁川１１８人、首都圏１，０００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 

行事・集会 
行事禁止及び１人デモ以外の集会禁止 

＊ 結婚式・葬儀は親族と関係なく最大４９名まで参加可能 

スポーツ観戦 無観客競技 

宗教活動 
正規宗教活動の場合、収容人数の１０％、最大９９人まで許容、集まり／行

事・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名（基本＊） 

＊コーラテック・ダンス場、食堂・カフェなど施設別特性を反映して調整 

▶営業時間：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

など１～３グループ＊２２時以降の営業制限 

▶集合禁止：遊興施設 

＊遊興・団欒酒屋、クラブ・ナイトクラブ、ハンティング酒屋、コーラテック・ダン

ス場、ホールダンパブ・ホールダムゲームルーム 

  



～（中略）～ 

＜社会的距離確保３段階の主な防疫規則＞ 

区分 主な防疫規則 

定義 圏域流行で、私的な集まりの禁止が必要 

段階転換基準 

人口１０万人あたりの週間の一日平均患者数２人以上 

＊ 大田３０、世宗７、忠北３２、忠南４２、光州２９、全北３６、全南３７、大邱

４９、慶北５３、釜山６８、蔚山２３、慶南６７、江原３１、済州１３人以上 

私的な集まり ４人まで可能（同居家族などは例外） 

行事・集会 参加人数５０人以上の行事及び集会禁止 

公演場 正規公演施設以外にも公演６㎡当たり１人、最大２，０００人以内 

結婚式・葬式 
個別結婚食堂５０人未満＋ウェディングホール別４㎡当たり１人 

葬式場別５０人未満＋４㎡当たり１人 

スポーツ観戦 （屋内）競技場収容人数の２０％、 （屋外）収容人数の３０％ 

宗教活動 
正規宗教活動の場合、収容人数の２０％（座席４つ空ける）、集まり／行事・

食事・宿泊禁止、屋外行事は５０人未満 

不特定多数が

利用する施設 

▶２２時運営制限：遊興施設、コーラテック・ダンス場、ホールダムパブ・ホー

ルダムゲームルール、カラオケ、食堂・カフェ、銭湯業、水泳場、訪問販

売などのための直接販売広報館 

▶基本利用人数：施設面積８㎡当たり１人（一部例外） 

 

～（後略）～ 

（了） 

（出典 URL） 
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