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壱、まえがき
一、新竹サイエンスパークの発展現状(2016 年 7 月に至る)：
北西台湾にある新竹サイエンスパーク、所在は新竹県と新竹市の間で、
周りは工業技術研究院(ITRI)、国立清華大学、国立交通大学などの学術研
究機関がパークに豊かな人材資源、在職訓練及び研究などの協力を提供
しています。また、パーク内もいくつの国家ラボラトリーがあり、シン
クロトロン放射光研究センターを除き、また、国家研究院に属し、国家
高速ネットワークと計算センター、国家宇宙開発室、国家チップデザイ
ンセンター、ナノデバイスラボラトリー、精密機械開発センターがあり
ます。竹南パークも国家衛生研究院及び農業科技研究院動物科学技術研
究所を設置し、新竹バイオパークの研究開発センタービルにも国家実験
研究院機械科技研究センター、国家実験動物センター及び工業技術研究
院などの研究機関が駐在しています。
本局は行政センターとして、パーク内の企業に計画管理と審査、研究、
発展、人材培養、研究開発奨励、投資サービス、労働行政、医療保険、
工商サービス、工程建設、環境保護、土地計画、景色維持、インフォメ
ーション、消防、安全保護を含め単一窓口管理行政サービスを提供して
います。
パーク内では六大の産業を分け：集積回路、パソコンと周辺、通信、
光電、精密機械及びバイオ産業です。一番大きな産業の集積回路産業は
パークの総売り上げのおよそ 70％を占め、第二位の光電産業は 20％ぐら
い、第三位パソコンと周辺、続いては通信、精密機械とバイオ産業です。
竹科に属する六つのパークの中、新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭及び新
竹生物医学、総開発面積 1,342ha です。入園登記の会社数 2016 年 7 月ま
で従業員人数は 15 万人以上、実収資本総額はおよそ１兆台湾元に達し、
約 500 社の会社があり、近五年の売り上げもオーバー1 兆台湾元でした。
各パークの現状：
(一)新竹パーク総面積 653ha、産業クラスターは集積回路及び光電産業。
(二)竹南パーク総面積 123ha、2001 年企業が入る以来、光電及びバイオ
産業は発展の主になっています。
(三)銅鑼パーク総面積 350ha、三期で開発する予定で、半導体のテスティ
ング、(SiP と 3D IC)エコのテクノロジ、通信知識、車用電子及びバ
イオなどの産業を導入予定です。
(四)龍潭パーク総面積 107ha、二期で開発する予定、運営中の第一期は
76ha で、光電産業は発展の主になっています。
(五)新竹生物医学パーク総面積 38ha、知識更新と培養型のパークとして、
バイオ産業の発展を促進する先導になり、バイオオフィス及び育成セ
ンターは企業がレンタルできます。
(六)宜蘭パーク総面積 71ha、予定は知識サービスパークを構築します。
パーク内の主要インフラを完成した後、およそ 34.82ha の工場用地が
提供できます。
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二、本局の組織 ：
サイエンスパーク管理局は 1980 年 9 月 1 日に成立した以来、積極的に
誘致と宣伝させ、人材培養、研究開発補助、バイリンガル学校の成立、
また公共安全、エコ、インフォメーションの強化及び高効率的な「単一
窓口行政サービス」を提供する以外、時代の潮流も乗り、永遠に発展の
環境を目標として、企業向きの政府も再作りよう、努力しています。
2014 年３月３日行政院組織再造に応じ、本局は「科技部新竹科学工業園
区管理局」に変更しました。下には企画、投資、環安、工商、営建と建
管、六つの組及び秘書、人事、主計、政風四つの室があり、企業に単一
窓口行政サービスを提供しています。○
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○
1 台湾の「行政院」という組織は日本の「内閣」と相当；本局の「組」という
組織は企業の「部」と相当。
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本局業務担当の説明：
(一)企画組：パーク将来発展政策の制定、促進、進度管理；毎年年間計画制
定、重要計画の管理、公務及び作業基金の概算；立法院と監察院特別管理
案件の追跡、イノベーション研究開発、産学連携、人材培養政策の促進；
実験中学(バイリンガル学校)業務の協調、各統計資料の整理、作業基金
の財務企劃、管理及び資金の調整、国会連絡及びマスコミとの関連事務な
どです。
(二)投資組：産業のイノベーション及び創業発展の推進、投資誘致策略の分
析、投資法規の制定、売上統計と経済分析、ベンチャ企業の関連計画及び
実行、投資案件の問合う、審査及び誘致、投資に関する業務の検討、調和
及び連絡；パークの宣伝、会議、展示会の参加、開催、国際協力、国内外
訪問者の接待を計画と実行、中国の方パーク入り規範と審査です。
(三)環安組：労資関係協和の協力；企業の労動条件と仕事性別平等の協力及
び調査；労働者福利委員会審査と成立の協力；芸術と運動などイベントの
開催；「研発替代役」と「國防緩召」資格審査；商工業団体の業務連
絡、労働者の安全衛生管理及び労働検査；汚水処理場の運営と管理、環境
保護計画の推進です。
(四)工商組：商工業登録(会社登録、工場登録、動産担保登記)の計画と実 行；
サービス業のパーク入り審査、商工業の行政業務(運営調査、決算書審査、
作業基金収入内部審査)の推進、実行及び法規の制定、危険を防護 システ
ム、民間国防、災害の防止と救助、非常事態対処の計画、外国籍専 門技
術社員雇用の許可；物流業務の管理、貿易、輸出、輸入の許可審査、 産
地証明の認可、戦力性ハイテク商品の管理、保税と管理費を計画と実行、
通関システム計画の制定、消防業務計画の制定と実行です。
(五)営建組：インフラの建設及び維持、賃貸と寮の建設及び維持、水道水、
