
 (９月３日付保健福祉部報道資料（仮訳）) 

社会的距離の確保を 4 週間延長(首都圏 4 段階、非首都圏 3 段階)  

□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・プギョム本部長の主宰により政府ソウル庁舎の映像会議室で、各中央部処、17の広域

自治体、18 の市道警察庁と共に、▲社会的距離の確保に関する調整案および秋夕特別防

疫対策、▲主要自治体におけるコロナ 19の現況および措置事項などを話し合った。 

１．社会的距離の確保の調整案及び秋夕特別防疫対策（中略） 

＜２＞社会的距離の確保の段階に関する調整案 

□流行の規模が大きく減少することなく持続維持される状況で、9 月末までに全面的な防疫

緩和をすることは難しい状況である。 

○ただし、全国民の 70%の 1 次予防接種の目標達成に近づいており、距離の確保の長期化

による大きな疲労感と社会的受容性の低下を考慮した制限的な防疫緩和を推進する。 

□現在適用中の「社会的距離の確保の段階」（首都圏 4 段階、非首都圏 3 段階）と非首都圏

5 人以上の私的な集まりの禁止措置を 9 月 6 日（月）0 時から 10 月 3 日（日）24 時まで 4 週

間延長する。 

※非首都圏の人口 10万以下の市・郡は自律的な段階調整を維持 

○秋夕の移動増加による流行の急増有無などを評価するため、秋夕連休（9.19~9.22）以降の

１週間まで含めて観察が必要だ。 

○併せて、度重なる調整による疲労感と秋夕連休に対する予測可能性を考慮する必要があ

り、今回の距離の確保は 4週間持続する。 

□全国的に予防接種の完了者に限って私的な集まりの例外を適用する。

○４段階地域では、これまで 18 時より前は４人まで、18 時以降２人まで私的な集まりが可能

で、食堂・カフェの場合、21時まで予防接種完了者を含めて４人まで私的な集まりが可能であ

った。 

○今回の距離の確保の調整では、予防接種インセンティブの拡大により、食堂・カフェ及び家

庭でのみ予防接種完了者を含む 6人までの会合が可能になる。 

-ただし、１次接種者と未接種者の場合、私的な集まりは従来と同様に 18 時より前は 4 人、

18時以降は 2人まで可能である。 

○３段階以下の地域は、これまで、すべての不特定多数が利用する施設および家庭で私的

な集まりが 4 人まで可能だった措置が、今回のインセンティブ拡大によって予防接種完了者

を含む場合、8人まで可能である。 



- 3 段階インセンティブは、すべての不特定多数が利用する施設および家庭などに同一に適

用されるが、ただし、１次接種者と未接種者の場合、従来のように４人まで私的な集まりが可

能である。 

-併せて、既存の３段階で予防接種完了者に対して人数制限なしに私的な集まりのインセン

ティブを適用していた自治体（※）も８人までに統一し、全国的に同一の措置を適用するように

なる。 

※忠北、忠南、全北、大邱、慶北、慶南、江原等の 7 ヶ所 

 

□自営業・中小企業など民生経済の困難を考慮し、4 段階地域の食堂・カフェの店内飲食可

能時間を 21時から 22時に変更する。 

 

□併せて、私的な集まりに関連する制限事項（全段階）と４段階での 22時の不特定多数が利

用する施設の運営制限時間については自治体別に任意調整ができないようにした。 

 

□現場での改善が必要と建議した意見に対し、防疫的効果を維持するレベルで、現場の意

見を反映し、防疫ルールを合理的に調整する。 

○結婚式は現在３～４段階において 49 人まで許可しているが、食事の提供がない結婚式の

場合、個別結婚式参加人数を 49人から最大 99人まで許可（飲食する場合は現行の 49人を

維持）する。 

※3 段階は、動線と空間が分離される場合、区別して適用可能だが、４段階は結婚式全体の

人数が最大 99人まで可能。 

○3段階以上の地域のそれぞれ 300㎡以上の準大規模店舗（SSM）と総合小売業にはQRコ

ード、安心コール等の出入名簿の管理を勧告し、自治体では防疫状況を考慮して出入名簿

の管理を義務化できる。 

○一般行事と学術行事の区分が曖昧で学術行事を装った行事が開催されるなどの問題から

学術行事の定義を明確化した。 

-学術行事は大学・研究機関・学会などで主催または主管し、学問・技術など学術分野の研

究成果の発表および議論のための行事（※）と定義した。 

※シンポジウム、カンファレンス、セミナー、ワークショップなどを含む。 

 

