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コロナ 19 特別防疫対策の追加措置 

- 首都圏地域流行の遮断、未接種者保護強化、青少年流行の遮断 – 

（略） 

□コロナウイルス感染症-19 中央災難安全対策本部(本部長:国務総理キム・ブギョム)は本

日、本部長主宰でソウル庁舎映像会議室において各中央省庁、17 広域自治団体、18 の市・

道警察庁と共に▲特別防疫対策の後続措置▲主要自治体のコロナ 19 の現状および措置事項

等について議論した。 

（略） 

１．コロナ 19特別防疫対策の追加措置 

（略） 

□政府は 11月 29日(月)、特別防疫対策を議論した際、社会的距離の確保に関する事項は追

加の意見収集の上で決定することとしており、5,000人規模の感染者等、持続的な防疫状況

の悪化やオミクロン株の流入等を考慮した防疫措置の必要性が高まっている状況である。 

（略） 

□これにより、政府は流行拡大と重症患者の増加および医療リソースの減少、オミクロン株

の地域拡散等を考慮し、追加接種および未接種者の予防接種に注力し、防疫パスの拡大、私

的な集まりの制限等、追加防疫措置案を次のように設けた。 

□(市中感染の抑制)集まり等、個人間の接触を減少させることにより感染リスクを下げるた

め、私的な集まりの人数を調整する。 

※ (営業時間の制限)経済及び生活関連施設の問題を考慮し、今回の調整では営業時間の制

限は除外し、今後の防疫状況が悪化した場合に追加検討 

○(私的な集まりの調整)

現在、ワクチン接種の有無にかかわらず首都圏 10人、非首都圏 12人まで私的な集まりが可

能だが、これからは首都圏 6 人、非首都圏 8人まで可能に変更する。 

- ただし、同居する家族、介護(児童・高齢者・障害者)等、既存の例外範囲は引き続き維持
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される。 

○ (時期及び期間)これらの措置は 12 月 6日(月)から 4週間施行し(1 月 2 日（日）まで)、

流行状況によって期間が調整される予定である。 

□（未接種者保護強化）未接種者の感染拡大抑制のため、防疫パスを拡大する。 

○ (食堂・カフェ)マスク着用が困難な食堂・カフェに対して防疫パスを適用するが、生活

に密着した施設としての性格が強い点を勘案し、例外として私的な集まりの範囲内で非接

種者 1 名まで認める。 

○ (不特定多数が利用する屋内施設)塾、インターネットカフェ、映画館等、不特定多数が

利用する屋内施設にも防疫パスを拡大する。これは飲食等でマスク着用が難しくなったり、

感染リスクが高い屋内施設のリスクを下げるための措置である。 

- ただし、日常生活に必須の場合、施設利用の特性上、防疫パスの適用が難しい場合、当該

施設の特殊性に基づいて集まり・イベントの基準が適用される場合、施設の構造上立ち入り

管理が容易でない場合等は、防疫パスの義務適用から除外される。 

 

<防疫パスの義務適用施設(16 種)> 

(既存)遊興施設等(遊興居酒屋、団欒居酒屋、ナイトクラブ、ハンティング屋台、感性居酒

屋、コーラテック、ダンスホール)、カラオケ、屋内体育施設、銭湯業、競輪・競艇・競馬・

カジノ 

・(新規)食堂・カフェ、塾等、映画館・公演場、読書室・スタディカフェ、マルチルーム(ゲ

ームセンターを除く)、ネットカフェ、屋内スポーツ競技場、博物館・美術館・科学館、パ

ーティルーム、図書館、マッサージ 

 

<防疫パス未適用施設(14種)> 

結婚式場、葬儀場、遊園地施設(遊園地・ウォーターパーク)、ゲームセンター、商店・スー

パー・百貨店、屋外スポーツ競技場、屋外体育施設、宿泊施設、キッズカフェ、1歳の誕生
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日パーティ、展示会・博覧会、理・美容業、国際会議・学術イベント、直接販売広報館、宗

教施設 

 

