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親身なサービス

南科管理局が 5 年連続の「甲」等労働

検査機関認定

南科管理局は園区における災害リスクを減らして労働
環境の安全を守るため、リスクの所在を徹底的に洗い出す
など数々の対策を打ち出すとともに、園区事業者に対する
宣伝、指導や検査などの地道な活動も継続してきました。
そうした長年の努力が認められ、南科管理局は 2012 年、
行政院労工委員会による労働検査機関に対する評価で
5 年連続となる「甲」等を獲得しました。

南科工安白書

安全で健康的な園区を目指して

11 月 15 日、園区事業者の幹部や労働安全・衛生
の責任者を集めて 2012 年南科工安白書の発表会が行
われました。住華科技の黄建銘総経理に開会の言葉をお
願いし、「国家工安奨」を受賞した台湾コーニング南科支
社の邱垂勇工場長には労働安全のための管理職としての
具体的な取り組みについて紹介してもらいました。安心・健
康・安全な職場、そして園区の環境づくりに向けて参加者
全員が決意を新たにすることができました。

█ 工安白書の発表を通じてより安全で健康的な園区を
（2012.11.15）

█  「2012 南科就業・求人博覧会及び優良労働者表彰式」 開幕式にて来賓と
（2012.04.29）

█ 2012 年全国労働検査員大会にて行政院労工委員会・潘
世偉主任委員による表彰盾の授与（2012.10.30）

あなたも南科ファミリーの一

員に

4 月 29 日、台南園区の西拉雅
広場で「2012 南科就業・求人博覧
会及び優良労働者表彰式」が開催さ
れ、59 社が求人活動を行いました。
当日はのべ 3000 人以上が来場し、
この日の段階で企業による求人の約
7 割がマッチングに成功。また、各事業
者により推薦された 63 名の優良労
働者に対する表彰が行われたほか、
南科の良さを知ってもらって南科ファミ
リーの一員になってもらうため、会場で
は未来の南科人に向けた様々なサー
ビスが提供されました。
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高雄聯合求人・就業博覧会

人材獲得の絶好のプラットフォーム

南科管理局と高雄市政府労工局は 8 月 4 日、国立
高雄岡山農工高校にて「2012 高雄市北区及び南科高
雄園区聯合求人・就業博覧会」を開催。人材獲得を目
指す高雄園区の企業と就業を希望する高雄市民を引き
合わせる絶好のプラットフォームとなりました。

障害者にやさしい職場環境づくり

友愛の心で垣根のない仲間たち

9 月 3 日、南科管理局において労工委員会主催の
「2012 身心障礙者職務分析検討会」が開催され、障害
者支援団体の専門家を招いて意見が交わされました。ま
た、心身障害者の雇用に積極的な奇美電子 ( 群創と改
名 ) の報告では、如何にして安全で障害者にやさしい職
場環境を整え、障害者が職場での評価を通じて自信を付
け、お互いに支え合う環境の中で共に成長していくに何をす
べきかについての実践例が披露されました。

AEO 認証取得を後押し

国際競争力の更なる強化を

南科では入居企業による AEO 認証の取得をバックアッ
プしています。AEO を取得した企業は通関時に必要最低
限の書類審査と貨物検査で済むほか、非侵入検査による
貨物検査を申請することもできるため、スピーディーな通関
が可能になります。2012 年には和鑫光電と鑫科材料の
2 社に対して AEO 教育訓練、安全改善指導、安全認
証検査項目及びその検査基準の説明、リスク評価及びビ
ジネスパートナーの説明などの指導を行い、2013 年末ま
でには AEO 認証資格を取得できる見通しとなっています。

█ 「2012 高雄市北区及び南科高雄園区聯合求人・就業博覧会」開幕の音頭をとる来賓（2012.08.04）

█ シンポジウム開幕式にて。左から労工委員会職
業訓練局・林三貴局長、労工委員会・王如玄前
主任委員、南科管理局・陳俊偉局長、奇美電子
・王志超総経理（2012.09.03）
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█ 高雄園区の入居企業の頼りになる相談役「保母」制度がスタート
（2012.09.04）

█ 高雄園区生活マップ

高雄園区生活マップが完成

情報満載でより便利に

2012 年、入居企業により便利
な生活サービス情報を提供するた
め、高雄園区生活マップを作成しま
した。園区周辺の文化活動、グルメ、
交通、宿泊、観光、レジャー、金融
サービスなど生活情報が満載の地図
で、様々なシーンで役立つこと間違
いなしです。

