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香港新行政長官に梁振英氏を選出

C O N T E N T S

香港特別行政区の次期行政長官

にこのほど選出された梁振英氏は、

｢“市民のための行政長官”を目指し、

香港のために全力を尽くして任務

にあたりたい ｣ と抱負を語りました。

行政長官選挙が行われた3月25

日、当選後に開かれた会見で梁氏は

「選挙戦を通じて、自らが香港市民

としっかりと共有している本質的

価値の重要性を改めて認識した。法

の支配、人権擁護、信義誠実の原則、

反汚職、報道・言論・集会の自由は、

香港市民の生活の一部であり、一国二制度、港人治港（香

港人による香港統治 )、そして高度な自治といった原則の根

幹をなすものである」と述べました。

梁氏はまた「心をひとつにし、同じビジョンを共有する

ことで、香港にさらなる繁栄をもたらし、より公正で進歩

的な社会を実現することができる」と意気込みを語ってい

ます。

曾蔭権（ドナルド・ツァン）行政長官は、梁氏が就任に

向け必要な準備を進める上で、現政権ともどもあらゆる支

援を提供し、円滑な政権移行の実現に力を注いでいくと述

べました。
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香港特別行政区の第4期行政長官に選出された梁振英氏

梁氏と会談し、円滑な政権移行について協議する曾蔭権（ドナルド・ツァン）行政
長官（写真・右）

「市民のための行政長官」
を目指す



周一嶽食品保健長官が鹿野農水相と会談
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行政長官および行政会議はこ