電気の使い審査、節水政策の促進、補助人力と電力技術人力の許可、気体
提供の協調、交通と駐車場の管理、道路堀許可の審査、地方建設の補助金
です。
(六)建管組：私人土地の買い上げ、徴収、公有土地の利用、土地の行政、地籍
の整理及び建物の買い上げ、譲渡；土地と建物財産権の登記、税金の 申
告、建築の保険；土地、賃貸工場、寮など賃貸の調整、新たなベースの
企画、都市計画の検討と変更、非都市用地の検討及び変更、都市設計の審
査、土地使用管理、建築管理、パーク景色の企画、維持及び管理、一般事
業廃棄物の処理です。
研発替代役：「兵役法」、国家が徴兵制度により、18 歳から、36 歳まで台湾
の男性住民は「兵役」の義務があります。ただし、国家発展の転型に応じて、
特別申請を提出し、会社、政府機関などの機関で社会労働をするのも認めます。
國防緩召：台湾で 18 歳になった男子、勉強などの原因で軍隊へ行けない場
合、関連機関は「國防緩召」という手続きを国防部に提出します。
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(七)秘書室：印鑑管理、公文書、会議、出納、財務、修繕、調達などの事務
管理、本局事務所、寮など不動産の取得及び管理、拡張、移転
などの
審査、本局事務所、寮、公文書、財産、車両の管理と監督審査；技術者、
運転手の管理；法律、規約、訴訟、法律問い合わせ；他の組、室に属しな
いことです。
(八)人事室：組織規定の制定、単位定員の編成；人員の採用、昇進、考査、給
料、保険、休暇、引退、救済補償です。
(九)主計室：本局の予算、決算、会計報告などの編成；内部審査の実行；調達
の監視、会計制度の制定です。
(十)政風室：本局政風法律の成立、宣伝；公務機関安全の維持；本局社員汚職
などの防止、発見、処理、告発などです。
(十一)清潔隊：新竹、竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼、及び新竹生物医学パークの
環境の整理、維持、消毒；住宅区と一部分の工業区のゴミ収集、リサイク
ル物の収集などの委託業務の管理です。
(十二)消防隊：パーク内企業と機関の安全、災害の防止、確実に防災と緊急
救援任務の実行です。
(十三)竹南サービスセンター、銅鑼サービスセンター、龍潭サービスセンタ
ー、宜蘭サービスセンター、新竹バイオパークサービスセンター：各パー
クのインフォメーション窓口です。
(十四)保警中隊：内政部「警政署保安警察第二総隊辨事細則分類執掌」の規
定により、管理局の指示に受け、駐在の警察中隊を成立しました。任務は
事故処理、治安、外事、刑事捜査、違法の取り締まり、外国訪問者特 別
勤務の支援、デモ事件の処理などの警察勤務です。
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弍、本局と各パーク、保警中隊の連絡先、FAX 及び住所
一、連絡する方法：
(一)本局と各パークのサービスセンター
1.新竹パーク管理局：(無料サービス専用電話 0800-355855)
電話
：03-5773311。
FAX
：03-5776222。
公式サイト：http://www.sipa.gov.tw
住所
：(30016)新竹市東区新安路 2 号
2.竹南パークサービスセンター：
電話
：037-596262。
FAX
：037-685821。
住所
：(35053) 苗栗県竹南鎮科研路 36 号。
3.銅鑼パークサービスセンター：
電話
：037-987755。
FAX
：037-986600。
住所
：(36645) 苗栗県銅鑼郷銅科南路 3 号。
4.龍潭パークサービスセンター：
電話
：03-4709323。
FAX
：03-4709326。
住所
：(32542)桃園県龍潭郷龍園一路 1 号。
5.新竹バイオパークサービスセンター：
電話
：03-6676489。
FAX
：03-6676465。
住所
：(30261)新竹県竹北市文興路二段 385 号。
6.宜蘭パークサービスセンター：
電話
：039-255577。
FAX
：039-255500。
住所
：(26060)宜蘭市宜科南路 1 号。
(二) 保警中隊(24 時間サービス)
1.新竹パーク：
(1)中隊部：
電話
：03-5774703-4。
FAX
：03-5777385。
住所
：(30079)新竹市園区一路 8 号 2 階
(2)竹園分隊：
電話
：03-5774707、5776833。
FAX
：03-5798996。
住所
：(30079)新竹市園区一路 8 号 1 階
(3)竹村分隊：
電話
：03-5776832、5776834。
FAX
：03-5789712。
住所
：(30077)新竹市園区三路 101 号
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2.竹南パーク(竹南分隊)：
電話
：037-681480、037-690077。
FAX
：037-661377。
住所
：(35053)苗栗県竹南鎮科研路 36 号
3.銅鑼パーク(銅鑼小隊)：
電話
：037-983200。
FAX
：037-983210。
住所
：(36645) 苗栗県銅鑼郷銅科南路 3 号
4.龍潭パーク(龍潭小隊)：
電話
：03-4704464、4705608。
FAX
：03-4701698。
住所
：(32542)桃園市龍潭区龍園一路 1 号
二、局長 e-mail：
本局公式サイト(http://www.sipa.gov.tw)ホームページ
「竹科管理局」→「局長信箱」。(ご利用ください)
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参、本局が提供するサービス項目(組み順)
一、企画組：
(一)科技推進及び研究開発奨励(産学研発科)
1. 優秀メーカー産品イノベーション賞：
(1)主要内容：受賞者にメダル及び最高 50 万元の奨励金を与える。
(2)申請手順：毎年の五月、本局は申請の申込書を企業に届き、申請期
間は 6 月 1 日から 30 日まで。
Lu