□また、これと他の現場からの要請事項は、防疫緩和メッセージの増加と業種間の公平性問

題が懸念されることから、今回は調整が難しい状況であるため、今後、距離の確保の調整時

に検討する予定である。 

○併せて、今後の距離の確保の調整は、流行規模によって段階の下方修正を検討し、流行

規模が維持される場合、予防接種を中心に防疫措置の追加緩和を検討する計画だ。 

 

 



＜社会的距離の確保の主な措置内容（9.6～10.3）＞ 

 

区分 ４段階 ３段階 

私的な 

集まり 

18時より前 ４人まで、 

18時以降 ２人まで可能 

*予防接種完了者は食堂・カフェ及び

家庭での私的な集まり６人まで可能 

4人まで可能 

*予防接種完了者は 

私的な集まり８人まで可能 

連休期間の前後（9.17〜9.23）の家庭内の家族の集まりは、最大８人まで可

能（予防接種未完了者は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、感

性居酒屋、ハンティング屋台、コーラ

テック・ダンスホール、ホールデムパ

ブ・ホールデムゲーム場 

- 

22時以

降運営

制限 

カラオケ、食堂・カフェ※、室内スポー

ツ施設、映画館、ネットカフェ、塾等の

１～３のグループ（集合禁止以外のす

べての不特定多数が利用する施設） 

※食堂・カフェ利用時に予防接種完

了者を追加する場合、６人まで私的

な集まり可能（22時まで） 

遊興施設、ホールデムパブ・ホール

デムゲーム場、コーラテック・ダンスホ

ール、カラオケ、食堂・カフェ、温浴場

業、プール、訪問販売等のための直

接販売広報館 

※不特定多数が利用する施設を利用

時に予防接種完了者を追加する場

合、８人まで私的な集まり可能 

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 

参加人数が 50人以上の 

イベント及び集会禁止 

スポーツ観戦 無観客で試合 
（屋内）競技場収容人数の 20％、 

（屋外）収容人員の 30％ 

結婚式場 

最大 49 人まで許容 

※食事の提供がない結婚式は 

99人まで許容 

最大 49 人まで許容 

*食事の提供がない結婚式は 

99人まで許容 

宗教活動 
収容人員の 10％、最大 99人まで許

容、集まり／イベント・食事・宿泊禁止 

収容人員の 20％、集まり／イベント・

食事・宿泊禁止、屋外イベント 50人

未満 

※下線を引いた内容は調整・補完された内容。 

（中略） 

 

 



＜３＞秋夕特別防疫対策 
□距離の確保の調整とともに、秋夕名節の感染拡大を防止するため、秋夕特別防疫対策を

９月 13日（月）から９月 26日（日）までの２週間施行する。 

 

①防疫親和的な秋夕名節の雰囲気づくり 
□予防接種完了または診断検査後、最小人員（小規模）で故郷を訪問することを勧告する。 

○ただし、高齢の両親がワクチン未接種者である場合には訪問を控えることを強力に勧告す

る。 

○併せて、非対面で安否を伝え、オンラインでの祭祀を勧告し、防疫ルールを順守しながら

小規模で家庭内において祭祀を行うよう要請する。 

 

□秋夕連休の４段階地域の家庭内の家族の集まりに対しては、３段階の私的な集まり基準

を適用し、予防接種完了者を含め最大８人までの集まりを許容する。 

○１次接種者、未接種者は４人まで許容され、予防接種完了者を含む場合、８人まで家庭内

の家族の集まりが可能だ。 

○適用期間は秋夕連休を含む９月 17 日(金)から９月 23 日(木)までの１週間適用し、適用範

囲は４段階地域の不特定多数が利用する施設は適用されず、家庭内の集まりのみ許容され

る。 

 

□故郷訪問前に予防接種及び診断検査を実施し、異常症状がある場合は訪問を取消・延期

し、不特定多数が利用する施設への出入りを自制する等、核心防疫ルールを順守しなけれ

ばならない。 

○故郷に移動する際はなるべく自家用車を利用し、休憩所の滞在時間は最小化し、故郷に

短く滞在し、集まりの際はマスクをつけるなど防疫ルールを遵守しなければならない。 

○帰宅後は、不特定多数が利用する施設への出入りを控え、自宅に滞在しながら健康状態

を観察し、日常生活に復帰する前に、積極的に検査を受けなければならない。 

 

