
20210507E COVID-19 従業員感染でノボテルホテル処分を表明 指揮センター（衛生福利部） 

Translated and compiled on May 08, 2021 

 
COVID-19 従業員感染でノボテルホテル処分を表明 指揮センター 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-07 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮センターは、本 5 月 07 日、ノボテルホテル従業員の COVID-19 感染が確定診断された

ことに関し、5 月 6 日、同センターが交通部や桃園市政府、中華航空有限公司（以下『中華航空』）等の代

表を招き、総合検討会を開催したと発表した。 

 

指揮センターは、会議において、ホテルの一号館 7 階と 8 階が中華航空社員の防疫ホテルとされていた

が、桃園市政府から防疫ホテルとしての承認を受けていないこと； 一号館 8 階において一般の旅客及び在

宅隔離の乗組員を同時に収容していたホテルの行為は、観光開発条例第 53 条 第 1 項や感染症予防管理法 

第 37 条 第 1 項 6 号に違反していること； 更に、中華航空が不当に従業員の防疫ホテル管理監督をして

いたことも民間航空法第 112 条第 2 項第 5 号の規定に違反していることを確認し、それぞれ交通部と桃園

市政府により罰則が科されたと指摘している。 

 

ノボテルホテル事件の処罰一覧表 

違反者 防疫違反行為 法的根拠 罰金金額 

（NTD/ 元） 

主管機構 

ノボテル 

ホテル 

防疫ホテルではないのに在宅

隔離者を収容 

１． 感染症予防管理法第 37 条

第 37 条 第 1 項 6 号や第

70 条第 1 項第 3 号 

２． 交通部 109年 9 月 30日公

路（一）字第 10982004362

号公告 

3 千～1 万 5

千 

桃園市政府 

一般旅客と高リスク者を一緒

に住まわせて多くの人に感染

を広げ、公衆防疫衛生に影響を

与え、国家の利益及び消費者の

生命や身体、健康に損害を与え

た 

観光開発条例第 53 条 第 1 項 3 万～15 万 交通部（観

光局） 

中華航空社 「国営航空乗務員の感染防止

および健康管理措置の実施に

関する運用原則」に規定されて

いる感染対策および監督義務

の不履行 

１． 民間航空法第 41-1 条第 1

項、第 112 条第 2 項第 5 号 

２． 航空器飛行作業管理規則

第 199条第 8項、第 284条

第 8 項 

100 万 交通部 

（民用航空

局） 

 

 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59563-1.html 

 

 

The command center clarifies that Novotel Hotel will be punished for incident of 

hotel staffs being confirmed COVID-19 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2020-05-07 Source: Disease Control 

Department 

-------------------------------------------------------------------------------- 

On May 7, in response to an employee confirmed COVID-19 incident in the Novotel Hotel, the Central Epidemic 

Command Center announced today, the center invited representatives from the Ministry of Transportation, Taoyuan 

City Government, and China Airlines Co., Ltd. (hereinafter referred to as China Airlines) to hold a meeting for a 

comprehensive review on May 6. 

 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-59563-1.html


The command center pointed out that during the meeting, it was confirmed that the 7th and 8th floors of the first 

building of the hotel were used as anti-epidemic dormitories for employees of China Airlines, and were not approved 

by the Taoyuan City Government for anti-epidemic accommodation; The hotel’s act of accommodating both general 

passengers and home quarantine crew members on the 8th floor of the first building violated Article 53, Paragraph (1) 

of the Tourism Development Regulations and Article 37, Paragraph (1), Item (6) of the Law on the Prevention and 

Control of Infectious Diseases; In addition, China Airlines also improperly supervised the management and supervision 

of employees' epidemic prevention dormitories, violating the provisions of Article 112, paragraph 2, (5) of the Civil 

Aviation Law, and the Ministry of Communications and Taoyuan City Government separately imposed penalties. 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

指揮中心說明諾富特飯店員工確診 COVID-19事件裁罰 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-07 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，針對諾富特飯店發生員工確診 COVID-19 事件，該中心昨(6)日邀集交

通部、桃園巿政府、中華航空股份有限公司(下稱華航公司)等代表，召開會議全面檢討。 

 

指揮中心指出，會中確認該飯店一館 7 樓、8 樓是作為華航公司員工防疫宿舍，並非桃園市政府核可之防疫

旅宿；而該飯店於一館 8 樓同時收住一般旅客及居家檢疫機組員之行為，違反發展觀光條例第 53 條第 1 項、

傳染病防治法第 37 條第 1 項第 6 款規定；另華航公司對於員工防疫宿舍管理監督亦有不當，違反民用航空法

第 112 條第 2 項第 5 款規定，分別由交通部與桃園市政府進行裁罰。 
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