(3)連絡先：呂澄蘭 dlu@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2135。
2.研究開発成果賞：
(1)主要内容：受賞者にメダル及び最高 50 万元の奨励金を与える。
(2)申請手順：毎年の五月、本局は申請の申込書を企業に届き、申請期
間は 6 月 1 日から 30 日まで。
Lu

(3)連絡先：呂澄蘭 dlu@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2135。
3.産学連携計画：
(1)主要内容：総金額の 50％以内、各計画が最高 1000 万台湾元を補助
します。
(2)申請手順：申請書は八つのコピー本と電子ファイルをご準備、本局
に届き、申請書のフォーマットと期限は本局が提示します。
Huang

(3)連絡先： 黄 翊翔 siang@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2131。
(二)人材訓練(産学研発科)
1.主要内容：各訓練情報：http://e-learning.sipa.gov.tw/edu/。
Chien

2.連絡先： 簡 聿朋 yolanda@sipa.gov.tｗ電話：03-577331 内線 2134。
Lu

呂澄蘭 dlu@sipa.gov.tw 電話：03-577331 内線 2135。
(三)人材培養(産学研発科)
1.主要内容：産業関連授業(点数あり)を開催、並びに実習も強化する
ため、国内の専門学校と大学に補助します。
2.申請手順：本局、毎年 2～４月に計画の実行要点と参加する方法を公布、
国内公、私立大学の申請を誘います。
Chien

3.連絡先： 簡 聿朋 yolanda@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2134。
二、投資組：
(一)投資サービス(投資服務科)
1.主要内容：
(1)企業投資申請の窓口。
(2)企業投資金額増減の審査及び外国人と海外邦人投資の申請作業。
(3)企業運営状況の監督と管理。
(4)営業項目の増加、変更など。
2.投資申請スピードを強化するため、一件一人が担当。
3.資料のダウンロード(運営計画書の書き要点、投資申込書)
http://www.sipa.gov.tw→「投資服務」→「表單下載」→「投資申請」。
Kung

4.連絡先： 龔 裕盛 gong@sipa.gov.tw
※他の連絡先：内線 2211～2216。
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電話：03-5773311 内線 2210。

(二)投資業務の広げ(業務推広科)
1.国際協力、国際組織活動の参加、姉妹パークとの交流及び商売促進：
Hsia

※連絡先： 夏 慕梅 may@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2226。
2. 月刊の編集：
Hsia

※連絡先： 夏 慕梅 may@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2226。
3.中国専門者パーク内で技術交流とビジネス活動の申請：
(1)主要内容：招請の機関は「内政部出入境管理局」に申請する前に来
訪された企業の同意を取りるはずです。もし、訪問機関は本局以外
の場合、同意書を提出する同時、本局に通報してください。
Lin

(2)連絡先：林 婉如 glin@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2228。
(三) 産業、経済分析及びベンチャ企業の誘致(産經分析科)
1. 年刊の編集：
Ma

※連絡先：馬維揚 mawy@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2252。
2.育成センターを誘致と管理：
Lin

※連絡先：林慶玲 cllin@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2256。
3.イノベーションチームと関連業務：
Li

※連絡先：李淑美 cecilia@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2205。
三、環安組：
(一)労働者行政サービス(労工行政科)
1.労働法宣伝会の主催
(1)申請手順：討論会と教育訓練のメッセージを公文で企業に送ると同
時に公式サイトも公告します。(http://www.sipa.gov.tw/)参加したい
人は公告の流れで、申請します。
Pai

(2)連絡先： 白 書菁 dias@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2311。
※他の連絡先：内線 2312～2315。
2.労働条件の審査：
Pai

※連絡先： 白 書菁 dias@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2311。
他の連絡先：内線 2312～2315。
3.労働争議調停：
(1)申請手順：争議が発生する場合、電話、手紙、e-mail 或いは直接環
安組に提訴してください。
Chou

(2)連絡先: 周 享民 smchou@sipa.gov.tw 電話:03-5773311 内線 2312。
※他の連絡先：内線 2311。
4.模範労働者の選抜と表彰：
(1)主要内容：全国模範とパーク模範労働者 2 種類で分けます。
Chang

(2)連絡先： 張 淑惠 lydia@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2313。
5.「研発替代役」と「國防緩召」資格審査：
(1)申請手順：
「國防緩召」申請の公文を本局に届き→書類の審査→「国防部人力司」に伝送
→国防部連合審査組審査→審査結果は本局から申請企業に伝送します。
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Chang

(2)連絡先： 張 淑惠 lydia@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2313。
6.福利厚生基金設置の協力：
(1)申請手順：企業に社員福利厚生委員会の成立を協力→成立大会の主
催→本局電子申請システムで申請→資料審査→許可書と福利厚生委
員会登記書を届きます。
Pai

(2)連絡先：白 書菁 dias@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2311。
※他の連絡先：内線 2312～2315。
7.社員年金の基金設置の協力：
(1)申請手順：企業は会社の設置登記を完了→関連資料の取り(直接本
局から或いはサイトからダウンロード)→関連組織成立と社員引退
標準の制定＆組織委員の選択→社員年金監督委員会の成立→関連
資料の準備と本局に送り→資料審査→許可証を取り、台湾銀行新規
口座の依頼、国税局に関連資料登録の依頼。
Pai

(2)連絡先：白 書菁 dias@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2311。
※他の連絡先：内線 2312～2315。
8.芸術と体育イベントの主催：
(1)主要内容：定期的に芸術と体育活動の主催。
Pai

(2)連絡先：白 書菁 dias@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2311。
※他の連絡先：内線 2314。
(二)労働検査(労働検査科)
1.危険機械設置完了の検査：
(1)申請手順：企業は危険機械(エレベータ、クレーン)を使用する前
は、「危険性機械及び設備安全検査規則」により、設置完了の申請
書と関連連資料を本局に通告しなければなりません。
Cho

(2)連絡先： 卓 國展 a02920@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2326。
2.特に危険な仕事場所の検査：
(1)申請手順：仕事の場所は「労働検査法」による危険環境に属し、「危
険性工作場所審査曁検査辧法」により、本局に関連資料を通告する
はず。
(2)連絡先：
Wen