□家庭で健全な余暇活動を楽しめるよう、オンライン文化・余暇コンテンツを積極的に発掘・

広報する。 

○秋夕連休の間、家庭で余暇生活を楽しめるように公演・展示など名節に合わせたオンライ

ンコンテンツを提供（※）(９月 17日～９月 26日、文体部)する。 

※巣ごもり文化生活（ https://www.culture.go.kr/home/index.do ）内の秋夕特別企画運

営(９月 17日～９月 26日) 

○デジタルでの学びの場を通じた非対面名節を送る（９月１日～９月 22 日）（※）プログラムと

科学館の月観測等の科学文化プログラム（９月 18～22日、科技部）を運営する。 

※例）①「私たち家族一緒にメタバースで秋夕を楽しみましょう」（メタバースを活用した家族

写真館運営、家族特技自慢イベントなど）、②「家族皆と非対面名節を過ごす」（オンラインで

安否を伝える、オンラインでお小遣い・プレゼント送金方法等を教育） 

※※例）生放送の中秋満月／宇宙ステーション観察、「月」がテーマの科学ニュース紹介及

び解説 

○秋夕連休前に国民に無料映像通話（「LAN ケーブル帰郷」）を支援し、小商工人（専用商品

利用者）を対象にデータを提供（月 50GB、２カ月、科技部）する。 

○秋夕の帰省実績のないコレイル会員を対象に KTX特別割引商品を販売（国土部）する。 

 

 

https://www.culture.go.kr/home/index.do


②感染危険を最小化するための防疫措置の強化 
□鉄道乗車券は追加販売せず、窓側座席のみ販売され、高速道路通行料も正常に徴収され、

沿岸旅客船に対する乗船人員は定員の 50％で運営される。 

○鉄道駅(50 駅)では搭乗前に発熱チェックを行い、乗・降車客の動線を分離する一方、列車

の予約時には非対面での予約が行われる。 

○休憩所は休憩所室内の飲食を禁止し、熱画像カメラ、混雑案内などを通じて利用者の密集

を防止し、防疫ルールを強化する。 

○高速道路は混雑度を防ぐため交通量の分散を推進する。 

※迂回道路交通情報等、リアルタイムで提供(国家交通情報アプリ及びホームページ、

https://www.its.go.kr/ ) 

 

□墓参りはできるだけ自制するよう勧告し、オンライン追悼・墓参りサービス等の利用を支援

（福祉部、山林庁）する。 

○室内奉安施設は訪問客１日総量制と事前予約制を通じて運営され、祭礼施設と休憩室は

閉鎖される。 

○草刈はできるだけ草刈代行サービス（山林組合、農協）を利用するよう勧告し、草刈の際は

２メートルの距離を置き、混雑時間の回避、参加人数・滞在時間の最小化など防疫ルールの

順守を徹底し案内（農食品部、山林庁）する。 

 

□伝統市場、デパート等、秋夕名節に訪問が多いことが予想される流通売場に対する防疫

管理を強化する。 

○伝統市場に対しては、防疫消毒を強化し、特別防疫点検（1,705店、13地方中小企業庁）を

実施する一方、安心コールの活用など出入者名簿の管理を勧告し、非対面販売活性化のた

めにオンライン特別販売店（350店）を開催（中企部）する。 

○百貨店、マート等に対しては、３段階から 300 ㎡以上の準大規模店舗（SSM）の出入者名

簿の管理を勧告し、集客行事や試飲試食禁止等を実施（産業部）する。 

 

□国公立施設、博物館等の文化芸術施設は事前予約制と有料（王陵等の一部）で運営され、

利用人数の制限および掲示、防疫管理者の指定等の防疫管理を強化（文体部、科技部、文

化財庁）する。 

○公演場、映画館はオンライン上での事前前売りを推奨し、飲食物の持ち込み・摂取を禁止

する一方、同行者以外の一室飛ばしなど防疫ルールを遵守しなければならない。 

 

