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梁振英行政長官、
2013年度施政方針演説を発表
住宅および土地供給、貧困、人口高齢化等、喫緊の課題への取り組みに焦点
梁振 英（CY・リョン）行政長官は1月16日、就任後初となる
施政方針演説で、住宅および土地供給、貧困や人口の高齢化、
環境といった主要課題に対応するための計画を発表しました。
香港がこれらの課題に取り組むには、持続的な経済成長が
必要条件だとし、
「したがって、経済発展を促進することが政府
の第一の目標である」と梁長官は述べています。
「安定を保持しつつ、変化を求め、現実的な姿勢で市民に
奉 仕する」と題された施 政 方 針 演説の中で梁 長官は、今期
政府のビジョン、主たる指針、政策およびイニシアティブを打ち
出しました。
また梁 長官は、
「公平な競 争 環 境を守るためを除いては、
市場が効率的に機能している限り、政府は介入をすべきでない。
しかし、市場の失敗が生じた場合においては、政府は問題に対
処するための適切な処置を講じなければならない」と述べました。
今回、新たに経済発展委員会が設立され、同委員会は香港
の経済基盤拡大に注力し、長期的な発展を促進する総合的な
戦略・政策を立案するとともに、香港のさらなる経済成長につな
がる有望産業を特定します。
さらに梁長官は、香港の金融サービス産業の長期的発展を
促進、強化すべく、金融サービス発展局を設立しました。
主要課題に関する主なイニシアティブには以下が含まれます：
＊2018年からの5年間に公共賃貸住宅10万戸の建設を目
標とし、その間、年に2万2,000戸以上の供給を目指す
＊2014年に、持ち家計画の集合住宅第一弾の2,100戸を
事前販売
＊公用地および緑地帯のうち適切な土地を住宅用に転用し、
短・中・長期的な住宅需要を柔軟に満たせるよう十分な土地

立法会で就任後初の施政方針演説を行った後、記者会見を開いた
梁振英（ＣＹ・リョン）行政長官

クフォースが設けられ、分野ごとに問題解決のための方策を
探る。これらの分野とは、
障害を持つ貧困層への支援、
教育・
雇用・職業訓練の促進、地域社会の参画および官民協力の
促進を指す
＊古い商用ディーゼル車の段階的廃止に向け、補助金として
100億香港ドルを確保。環境保護施策としては他に、環境
自然保護基金への50億香港ドル注入、バス路線の合理化、
船舶の排ガス削減、電気自動車とリサイクル産業の推進がある

を確保。短・中期的には、300ヘクタールを超える住宅用
地に、約12万8,700戸の民間住宅が建設される
＊貧困支援委員会は貧困の基準を定める。同委員会にはタス

施政方針演説の詳細については、
www.policyaddress.gov.hkをご覧ください。
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香港、
金融発展指数で2年連続首位

西九龍文化地区に誕生する芸術施設のデザイン決定

ヘリテージ財団の経済自由度指数でも、19年連続で世界一

2016年開業予定の「戯曲センター」
、東西の美意識が融け合う外観

香港は、世界経済フォーラム（WEF）がまとめた2012年金融発展指数ランキングにおいて、

西九龍文化地区にオープンする17の主要芸 術・文化

2年連続で第１位に輝きました。昨年11月に発表された同指数によると、
香港は7ポイント中5.31

施設の一つとなる「戯曲センター」は、中国の伝統的歌

ポイントを獲得して首位。2位以下は米国、英国、シンガポールが続き、中国本土は23位でした。

劇の振興を目指すものです。このほど同センターのデザ

曾俊華（ジョン・ツァン）財政長官は、
「政府は、国際金融センターの中でも香港が先導的な

インに、香港出身の建築家である譚秉榮（ビン・
トム）氏

ポジションを占めているとのWEFの評価を歓迎する」と述べています。この調査は、世界62
の主要国・地域の金融システムと資本市場を対象に、経済成長を支える金融制度の発展要

