
産業リーダーの皆様、こんにちは。	 

　台南市政府が2014年5月に発行した投資情報メールマガジンは、業界・産業そ
して技術関連の情報を提供して各界から大きな反響を得ました。台南市政府は永
続的奉仕の精神をもって、弛まず励み、常に新しく豊富な内容のメールマガジン
を続けていきます。また、台南市は皆様の産業政策に対するご意見やご提案を常
に歓迎いたします。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。	 

台南市政府経済発展局	 

　台南市はもとより豊かで厚みある文化資産を有する土地ですが、頼市長はさら
に2014年を『創業産業元年』と定め、創造を以て産業基盤の底上げを図り、産業
創新の為の橋渡しマッチングプラットフォームを設立、スマート・シティを推進、
そして産業を新たな道へと導き、市民生活を新未来へと誘います。	 
　今回は台南市の文化創造産業の現況をご紹介します。	 

一、文化創造産業の定義と範囲：	 

　台湾の文化創造産業の定義は「創造と文化を積み重ね、知的財産の生成と運用

を経て、富と就業機会の創出及び生活環境全体の向上促進を可能とする活動」で

あり、4分類15産業が含まれています。詳細な産業は以下の図のとおり。 

 <	 図1	 	 台湾文化創意産業領域>	 
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三、台南文化創造産業クラスタ及びサプライチェーンの現況と主要メーカー：	  
　この2年間台南市政府は全力をもって台南文創大道に取り組み、台南駅を起
点に中山路、中正路、民生緑園をとおり、運河に沿って安平に至るルートを作
り上げました。また同時に台南創意スポット・マップとして台南の古跡である
林百貨店、愛国婦人館などを整えました。台南市文化創造産業企業の多くは中
小企業もしくは零細企業や工房などですが、近年台南の文化・レジャー・旅行
の発展は著しく、至るところにクリエイティブ商品を販売するお店がありクリ
エイティブ事業者の新契機を見ることができます。以下、分類別に数例ご紹介
します。	  
1.	  デザイン類：台塩文創、明林蕾絲、水越設計、繍hsiuハンドメイド靴、雙和
號など。	  

	  
	  
	  
2.	  芸術文学類：永興家具、木子到森、十鼓撃楽団、鉄支路辺創作体、大宇人・
小雨宙など。 

  
 
 

二、台南市文化創造産業の発展現況：	 

(1)  2012年台南市文化創造産業の総生産額は約246億台湾ドル、台南市総生産
額の3％、県市別順位では第6位でした。	  

(2)  2012年台南市文化創造産業の営業利益上位3産業は出版、デジタルコンテ
ンツ、広告でした。	 

(3) 台南市重点クラスタは台南文化創意園区、台江生態文化園区、文創大道、
海安路芸術街、台南デジタル・クリエイティブ・パークです。	  

(4) 重要クリエイティブ空間として林百貨店、愛国婦人館、小西門、安平49人
珈琲館、十鼓文化村があります。 

工芸	

<	  図2	  	 2012年台南市文化創造産業	  
営業利益>	 

<	  図3	  	  2012年台南市文化創造産業
事業者数概況> 
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3.	  デジタルコンテンツ類：沙栗創意、霆宇整合行銷、友瑞、安平平安創意科技
など。	  

	  
	  
 
4.	  メディア類：摩德廣告、意谷設計、Together吧電影工作室など。	 
 
 
 

四、台南市の文化創造産業政策と優遇措置	  
	  1.	  政府による文化創造産業支援のための関連投資奨励及び行政措置の制定	  
	  	  (1)	  税制優遇：2010年に施行された「産業創新条例」に基づき、事業者は当
該年度の研究開発への投資支出金額の15％を上限とし、かつ当該年度の
税額控除前営利事業所得税額の30％を上限として、営利事業所得税額か
ら控除されます。また、所得税法の改正により営利事業所得税の税率は
17％に引き下げられました。	  

	  	  (2)	  政府による投資参加：政府所管の国家開発基金が中小企業の投資計画に
参加します。投資範囲は主に情報、通信、航空宇宙、バイオテクノロ
ジー、農業科学技術、デジタルコンテンツ、文化創造などの産業。投資
上限は株式比率の49％以内です。	  

	  2.	  台南市の文化創造産業向け「単一窓口」を設置	  
	  	  (1)	  「文創PLUS－台南創意中心」に相談サービス事務所を設置、文化創造産
業における創業、資金、販促、税制などの問題に関する窓口となります。	  

	  	  (2)	  台南で行われるドラマ・映画などの撮影へ協力する「台南市政府オー
ディオビジュアル支援センター」を設立しました。また、台南に関係す
るオーディオビジュアル産業への補助金申請を審査する「台南市政府映
画委員会」の設立しました。メディアを販促チャンネルとして、便利で
迅速な行政施設の建設、異なる業種・人材・市民の連携により当地映画
産業の環境が強化されること目的としています。	  