のほど、香港国際空港の将来的

な開発計画の立案を進めるべく、

香港空港管理局が提言していた、

空港を拡張して滑走路 3 本体制

とする案を原則的に承認しまし

た。香港空港管理局では昨年末

に関連の報告書を提出しており、

行政会議でこの報告書を仔細に

検討した結果、今回の承認に至

りました。

香港空港管理局の張建東（マ

ービン・チュン）理事長は、政

府の決定を歓迎し、「第 3 滑走路の建設は、香港が国際的・地

域的な航空ハブとしての地位を維持する上で、必要不可欠であ

る」と述べています。香港空港管理局では昨年 6 月、今後 20

年間にわたる香港国際空港の発展の方向性を示す“マスタープ

ラン 2030”を発表しましたが、実際の航空交通量は同プラ

ンの予測を上回るペースで伸びており、長期的観点に立った開

発計画が必要とされています。

一方、香港政府観光局もこの決定に歓迎の意を表しました。

第 3 滑走路の建設は、世界の主要な航空ハブ、そして世界中

から観光客が訪れるデスティネーションとしての香港の競争力

を保つとともに、国際・地域観光の成長による需要の高まりに

応えることを可能にすると考えています。

昨年 3 月の第 1 段階に続き、去る 3 月 5 日、

香港の証券市場および金融派生商品市場の取引

時間延長計画の第 2 段階が実施されました。こ

れにより、香港証券取引所の取引時間は午前 9

時 30 分から正午、そして午後 1 時から午後 4

時となりました。

香港証券取引所によると、今回の措置は、香

港の証券市場における午後の取引開始時刻を中

国本土市場と合わせることで、アジア地域にお

ける香港市場の総合的な競争力のさらなる強化

を狙ったものです。

香港経済貿易代表部の黄碧兒（サリー・ウォン）首

席代表は、3 月 11 日から 12 日にかけて、東日本大

震災で大きな被害を受けた県の一つである宮城県を訪

問しました。

3 月 11 日、黄首席代表は香港から仙台空港へと運

航された“東北復興応援チャーター便”の歓迎セレモ

ニーに出席しました。この特別チャーター便は、観光

を通して、東北の人々とその復興に向けた取り組み

周一嶽（ヨーク・チャウ）食品保健長官は、3

月 4 日、香港で鹿野道彦農林水産大臣と会談し、

日本から輸入される食品の安全性に関連する諸

問題について説明を受けました。

会談では鹿野大臣から、福島第一原発事故後、

日本政府が食品の放射能汚染を抑えるために講

じてきた一連の食品安全対策についての説明が

なされました。

周長官は、「日本の水産物や生鮮食品を多く輸

入している香港では、食の安全を確保するべく、今後もリスク分析に基づいた適切な監視措置を取っていく」と述べています。

行政会議が空港の第3滑走路建設計画を支持

香港証券取引所が取引時間を延長

香港、東日本大震災からの復興へと向かう
日本を支援

香港証券取引所、後場の開始時間が午後1時からに繰り上げ

香港国際空港での滑走路増設を検討 溝畑宏観光庁長官（当時）から、日本の復興努力に対する香港の支援への感謝状を
贈られる黄碧兒（サリー・ウォン）首席代表（写真・左）

3月11日松島で、震災発生時刻に他の参加者とともに黙祷を捧げ
る黄碧兒（サリー・ウォン）首席代表（写真・左から3人目）

日本からの輸入食品の安全性について、鹿野道彦農林水産大臣（写真・左手前から2人目）の
説明を受ける周一嶽（ヨーク・チャウ）食品保健長官（写真・右手前）

世界の主要な航空ハブと
しての競争力強化

2段階での時間延長が完了し、
中国本土市場との連動性が向上

香港の観光客を乗せ
“東北復興応援チャーター便”が仙台に

輸出農林水産物に関する安全性確保
の取り組みを日本側が説明

を応援することを目的に運航され、香港からの観光客約 200 名に加え、

在香港日本総領事館、香港政府観光局や香港旅行業界の代表者らが搭乗

しました。

セレモニーで黄首席代表は、「香港は日本の友人、また隣人として、

日本の復興を支援していく準備がある」と述べ、「国民の皆さんが引き

続きこの試練に勇敢に立ち向かい、日本がこれまでにも増して力強い姿

へと復興を遂げることを信じている」と語っています。
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大阪で「香港映画祭」を開催
レセプションと映画上映の「HONG KONG NIGHT」も