甲類危険性場所： 溫 瑞芳 jerry_wen@sipa.gov.tw
電話：577-3311 内線 2323。
Chang

丙類危険性場所： 張 文榮 wjchang@sipa.gov.tw
電話：577-3311 内線 2325。
Chou

丁類危険性場所： 周 聖雄 reef@sipa.gov.tw
電話：577-3311 内線 2321。
3.安全衛生管理員(単位)設置の提示
(1)申請手順：
A.企業の社員数は 30 人以上、会社を成立する時、或いは社員数を変更
の時に安全衛生管理担当者の設置が必要、並びに「労工安全衛生管理
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員(単位)設置(変更)の提示書」と担当者の在職証明及び関連免許
を本局に通告するはずです。
B.企業に仕事を請け負いの会社は社員数が 30 人以上、工事する前或い
は社員数を変更の時に「請負企業労工安全衛生管理員(単位)設置(変
更)の提示書」並びに担当者の在職証明関連免許を本局に通告するは
ずです。
C.前の二つの提示書は本局の公式サイトで、ダウンロード
(http://saturn.sipa.gov.tw/OSH/index.do)
Cho

(2)連絡先： 卓 國展 a02920@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2326。
※他の連絡先：内線 2321～2323、2325。
4.安全衛生規則の通告：
(1)申請手順：
A.企業は会社の成立する時、或いは作業内容を変更する時、安全衛生規
則の制定、及び労働者代表同意のサインを本局に通告。
B.企業の仕事を請け負い会社は作業前、安全衛生規則を制定、及び労働
者代表同意のサインを本局に通告。
C.安全衛生規則の制定は「労工安全衛生法」第27条にご参考
Chou

(2)連絡先： 周 聖雄 reef@sipa.gov.tw
電話：03-5773311内線2321。
※他の連絡先：内線 2322～2323、2325~2326。
5.職業安全衛生教育訓練の通報：
(1)申請手順：
A.職業安全衛生の教育訓練活動を開催する 15 日前、以下の書類を提出
し、本局に通報。
B.この二つ教育訓練は労働部労工安全衛生教育の公式サイトに登録が
必要。関連資料と申請手順は本局の公式サイトご参考：
(http://saturn.sipa.gov.tw/OSH/index.do)
Tang

(2)連絡先： 湯 順樹 william@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2322。
※他の連絡先：内線 2321、2323、2325~2326。
6.健康の特別の傷害がある作業の健康検査報告書の提示：
(1)申請手順：特別健康検査と健康状況の追跡調査をする時、労働者特別
康検査結果の報告書を本局と衛生管理機関に提出。
Chang

(2)連絡先： 張 文榮 wjchang@sipa.gov.tw
電話：577-3311 内線 2325。
※他の連絡先：内線 2321～2323、2326。
7.医療保険要員の通報：
(1)申請手順：雇用主は医療要員を雇用した 30 日内医療要員の資料表を
本局に提出する。
労働部職業安全衛生サイト(http://www.osha.gov.tw/)のテイマネット「職業安全
衛生管理通報」で関連資料を入力し、関連資料及び案件番号などを弊局に伝送
する。
Wen

(2)連絡先： 温 瑞芳 jerry_wen@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2323。
※他の連絡先：内線 2321～2322、2325～2326。
8.安全衛生法律と知識の宣伝：
(1)申請手順：討論会と活動の日付くは本局の安全衛生サイトに
公
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告(http://saturn.sipa.gov.tw/OSH/index.do)参加したい人は公告の流
れで、申請してください。
Cho

(2)連絡先： 卓 國展 a02920@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2326。
※他の連絡先：内線 2322～2323、2325～2326。
9.労働者に医療保険の提供(員工診所)
(1)民間企業に委託し、よい医療保険を提供します。
(2)電話：03-6669996 FAX ：03-6669956。
住所：(30075) 新竹市工業東二路 2 号。
公式サイト：http://www.sharehope-ms.com.tw。
(三)環境保護(環境保護科)
1.固定汚染源の設置及び操作許可：
(1)申請書フォーマットのダウンロード：
固定汚染源の設置及び操作許可の申請書のフォーマット(書き方を
含め)公式サイト「下載專區」→「勞安環保」→「環保業務_空氣類」；
或いは「環境保護資訊網」→「環保許可業務」→「固定空氣污染源」
→「表單下載」。
Lai

(2)連絡先：賴 昱璋 yclai@sipa.gov.tw 電話：03-5777229 内線 2331。
※委託する企業：上境会社 電話：03-5788098。
2.汚水防止措置計画審査
(1)申請書フォーマットのダウンロード：
汚水防止措置計画審査の申請書のフォーマット、公式サイト「下載
專區」→「勞安環保」→「環保業務_水污染防治措施」；或いは「環
境保護資訊網」→「環保許可業務」→「水污染防治措施」→「表單
下載」。
Cheng

(2)連絡先： 鄭 楹枚 hs5193@sipa.gov.tw 電話：03-5777229 内線 2335
※委託する企業：上境会社 電話：03-5788098。
3.廃棄物の整理と運送計画の審査：
(1)申請書フォーマットのダウンロード：
関連の書類と法律規則、公式サイト「下載專區」→「勞安環保」→
「環保業務_廢棄物類」
；或いは「環境保護資訊網」→「環保許可業務」
→「事業廢棄物清理」→「表單下載」。
Cheng

(2)連絡先： 鄭 敦仁 a213416327@sipa.gov.tw 電話：03-5777229 内線 2337
※委託する企業：上境会社 電話：03-5788098。
4.廃棄物の再利用と管理：
(1)申請書フォーマットのダウンロード：
関連の書類と法律規則、公式サイト「下載專區」→「勞安環保」→
「環保業務_再生資源及再利用」；或いは「環境保護資訊網」→「環
保許可業務」→「事業廢棄物再利用」→「表單下載」。
Cheng

(2)連絡先： 鄭 楹枚 hs5193@sipa.gov.tw 電話：03-5777229 内線 2335
※委託する企業：上境会社 電話：03-5788098。
5.下水道システム業務の諮問：
(1)申請書フォーマットのダウンロード：
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関連の書類と法律規則、公式サイト「下載專區」→「勞安環保」
→「環保業務_水類」
；或いは「廠商服 e 網通」→「業務資訊導覽」
→「正式營運」→「環保業務」。
(2)連絡先：
Su

