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

中央流行疫情指揮センターは、本 5 月 15 日、「台湾における COVID-19 流行が厳しい状況にあり、双北

地区（台北市、新北市）においては感染源が判らない患者及びクラスターが発生していることに対応し、

感染拡大の趨勢を判断し、大規模な感染拡大を防ぐため、本日より 5 月 28 日まで直ちに双北地区の警戒レ

ベルを第三級に引き上げ、制限措置を厳格化したと発表。措置内容は以下の通りである： 

 

一、全国的措置： 

レジャー娯楽施設の封鎖： 

カラオケホール、ダンスホール、ナイトクラブ、クラブ、レストラン、バー、ホテル、MTV、KTV、

理容院（観光理髪、AV 理容）、指圧マッサージ店、（指圧やサウナなどを提供している）フィットネス・

レジャーセンター、ボウリング場、ビリヤード場、（国民スポーツセンターを含む）フィットネスセンタ

ー、インドアスクリーンゴルフ練習場、レクリエーション会場、電子ゲーム会場、情報レジャー会場、麻

雀ホールおよび他の同様の場所。 

 

全国の宗教祭礼の場での活動部分については、寺院や宮殿、教会およびその他同類の場所での活動の

リアルタイム連携システム（宮本注： アプリなどによる入場者情報の管理のことかと推量します）の完

全導入とソーシャルディスタンスの確保並びに清掃消毒の強化を含め、『進香（聖地や名山に巡礼をする

ことを言います ）』と『遶境（道教のお祭りで神輿や山車が街を練り歩く京都の祇園祭のようなものだ

そうです）』に関連する活動を全面的に停止する。 

 

全国の中学校、小学校は対外への開放を停止する。 

全国の社会団体は、『交接活動（交接とは譲渡？引継ぎ？それにしても意味が通りませんが…）』を停

止する。 

 

二、レベル３警戒地区（台北市、新北市）の措置（期間 5月 15日～5月 28日）： 

レジャー施設やエンターテインメント場の閉鎖に加え、展覧会場、映画館（劇場や映画館）、集会堂、

体育館、活動センター、エキシビジョンサイト（コンサートホール、エキシビジョンホール、博物館、美

術館、陳列館、史跡資料館、記念館）、室内スケートリンク、室内プール、アミューズメントパーク、フ

ランチャイズのキッズランド及びその他同様な場所を含めて、これらも閉鎖する。 

 

外出時には全行程でのマスク着用と。 

不要不急の移動や活動、集会の停止、 

室内で 5 人以上や室外でも 10 人以上の家庭集会（同居者は含めない）や社交活動の停止。 

自己健康観察の実施、症状がある際の医療機関受診。 

ビジネスの場所や公共機間（機構）での実人流の抑制、マスク着用やソーシャルディスタンスの保持。 

職場およびワークプレースは、企業の事業継続計画（BCP）の蔓延防止規定を遵守し、個人および職

場の衛生管理を実施、リモート勤務やフレックス勤務を開始せねばならない。 

ケータリング施設は、リアルタイム連携システムの導入、ソーシャルディスタンス、アクリル板設置

などの感染対策措置を遵守し、実施できない場合はテイクアウト。 

冠婚葬祭は、リアルタイム連携システムの導入とソーシャルディスタンスを採り、 清掃・消毒を強化

すること。 

パブリックエリアや公共交通は清掃・消毒を強化すること。 

 

指揮センターは、上述の措置以外に、レベル 3 警戒地域の医療体系対応を強化し、専用病棟やゾーニ

ングと人流の分離、屋外検査ステーションの設置・検査の拡大や台北市萬華地区のスクリーニング検

査能力の拡大、遠隔医療の外来診察へのリモート診察の応用、特別対応病院等の積極的立ち上げを行

なう。 



 

指揮センターは、第二、第三級の警戒範囲の地区での不必要な移動を減少させることが必要だと呼び

かけている。 

 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-60685-1.html 

 

 

In response to the expanding trend of community transmission, the command 

center will raise the epidemic alert in the Shuangbei area to level 3 from now until 

May 28, tighten and increase relevant national restrictions, and strictly observe the 

community defense line 
Ministry of Health and Welfare www.mohw.gov.tw  2020-05-15 Source: Disease Control 

Department 

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

The Central Epidemic Command Center said on May 15th today, in response to the ongoing severe COVID-19 

epidemic in China, cases and clusters of infections of unknown origin have occurred successively in the Shuangbei 

area (Taipei City, New Taipei City). It is judged that community transmission has expanded. From now until May 28, 

the epidemic alert in Shuangbei area will be raised to the third level, and restrictive measures will be tightened and 

increased to prevent large-scale community transmission. The measures are as follows: 

 

1. National measures: 
Close down of leisure and entertainment venues, including karaoke halls, dance halls, nightclubs, clubs, 

restaurants, bars, hotels (galleries), video shows with broadcasting venues (MTV), audio-visual singing venues 

(KTV), beauty salon (sightseeing hairdressing, audio-visual treatment), Shiatsu massage place, fitness and leisure 

center (including beauty and weight reduction places that provide Shiatsu, sauna and other facilities), Bowling alleys, 

pool courts, fitness centers (including national sports centers), indoor screen golf driving ranges, amusement venues, 

electronic game fields, information leisure venues, mahjong leisure centers and other similar venues. 

