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（10月 15日付保健福祉部報道資料（仮訳）） 

今後２週間、社会的距離の確保を調整 

―私的集まりの基準を単純化し、接種完了者の制限緩和―

（前略） 

□コロナウイルス感染症-19中央災害安全対策本部（本部長:国務総理ｷﾑ･ﾌﾞｷﾞｮﾑ）は、今日、

キム・ブギョム本部長主催で、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▲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話し合った。 

１． 社会的距離の確保の調整案(10 月 18 日～10月 31 日) 

（中略） 

＜２＞社会的距離の確保の調整 

□今回の社会的距離の確保の調整案は 10 月の最後の２週間に適用され、この期間は段階的

な日常の回復につながる布石の期間として、体系転換の準備及び試験的運用期間として活用

される。 

○接種完了者（※）を中心に、日常の回復を支援する方向で政策を拡大し、同期間に防疫体

系の転換に対する評価及び社会的同意を高めようとしている。 

※２次接種（ヤンセン１回接種）の完了後２週が経過した者 

○あわせて、過度な防疫緊張感の緩和により、急激な流行拡大につながらないよう、調整案

を設けることに努めた。 

※イギリス、シンガポール等は防疫緩和直後に流行が急増し、社会的混乱が発生 

□10月 18日（月）０時から 10月 31日（日）24 時までの２週間に適用される今回の社会的

距離の確保の調整内容は以下のとおり。 

□社会的距離の確保の段階は、現在のままの「首都圏４段階＋非首都圏３段階」を維持する。

※非首都圏人口 10万以下の市・郡は自律的な段階調整を維持 

□複雑な私的な集まりの基準を単純化して受容性を高め、接種完了者に対する私的な集まり

の制限を緩和する。 

○４段階地域は時間に関係なく、不特定多数が利用するすべての施設等において、未接種者

は４名まで、接種完了者を含めて８名まで可能だ。 

○３段階地域は未接種者の規模は４名であり、従来と同じで、接種完了者を含める場合、10

名まで集まりの規模が拡大される。 
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＜私的な集まりの適用基準＞ 

区分 現行 改善 

４段階 

適用 

施設 

食堂・カフェ 

（及び家庭） 
その他 施設制限なし 

人数 
18時より前：４＋２ 

18時以降：２＋４ 

18時より前：４名 

18時以降：２名 

時間区分なし 

４＋４（８名） 

３段階 
未接種者４名、 

接種完了者含む８名まで 

未接種者４名、 

接種完了者含む 10名まで可能 

  

□営業時間制限の長期化による自営業・小規模事業者への負担を解消するため、一部の生

活関連施設について、営業時間制限を緩和又は解除する。 

○３段階地域の食堂・カフェは現在、営業時間を 22時までと制限しているが、これを 24

時まで緩和する。 

○４段階地域の読書室、スタディカフェ、公演場、映画館も営業時間を 22時までと制限し

ているが、これを 24時まで緩和する。 

○訪問販売等のための直接販売広報館の場合、３～４段階での 22時の営業時間制限を解除

する。 

 

□現在、事実上禁止されているスポーツ競技の観戦及びスポーツ大会の開催を接種完了者

を中心に許容する。 

○スポーツ競技の観戦は、現在の４段階では無観客で競技を運営しなければならないが、

接種完了者だけで入場者を構成する場合、屋内は収容人数の 20％まで、屋外は収容人数の

30％まで、３段階水準で認められる。 

 

○大規模スポーツ大会（※）も４段階では開催が禁止されているが、接種完了者等（※

※）で最少人数が参加した場合、開催が可能である。 

※集まり・イベントの制限人数超過及び圏域間移動を含む大規模体育イベント等(例：鳳

凰大旗全国高校野球大会、全国障害者体育大会等) 

※※大会参加年齢及び全体の規模によって PCR 陰性確認者（48時間以内）も認定 

 

□結婚式は接種完了率の増加及び現場の問題点を考慮し、接種完了者のインセンティブを

拡大する。 

○３～４段階で、食事の有無にかかわらず最大 250名(49名＋接種完了者 201名)まで可能

なように調整する。 
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区分 現行 改善 

結婚式

（３、４ 

段階同一） 

  

▲食事提供の結婚式：最大 99 名 

（49名＋接種完了者 50名） 

▲食事なしの結婚式：最大 199名 

（99名＋接種完了者 100 名） 

食事の提供有無に関係なく最大 250 名 

⇒ 49名＋接種完了者 201 名 

※ 食事未提供時、計 199 名参加の式も

可能（99名＋接種完了者最大 100 名） 

 

