
     理想的且つ進歩的な科技工業の重鎮、何をするにも便利、何事も誰かがやる。日常生活における衣食住、交通、教

育、娯楽から、園区におけるハードソフト面の企画・実際の建設・商工サービスに至るまで、様々に充実し、一つ一つが揃っ

ている。                                                                                                                                            。

      このような生活ができる園区では、誰もがとても忙しそうに見え、誰もが活力に溢れている。同時に、誰もが喜び、楽し

みながらゆったりと過ごすことができる。なぜなら園区はその体制が全て整っているからである。                                。
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基礎施設完備

     台南園区運動公園屋外施設は2005年11月に完工し、

2006年2月に使用が開放された。合わせて3面のバスケットコ

ート・2面のテニスコート・1面のソフトボール場及び公衆トイレ・

歩道・植栽・活動広場などが建設されている。室内運動施設

に属する健康生活館は2007年9月運営開始予定で、バドミン

トンコート・バスケットコート・卓球場・温水プール・ＳＰＡ療養施

設・フィットネスクラブ・サウナ及び中華洋食レストランなどが

計画されており、園区にたいへん快適な運動と休息の環境を

提供する。                          。

運動公園屋外施設開放使用開始

     台南園区の汚水処理二期工場はすでに2006年2月28日

効率テストに合格し、一期処理工場との合計での総汚水処理

量は90,000CMDにも達する。十分に園区の汚水処理需要を満

たしており、南科のハイテク低汚染という園区環境を造りだして

いる。                              。

汚水処理二期工場運転

     人々の注目を集める台南園区第五期標準工場建物はす

でに新築工事が完了し、2006年2月から借り受けが開放とな

る。とても新しく、美しく且つ人間らしさがあり、公共施設も極めて

完備されている。企業の進駐を助けるため初期投資コストを低く

抑え、今期の標準工場建物はさらに出入り口・駐車空間・貨物

積み下ろし空間・電気機械設備空間・附属道路・景観工事など

に対して詳しく企画設計されているので、新しく進駐してくる企

業の便利さと満足度も倍増するであろう。

第五期標準工場建物華々しく登場

     台南園区行政サービス区の中央広場と地下駐車場は、ー

ク計算センターなどの建築物に周りを囲まれており、2006年12

月15日に使用が開放された。地下一階の駐車空間は416台の

自動車及び466台の二輪車を収容できる駐車スペースを行政

サービス区に提供、並びに近隣のPark17モール行政ビル・サー

行政サービス区の駐車がさらに便利

ビスセンター・警察ビル及び国家高速ネットワの駐車需要をも支援している。中央広場は行政サービス区の間に良好な流通性

を提供、並びに屋外の大型活動スペースとなっている(最高収容人数約2万5千人)。

    全力で園区のバリアフリー空間を構築するために、南科管理局は特別に「心身障害者行動と使用の施設及び設

備実地検査チーム」を設立、将来園区の建設は「建築技術規則」の特別規則に依拠する以外に、さらに「バリアフリー環

境設計及び施工」マニュアルが増え、園区のバリアフリーに対する理想をさらに徹底して具体化する。                      。

    ほかに、南科管理局のインターネットサイトは5ヶ月をかけた新たな計画の後に、2006年1月1日全面的にリニューア

ルオープン、並びにAAA認証マークを取得し、2月10日には正式にウエブアクセシビリティーサービス(enable.nat.gov.

tw)に登録した。                                                                                                                                     。

バリアフリー空間がさらに具体化

南部科学工業園区年間報告書2006

運動公園屋外施設のソフトボール場

台南園??水?理工場二期工事

第五期標準工場建物
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多元的な商工サービス

     理想的且つ進歩的な科技工業の重鎮、何をするにも便利、何事も誰かがやる。日常生活における衣食住、交通、教

育、娯楽から、園区におけるハードソフト面の企画・実際の建設・商工サービスに至るまで、様々に充実し、一つ一つが揃っ

ている。                                                                                                    。

      このような生活ができる園区では、誰もがとても忙しそうに見え、誰もが活力に溢れている。同時に、誰もが喜び、楽し

みながらゆったりと過ごすことができる。なぜなら園区はその体制が全て整っているからである。                         。
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．基礎施設完備