高雄園区入居企業に対する「保母」制度

親身できめ細やかなサービス

高雄園区の入居企業にきめ細やかなサービスをダ
イレクトに提供するため、用地や工場のリースを申請し
た企業に対してはすぐ関係部門の副組長を担当として
派遣しています。担当者は南科管理局と企業の間に
立ち、企業を見守る「保母」さんのように親身になって
様々な問題の解決にあたります。

電子文書の推進

導入に積極的な企業を表彰

南科管理局は「電子公文節能減紙推動方案」に
基づいて入居企業との間で交わされる文書の電子化
に取り組んでいます。5 月 29 日と 30 日には台南と
高雄でシステム説明会を開き、参加企業から大きな反
響がありました。また、11 月 15 日には労働安全環境
保護月間のイベントで電子文書の導入に積極的な企
業 13 社に対する表彰も行いました。

位於茄萣的興達港情人碼

頭是高雄休閒觀光勝地，附近

的觀光漁市有最新鮮的漁獲、

各式炸海鮮與港邊咖啡座，每

年冬季烏魚盛產期，更吸引許

多觀光客。

南科高雄園區位於高

雄、台南交界，可同時感

受兩個不同的城市文化與

生活。從南科高雄園區開

車前往高雄市區只需約半

個小時，愛河、旗津島、

高雄港、全台第二高樓八

五大樓等，皆為全台著名

景點。

搭乘觀光船暢遊河港、

品嚐海鮮，造訪精品商圈與

觀光夜市，品嚐多元異國料

理，參與大型國際藝文活動

⋯，都是高雄引人入勝之

處，規劃完善的自車道與公

共自行車系統，不但能銜接

多處知名景點，更能讓人充

分感受這座開闊海港城市的

活力。

高雄港畔的駁二藝術特

區，是感受創意活力的好地

方。

南部科學工業園區

南部科學工業園區

Southern Taiwan Science Park
Kaohsiung Science Park Guide Map

高雄園區生活地圖

同時
享有都會與自然雙重活力

南科高雄園區管理中心位於園區南側的一期標準廠房

一樓，同樓層中亦設有兩家銀行、郵政代辦所，方便廠商

儲匯郵政業務；二期標準廠房大樓則設有統好佳團膳提供

廠商員工餐飲服務。新的行政大樓亦將座落於路科五路與

路科六路口，為廠商提供完善服務。

南部科學工業園區分為台南園區與高雄園區，台南園

區位於台南市新市、善化、安定區之間；高雄園區位於高

雄市路竹、岡山、永安區交界處，面積約為570公頃，二

園區行車相距不到一個小時。

高雄園區水電資源充足，無淹水紀錄，亦無斷層通

過，且各項交通都相當便利，是相當具發展潛力之科學園

區。主要產業以光電、創新醫療器材、綠能科技與精密機

械為主，其中更整合台灣南部醫療院所、學校與研發機構

之研發資源，形成具特色之醫療器材產業聚落。

南科高雄園區實施單一窗口服務，以及優惠獎勵措

施，在投資、工商、環安、營建、建管等各方面，提供廠

商最迅速、便捷的服務。投資南科高雄園區，是提升企業

競爭力的優質選擇！

高苑科技大學隔著台一線與南科高雄園區相鄰，教學

兼顧產業與學術的結合，貼近產業的需求，產學合作與研

發能力為其強項，同時高苑也很重視體育活動，棒球隊遠

近馳名。

員工住宅位於園區西北角，三棟嶄新大樓與齊全設

施，提供安心而優質的住宿。宿舍內備有健身房、桌球

室、撞球台、洗衣室與無人商店，24小時保全守衛，環境

安全清幽。外圍設有籃球場、公園與自行車道，讓員工在

工作之餘，享受身心平衡的休閒生活。

南科高雄園區所在的路竹區，東側臨岡山，西側為永

安、茄萣，接臨山海交會點，四通八達的地理特性，休閒

生活擁有親山近水的優點，不論是前往大崗山風景區，或

是悠遊漁港品嚐海鮮，都相當便利。

人性化的內部設施

發展無限的高雄園區

高苑科技大學　生活資源共享
高雄生活圈 台南生活圈

親山近水的悠然環境

●員工住宅

●員工住宅內的健身休閒設備。

●籃球場

●管理中心內有兩家銀行提供服務。

●景觀公園

●統好佳團膳

●大崗山一帶盛產香