香港経済貿易代表部
「香港春節の集い」を東京で開催

香港経済貿易代表部は 3 月 14

日、大阪市内で「HONG KONG 

NIGHT」を香港政府観光局と共同

で開催。このイベントは、大阪で

の「香港映画祭」の実施を記念し

て、レセプションと映画上映の 2

部構成で行われました。

レセプションで黄碧兒（サリー・

ウォン）首席代表は、「過去数十

年の間に香港の映画プロデュー

サー、俳優、監督や撮影技師は、

その良質な作品により国際的に知

られるようになった」と述べてい

ます。また、「香港政府は、映画

産業の長期的で健全な成長を促す環境の創出に向けて、映画発

展基金や映画融資保証基金を通じて資金面での支援も提供して

いる」と語りました。

レセプションに続き、香港映画界の巨匠ジョニー・トー監督

による映画『高海抜の恋』の日本初上映が行われ、約 300 人

の映画ファンがこの心にしみるラブストーリーを堪能しました。

3 月 11 日から 18 日まで大阪で開催された「香港映画祭」

では、『高海抜の恋』を含め計 6 本の香港映画が上映されまし

た。同映画祭は、大阪アジアン映画祭との協力の下、香港経済

貿易代表部と香港政府観光局が共同で開催したものです。

香港経済貿易代表部は 2

月 9 日、東京都内で辰年の

春節を祝うレセプションを

開催。政財界、学術界など

から約 500 名の招待客が

集まる盛会となりました。

この「香港春節の集い」は、

日本における香港特別行政

区設立 15 周年記念イベン

トの第一弾です。

挨拶に立った香港経済貿

易代表部の黄碧兒（サリー・

ウォン）首席代表は、「香

港と日本は長年にわたり、

成熟し安定した関係を保っ

てきた」とし、「日本は香港にとって世界第 3 位の貿易相手国

である。昨年 3 月の震災により日本は困難な状況に直面した

にもかかわらず、香港－日本間の貿易は 2011 年において 4

％の増加を示した」と語りました。

また黄首席代表は、今後、香港と日本の政府・民間部門が経済、

貿易、文化等の分野で一層の協力関係を築いていく余地は十分

にあると指摘しています。

さらに、「代表部が今年実施するさまざまな活動を通して、

政府およびコミュニティレベルの両方で香港と日本の交流が一

層深まることを期待する」と黄首席代表は述べました。

多くの香港映画人が出席した「HONG	KONG	NIGHT」のレセプション。（写真・左から）『2番目の女』のライ・
ホー氏とキャロル・ライ氏、『高海抜の恋』のジョン・チョン氏、大阪映像文化振興事業実行委員会の上倉庸敬委
員長、黄碧兒（サリー・ウォン）首席代表、香港政府観光局の加納國雄日本・韓国地区局長（当時）、『ビッグ・ブ
ルー・レイク』のツァン・ツイシャン氏、『友だち』のアダム・ウォン氏とサヴィル・チャン氏

作品名 監督

『高海抜の恋』 ジョニー・トー　

『ビッグ・
 ブルー・レイク』

ツァン・
ツイシャン

『2 番目の女』 キャロル・ライ

『捜査官Ｘ』 ピーター・チャン

『恋人の
ディスクール』

デレク・ツァン、
ジミー・ワン

『友だち』 アダム・ウォン、
サヴィル・チャン

「香港春節の集い」で、自見庄三郎金融・郵政改革担当大臣（写真・左）と談笑する黄碧兒（サリー・ウォン）首席代表（写
真・中央）

「香港春節の集い」で乾杯する（写真・左から）香
港経済貿易代表部の蔡亮（ローラ・アーロン）代
表、香港政府観光局の加納國雄日本・韓国地区局
長（当時）、黄碧兒（サリー・ウォン）首席代表、高
村正彦日本香港友好議員連盟会長代理、香港貿易
発展局の古田茂美日本首席代表

「HONG	KONG	NIGHT」での『高海抜の恋』
上映を前に、観客に映画の見どころを語るエグ
ゼクティブ・プロデューサーのジョン・チョン氏
（写真・中央）

「香港映画祭」上映作品

レセプションでは、中国伝統楽器の演奏も

巨匠の最新作から
若手の力作まで、
香港映画6本を公開

香港特別行政区設立
15周年記念イベント
の第一弾



2012 年は「香港デザイン年」
デザイン関連の大規模イベントが目白押し

香港フラワーショー
美しい花々が
来場者を歓迎
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今年も恒例の香港フラワーショーが開催され、会