     台南園区運動公園屋外施設は2005年11月に完工し、

2006年2月に使用が開放された。合わせて3面のバスケットコ

ート・2面のテニスコート・1面のソフトボール場及び公衆トイレ・

歩道・植栽・活動広場などが建設されている。室内運動施設

に属する健康生活館は2007年9月運営開始予定で、バドミン

トンコート・バスケットコート・卓球場・温水プール・ＳＰＡ療養施

設・フィットネスクラブ・サウナ及び中華洋食レストランなどが

計画されており、園区にたいへん快適な運動と休息の環境を

提供する。                          。

運動公園屋外施設開放使用開始

     台南園区の汚水処理二期工場はすでに2006年2月28日

効率テストに合格し、一期処理工場との合計での総汚水処理

量は90,000CMDにも達する。十分に園区の汚水処理需要を満

たしており、南科のハイテク低汚染という園区環境を造りだして

いる。                              。

汚水処理二期工場運転

     人々の注目を集める台南園区第五期標準工場建物はす

でに新築工事が完了し、2006年2月から借り受けが開放とな

る。とても新しく、美しく且つ人間らしさがあり、公共施設も極めて

完備されている。企業の進駐を助けるため初期投資コストを低く

抑え、今期の標準工場建物はさらに出入り口・駐車空間・貨物

積み下ろし空間・電気機械設備空間・附属道路・景観工事など

に対して詳しく企画設計されているので、新しく進駐してくる企

業の便利さと満足度も倍増するであろう。

第五期標準工場建物華々しく登場

     台南園区行政サービス区の中央広場と地下駐車場は、ー

ク計算センターなどの建築物に周りを囲まれており、2006年12

月15日に使用が開放された。地下一階の駐車空間は416台の

自動車及び466台の二輪車を収容できる駐車スペースを行政

サービス区に提供、並びに近隣のPark17モール行政ビル・サー

行政サービス区の駐車がさらに便利

ビスセンター・警察ビル及び国家高速ネットワの駐車需要をも支援している。中央広場は行政サービス区の間に良好な流通性

を提供、並びに屋外の大型活動スペースとなっている(最高収容人数約2万5千人)。

    全力で園区のバリアフリー空間を構築するために、南科管理局は特別に「心身障害者行動と使用の施設及び設

備実地検査チーム」を設立、将来園区の建設は「建築技術規則」の特別規則に依拠する以外に、さらに「バリアフリー環

境設計及び施工」マニュアルが増え、園区のバリアフリーに対する理想をさらに徹底して具体化する。                  。

    ほかに、南科管理局のインターネットサイトは5ヶ月をかけた新たな計画の後に、2006年1月1日全面的にリニューア

ルオープン、並びにAAA認証マークを取得し、2月10日には正式にウエブアクセシビリティーサービス(enable.nat.gov.

Tw)に登録した。                                                                                                  。

バリアフリー空間がさらに具体化

     ネットワークのE(電子)化は台湾においてはすでにかなり普及

しているが、南科管理局構築の「園区企業サービスeネットワーク

システム」は2006年12月に完成しており、2007年3月予定のオン

ライン使用開放後、園区企業のオンライン申請業務が全面的に

レベルアップする。

ネットワークのE化全面レベルアップ

台湾初の綠の工場/オフィスは台達電に

     台達電株式会社の2006年の動向は非常に好調だ。なぜな

ら南科台南園区にある台南支社は台湾で初めて緑建築EEWH(

Ecology, Energy Saving, Waste Reduction,Health)の九大目標

全部をクリアし「緑の工場/オフィス」の肩書きを手にしたからであ

る。内政部が10月4日授与した「2006年最優秀優良綠建築大

賞」、台達電董事長鄭崇華氏はこの標章を自ら台南支社のロビ

ーに掲げた。

     南科公共芸術が動き出した。関連する計画は国科会が

2006年9月5日に審査を完了し、これからの三年で一つ一つ公共

芸術が設置されていく。主要理念は「国際性とサイエンステクノ

ロジー感のある園区のイメージを造り上げる」で、設置テーマは(

一)生活の中に趣味を探し、サイエンステクノロジーの中に驚喜を

創造する(二)グローバル文化の表現実践と同時に、地方風土人

情と築く良好な相互関係(三)サイエンステクノロジーという仮想

的な情景の中で、地域の自然生態誕生と優しく触れ合う；生活、

趣味、驚喜、人文、風土及び生態などあらゆる層を含んでいる。

    近い将来、「公共芸術」が南科の美しい景観として至るとこ

ろで見られるだろう。

南科公共芸術計画スタート

     《南科企業仕入れ指南》は2006年2月22日出版された。南

科にとってはただ一冊の園区「仕入れサプライヤーデータベー

ス」の編纂に過ぎないが、南部科技工業の重鎮として日々の規

模の拡大と南科管理局の細やかな気遣いで何事にも関心を持

つ態度が証明されており、さらに重要なのは、園区内企業に対す

るサービスである。これほどまでに充実した情報は、企業の仕入

れ業務にとっても非常に便利であろう。

南科仕入れ指南出版発表

     会員企業の業務の需要に応えるため、台湾科学工業園区

同業組合南部園区企画管理委員会が企画セールス公共事務

委員会に変更・改名し、2006年10月16日に成立大会と正副幹

事選挙を挙行した。奇美電子世界支援サービス所副総所長黄

文弘氏が幹事に当選し、副幹事の3人はそれぞれ、景岳生技副

執行長兼董事長特別補佐謝春成氏・台積電支配人陳素蘭氏・

奇美電子社長許錦發氏となった。ほかに亜洲基因株式会社支

配人林甫穎氏・聯電株式会社支配人陳彦偉氏・能元科技副支

配人陳順仁氏ら3人が副幹事候補として推薦された。

南部科学工業園区年間報告書2006

運動公園屋外施設のソフトボール場

台南園区汚水処理工場二期工事

第五期標準工場建物
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     財政部高雄関税局南科支局設立事務所高雄園区事務所