(新竹)蘇月娥 sue@sipa.gov.tw

電話：03-5777229 内線 2338。

Cheng

(竹南) 鄭 敦仁 a213416327@sipa.gov.tw

電話：03-5777229 内線 2337。

Lai

(銅鑼)賴 昱璋 yclai@sipa.gov.tw

電話：03-5777229 内線 2331。

Chen

(龍潭) 陳 泰仰 tychen@sipa.gov.tw

電話：03-5777229 内線 2352。

Lai

(バイオ) 賴 昱璋 yclai@sipa.gov.tw

電話：03-5777229 内線 2331。

Cheng

(宜蘭) 鄭 楹枚 hs5193@sipa.gov.tw

電話：03-5777229 内線 2335。

Wu

(パイプ使用費用)吳金華 yunawu@sipa.gov.tw 電話：03-5777229 内線 2333。
※定期申告窓口(或いは代理操作の委託企業)：
新竹パーク
電話：03-5798670 内線 23～25。
竹南パーク
電話：037-585015 内線 21、25。
銅鑼パーク
電話：037-980627 内線 213。
龍潭パーク
電話：03-4709323。
バイオパーク
電話：03-5798670 内線 68。
宜蘭パーク
電話：039-256322。
6.企業運営前の環境、投資完了検査の関連事情：
(1)主要内容：環境検査、建築使用許可書を申請する前、雨汚水分流と汚
水施設検査(単位：環安組環境保護科)及び投資完了検査(関係単位：
投資服務科)完成するはず。
(2)使用許可をもらえる前に、汚水処理施設の関連検査表を汚水処理場の
事務所に 4 通の申請書をお取りください。
(3)申請書のフォーマットのダウンロード：
A.建築許可を申請する時、必要な排水施設と関連書類、公式サイト「下
載專區」→「勞安環保」-「環保業務－水類」ダウンロード。
B.投資完了する時、必要な環境と関連書類、公式サイト「下載專區」→
「勞安環保」-「環保業務－投資完成檢查」ダウンロード。
Yin

(4)連絡先：殷 志鴻 chihhuang@sipa.gov.tw 電話：03-5777229 内線 2330。
※他の連絡先：内線 2331、2335～2338。
四、工商組：
(一)工商行政サービス(商業行政科)
1.主要内容：
(1)会社成立の登録、変更：
「会社法」、
「会社登記の許可法」と「企業の合併法」により「投資審
議委員会」の審査を通過で、投資許可の企業及び本局に営業を同意
した企業は投資の保証金を納め、土地、モデル工場の借りる申請を
完了した 15 日以内、成立の登録が必要；会社変更の場合も 15 日以
内の変更申請が必要です。
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(2)工場登記：
企業は工場の成立を完成した後、「工場管理指導法」と関連法律に
より、工場成立申請が必要です。
(3)動産担保取引の登記：
「動産担保交易法」と「動産担保交易法実行細則」により、企業は動
産を抵当の設定、条件での商売、或いは信託財産取引の設定、変更、
参照、書き取り、証明などの業務。
(4)年度決算書、予算表の審査：
「科學工業園区設置管理条例」第 11 条のより、毎年の営業年度を終
了する時、本局に会計士認証の決算表を提出するはず。
Hsu

2.(1)～(4)の連絡先：徐 小涵 susan@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 轉 2412。
※他の連絡先：内線 2414、2416～2418。
(二)安全保護(安全防護科)
1.災害防止と救援関連作業：
(1) 災害防止と救援作業手帳のダウンロード：公式サイト→「竹科管理
局」→「災害防救作業」。
(2)非常事態対処センター連絡電話：03-5772554、5785536、5785909。
Tsao

(3)連絡先：曹 閔程 mincheng@sipa.gov.tw
2.民間防災訓練組みの編成：
(1)年度一回、民間の防災訓練をします。

電話：03-5773311 内線 2433。

Yang

(2)連絡先： 楊 美智 mignon@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2436。
3.危険の防護：
(1)安全設備の設置：24 時間の電子監視システムの設置。
(2)民間警備員の協力：公権力と関わらず、或いは低公権力の項目は民間
企業に委託します。
(3)通用口の管制。
Wang

(4)連絡先： 王 啓信 hsin@sipa.gov.tw
電話：03-5773311 内線 2432。
4.外国籍専門技術社員の雇用：
(1)申請書ダウンロード：http://ezwp.wda.gov.tw。
(2)申請システムの操作に問題があったら、
「労働部労働力発展署」と連絡
してください(電話:0800-881-339)。
Tsao

(3)連絡先： 曹 閔程 mincheng@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2433。
5.人力資料の管理：
(1)電子ファイルの作りと伝送する方法：
企業のサービス専用サイト
http://epark.most.gov.tw/A01/A01Portal/loginLobby.do →
A.廠商服務 e 網通→「アカウントとパスワードとキャプチャ」の入力→
登録成功→左側の「正式營運」→下の「例行申報」→下の「人力資訊
系統(新版)」(システムは「尚無權限」を表示する時、会社のアカウン
ト担当者と連絡してください)。
B.工商服務→廠商人力申辦→我想申辦建置人力資訊檔(アカウントとパ
スワードを入力) →「人力資源系統」で、電子ファイルの作り及び資
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料の伝送。
Tsao

