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要 旨

現在、新型コロナウイルス感染症（以下、
「COVID-19」とする）が世界各地に急速に伝播する中、朝鮮民主主義人民共和国

では未だに１件のウイルス感染症も発生していない。朝鮮では、
「COVID-19」を防ぐための防疫事業に大きな力を入れ、先制的
で決定的な防疫対策を取っている。
共和国政府は、隣接国で「COVID-19」が発生した初期に衛生防疫システムを国家非常防疫システムに転換し、各団体と個
人が国家的な非常措置に絶対服従する強い規律を立てるように掌握、統制を厳しく行った。また、各地で衛生宣伝を活発に繰り
広げた。
朝鮮では、一瞬たりとも緊張を緩めず、この伝染病を防ぐための活動を続け、強度を上げて展開しており、全国の全人民が防
疫事業にその主人として参加するようにしている。海外から入ってくる物資の消毒と検査、検疫事業を隙間なく行い、戸別担当医
師の役割を高め、担当の住民地区に対する検査、検診を責任をもって行い、特に、お年寄りと子ども、慢性疾患患者に対する健
康管理と予防治療活動を積極的に繰り広げている。朝鮮では、全人民が家庭と村、職場と街を衛生文化的に整備し、子どもから
お年寄りに至るまで全住民がマスクを着用して、手の消毒を徹底的に行っている。そして、多くの人々が公共の場に集まらないこと
をはじめ、
「COVID-19」を防ぐための防疫活動に自覚的かつ誠実に参加している。また、国家が伝染病予防に必要な全ての条
件を保障して科学研究事業を進めるようにしている。
キーワード：COVID-19、新型コロナウイルス感染症、防疫、朝鮮民主主義人民共和国
JEL Classification Codes : I10、I18、P29、N35
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央機関と道非常防疫指揮部の事業状況
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活動は全国の全人民が主人としての立場
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で思想的に動員される時こそ、成果的に
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との戦いにおいて第一線は自分たちに任

民解説宣伝要綱を機動的に送り届け、医
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具と医療品をしっかりと確保するための事

を早急に修正・補充するための対策を立
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業を綿密に計画し、該当した対策を立て

てており、各級社会主義法務生活指導委
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ている。各級非常防疫指揮部は、中央非

朝鮮で、このように全人民が防疫事業

朝鮮において「COVID-19」
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常防疫指揮部の統一的な指揮の下、一

に総動員されうるのは彼ら自身が国の主

の防疫事業で重要なことは、第2に、一瞬

人当たり、件数当たり検討し、隔離解除を

人で「一人は全体のために、全体は一人

も緊張を緩めず、
この伝染病を防ぐための

行うようにしており、医学的な監視対象者

のために」という集団主義精神が全社会

活動を続け、
強度を上げて繰り広げている

に対する検査、検診事業を深化させなが

に満ちているためである。
人民が国家主権

ことである。一瞬でも油断してはいけない

ら、物質的保障対策を積極的に立ててい

と生産手段の主人となっている朝鮮では、

のが、
ウイルス伝染病を防ぐための防疫事

る。

国家の事は、人民のための事になり、人

業の特徴である。
それはワクチンが開発さ

また、海外から入ってくる物資の消毒と

民のための事は、つまり国家の重大事にな

れ、伝染源が完全になくなる時まで、
ウイル

検査、検疫事業をもれなく行い、戸別担当

る。朝鮮人民は自分たちの生命安全を守

ス伝染病が継続して伝播するからである。

医師の役割を高め、担当の住民地区に対

るための活動の主人も自分自身であるとい

「COVID-19」を予防できるワクチンはま

する検査、検診を責任をもって行い、特に、

う自覚をもって、国家が講じた先制的で強
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力な衛生防疫事業に積極的に取り組んで

い、文明的な生活を存分に享受しようとい

争、防疫事業に必要な全ての条件が十分

いる。

うことが朝鮮労働党の確固不動な決心で

に保障されたので、朝鮮では幸いにも今日

ある。

まで「COVID-19」患者がたった一人も発

朝鮮において「COVID-19」を防ぐため
の防疫事業で重要なことは、第4に、国家

2020年3月17日、朝鮮では金正恩国務

が伝染病予防に必要な全ての条件を保

委員長の出席の下、平壌総合病院建設

障して科学研究事業を進めるようにしたこ

着工式が行われた。金正恩委員長は、平

とである。ウイルス感染症との戦いは多くの

壌総合病院建設着工式に自ら参加し、有

「 今、全世界が新型コロナウイルス感

投資を必要とし、
それは国家的な対策を通

意義な演説を行った。委員長が行った演

染症で不安と恐怖にさいなまれているが、

してのみ解決できる。
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生しなかった。
朝鮮に駐在しているある国の人士は自
分の心情をこのように打ち明けた。

説の言葉には人民大衆第一主義を本性

朝鮮人民だけが安定した生活を送ってい

朝鮮では、患者が発生した場合、治療

にする朝鮮労働党の崇高な政治理念が

る。先制的な非常防疫措置で新型コロナ

できる場所を整備する事業、医薬品と個

刻まれており、人民に最も文明的で幸せな

ウイルスを防止した金正恩最高指導者こ

人衛生用品、消毒薬等、防疫事業に必

生活を一日も早く提供しようとする朝鮮労

そ、世界最高の政治実力をもった希世の

要な全てのものを国家が全面的に保障し

働党の熱い人民愛が染み出ている。

政治家である。
」

ている。朝鮮では、全人民が引き続き安定

今、朝鮮人民は社会主義保健を全人

第三者も認めているように、
今日、
朝鮮で

した生活を享受できるように生活必需品を

民の生命と健康を全的に責任をもって、保

は人民の生活がさらに安定し、全国至る

生産供給する問題をはじめとする全ての

護増進させる最も人民的で先進的な保健

所で生産的高揚が起きており、世間の人

事業を緻密に計画し、実行している。

として発展させようとする朝鮮労働党の崇

を驚かす記念碑的創造物が相次いで建

朝鮮人民は共和国政府が掲げる施策

高な志を受けて、平壌総合病院建設を期

設されている。

は、すべてが人民のためのことであり、そ

日内に絶対に完工させるための闘争を積

れを徹底的に貫徹すればさらに大きな幸

極的に推し進めている。

せが訪れるという信念を今回の防疫過程

朝鮮では、伝染病予防のための研究

を通じて、益々深く心に秘めている。全人

活動も積極的に進めている。前述したよう

民が社会主義保健システムの恩恵の中

に、国家の先制的で強力な衛生防疫対

で、医療サービスを受け、全員が病気のな

策とその実行のための人民の積極的な闘
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朝鮮ではこれからも高度の緊張感を常
に堅持しながら、ウイルス感染症を徹底的
に防ぐための活動をさらに強度を上げて
展開していくであろう。
［朝鮮語原稿を ERINA にて翻訳］