場となったビクトリア公園は、今回のテーマフラワ

ーである約 20 品種のヒヤシンス 3 万株をはじめ、

35 万本を超える色とりどりの美しい花で埋め尽くさ

れました。3 月 16 日から 25 日の 10 日間にわたっ

て開かれ、会期中の来場者は 56 万人に上りました。

ブルームバーグがこのほどまとめたデータで、ビジネス最適

国・地域のトップは香港であるとの結果が示されました。自由

市場政策、低い法人税率、世界最大の人口を擁する中国への

ゲートウェイであることが高く評価されたものです。

このランキングは、事業設立にかかる費用や経済統合の度

合い、人件費など、6 つの基準で 160 の国・地域を比較する

新しい指数に基づくもので、2 位以下にはオランダ、アメリカ、

イギリス、オーストラリアが続いています。日本は 7 位にラ

ンクインしました。
今年 2012 年は「香港デザイン年」に定められ、年間を通

じて 40 を超えるデザイン関連イベントや各種アクティビティ

が予定されています。中でも6月に開催される「ナレッジ・オブ・

デザイン・ウィーク（KODW）」、10 月の「デザイン・マート」、

そして 12 月の「ビジネス・オブ・デザイン・ウィーク（BODW）」

が代表的なイベントとなります。

“デザインが動かす都市・香港”をテーマに、今年実施される

さまざまな活動を通して、アジアのデザインハブとしての香港

の強みを示すとともに、市民のデザインへの興味を高め、デザ

インの素晴らしさを広く紹介します。

「香港デザイン年」は、香港特別行政区政府クリエイト香港の

後援により、香港デザインセンターが主催するものです。

各種イベントおよび活動の詳細については、「香港デザイン

年」のウェブサイト（w w w . h k d e s i g n y e a r . h k）を

ご覧ください。

「香港デザイン年」のテーマ“デザインが動かす都市・香港”を発表する
	蘇錦 （グレゴリー・ソー）商務経済発展省事務次官（写真・左から3人目）

香港は“世界一ビジネスに適した場所”
自由市場政策、低税率、
中国へのゲートウェイ機能に高評価

“デザインが動かす都市・香港”をテーマに、
デザインの素晴らしさを紹介

香港投資推進局（インベスト香港）最新情報

1 月 10 日、佐賀県（財団法人佐賀県地域産業支援センター）は香
港および珠江デルタとの連携を促進する構想の一環として、香港事務所
を開設したことを発表しました。

佐賀県の香港事務所は、香港における佐賀県産特産品の販売および輸
出促進を主な目的とします。また、佐賀県と香港および周辺地域の中小
企業間の取引活性化、香港並びに広東省から佐賀県への観光客誘致も目
的としています。

香港事務所の開設セレモニーで佐賀県の古川康知事は、事務所の進出
先に香港を選んだ理由として「所得水準の高さ、自由貿易港としての確
立された地位、中国本土との多岐にわたるネットワーク、中国本土市場
との隣接性などが挙げられる。その戦略的立地を活かし、近隣地域にお
ける最新の市場動向を迅速に把握することができる」と、述べました。
「香港事務所は、佐賀県の成長産業が海外市場でシェアを拡大するため
に、戦略的な支援を行う。具体的には舌の肥えた香港および珠江デル
タの消費者に特産の佐賀牛を購入して頂けるように働きかけていく」と、
古川知事は付け加えました。

佐賀県の香港事務所オープン、順調な滑り出し
Invest Hong Kong News

英国の有名ギャラリーが香港支店をオープン

ロンドンを拠点とするアートギャラリーのホワイト・キュー

ブは、海外初となるギャラリーをこのほど香港にオープンしま

した。アジアにおけるアート市場の急成長から生まれるビジネ

スチャンスをつかむとともに、国際的なアーティストをアジア

地域に紹介することを目指しています。

同社のアジア担当ディレクターであるグラハム・スティール

氏は、「アジアにおける我々の顧客基盤が拡大を続ける中、そ

のニーズに応えるため、アジア進出は自然な流れだった」と話

しました。また、「香港がオークション売上高で世界の美術市

場トップ 3 に入っていることを考えれば、アジアの進出先と

して香港は理想的な場所である」とも述べています。

さらに、「香港の安定した低い税率に加え、今後香港のアー

トシーンを盛り上げる西九龍文化地区の開発がもたらす機会も、

当社にとって魅力的だった」と語っています。

ホワイト・キューブ、初の海外ギャラリー
ビジネス最適国・地域のランキングで、香港は首位を獲得

鏡開きにて、（写真・右から）サイモン・ガルピン投資推進局局長、
古川康佐賀県知事、香港アーティスト	リアンヌ・リ氏、隈丸優次
在香港日本国総領事、石井秀夫佐賀県議会議長
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Tel	:	03-3556-8961	Fax	:	03-3556-8960（投資推進室）
E-mail：tokyo_enquiry@hketotyo.gov.hk