(2)連絡先： 曹 閔程 mincheng@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2433。
(三)海外貿易、保税貨物管理及び管理費審査(貿易服務科)
1.主要内容：
(1)輸出、輸入の許可：
※関連法律と規則(科學工業園区貿易業務管理辦法)：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
(2)戦力性高い科技商品の輸入証明書、到着証明書、保障書類及び輸出許
可証明：
※関連法律と規則(科學工業園区貿易業務管理辦法)：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
(3)保税商品の廃棄：
※申請手順及び関連法律と規則(科學工業園区保税業務管理辦法)：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
(4) 税関保税の専門担当者印紙の申請(変更)：
※関連法律と規則(科學工業園区保税業務管理辦法)：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
(5)保税貨物の委託、受託、お互い依頼の加工案件：
※関連法律と規則(科學工業園区保税業務管理辦法)：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
(6)保税貨物の輸出修理、検査、組合、テスト、展示：
※関連法律と規則(科學工業園区保税業務管理辦法)：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
(7)大陸(中国大陸)貨物間接輸入案件の許可：
※関連法律と規則：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
(8)管理費徴収の審査：
A.申請手順：初めに申請の企業は主要管理者を一人の指定が必要、任
務はアカウントの維持(構築/キャンセル)及び権限管理(開放/削除の
電子作業)など、公式サイトで申請してください
(03-5773311 内線 1680)。
B. 関連法律と規則(科学園区管理費を徴収する方法)：
企業のサービス専用サイトで、関連法律と規則をご参考。
2.(1)～(8)連絡先：
Li

李亞雯 wenwen31850@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2455。
※他の連絡先：内線 2451、2453、2455、2456、2458。
(四)火事予防及び災害対処(工商組消防隊)
1. 火事の予防：
(1)消防安全施設の検査申請：申請書フォーマットのダウンロード
(http://www.sipa.gov.tw/)。
Chen

(2)連絡先： 陳 俊仁 bm3bve@sipa.gov.tw 電話：03-5777392。
2. 災害の緊急救助:通報専用電話 03-5776666。
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五、営建組：
(一)インフラ建設(施工科)
1.公共施設の工事監督：
Ko

※連絡先：柯季伯 gilbert@sipa.gov.tw
2.工事中重大な突然発生事件の処理：

電話：03-5773311 内線 2520。

Ko

※連絡先：柯季伯 gilbert@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2520。
(二)水道水、電力、ガスの提供管理(設計科)
1. 水道水、電力、ガス提供の協調業務：
Tsao

※連絡先： 曹 長勇 cycao@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2510。
他の連絡先：内線 2513～2515。
2.電気専門技術人力の登記：
(1)申請表ダウンロード：公式サイト→水電及設施→用水用電審核及登記。
Liao

(2) 連絡先： 廖 介宏 liao@sipa.gov.tw
3.電力使用計画書、電力安全：

電話：03-5773311 内線 2515。

Liao

※連絡先： 廖 介宏 liao@sipa.gov.tw
4.水道水使用計画書：

電話：03-5773311 内線 2515。

Hung

※連絡先： 洪 怡美 yimei@sipa.gov.tw
(三)交通：(交通公設科)
1.交通管理：

電話：03-5773311 内線 2513。

Li

※連絡先：李佳憲 ljs0114@sipa.gov.tw
2.駐車管理：

電話：03-5773311 内線 2532。

Kao

※連絡先：高 瑛穗 kdmshsj@sipa.gov.tw
3.公共交通機関：

電話：03-5773311 内線 2533。

Kao

※連絡先：高 瑛穗 kdmshsj@sipa.gov.tw
4.交通管制：

電話：03-5773311 内線 2533。

Li

※連絡先：李佳憲 ljs0114@sipa.gov.tw
5.道路の堀申請と管理：

電話：03-5773311 内線 2532。

lai

※連絡先：賴艷君 jantlai@sipa.gov.tw
電話：03-5773311 内線 2547。
(四)インフラ管理と維持(交通公設科)
1.インフラ、賃貸工場、寮など施設の修理作業：
(1)申請手順：施設を借りる企業は本局に修理申請を提出、パソコンに記
録、修理グループを検査した後、管理局から修理する或いは外の会社
に委託します。
Sun

(2) 連絡先：孫 琇婷 suen@sipa.gov.tw
電話：03-5773311 内線 2542。
修理専用電話：03-5784541、5785865。
2.賃貸工場と住宅エレベータの維持と管理：
Hsu

※連絡先：徐 加清

hsks@sipa.gov.tw
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電話：03-5773311 内線 2541。

3.賃貸工場と寮の特別案件で修理：
Chen

※連絡先： 陳 文彬 cwb00381@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2545。
修理専用電話：03-5784541、5785865。
六、建管組：
(一)土地賃貸(地政租賃科)
1.徴収した公有、私人土地を企業に工場として提供します：
(1)主要内容：土地の買い上げ、徴収、公有土地の利用、地籍整理：
(2)連絡先：
Wu

(新竹、竹南、銅鑼)巫 慶盈 ying@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2606。

Yu

(バイオ)俞千惠 naeomey@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2613。

Chang

(龍潭) 張 雅華 yahua@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2616。

Chang

(宜蘭) 張 中憶 tinavn@sipa.gov.tw
電話：03-5773311 内線 2617。
2.土地、賃貸工場、寮のレンタル及び管理：
(1)主要内容：土地、建築の所有権登記、賃貸及び管理。
(2)申請手順：本局に土地、賃貸工場、寮の使用申請を提出、
「核配會議」
で審査。(土地の審査は使用についてプレゼンしてください)
(3) 連絡先：
(新竹、竹南、銅鑼の土地)
Wu

巫 慶盈 ying@sipa.gov.tw
(バイオの土地、賃貸工場)

電話：03-5773311 内線 2606。

Yu

俞千惠 naeomey@sipa.gov.tw
(龍潭の土地)

電話：03-5773311 内線 2613。

Chang

張 雅華 yahua@sipa.gov.tw
(宜蘭の土地)

電話：03-5773311 内線 2616。

Chang

張 中憶 tinavn@sipa.gov.tw
(新竹、竹南、宜蘭の賃貸工場)

電話：03-5773311 内線 2617。

Chang

張 中憶 tinavn@sipa.gov.tw
(寮のレンタル)

電話：03-5773311 内線 2617。

Yu

俞千惠 naeomey@sipa.gov.tw
電話：03-5773311 内線 2613。
3.自分建て工場の又貸し、譲渡の許可審査
(1)申請手順：公式サイトの関連資料をご参考。
(2)連絡先：
工場の譲渡：
(新竹、竹南、銅鑼パーク)
Wu