□距離の確保の段階と関係なく、秋夕連休期間（９月 13 日（月）～９月 26 日（日）、２週間）に

は療養病院・施設の訪問面会を許容し、面会客の分散のために事前予約制を実施する。 

○入院患者、面会客ともに予防接種完了者の場合は接触面会が許容され、その他の場合は

非接触面会が可能だ。 

○療養病院・施設の従事者に対して遺伝子増幅（PCR）検査を周期的に実施（※）し、毎日防

疫ルール順守の有無を有線で確認（必要時、現場点検）する一方、感染者が多数発生する

場合は「緊急現場対応チーム」を派遣する等、感染伝播防止に万全を期す予定だ。 

※４段階は週１回、３段階は１～２週１回 

 

□施設別の部処責任制、自治体の特別点検を通じて、高危険施設の防疫準備状況および履

行状況等の現場点検を強化する。 
※飲食店、カフェ、流通売場(伝統市場、百貨店など)、感染脆弱事業場(コールセンター、流通

物流センター、訪問販売施設など)、外国人密集施設、ホームレス施設、療養病院・施設など 

https://www.its.go.kr/


○これと共に休憩所、鉄道駅、ターミナル等の主要交通施設に対する防疫及び安全点検も

強化する。 

※(休憩所など)8.30～9.10、(沿岸旅客施設)8.23～9.3、(その他施設)既存の施設別現場点

検と連携して集中点検を実施(継続) 

 

③隙間のない防疫・医療対応体系の維持 
□疾病管理庁のコールセンター（1339）と防疫対応の非常組織・人材運営を通じて対国民相

談および現場防疫を強化する。 

○自家隔離・海外入国の手続き、予防接種の異常反応等、疾病管理庁のコールセンターを

通じ、24時間対国民相談案内を実施する。 

○非常防疫対応、必須人員の循環勤務、疑い患者・接触者管理等、現場の一線での防疫を

強化する。 

 

□秋夕連休期間に選別診療所、感染症専門病院等の診療体系を正常に維持する。 

○全国の選別診療所・臨時選別検査所の支障のない運営と維持、運営時間の情報を案内

（※）する等、迅速診断検査体系を維持する。 

※運営時間、位置等の情報をコロナ 19 ホームページ( http://ncov.mohw.go.kr/ )及び応

急医療ポータル( https://www.e-gen.or.kr/egen/main.do )などを通じて案内 

 

○帰郷時の診断検査活性化のため、高速道路など交通要衝地を中心に臨時選別検査所を

追加で設置·運営*（13カ所:鉄道駅 4、ターミナル 4、休憩所 5）する。 

※（ソウル 1）東ソウル総合ターミナル、（釜山 1）市庁（釜山西部バスターミナル隣接）、（江

原 3）南春川駅、原州駅、江陵駅、（忠北 1）五松駅、（全北 1）全州総合競技場-高速バスター

ミナル近隣、（全南 4）白羊寺休憩所（順天方向）、蟾津江休憩所（順天方向）、咸平天地休憩

所（木浦方向）、宝城緑茶休憩所（慶南木浦方向）、（慶南 2）昌原総合バスターミナル、通度

寺休憩所（釜山方向） 

 

○秋夕連休期間中、コロナ 19 患者に対する医療空白を防止するため、コロナ 19 治療病院、

生活治療センターを常時運営し、応急医療機関は 24 時間診療体系を維持し、開設する医療

機関・薬局に対する案内サービス（応急医療情報提供アプリなど）を提供する。 

 

□海外入国者、自家隔離者に対する管理を持続的に実施する。 

○入国旅客専用の交通便と臨時生活施設を常時運営し、自家隔離者の 24時間モニタリング

管理および緊急対応体系（※）を構築・運営する。 

※24時間 GIS状況板モニタリング及び報告体系(市・郡・区→市道及び中大本)維持等 

 

□中央災難安全対策本部は、今回の秋夕にはワクチン接種の完了または診断検査後、最小

人員（小規模）で故郷を訪問するよう要請し、帰宅後には家に留まりながら症状を観察し、積

極的に診断検査を受けるよう要請した。 （後略） （了） 

 

 

＜出典元 URL＞ 
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=36

7118&contSeq=367118&board_id=&gubun=ALL 

http://ncov.mohw.go.kr/
https://www.e-gen.or.kr/egen/main.do
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=367118&contSeq=367118&board_id=&gubun=ALL
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=367118&contSeq=367118&board_id=&gubun=ALL