と呂元祥（ロナルド・ルー）氏による案が選ばれました。
林鄭月娥（キャリー・ラム）政務長官は「戯曲センター
は西九龍文化地区に最初に誕生する大規模芸術施設で、

因を分析し、その幅の広さ、奥深さ、および効率性を評価したものです。
一方、ヘリテージ財団の「経済自由度指数」において香港は、同指数が1995年に初めて

同地区への東側の入口ともなる。このことは、2009年
にユネスコの無形文化遺産に登録された粤劇（広東オペ

発表されて以来、19年連続で世界一自由度の高い経済圏との評価を受けています。
香港は、同調査で評価対象とされた10の経済自由度要因のうち、貿易自由度と金融自由

ラ）の発展支援を、政府がいかに重視しているかを示す

度で首位を維持。投資自由度と財産権の保障では引き続き2位でした。事業自由度において

ものだ」
と述べています。1,100席と400席の2つのホー

は、昨年の3位から2位に順位を上げています。

ルと、280人を収容できる伝統的な茶館を備える同施設

国際金融の中心地、香港。写真は上空から見たTwo IFC（国際金融中心 第二期）タワーとビクトリア・ハーバー

香港進出企業数で日本は世界第2位
香港で事業を展開する海外・中国本土企業の数は、過去最多の7,520社
香港投資推進局（インベスト香港）と政府統計局が毎年発表している調
査結果によると、2012年時点で香港に地域統括本部を置いている日本企
業の数は219社、地域支社または現地事務所を構えているのは999社と、
合計1,218社に上りました。これは前年比で68社の増加となり、国別では

は、2016年の開業を予定しています。

アジアのワインハブとして発展する香港
ワイン関連の展示会では、日本からの出展者も大幅増。アジア市場との強いつながりが魅力
昨年11月、香港では2つの大きなワインイベント「香港ワイン

香港ワイン＆ダイン・
フェスティバルでは、310を超えるワイン

ターナショナル・ワイン＆スピリッツフェア」
（主催：香港貿易発展

と料理のブースが設置され、各種の料理とともに、日本を含む
18の生産国から厳選された数々のワインが振る舞われました。
同イベントはまた、世界各国のワイン商が香港での事業を育て

香港で事業を展開している海外および中国本土の企業の数は、2012

るための基盤を築く助けともなりました。

年に前年比4.3%増の7,250社に達し、過去最多となりました。調査の詳

香港インターナショナル・ワイン＆スピリッツフェアには、36カ

細は下記でご覧いただけます。

国から約950の出展者が参加。日本からの出展者は2011年

www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp360.jsp?productCode=B1110004

には1社でしたが、昨年は29社に増えました。出展者は、アジ
アのワインハブとして高まる香港の地位、また中国本土をはじめ

香港、
主要有害物質の排出削減目標を達成
2015 年、2020 年の目標達成に向け、さらなる施策を導入へ

出削減目標は、完全達成には至りませんでした。これは、同経済圏の社会経済発展

アジアへのゲートウェイとしての香港に期待

が当初想定したペースを上回ったことが主たる理由と考えられます。この結果は、昨年
11月に広州で開催された、持続可能な開発と環境保護についての第12回香港・広東

兵庫県は昨年11月、県内企業のアジアおよびその他

省合同作業部会会合で発表されたものです。

海外における事業展開を支援すべく、香港に兵庫県香港

香港と広東省が共同で定めた2015年と2020年の排出削減目標を達成すべく、

経済交流事務所を開設しました。同事務所の新井達廣

香港特別行政区政府ではいくつかの重要な施策を実施することにしています。これら
III基準を満たしたバスへの選択的接触還元装置の搭載、発電所に対する排出規制
のさらなる厳格化および発電におけるクリーンエネルギーの利用拡大が含まれます。
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います。

兵庫県、
香港経済交流事務所を開設

目標を達成しました。一方、珠江デルタ経済圏における揮発性有機化合物に関する排

の施策には、排出量が多い商用ディーゼル車の段階的廃止、Euro IIおよびEuro

とするアジアの有望市場とのその強いつながりに魅力を感じて
香港は、ニューヨークとロンドンを上回る世界最大のワインオークションセンター

香港は、2010年に広東省政府と共同で設定した4つの主要有害物質の排出削減

局）が開催されました。

＆ダイン・
フェスティバル」
（主催：香港政府観光局）と「香港イン

米国に次いで日本が2位につけています。

調査結果を発表するサイモン・ガルピン香港投資推進局長（写真・右）
と政府統計局の羅翠鳳（アイリス・ロー）上級統計士。多くの外資系企業
と中国本土の企業が、アジア事業の司令塔として香港を活用している

戯曲センターのデザインは象徴的なイメージを示し、東洋と西洋の美意識を融合させた
〔画像提供：西九龍文化地区管理局〕

所長は、香港を選んだ理由として「アジアへのゲートウェ
昨年11月23日の会合で香港と広東省は、2020年
までの珠江デルタ地域における主要大気汚染物質の
排出削減計画を承認