3.	  台南文化創造産業政策	  
	  	  (1)	  資源の統合と積極的指導により、産
業の向上と価値創生を目指します。
中小企業支援グループとの連携もそ
の一環であり、産業界において実務
上遭遇する困難や要求に対し、学界
が策定するプロジェクトをとおして
迅速な解決を図ります。経費支援の
方面では、「ホタル信用保証融資プ	   <	  図4	  	  台南市文化創造産業政策と優遇措置>	 



<以上資料の出典：工業技術研究院IEK>	 

　　ログラム」以外にも台南市独自の地方型SBIR計画(中小企業開発新技術
推動計画)により産業技術・製品・サービスの創生研究を支援します。	  

	  	  (2)	  創造と産業の橋渡しマッチングプラットフォームを設立。台南所在の
大学・専門学校17校が連携して行う創造と産業のマッチング、企業に
対する各種専門的相談や協力などのサービス、コンペティションのプ
ロモート、参加者への台南当地要素の導入奨励、クリエイティブ作品
の量産に対する補助金、市政府との協力による台南クリエイティブ製
品の販促推進を行います。	 

	  	  (3)	  共通の仕事空間をコンセプトに「台南デジタル文創園区」を設立。公
私協力(産・官・学・研・社)のもと創造産業を創生します。伝統産業と
文化創造産業事業者の連携を推進し、創造を都市発展の推進力にして
台南文化創造産業の価値を高めます。	  

五、まとめ	  
台南市が提供する外資企業が投資するにあたっての優位性：	  
	  (一)	  地元文化要素を取り上げた発展：映画産業を例にとると、至るところ

にある廟や知名な旧州庁は撮影に適しており、その他のクリエイティ
ブ素材と配合して映画1作品を作製することは難しくありません。	  

	  (二)	  異業種協力による相互利益獲得：旅館業を例にとると、文化息づく工
芸産業と連携することができれば、台南観光の旅行客をより多く誘致
することが可能です。	  

以上のことより、台南は非常に特色ある当地文化要素をそなえ、すでに他
の産業や技術と組み合わせる発想は発揮されており、他産業の発展を牽引
する可能性と文化創造産業がもたらすビジネスチャンスは無限に広がって
います。 

法令	 

一、文化創造産業優遇借款要点：	  
(2014年9月15日文創字第10330242251号令修正公布)	  
1.	 借款範囲：有形資産、無形資産、運転資金、新製品・新技術の開発ある
いは製造及び研究開発従事者・人材育成の計画。	  

2.	  借款の種類と限度金額：	  
	  (1)	  第一類及び第二類：借款金額は申請する計画の実質必要額の80％を上限
とし、かつ第一類は1億台湾ドル、第二類は3000万台湾ドルを上限とし
ます。	  



一、孔子廟文化節－2014年9月28日	  
台南孔子廟は台湾で最も古い孔子廟で永暦19年(1665)に建立されました。
悠久の歴史、壮観な建築群、荘厳雄大、完璧な構成を有し一級古跡に列
せられており、毎年催される祭孔大典は孔子廟広場で行われます。毎年9
月28日の祭典当日は台南市頼市長が主祭を務め、古礼に則り進行する壮
大厳かな典礼です。毎年孔子廟文化節期間は多くの観光客が孔子廟文化
園区を訪れ、台南文化産業事業者に大きなビジネスチャンスをもたらし
ます。詳細はこちら	  
h@p://tour.tainan.gov.tw/fesIval.aspx?sn=473	  

二、台南商展-‐台南ショッピング・フェスティバル－2014年11月14日-‐16日	  
今年の台南商展は11月14日から16日まで假南紡世貿展覽中心にて開催さ
れます。今年は台南の「創造産業年」であることから「クリエイティブ
ライフ・買い物体験」をテーマに掲げ、人々に台南の生活クリエイティ
ブ製品を知っていただきます。詳細はこちらh@p://
www.tainanshopping.com.tw/arIcle.php?mlmenuid=13&msmenuid=69	  
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	  (2)	  第三類：政府機関の各種計画補助金を得ている申請者は、借款金額
の上限を500万台湾ドルとします。	  

	  (3)	  第四類：すでに金融機関からの借入があり利息の差額のみの補助金
を申請する者は、審査合格後、本部の通知を以て借入利息を本部よ

り年利最高2％が支給されます。その補助金上限額の計算基礎は合格
融資最高金額3000万台湾ドルを上限とします。	  

	  同一企業における前項の融資総金額の上限は1億台湾ドル、異なる計画
は分けて申請すること。詳細はこちらh@p://www.moc.gov.tw/law.do?
method=find&id=283	  

(資料出展：中華民国文化部) 

催事案内	 