巫 慶盈 ying@sipa.gov.tw
(バイオパーク)

電話：03-5773311 内線 2606。

Yu

俞千惠 naeomey@sipa.gov.tw
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電話：03-5773311 内線 2613。

(龍潭パーク)
Chang

張 雅華 yahua@sipa.gov.tw
(宜蘭パーク)

電話：03-5773311 内線 2616。

Chang

張 中憶 tinavn@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2617。

又貸し
Chang

張 中憶 tinavn@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2617。

(二)建築審査管理(建築審查科)
1.建築と景色の先審査：
※連絡先：
Wang

(新竹、龍潭) 王 興國 shinggwo@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2622。

Huang

黃 信翔 jpmann@sipa.gov.tw

(竹南)

電話：03-5773311 内線 2621。

Li

李至倫 konfu@sipa.gov.tw

(銅鑼)

電話：03-5773311 内線 2626。

Chang

張 康 kang@sipa.gov.tw

(バイオ)

電話：03-6676489 内線 2618。

Huang

(宜蘭)

黃 建華 pigoil@sipa.gov.tw
電話：03-5773311 内線 2623。
2.建築許可証の審査、工事完了確認、使用許可証の与え、使用管理：
Huang

※連絡先： 黃 建華

pigoil@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2623。

Chang

張 康 kang@sipa.gov.tw

電話：03-6676489 内線 2618。

Huang

黃 信翔 jpmann@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2621。
3.公共建築安全の検査：
Li

※連絡先：李至倫 konfu@sipa.gov.tw
(三)景色の維持(景觀清潔科)
1.景色の巡回検査と維持：
※連絡先：

電話：03-5773311 内線 2626。

Wu

(竹南、銅鑼)

吳 靖然 elito@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2635。

Wang

(新竹、バイオ)

王 元甫 A02935@sipa.gov.tw

電話：03-5773311 内線 2634。

Lin

(龍潭、宜蘭)
林 育秦 sofi0130@sipa.gov.tw
2.建築許可証の景色審査：
※連絡先：
(新竹、竹南、バイオ)

電話：03-5773311 内線 2633。

Wang

王 元甫 A02935@sipa.gov.tw 電話：03-577331 内線 2634。
(龍潭、銅鑼、宜蘭)
Lin

林 育秦 sofi0130@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 2633。
3.戸外場所のレンタル：
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Lin

※連絡先：林 育秦 sofi0130@sipa.gov.tw
4.広告物、臨時的な指示、旗の掲げ

電話：03-5773311 内線 2633。

Lin

※連絡先：林 育秦 sofi0130@sipa.gov.tw
5.公共芸術品：

電話：03-5773311 内線 2633。

Wu

※連絡先：吳 靖然 elito@sipa.gov.tw
電話：03-5773311 内線 2635。
6.公園、緑地、道路、並木の引き取り：
Lin

※連絡先：林 育秦 sofi0130@sipa.gov.tw
(四)パークの掃除(景觀清潔科清潔隊)
1.主要内容：
(1)各機関と住宅のゴミ収集。
(2) 環境の維持。
(3)野の犬通報及び環境消毒。

電話：03-5773311 内線 2633。

Peng

2. 連絡先： 彭 銘志 mcpeng@sipa.gov.tw 電話：03-5642072 内線 2551。
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七、「科技部インフォメーション処」新竹パークのオフィス
(一)公式サイトのサービス：
Hung

※連絡先： 洪 若芸 april@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 1680。
(二) インフォメーション提供処：
Hung

※連絡先： 洪 若芸 april@sipa.gov.tw 電話：03-5773311 内線 1680。
八、各パークサービスセンター：
(一)竹南パーク：
1. サービス専用電話：037-596262。
Liu

2.連絡先：劉 啟玲 chiling@sipa.gov.tw

内線 5200。

Chen

陳 啟桐 ctchen@sipa.gov.tw

内線 5201。

Huang

黄 智弘 huang5202@sipa.gov.tw 内線 5202。
(二)銅鑼パーク：
1. サービス専用電話：037-987755。
Liu

2. 連絡先：劉 啟玲 chiling@sipa.gov.tw 電話：037-596262 内線 5200。
Huang

黄 智弘 huang5202@sipa.gov.tw
(三)龍潭パーク：

内線 5202。

Liu

※連絡先 劉 利誠 leaster@sipa.gov.tw 電話：03-4709323 内線 5101。
(四)宜蘭パーク：
Chou

※連絡先： 周 顯仁 hjchou@sipa.gov.tw
(五)バイオパーク

電話：03-9255577。

Liu

1.連絡先：劉 育銘 ymliu@sipa.gov.tw

電話：03-6676489 内線 2711。
電話：03-5773311 内線 2203。

Wei

魏李耀 davidw@sipa.gov.tw
2.会議室のレンタル：

電話：03-6676489 内線 2712。

Sheng

盛 思婷 sting629@sipa.gov.tw

電話：03-6676489 内線 2713。

Lin

林 菁惠 alicelin@sipa.gov.tw
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電話：03-6676489 内線 2714。