□宗教施設は接種完了者を中心に礼拝人数を拡大するが、小規模の集まり・食事・宿泊禁

止等は維持される。 

○４段階地域で最大 99名の範囲内で全収容人数の 10％まで可能だったが、今後は 99名の

上限を解除して全収容人数の 10%まで又は接種完了者のみで構成した場合（※）20％まで

可能なように調整する。 

※例示：（既存）全体収容人数 5,000名の礼拝堂は接種有無に関係なく最大 99名→（変

更）接種完了者のみで構成した場合は最大 1,000 名（20％）、未接種者を含む場合は最大

500 名(10％) 

○３段階地域は全体収容人数の 20％まで可能だが、今後は全収容人数 20％または接種完了

者のみで構成した場合、30％まで可能に調整する。 

 

□ その他、長期間業務を中断したり、損失補償を受けられない等の理由により、自治体か

らの建議及び現場点検時に問題の多い分野の防疫措置を緩和する。 

○これまで３～４段階の宿泊施設に適用されていた客室運営制限(３段階３／４、４段階２

／３まで運営)を解除する。 

※損失補償対象でない状況での業務の難しさや、夏休みシーズン及び秋夕連休等が終わ

り当初の危険要因が弱まった点等を考慮して調整 

○併せて３段階の屋内・外の体育施設に適用されていたシャワー室の運営制限も解除す

る。 

＜社会的距離の確保の調整内容(10月 18日～10 月 31日)＞ 

区分 既存 変更 

私的

な集

まり 

３段階 
- 未接種者４名、 

- 接種完了者含む８名まで 

- 未接種者４名、  

- 接種完了者含む 10 名まで可能 

４段階 

-（18時まで）未接種者４名、 

-（18時以降）未接種者２名、 

ただし、食堂・カフェや家庭のみ 

接種完了者含む６名まで 

- 時間区分なく未接種者４名、 

- 全ての不特定多数が利用する施設等で 

接種完了者含む８名まで可能 

営業

時間 

３段階 

- 食堂・カフェ 22時営業制限 

- 訪問販売等のための直接販売広

報館 22 時営業制限 

- 食堂・カフェ 24時営業制限 

- 訪問販売等のための直接販売広報館の 

営業時間制限解除 

４段階   - 読書室、スタディカフェ、公演    - 読書室、スタディカフェ、公演場、映 
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   場、映画館 22 時営業制限 

  - 訪問販売等のための直接販売広 

   報館 22 時営業制限 

   画館 24時営業制限 

- 訪問販売等のための直接販売広報館の 

営業時間制限解除 

スポーツ 

競技観戦 

（４段階地域） 

 無観客試合 

- 接種完了者のみで構成時、収容人員 

の 20％（屋内）、30％（屋外）まで 

可能（３段階水準） 

※野球、サッカー、バレーボール、バス

ケットボール等のスポーツ観戦該当 

スポーツ 

大会 

（４段階地域） 

大規模スポーツイベント（体育大

会）禁止 

- 接種完了者等（※）最少人数が参加す

る場合、開催許容 

 ※参加年齢及び全体の規模によって PCR

陰性確認者（48時間内）も認定 

結婚式 

（３、４段階 

同一） 

▲食事提供の結婚式：最大 99名

（49名＋接種完了者 50名） 

▲食事のない結婚式：最大 199 名

（99名＋接種完了者 100 名） 

 - 食事提供の有無に関係なく最大 250 名 

⇒ 49名＋接種完了者 201 名 

※ 食事未提供時、計 199 名参加の式も 

可能（99名＋接種完了者最大 100 名） 

宗教

施設 

３段階 全体収容人員の 20％まで 

- 全収容人数の 20％まで可能 

- 接種完了者のみで構成時、30％まで 

（２段階水準）  

※小規模の集まり・食事・宿泊禁止は維

持 

４段階 
全体収容人員の 10％まで 

（ただし、最大 99名まで可能） 

- 最大 99名の上限解除 

- 全収容人数の 10％まで可能 

- 接種完了者のみで構成時、20％まで 

（３段階水準） 

※小規模の集まり・食事・宿泊禁止は維

持 

宿泊

施設 

３段階 全客室の３／４まで客室運営 
- 客室の運営制限解除 

４段階 全客室の２／３まで客室運営 

屋内‧外体育施設 

（３段階地域） 
シャワー室の運営禁止  - シャワー室の運営制限解除 

  

（後略） 

（了） 

＜出典元 URL＞ 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=368172&con

tSeq=368172&board_id=&gubun=ALL# 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=368172&contSeq=368172&board_id=&gubun=ALL
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=368172&contSeq=368172&board_id=&gubun=ALL