が2006年 7月 31日 に設 立 、 正 式 に進 駐 し、 高 雄 園 区 企 業 に対 す

る通関自動化のサービスが大幅にアップした。                      。

      このほかに、通関自動化作業環境を完全に構築するには、税

関以外にも台糖貯蓄運送センターの進駐が待たれる。すでに国

科会副委員長に昇任した管理局前局長戴謙氏は、就任して三園

区を全権管理の後、さらに多くの資源を獲得して高雄園区に投入

すると宣言し、台糖貯蓄運送センターのできるだけ早い進駐と運

営チームへの加入を希望している。                                    。

税関が高雄園区に進駐

     2006年高雄園区に三喜がやって来た。台湾銀行、合作金庫

銀行、第一商業銀行の3行が高雄園区第一期標準工場建物に

進駐、正式に営業を開始したことにより、高雄園区全体の投資環

境がさらに周到なものになり、誘致営業にも鬼に金棒となるであ

ろう。                                                。

    まさに鳴り物入りで誘致され、首を長くして心待ちにしていた

警察分隊もまた、2006年元旦に進駐することが最終決定し、全力

で企業のために治安を守る。                            。
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     戦略性のあるハイテク製品の有効管理のため、南科の企業

に関連管制措置をさらに理解してもらおうと、南科管理局は国貿

局と合同での「台米輸出管制合同シンポジウム」を2006年11月

15日初めて場所を南科に移して開催した。今回アメリカ側の代表

団はアメリカ国務省・商務省・国土安全保障省及びエネルギー省

など各省庁の代表で組織され、我が国の関連管制製品の輸出及

び中継ぎ貿易管理メカニズムの理解のほかに、アメリカ側の現行

管制措置の解説を進めた。                            。

「台米輸出管制合同シンポジウム」を南科にて開催

     男女雇用機会均等制度は時代の進歩における指標である。

2006年8月28日下午，園区の男女雇用機会均等評議委員会委

員が園区内の国際日東株式会社及び台湾康寧ディスプレイガラ

ス株式会社を実地訪問・視察。委員はこの2社が執行している男

女雇用機会均等措置に高い評価と称賛を与えた。           。

    南科管理局の男女雇用機会均等業務はさらに、2006年12月

21日全国第三級区第一位を獲得しており、園区における従業員

行政業務の成果を見ることができる。                      。

男女雇用機会均等業務が第一位

     退職金制度推進で第二位を獲得、これはまさに誇るに値し、

南科にさらに暖かさを感じさせる。労働委員会は全国28ヶ所の従

業員行政主管機関所轄の雇用人数・事業機関数などを加重後に

三級区に区分している。南科管理局は園区内企業で成立した退

職準備金積立業務の効能と成果を推進しており、2006年12月21

日に2006年全国第三級区第二位を獲得した！               ！

退職金制度推進で銀メダル
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     台南園区の「南科健康生活館民間委託経営参加」計画

は行政院民間参加公共建設推進委員会発表の2006年度「民

間参加公共建設案件」事業チーム業績卓抜賞を受賞、事業チ

ームは賞金及び99.9％純金のメダルを獲得した。科学園区初

の民間参加公共建設促進法導入による民間企業が経営管理

するスポーツレジャー施設の案件は、きわめて指標としての意義

が深い。                                           。

    南科健康生活館は2007年9月にスポーツレジャー施設と

飲食サービスの全面提供を予定しており、園区従業員たちには

退勤後まず身体を動かし、汗を流してから帰宅してもらう。   。

生活機能の躍進

     南科管理局はコミュニティーセンターの全体建築を「家の

感覚」を目標とし、コミュニティーの公益と台南園区コミュニティ

ーセンターの長期運営のどちらも考慮しながら、民間参加経営

促進モデルを運用し、運営企業の導入に成功、2006年2月16

日華圓管理顧問株式会社との「南科コミュニティーセンター委

託民間経営契約」に調印した。                         。

    続く健康生活館の委託経営成功と受賞の後、再び華やか

に登場、2006年度行政院民間参加公共建設推進委員会の「

民間参加公共建設案件」事業チーム業績卓抜賞を受賞した。
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     健康・おいしさ・便利さを味わえるように、南科台南園区に2006年新たに有名飲食店が進駐した。10月18日聖娜多堡南

科店は盛大にオープンし、駐在従業員及び商談に来訪したビジネスマンに優良な飲食サービスを提供している。

聖娜多堡オープン

南部科?工業園?年間報告書2006

税関が高雄園区に進駐、開業式典(7月31日)
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南科コミュニティーセンター経営委託契約記念撮影(2月16日)

聖娜多堡オープン当日の黒山の人だかり(10月18日)
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南科管理局呉盟分副局長がシンポジウムにて挨拶(11月15日)

男女雇用機?均等宣伝指導?現況(8月8日)
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