肆、公共の交通機関
一、パークシャトル：
新竹パークのベース 1、2、交通大、光復通り及び竹村住宅区 (赤い線)。
新竹パークベース 3 及び光復通り
(緑線)。
新竹パークと竹南パーク
(紫線)。
新竹パークとバイオパーク(高鉄新竹駅)
(オレンジ色線)。
新竹パークと生物バイオパーク(台鉄竹中駅、高鉄駅) (緑能線)。
二、国光高速バス： 新竹―台中(中山高速、竹科、水湳通過)。
三、亞聯高速バス： 新竹―台北(第二高速、龍潭、竹科通過)。
四、統聯高速バス： 苗栗―台北(中山高速、竹科通過)。
台北―台中(中山高速、竹科通過)。
五、新竹市バス ： 路線 55：南寮―竹科(台鉄新荘駅通過)。
路線 57：城隍廟―竹科(台鉄新荘駅通過)。
路線 90：新竹駅―パークの新安バス停。
六、科技スター ： 路線 81：古奇峰―台鉄新荘駅。
七、新竹県シャトル：路線 1：新竹県政府―竹科(中山高速通過)。
※詳しい資料を公式サイトをご参考ください
(http://www.sipa.gov.tw/)→認識園区→各科学園区→如何到園区。
※交通関連の連絡先：(03)577-3311 内線 2535。
信号修理：0800-600555。
パークシャトルバス：0928-033019。
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伍、他の連絡先：
一、機関団体(組合、研究、学術、天然ガス、電信、水道水、電力)
同業組合

電話：03-5775996
Fax ：03-5779291
住所：新竹科學園區展業一路 2 号(4 階)

実験中学

電話：03-5777011

清華大学

電話：03-5715131

交通大学

電話：03-5712121

ITRI

電話：03-5820100

中油天然ガス 電話：03-5750918(新竹パーク)
竹建ガス

電話：037-462871(竹南パーク)

中華電信

電話：03-5639600

水道水会社第二区管理処

電話：03-4782077(龍潭パーク)

大溪服務所

電話：03-4713183(龍潭パーク)

龍潭給水場

電話：03-4712002(龍潭パーク)

水道水会社第三区管理処

電話：03-5712140
(新竹、竹南、銅鑼、生物医学パーク)

新竹サービスセンター

電話：03-5733523(新竹パーク)

新竹給水場

電話：03-5714621(新竹パーク)

竹北サービスセンター

電話：03-5516814(生物医学パーク)

竹南頭份運営所

電話：037-623500(竹南パーク)

東興給水場

電話：037-669683(竹南パーク)

通霄銅鑼運営所

電話：037-986206(銅鑼パーク)

水道水会社第八区管理処

電話：039-233017(宜蘭パーク)

電力会社新桃電力提供処

電話：03-5770766
(新竹、竹南、銅鑼、龍潭、生物医学パーク)

台湾電力会社新竹区運営所

電話：03-5230121(新竹、生物医学パーク)

新竹電力調整センター(24 時間) 電話：03-5230304(新竹、生物医学パーク)
台湾電力会社新竹サービスセンター 電話：03-5223141(新竹パーク)
台湾電力会社竹北サービスセンター 電話：03-5552037(生物医学パーク)
台湾電力会社桃園区運営所

電話：03-3392121(龍潭パーク)

台湾電力会社苗栗区運営所

電話：037-266911(竹南、銅鑼パーク)

台湾電力会社宜蘭区運営所

電話：039-354800(宜蘭パーク)
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二、金融機関
※新竹パーク
台湾銀行

電話：03-5770050

メガバンク竹科竹村支店(Mega) (兆豊銀行)

電話：03-5773155

メガバンク竹科新安支店(Mega) (兆豊銀行)

電話：03-5775151

台湾コペラティブバンク(TCB) (合作金庫)

電話：03-5783962

彰化銀行(CHB)

電話：03-5770780

スタンダードチャータード銀行(渣打銀行)

電話：03-5785355

ファーイスト銀行(FEIB)(遠東銀行)

電話：03-5798833

新竹パーク郵便局(新竹 19 支)

電話：03-5772944

宝山大崎郵便局(新竹 32 支)

電話：03-5638152

※竹南パーク：
メガバンク竹南パーク支店(Mega) (兆豊銀行) 電話：037-682288
竹南パーク郵便局

電話：037-671644

三、交通
※新竹パーク
国光高速バス

電話：0800-010138

統聯高速バス

電話：03-6669159

亞聯高速バス

電話：03-5753322

パークシャトルバス

電話：03-5538866

新竹バス

電話：03-5225151~8

(新竹市バス路線 55、57、90)

科技スター(新竹市バス路線 81)

電話：0800-050550

新竹県シャトルバス

電話：03-5538686

四、飲食
※新竹パーク
静心湖畔レストラン
篤行会館リビング

電話：03-6663967
ワン (Living One)

電話：03-5775252

7-11(活動センターA 館)

電話：03-5670844

畇庭レストラン(活動センターA 館)

電話：03-6662602

7-11(工業東四路支店)

電話：03-5670954

7-11(矽導支店)

電話：03-5794397

My Coffee(矽導支店)

電話：03-5785060

膳鮮食品(矽導社員食堂)

電話：03-5837615

ファミリーマート(靜心湖畔支店)

電話：03-5770320

ファミリーマート(科技生活館 1 階)

電話：03-5678869
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バーガーキング(科技生活館 1 階)

電話：03-5643996

禾園茶館(科技生活館 3 階)

電話：03-6662706

鍋神しゃぶしゃぶ(科技生活館 3 階)

電話：03-6668998

イカリコーヒー(怡客咖啡)(科技生活館 1 階)

電話：03-5798426

サブウェイ(Subway)(科技生活館副棟 1 階)

電話：03-6663952

湖畔藝術園区

電話：03-5770909
0988-305-393

車庫レストラン

電話：03-6669879

※竹南パーク：
7-11 (1 ベース賃貸工場中間棟 1 階)

電話：037-584419

五、その他
※新竹パーク
社員診療所

電話：03-6669996

園区幼稚園

電話：03-5778298

艾唯兒幼稚園

電話：03-6017001

就職サービスセンター

電話：03-5774677

戶外運動センター(ゴルフ練習場、テニス練習場、プール)：
高市ゴルフ株式会社

電話：03-5678928

大愛エネルギー科技株式会社(活動センターA 館) 電話：03-5773381
※竹南パーク：
就職サービスセンター

電話：037-596199

苗栗就職訓練場

電話：037-582453

備考：本手帳は定期的に更新します。公式サイトご参考：
http://www.sipa.gov.tw/「竹科管理局」→「服務手冊」→ダウンロード。
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