イであり、兵庫県の友好提携先である広東省と海南省へ
のアクセスも良い」ことを挙げています。

11月1 5 日 に 行 わ
れた 兵 庫 県 香 港 経
済 交 流 事 務 所の開
所 式 で テ ープ カッ
ト を 行 う（ 写 真・
左から）黄碧兒（サ
リー・ウォン）首席
代表、井戸敏三兵庫
県 知 事 、藤 原 昭 一
兵庫県議会議長

February 2013
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- 海運サービス：国際的、高付加価値の海事サービスを発展させる

2013年度施政方針演説

安定を保持しつつ、
変化を求め、
現実的な姿勢で
市民に奉仕する
香港の根深い問題を短期間で解決するのは難しい。しかし
われわれは最初の一歩を踏み出さなければならない。

- イノベーション、技術、テスト、認証など香港の優位産業の発
展を促す
● CEPA の実施メカニズムを強化するための共同作業グループを新
たに設立する。広東省を超えた、他の省、汎珠江三角州地帯の自
治体に “早期試験的実施” 措置を拡充する
●中小企業との連絡を密にし、タイムリーな支援を提供する。香港
ブランド確立のため中国本土で販売促進活動に従事する工商業組
織を支援する

住宅と土地供給
●短期的、中期的に補助住宅の供給を増やす
1.2018 年から 5 年間に最低でも 10 万戸の公共賃貸住宅を供給
することを目標とする

4700 戸の住宅を供給する
9. 過去 3 年間に都市計画委員会が承認した住宅開発事業は約 4
10. 鑽石山（ダイヤモンドヒル）旧占拠区、および茶果嶺の旧高
約 1 万 5000 戸の公共および私営住宅を建設する
●新界北東新開発区、洪水端新開発区を含め、長期土地供給を増
やすため大規模新規計画をできるだけ早く進める。また、新界北

思いやりのある社会

故郷を感じられる香港

●貧 困 支 援 委 員 会 の 貧

の土地を割り当てる。沙頭角（シャトウコク）の土地も賃貸住

困の原因を徹底調査し、

宅用地として提供される。この 2 つを合わせて約 1000 戸が

政府の貧困対策をより確

供給される

かなものとする

6. 来年は持ち家計画の 2100 戸が新規に事前販売される
7. 持ち家購入計画に当初割り当てられた 4 つの用地を持ち家計画
の発展に転用する
●短期的、中期的に住宅用地の供給を増やす

経済発展
●経済発展を促すため、政府は “適度に積極的” であらねばならない。
われわれは産業を深化させ拡大しなければならない
- 長期的かつ全体的な戦略と政策を立案するため、各部署、各
専門分野をまたいだ高次の経済発展委員会を設立する。交通、
会議展覧、観光などの小グループが設置される
- 金融サービス：オフショア人民元ビジネスを拡大する。金融サー
ビス発展局を設立し、金融業のさらなる発展の方策を探求する
- 司法サービス：中国本土と諸外国において香港の仲裁、調停
サービスの利用を促す。アジア太平洋における司法サービス
ハブとしての香港の地位を固める

1. 合 計 27 ヘクター
ル の 政 府、 機 関、
コミュニティー用地
およびその他の公
有 地 36 箇 所を都
市計画の手続きを
経て住宅開発に用
い、約 1 万 1900 戸を提供する

●「高齢者コミュニティー

3. 工業用地を見直すに当たり、60 ヘクタールを非工業用途とし
て約 2 万戸を確保する
4. 貸与または割り当てていない住宅地の開発密度を適度に高める
5. 当初計画された用途がもはや適用されない土地は、できるだけ
早く住宅地などより緊急性の高い用途に転用する
6. 香港島薄扶林（ポクフラム）と中半山（ミッドレベル）の新規

する。2013 ～ 14 年
から学習支援は各学校
年間 150 万ドルが上限
となる

医療
●病院管理局は急患ベッドを約 150 追加し、採用医薬品リストを拡大し、

サービスバウチャーの試験計画」を開始し「利用者のための資金」

医療関係者の離職率低減に努め、事故・緊急サービスの向上を図る
●ティンスイワイ病院と小児科専門病院の建設を積極的に進める。市

見合ったサービスを選択することが可能になる
●今年度から 2014 ～ 15 年まで社会福祉局は老人ホームの収容可
能人数を 1700 人分新たに提供し、病院管理局は 130 台のリハ
ビリ用ベッドを増設する
●今後 6 年間に約 9 億ドルを宝くじ基金から割り当て、公営高齢者
センターの設備と安全を改善する
●障害を持つ人々のための OJT（職業訓練）計画、および「陽光路上」