● JR「市ヶ谷駅」／東京メトロ・都営地下鉄「市ヶ谷駅」
　A2 出口より徒歩10 分
●東京メトロ「半蔵門駅」⑤出口より徒歩10 分
●東京メトロ・都営地下鉄「九段下駅」②出口より徒歩10 分
●都バス「九段上」「三番町」バス停より徒歩 5分

香港経済貿易代表部では、年鑑（2010
年の政府報告書）、香港統計月報、対外
貿易統計（月刊）などが閲覧できます。
※閲覧時間は昼休み（12:30〜 13:30）を除く
　平日9:30am〜 5:30pm

香港の資料が閲覧できます

香港経済貿易代表部ホームページ
http://www.hketotyo.gov.hk/

香港特別行政区政府ホームページ
http://www.gov.hk/

香港の最新ニュースにアクセス

http://www.news.gov.hk/
政府広報局の無料ニュースサービス

メールマガジン
ページ上部“MemberRegistration”から登録
RSSニュースフィード
http://www.news.gov.hk/en/rss/index.shtml
ツイッター
http://twitter.com/newsgovhk

　

MEHK（ミーティング&エキシビション香港）イベントカレンダー　2012年7月〜9月
日付 イベント名 主催者 ホームページ/連絡先

7/3
～6

香港貿易発展局	香港ファッションウィーク春／夏2012
HKTDC	Hong	Kong	Fashion	Week	for	Spring	/	Summer	2012

香港貿易発展局
Hong	Kong	Trade	Development	Council

http://www.hktdc.com/fair/hkfashionweekss-
en/HKTDC-Hong-Kong-Fashion-Week-for-
Spring-Summer.html

7/20
～22

ベター・リビング・エキスポ
Better	Living	Expo

香港貿易発展局
Hong	Kong	Trade	Development	Council

http://www.hktdc.com/fair/betterlivingexpo-en/
Better-Living-Expo.html

7/7
～9

第12回アジア臨床薬学会議
The	12th	Asian	Conference	on	Clinical	Pharmacy	(ACCP)	2012

香港中文大学薬学部
School	of	Pharmacy,
The	Chinese	University	of	Hong	Kong

http://www.accp2012.org/

8/16
～18

香港インターナショナル・ティー・フェア
Hong	Kong	International	Tea	Fair

香港貿易発展局
Hong	Kong	Trade	Development	Council

http://www.hktdc.com/fair/hkteafair-en/
Hong-Kong-International-Tea-Fair.html

8/16
～18

漢方博覧会　現代漢方＆ヘルスケア製品展・国際会議
International	Conference	&	Exhibition	of	the	Modernization	of	
Chinese	Medicine	&	Health	Products

香港貿易発展局
Hong	Kong	Trade	Development	Council

http://www.hktdc.com/fair/icmcm-en/International-
Conference-and-Exhibition-of-the-Modernization-of-
Chinese-Medicine-and-Health-Products.html

8/16
～20

香港貿易発展局	フード・エキスポ
HKTDC	Food	Expo

香港貿易発展局
Hong	Kong	Trade	Development	Council

http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-
en/HKTDC-Food-Expo.html

8/23
～25

第10回ナチュラル・プロダクツ・エキスポ・アジア
Natural	Products	Expo	Asia New	Hope	Natural	Media http://www.naturalproductsasia.com/

ea12/public/enter.aspx

8/24
～26

第5回国際感染対策カンファレンス香港
5th	International	Conference	of	Infection	Control	Hong	Kong

香港感染症予防看護学会
Hong	Kong	Infection	Control	Nurses’	
Association

http://hkicna.org/

8/29
～9/1

国際歯科連盟（FDI）2012年次世界歯科会議
2012	FDI	Annual	World	Dental	Congress

香港歯科学会
Hong	Kong	Dental	Association http://www.fdicongress.org/

9/5
～7

アジア・フルーツ・ロジスティカ／アジア・フルーツ会議
Asia	Fruit	Logistica	/	Asia	Fruit	Congress Global	Produce	Events	GmbH http://www.asiafruitlogistica.com/en/