○（電子出入名簿）上記適用業種では電子出入名簿の使用を義務付け、それに伴う負担軽減

のための政府レベルの支援策も検討する予定である。 

○(適用時期)12 月 6 日(月)から施行するが、現場の混乱を最小化するために 1 週間の指導

期間(12月 6日～12月 12日)を与える。 

- ただし、電子出入名簿の義務化の施行の有無及び時期は、追加検討後に確定する計画であ

る。 

□ (青少年流行遮断)青少年流行抑制のため、防疫パスの例外範囲(現行 18歳以下)を 11歳

以下に調整し、12～18歳も防疫パスを適用する。 

○（適用時期）青少年に予防接種を受けられる猶予期間（約 8週間）*付与後、2月 1日（火）

から実施する予定である。 

* (猶予期間) 3週間間隔の予防接種及び接種後 2週間の経過期間を考慮 
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【添付１】段階的な日常回復１次改編の主要防疫規則 

＜接種証明・陰性確認制の義務適用施設 16種(既存 5 種、新規 11種、12月６日～)＞ 

施設名 防疫規則 

▴遊興施設（5種） 

▴コーラテック‧ダンス

ホール 

・(営業時間)24時まで 

・(密集度)制限なし 

・(利用可能対象)接種完了者、完治者 

・(飲食の可否)遊興施設は可、コーラテック‧ダンスホールは不可 

▴カラオケ 

▴銭湯業 

▴屋内体育施設 

▴競輪・競艇・競馬場 

▴カジノ 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)制限なし 

・(利用可能対象)接種完了者等 

・(飲食の可否)不可 

※(屋内体育施設)シャワー室利用可、音楽速度・ランニングマシ

ーンの速度制限等は解除 

▴食堂・カフェ 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)制限なし 

・(利用可能対象)接種完了者等（未接種者は 1名まで許容） 

・(飲食の可否)可 

▴映画館・公演場 

▴読書室・スタディカフ

ェ 

▴ネットカフェ 

▴図書館 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)制限なし 

・(利用可能対象)接種完了者等 

・(飲食の可否)不可 

※施設内に別途の付帯施設(映画館・公演場)又はスペース(図書

館、読書室・スタディカフェ)、座席間の仕切り(ネットカフェ)

がある場合、制限的に許容 

▴屋外スポーツ競技場 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)制限なし 

・(利用可能対象)接種完了者等 

・(飲食の可否)不可 

※屋外スポーツ競技は接種証明制の適用外施設であり、接種完了

者等のみで構成された別のスペースがある場合、試験的に飲食

を許容 

▴塾 

▴博物館・美術館・科学

館 

▴マルチルーム 

▴マッサージ・按摩 

▴パーティルーム 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)制限なし 

・(利用可能対象)接種完了者等 

・(飲食の可否)不可 

※（パーティルーム）飲食可 
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＜接種証明・陰性確認制の適用外施設＞ 

施設名 防疫規則 

▴ゲームセンター 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)施設の申告・許可面積の 4㎡当たり 1名 