民の必要に応えるため多くの病院において拡大と再開発を進める
●病院管理局の業務の包括的な再検討のため監督指導委員会を設置
し、効率とサービスの質の改善を図る
●漢方薬発展委員会を設立し、漢方薬産業を一層発展させる

芸術、 文化、 創作、 スポーツ
●芸術発展局に追加支援をし、黄竹坑の一工場ビルにおいて優遇賃

訓練計画に対し見習い補

貸料で青年芸術家が創作活動に専念できるような場所を提供する

助、 在職試用賃金補助

●今後 5 年で 1 億 5000 万ドルを追加提供し、様々なレベルの経

金を引き上げる
●外国人家事ヘルパー雇
用税を廃止する

験を持つ芸術管理者の人材養成を図る
●「クリエイトスマートイニシアティブ」を通じてクリエイティブ産業
の発展支援を継続する。努力を重ねるため、同計画に 3 億ドルを
追加提供する
●啓徳での多目的型スポーツ施設の建設計画の推進を急ぐ。同施設

環境保護
●全体的な大気の質を改善するため 2020 年までに新たな大気汚
染指標を設ける
●ユーロ第 3 期以前の 8 万台余りの高汚染ディーゼル商用車を淘汰
すべく 100 億ドルを費やす。微粒子と窒素酸化物の排出をそれ
ぞれ 80％、30％削減する

土地販売や賃貸のための変更を禁止する臨時措置を緩和するか

●フランチャイズバス、タクシー、ミニバスの排ガス削減を推進する

撤廃することを積極的に検討する

●太洋航海船舶が停泊する際に低硫黄ディーゼルに転換することを

7. 南錦田西鉄道の錦上路駅と八郷鉄道整備所の合わせて 33 ヘ

●特殊教育の支援を強化

の取り組みを行う。これにより資格のある高齢者は各自の必要に

2. 合計 57 ヘクタールの植木されていない荒廃した未整備の 13
の緑地帯を住宅地に転用し約 2 万 3000 戸を提供する

●幼稚園の無償化の適合性について検討する委員会を設立する。「就
備を改善するため、2013 ～ 14 年に 1 度に限り補助金を提供する

貧困の基準を定め、 貧

2 万 2000 戸以上の公共賃貸住宅が毎年提供可能となる

教育

学前教育クーポン計画」に参加する幼稚園の学校諸施設、教育設

3.補助住宅計画の発展のため香港住宅協会に沙田（シャティン）

5.公共賃貸住宅の諸資源の乱用を是正する。新規建設分と併せ、

出すよう支援する

部の開発を推進し、ビクトリア湾の外側を適度に埋め立てる

しなくてはならない。過去半年の間に政府はすでに一連の

4. 進行中のすべての計画を検討し、容積率を適度に見直す

が持続的かつ高付加価

●ビクトリア湾を市民の憩いの場とすべく海浜管理局を設立する

困対策政策を強化する。

一つにして問題解決に取り組まなければならない。

展基金を設立し、 漁師

嶺土鉱場等の 4 ヵ所の発展を加速し、27 ヘクタールの土地に

2.公共住宅の建設加速について再検討する

政府は成果を出す強い決意を固めている。われわれは心を

● 5 億ドルで漁業持続発

値の操業モデルを生み

万 5000 戸に上る

われわれは市民の懸念に応えるべく直ちに積極果敢に行動
重大な政策を打ち出した。

4

8. 都市再開発局は今後 4 年間に 4.9 ヘクタールを確保し、 約

促す。新法導入を検討する

クタールの土地で約 8700 戸の住宅開発計画を進める。また、

● 50 億ドルを環境自然保護基金に注入する。投資回収を許容し、

その周辺の約 110 ヘクタールの土地に公共、私営の住宅を開

地域コミュニティー主導のグリーン化に向けた支援を長期的かつ継

発する検討作業を実施する

続的に行う

はスポーツ界と社会の需要を確実に満たすようにする

地方行政
●できるだけ早く法案を修正し、2016 年以降の区議会における任
命議員の議席を廃止する
●一度限りの総額 18 億ドルの助成金が区議会による地域コミュニ
ティの重点活動の実行に当てられる。さらに年間 2080 万ドルを
「地域コミュニティ参加計画」 に拠出し、 区議会の地域レベルの
芸術、文化活動を強化する