　甜多汁的芭樂。

●興達港情人碼頭

●大崗山滑順香濃的龍眼蜂蜜全台知名。

大崗山一帶泡湯文化盛

行，此地溫泉夏天的水溫約

18度，冬天水溫約21度，是

台灣少有的碳酸氫鈉冷泉，

水質透明無色略帶硫磺味，

近年亦不乏建築設計現代華

麗的泡湯會館，讓旅客享受

更優質的泡湯旅宿。

泡完好湯，正巧來頓以在地農特產入菜的料理，大崗

山土壤偏鹼性，這裡的羊因食用此地青草而使羊肉鮮甜無

羶味；土雞亦是此地特產，緊實口感廣受饕客好評；而路

竹蕃茄、大崗山的芭樂、蜜棗、蜂蜜更聞名遐邇。

●滷味博物館
在此可以認識多種台灣知名滷

味的製程，或是DIY體驗，更

能選購各式滷味伴手禮。

●MAYA MAYA
MAYA MAYA位於路竹鬧區，提供各式簡餐，開闊

的用餐環境，適合聚餐。

●微哩奇咖啡館
微哩奇咖啡館主廚曾任職於台

南知名法式料理餐廳，溫馨舒

適的用餐環境，讓人悠閒享用

專業級法、義式料理。

南部科學工業園區管理局

台南園區／台南市新市區南科三路22號

Tel:+886-6-505-1001‧Fax:+886-6-505-0470

高雄園區／高雄市路竹區路科五路86號1F 

Tel +886-7-607-5545‧Fax:+886-7-6075549

www.stsipa.gov.tw/

南科高雄園區特別與高苑科大合作，讓園區廠商共享

高苑校園內之眾多設施與服務資源。高苑圖書館藏書豐

富，提供有「行動圖書館」服務，由校方將借閱圖書送至

廠商。運動設施部分，則特別開放體適能中心、體育館、

籃球場、網球場、攀岩、棒球打擊等區域給南科高雄園區

廠商(部分設施必須事先預約，並付費使用)，讓廠商員工

在辛勞工作之餘，享受多元、健康的運動休閒。

此外，學校也提供多樣化餐飲服務，如各式中餐點、

滷味、飲料、點心等，校園內還設有便利商店。校內的自

然史教育館、藝文中心，也經常舉辦展覽活動，歡迎多多

參與。

●高苑科技大學設施服務使用資訊
圖書館：免費

體適能中心：會員制，酌收費用。

棒球打擊練習：需預約，酌收費用。

趣味親子體能活動：需預約，酌收費用。

攀岩：需預約，酌收費用

（備註：以上項目需由廠商與校方先行簽約）

地址：高雄市路竹區中山路1821號

洽詢專線：總機07-6077777 轉

　　　　　圖書館1604／運動類(休運系)2321

　　　　　自然史教育館1740／藝文中心1742

以古蹟和小吃聞名的台

南，曾經有264年為台灣首

都，市區距離南科高雄園區行

車約半小時。飲食文化精緻亮

眼，除了保存眾多傳統風味，

如：擔仔麵、虱目魚料理等，

更有新奇的棺材板等成為國宴

料理的特色小吃。

除了赤崁樓、安平古堡、孔廟等著名古蹟，台南也保

留很多老建築，並被改造為咖啡館、民宿，呈現多變的老

屋新活力。擁有豐富藝術文化活動的台南，是一座傳統與

創新並存、步調悠閒的慢活城市。

海安路街道美

術館更讓舊街區成

為當代藝術的展示

場域；前身為台南

州廳的國定古蹟台

灣文學館，則是台

灣第一座文學博物

館。

●在大崗山可享受少見的冷泉。(圖片提供：花季冷泉會館)

●岡山以羊肉料理著稱。

●自然史博物館（圖片提供／高苑科技大學）

●體育館（圖片提供／高苑科技大學）

●夢時代購物中心

●八五大樓

●駁二藝術特區

●各式精緻料理

●愛河

●台灣文學館

●孔廟

●擔仔麵 ●赤崁樓

●海安街道美術館

●體適能中心（圖片提供／高苑科技大學）●體適能中心（圖片提供／高苑科技大學）

●高苑經常舉辦多樣化的藝
　文展覽活動。
　（圖片提供／高苑科技大學）

●籃球場（圖片提供／高苑科技大學）

●蕃茄是路竹有名的農產。

本著作物所有圖文版權所有，請勿任意翻印使用。

█ 電子文書公開発表会にて（2012.11.15）
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