9/5
～7

ビタフード・アジア
Vitafoods	Asia IIR	Exhibitions	Ltd http://www.vitafoodsasia.com/

9/5
～9

香港ウォッチ＆クロック・フェア
HKTDC	Hong	Kong	Watch	&	Clock	Fair

香港貿易発展局
Hong	Kong	Trade	Development	Council

http://www.hktdc.com/fair/hkwatchfair-en/
s/2321-General_Information/HKTDC-Hong-
Kong-Watch-and-Clock-Fair/Fair-Details.html

9/6
～8

第10回シーフード・サミット
10th	Seafood	Summit Seafood	Choices	Alliance http://www.seafoodsummit.org/about-

the-seafood-summit/
9/11
～13

アジア・シーフード・エキスポ
Asian	Seafood	Exposition Diversified	Business	Communications http://www.asianseafoodexpo.com/

9/11
～13

フローズン・フード・アジア
Frozen	Food	Asia Diversified	Business	Communications http://www.frozenfoodasia.com/

9/11
～13

レストラン＆バー香港
Restaurant	&	Bar	Hong	Kong Diversified	Events	HK http://www.restaurantandbarhk.com/

9/19
～23

9月アジア・ファッション・ジュエリー＆アクセサリー・フェア
Asia's	Fashion	Jewellery	&	Accessories	Fair	-	September UBM	Asia	Limited http://exhibitions.jewellerynetasia.

com/9fj/
9/19
～25

9月香港ジュエリー＆ジェムフェア	
September	Hong	Kong	Jewellery	&	Gem	Fair UBM	Asia	Limited http://exhibitions.jewellerynetasia.

com/9JG/
9/27
～29

9月ファッションアクセス
Fashion	Access	-	September	Show Asia	Pacific	Leather	Fair	Ltd	(UBM) http://www.fashionaccess.aplf.com/

香港経済貿易代表部

香港経済の現況

2012年初頭の香港経済は主に製品輸出の低迷により、一層の減速傾向を示した。小売売上高は1月、2月とも一定の増加を見せたものの、昨年
後半と比較するとペースは鈍化している。世界経済の環境は、米国経済の継続的拡大とユーロ圏債務危機の沈静化にともない若干の改善が見られ
るが、依然として不透明感が強い。アジア地域における活動が全般的に減速したことも、香港の短期的な経済見通しに影を落としている。

経済動向（前年同期比実質成長率）（％） 労働市場動向（３か月平均値） 価格動向（前年同期比） 金融市場動向

2011～ 12 GDP 小売 商品輸出 商品輸入 渡航者
総数

季節調整済み
失業率（％）

消費者物価
指数（％）

ハンセン
指数

１日平均
株式売買高

域内産品
輸出 再輸出 本土からの

渡航者数
第3四半期	 4.3	 19.5	 4.2	 -12.3	 4.6 8.9 19.0	 27.9	 3.2	 6.4 17592	 HK$726億
第4四半期	 3.0	 16.4	 6.9	 -19.5	 7.5 9.3 16.7	 24.7	 3.3	 5.7 18434	 HK$593億
11月 16.9	 2.0	 -19.0	 2.5 8.8 16.4	 24.8	 3.3	 5.7 17989	 HK$600億
12月 17.1	 7.4	 -26.5	 8.3 8.1 17.1	 24.4	 3.3	 5.7 18434	 HK$465億
1月 9.1	 -8.6	 -39.7	 -7.9 -10.5 15.1	 23.9	 3.2	 6.1 20390	 HK$556億
2月 10.1	 14.0	 -4.9	 14.4 20.8 15.3	 14.4	 3.4	 4.7 21680	 HK$684億