・(利用可能対象)制限なし 

・(飲食の可否)不可 

▴遊園地・ウォーター

パーク 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)収容人員の 50％ 

・(利用可能対象)制限なし 

・(飲食の可否)可 

▴屋外体育施設 

▴商店・スーパー・百貨

店 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)制限なし 

・(利用可能対象)制限なし 

・(飲食の可否)不可 

▴展示会・博覧会 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)制限なし 

・（利用可能対象）下記の規則のうち、一つを適用（混合適用不可） 

―接種の有無に関係なく 100名未満 

―接種完了者等で構成時 500名未満 

※従来規則(6 ㎡当たり 1 名とブース内の常駐人員の PCR 陰性を確

認)も択一適用可 

・(飲食の可否)不可 

▴国際会議・学術イベ

ント 

・（営業時間）制限なし 

・(密集度)一席ずつ間隔を空ける 

・（利用可能対象）下記の規則のうち、一つを適用（混合適用不可） 

―接種の有無に関係なく 100名未満 

―接種完了者等で構成時 500名未満 

※（国際会議）従来規則(座席間隔を 2席空ける)も択一適用可 

・(飲食の可否)可 

▴結婚式、１歳の誕生

日パーティ、葬儀 

・(営業時間)制限なし 

・(密集度)施設の申告・許可面積の 4㎡当たり 1名、テーブル間 1m

の距離置き又は一席ずつ空ける又は間仕切りの設置 

・（利用可能対象）下記の規則のうち、一つを適用（混合適用不可）

―接種の有無に関係なく 100名未満 

―接種完了者等で構成時 500名未満 

※(結婚式)従来規則(49名＋接種完了者 201名)も択一適用可 

・(飲食の可否)可 
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▴宗教施設 

・（営業時間）制限なし 

・(密集度)収容人員の 50% 

※接種完了者等のみで構成する場合、制限なし 

・(利用可能対象)制限なし 

・(飲食の可否)不可 

・(その他)声を出した祈祷等の禁止、正規宗教活動(礼拝等)以外の

イベントは、一般イベント基準の適用。接種完了者のみで構成

された場合、小規模な集まりや聖歌隊が可能 

*接種完了者等:接種完了者、PCR検査陰性者(48時間)、18歳以下、完治者、健康理由などの

接種不可者 

**飲食不可:水、ノンアルコール飲料を除いて禁止 

 

【添付２】社会的距離の確保の改編案に関する質疑応答 

１．「私的な集まり制限」関連の Q&A 

１ 共通事項 

Q1.「私的な集まりの制限」とは何ですか？ 

○親睦を図る等の私的目的を理由に、事前に合意・約束・周知した日程に従って、同一時間

帯、同一場所(屋内／屋外)に集まって行う一時的な会合、集まりの活動を制限することを意

味するもの 

（注）（私的な集まり）同窓会、同好会、職場の会食（昼食含む）、オンラインカフェの集ま

り、家族・友人等の親睦会、引越し祝い、新年会等のように、親睦を図ることを目的とした

すべての集まり 

- 私的な集まりを制限することは、家族・知人間の集まりによる日常の感染を遮断するため

であり、規模に関係なく集まりを自制するようにという趣旨 

 

Q2．私的な集まりの制限規模はどれくらいですか？ 

○接種者・未接種者を区別せず、首都圏は 6人、非首都圏は 8 人まで私的な集まりが可能 

（略） 

Q５．義務に違反すると、どんな処罰を受けることになりますか？ 

○感染症予防法令（「感染症の予防及び管理に関する法律」第 83条第 4項）により、違反し

た者に対して 10万ウォン以下の過料の賦課可能 

- 過料は重複して科されることがあり、行政命令違反で感染者が発生した場合、治療等の費

用に対して求償権が請求されることがある。 

（略） 

３ 職場関連 

Q11．企業での職員の採用面接、会議等にも私的な集まりの制限措置が適用されますか？ 

○企業の職員採用面接、会議等は企業経営のための必須の活動であり、私的な目的の集まり
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とは見なせないため、人員制限の対象ではない 

- ただし、面接、会議進行時に基本的な防疫心得を遵守しなければならない。 

 

Q12．業務ミーティングや会議の後の食事も私的な集まりですか？ 

○業務ミーティングは企業の必須経営活動であり私的な集まりには該当しませんが、 

- 会議の前後に行われる食事の集まりは私的な集まりに該当 

 

Q13．社内会議中に食事をすることは可能ですか？ 

○業務（公務および企業の必須経営活動）による集まりは、私的な集まりには該当しません

が、 

- 集まり・会議等の前後に行われる食事の集まりは、私的な集まりの範囲内で可能 

○お弁当・飲料等を伴う対面会議を行う場合、マスクを継続して着用することができず、飛

沫が多く飛ぶこともあるため、最大限自制することが望ましい。 

○食堂で飲食物等を伴う対面会議は、私的な集まりの範囲内で可能。 

 

Q14．会社内の集まりは私的な集まりの制限措置が適用されるのですか？ 

○社内での会合が職員間の親睦等のためであれば、私的な会合の制限範囲内で可能 

（略） 

4．不特定多数が利用する施設関連 

（略） 

Q20. 食堂・カフェでの私的な集まりは最大何人まで可能ですか？ 

○原則的として私的な集まりは接種の有無を区別せず、首都圏 6人、非首都圏 8人まで可能

だが、 

- 食堂・カフェは接種証明・陰性確認制が適用されるため、接種完了者等（注）のみ集ま

うことが可能（人数のうち未接種者は１人のみ許容） 

（注）接種完了者、PCR 陰性確認者（48時間以内）、18歳以下、完治者、健康理由等やむを

得ない接種不可者 

（後略） 

 

＜原文 URL＞ 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=368

752&contSeq=368752&board_id=&gubun=ALL#  

 

（了） 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=368752&contSeq=368752&board_id=&gubun=ALL
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=368752&contSeq=368752&board_id=&gubun=ALL

