
中部サイエンスパーク

入居申請の
手引き

備考：本資料内容についての法規や手続き、費用が修正された

場合は実際の資料を主として下さい。
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1. パーク内で株式会社をすでに設立し、正常に運
営しているものに限ります。

2. 申請書、運営計画書、水及び電力使用計画書、
汚染総量関連資料予測表に記入し、パーク事
業所在地の管理機関に申請して下さい。パー
ク事業所在地の管理機関は工場所在地の管理
機関と共同で審査して後、パーク審査委員会
に報告します。

3. パーク事業で他のパークに工場を設置する許可
を得た場合、当該工場の運営と管理は工場所
在地の管理機関によって行われ、慣例に則っ
て投資保証金は免除されます。

4.　工場の管理費は、パーク事業が所在地の管理
機関に支払います。

5.　工場の保税貨物は、「サイエンスパーク保税
業務管理方法」に従って処理されます。

1、投資保証金：
入居企業の投資計画に基づく確実な経営を

確保するため、許可を受けたパーク事業は本局
に許可された払い込み資本金の 0.3％を投資保証
金として納めなければなりません。また、経営
を始めて 1 年以内に増資する場合は増資分資本
の 0.3％を投資保証金とします。投資保証金はパ
ーク事業の投資計画が完了して後、本局が無利
子で返還します。

2、土地、標準工場賃料：
◎土地と標準工場は賃貸のみで販売はしません。

所有権は政府にあります。
◎土地賃貸期間は 20 年、標準工場賃貸期間は 2

年契約です。
◎土地賃料＝土地のみの賃料＋公共施設建設費

土地のみの賃料＝公告地価× 5％（年間賃貸
率）÷ 12 ヶ月とし、3 年ごとに公告地価にし
たがって調整します。公共施設建設費は実際
に発生したコストに、賃貸面積がパーク内で
賃貸可能な土地の面積に占める割合をかけた
金額を 20 年に分けて支払います。

土地賃料：
台中パーク－ 19.05 元 / 平方メートル / 月（公共
施設建設費 14.65 元 / 平方メートル / 月を含む）
虎尾パーク－ 15.58 元 / 平方メートル / 月（公共
施設建設費 12.91 元 / 平方メートル / 月を含む）
后里パーク－ 8.07 元 / 平方メートル / 月（公共
施設建設費 5.96 元 / 平方メートル / 月を含む）
二林パーク－ 0.88 元 / 平方メートル / 月（公共
施設建設費含まず）
標準工場賃料（大小の共有エリア含む）：88 元 /
平方メートル / 月（200 坪の月賃料は約 11 万元、
300 坪の月賃料は約 15 万元）

3、管理費：
管理局はパークの環境衛生、安全の維持と公

共施設を取り扱っており、法律に則ってパーク内
事業から管理費を徴収します。管理費は毎月定
期的に請求し、領収書金額と統一領収書の額か
ら控除可能な額を差し引いた、所得総額の 0.19％
とします。

パーク事業による別パークでの
工場設置

入居企業の各種支払い費用説明
中部科學工業園區管理局 投資組 

電話 : 04-2565-8588
網站 : www.ctsp.gov.tw
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科学工業は会社法に則って組織された株式
会社（股份有限公司）もしくはその支社、ある
いは我が国の股份有限公司に相当すると認めら
れた外国企業の支社です。投資計画は我が国工
業の発展に合わせ、我が国の科学技術人員を多
く雇用したり育成したりしなければなりません。
また、研究開発費は売り上げに対して一定の比
率以上でなければならず、一定の研究実験機器
設備を有し、公害を招かず、特定の条件を満た
さなければなりません。

1. 国内で生産されていない、もしくは既存の製品
を技術で上回るもの。

2. 国内で入手が急がれる重要かつカギとなる部品
（製品）。研究開発を主とする。

1. 計画のいきさつと運営目標    2. 生産品部分
3. 技術部分                      4. 市場部分
5. チーム部分                  6. 財務部分
7. 経済効率                      8. 添付資料

投資申請案審査重点
1. 技術チーム及び科学技術マンパワー
2. 生産品技術レベル     3. 研究発展計画
4. 無公害

1、租税優遇
◎パーク事業が国外から自社用機器や設備、原

料、物資、燃料、半製品、サンプル、及び貿
易用の製品を輸入する場合、輸入税、貨物税
及び営業税は免除されます。また、課税免除
や担保、後払い、税金保証などの手続きをす
る必要もありません。

◎パーク事業で製品もしくは労務を対外的に販
売する場合、営業税率はゼロで貨物税も免除
されます。
2、研究発展奨励方法
◎研究開発での産業学術合作補助

中部サイエンスパーク管理局ではパーク内の
科学工業が新技術の研究開発に取り組むこと、
並びに産業界と学術界の資源統合を奨励し、
パーク内企業の新技術研究のための産業学術
合作申請に補助を提供します。「サイエンス
パーク設置管理条例」第 3 条の規定に則って
設立され、かつ財務の健全なパーク内科学工
業が申請可能です。
本局が認めた研究開発計画に提供される補助
金は最高で台湾元 1000 万元です。しかし、当
該計画に必要な総経費の 50％は超えません。
合作して研究を委託する学術研究機関への費
用は申請する補助金額の 15％を下回ってはい
けません。

◎ハイテク設備の先進技術発展計画
企業がハイテク設備の先進技術を研究するの
を促すため、本局では 2009 年から 2012 年ま
でハイテク設備先進技術発展計画を実施、企
業が学術研究機関と共同で先進技術を研究開
発することを奨励する補助を提供しています。
下記の資格を有するものは補助申請が可能で
す。
3、人員研修

本局は中部サイエンスパーク内企業の職員
の専門知識や技能、企業の管理能率及び生産物
の品質を高めるため、毎年、人員研修と関連の
応用管理プログラムを実施しています。

人員研修費用は本局が全額補助します。中部
サイエンスパークの企業、従業員、及び同プログ
ラムに興味のある者は参加が可能です。参加申し
込み、及びプログラム内容については本局のウェ
ブサイト（www.ctsp.gov.tw）をご覧下さい。

Classification of Park 
Enterprises

投資奨励優遇措置 投資申請手続きの流れ

誘致原則

運営計画書内容

投資（工場設立）案申請手続
きの流れ

（内容は重複しないことを原則に、30 ページが適切）
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投資計画

投資案許可
（投資組）

用地賃借、工場自家建設
もしくは工場賃借（建管組）

環境アセス免除同意申請
（工場賃借者は申請免除）

（環安組）

建設許可（内装）などを申請
（建管組）

関連環境保護
（水、空気、廃棄物）
許可文書（環安組）

工場建設完成

工場登記
（工商組）

使用許可（建管組）、水電
力使用計画許可書簡（営建
組）及び県・市環境保護局も
しくは本局の許可文書

汚染総量
予測資料
表（環安
組）、水
電力使用
計画書
(営建組)
各三部

土壌地
下水検
査報告
提出

評価チームが運営計画を審査

再審査会議

審査委員会へ

推薦

↓ ↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

投資申請書、
運営計画、水
使用、電力使
用、汚染総量
予測関連資料
表

再審査会議で
評価チームが
意見提出

営建組は水電
力使用、環安
組は汚染総量
を審査

書類を関連部
門の審査に送
付

推薦却下の
書簡

却下の
書簡

許可の
書簡

通過

可
可否

否

否

可

投資者 投資組 関連業務部門

申請作業時間約 1 ヶ月（再審査会開催が必要な
場合は約 45 日間延長）