For the activities of religious sacrificial places nationwide, activities related to pilgrimage groups and festivals 

shall be completely stopped, including activities in temples, palaces, churches (churches) and other similar places. 

The implementation of the system and social distancing shall be implemented cleaning and disinfection. 

The campuses of primary and secondary schools nationwide are closed to the public. 

The national societies stopped handover activities. 

 

2. Measures for the third level alert area (Taipei City, New Taipei City) (Time May 15 to May 28): 
In addition to closing leisure and entertainment venues, 

At the same time, venues for viewing exhibitions and competitions will be closed, including exhibition venues, 

movie theaters (theatre, cinema), assembly halls, gymnasiums, activity centers, performance venues (concert halls, 

performance halls, museums, art galleries, exhibition halls, historical archives, Memorial hall), indoor skating rink, 

indoor swimming pool, amusement park, franchised children’s playground and other similar places. 

Wear a mask all the time when you go out. 

Avoid unnecessary movement, activities or gatherings. 

Stop family gatherings of 5 or more people indoors and 10 or more people outdoors (not counting those who live 

together) and social gatherings. 

Self-monitoring, seek medical attention if you have symptoms. 

Business premises and public offices (institutions) should implement crowd control, wear masks, and maintain 

social distancing. 

 

Workplaces and workplaces should abide by the epidemic prevention requirements of the Guidelines for Corporate 

Continuity Operations, should implement personal and workplace hygiene management, and should initiate 

corporate continuity operations response measures, such as remote office work, and flexible working hours. 

Catering establishments should comply with anti-epidemic measures such as the joint system, social distancing, 

and partitions, and take out if they cannot be implemented. 

Marriage and funerals should implement a solid alliance system and social distancing, and strengthen their 

cleaning and disinfection. 

Strengthen the elimination of public areas and public transportation. 

 

 

The command center said, in addition to the above measures, it will also strengthen the response of the medical 

https://www.mohw.gov.tw/cp-16-60685-1.html


system in the tertiary alert area, including expanding the establishment of dedicated wards, sub-cabins and diversion, 

setting up outdoor screening stations for inspections, expansion of screening capacity in Wanhua District of Taipei City, 

extensive use of telemedicine for outpatients, and active activation of special emergency hospitals, etc. The command 

center also called for personnel in the second and third levels of alert areas to reduce unnecessary movement between 

areas. 

 

 

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

因應社區傳播有擴大趨勢，指揮中心自即日起至 5月 28日提升雙北地

區疫情警戒至第三級，加嚴、加大全國相關限制措施，嚴守社區防線 
衛生福利部 www.mohw.gov.tw  2020-05-15 來源： 疾病管制署 
-------------------------------------------------------------------------------- 

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，因應目前國內 COVID-19 疫情持續嚴峻，雙北地區(臺北市、新北市)

陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，研判社區傳播已有擴大趨勢，自即日起至 5 月 28 日提升雙北地區

疫情警戒至第三級，加嚴、加大限制措施，以防範發生大規模社區傳播，措施如下： 

 

一、全國性措施： 

關閉休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、

視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等

設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場

所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所。 

全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂(教會)及其他類似場

所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消。 

全國中、小學校園停止對外開放。 

全國社團停止交接活動。 

 

二、第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間 5月 15日至 5月 28日)： 

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、

體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰

場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中

心、訓練班、K 書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場

所。 

外出時全程佩戴口罩。  

避免不必要移動、活動或集會。 

停止室內 5 人以上、室外 10 人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。  

自我健康監測，有症狀應就醫。  

營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。  

職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運

因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。 

餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。  

婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。 

公共場域、大眾運輸加強清消。 

 

指揮中心表示，除上述措施外，也將加強第三級警戒區域之醫療體系應變，包括擴大開設專責病房、分艙

分流、設置戶外篩檢站以採檢、擴大臺北市萬華地區篩檢量能、廣泛運用遠距醫療於門診病患、積極啟動專

責應變醫院等。指揮中心同時呼籲，第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動。 
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