February 2013
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HONG KONG LINER

香港杯全日本大学生英語スピーチコンテスト決勝

香港の小中学生、
国際学力調査で優れた成績

震災後の香港からの支援に感謝を表したスピーチで、創価大学の木村香菜さんが優勝

読書力では小学 4 年生が世界第 1 位、数学・理科でも上位を獲得
香港の小中学生は「国際読書力調査2011」と
「国際数学・理科教育動向調査2011」の両方で、
引き続き優れた成績を収めました。
読書力では小学4年生が世界トップに輝きました。
一方、数学では小 学4年生が3位、中学2年生が
4位にランクインし、理科においては小学4年生が9
位、中学2年生が8位という結果でした。
これらの調査は、国際教育到達 度評価学会が
実施しているものです。
学校や教員による継続的な取り組みが実を結び、
香港の生徒たちは優秀な成績を収めている

青森の代表団が、
香港経済貿易代表部を訪問
アジア諸国への県産りんごの輸出に関する最新状況を説明
昨年12月、青森県の八桁幸男観光国際

（写真・左から）3位の麓えりさん、2位の趙娟瀅さん、優勝した木村香菜さん、4位の塩出彩華さん

12月15日、
「2012香港杯全日本大学生英語スピーチコンテ
スト」
（主催：香港経済貿易代表部、共催：ザ・デイリー・ヨミウリ）

戦 略局次 長 率 いる代 表 団が、香 港 経 済

香港と日本の間の友好と交流を促進することを目的に開かれた

貿易代表部を訪れました。蔡 亮（ローラ・

もので、今回の応募者は188人に上りました。

アーロン）代表との会談では、八桁次長より

の決勝大会が行われ、創価大学の木村香菜さんが優勝しまし

香港を含むアジア各地への青森県産りんご

た。東北出身の木村さんは「Helping Umbrella」と題した

の輸出に関する最新状況について説明が

スピーチで、東日本大震災に襲われた日本に対して香港から

なされました。

寄せられた支援への感謝の気持ちを語りました。その他の上位
入賞者は、東京大学の趙娟瀅さん、慶応義塾大学の麓えりさん、

会談後、青森の代表団と写真撮影をする
蔡亮（ローラ・アーロン）代表（写真・右から4人目）

同じく慶応義塾大学の塩出彩華さんでした。
同コンテストは、日本の若 者の香港に対 する理 解を深め、

スピーチの後、審査委員からの質問に答える決勝大会出場者

大分で香港ビジネスセミナーを開催
海外進出のベストパートナーとして香港を PR
10月31日、香港経済貿易代表部は大分市でビジ
ネスセミナーを開催しました。地元政財界から約180
名が出席したこのセミナーで基 調講 演を行った黄碧
兒（サリー・ウォン）首席代 表は、
「 海 外進 出を目指

中古ブランド品小売業者「ベストバイ東京」が
初店舗を香港にオープン

中古ブランド品販売で西日本市場をリードする株式会社ベスト
バイのグループ企業であるベストバイ山陰株式会社が立上げた
新小売ブランド「ベストバイ東京」が、香港に初店舗をオープン
しました。アジアの中心という香港の地理的優位性を活用して、

アピール。
「 香 港、また香 港を経 由して中 国 本 土 や

同地域への事業拡張を図ります。

コモンローに基づく香港の法制度によって保護される」
と述べました。
滞在中に黄首席代表は、広瀬勝貞大分県知事、磯
崎賢治大分市副市長、大分商工会議所の姫野淸高会

6

香港投資推進局（インベスト香港）最新情報

す日本企業にとって、香港は最高のパートナーだ」と
その他アジア、および国際市場でビジネスを行えば、

広瀬勝貞大分県知事（写真・右）を表敬訪問する黄碧兒（サリー・ウォン）首席代表

Invest
Hong Kong
News

頭と面会し、共通の関心事項について話し合いました。

同店舗はベストバイ・アジア・パシフィック・リミテッドが運営

香 港 の 新店 舗
にて 商 品 を 展
示するB e s t
Buy Asia
Pacific Ltd.
の社長 合田
輝氏（左）

します。同社はベストバイ東京を 2014 年までに香港に 5 店舗、
中国本土に 1 店舗開設する予定です。また、2013 年をめどに、

いきたい。将来は香港に地域統括本部を設置し、中国本土、シ

衣料や家電品の中古販売へ取扱品目を拡張する計画です。

ンガポール、マレーシア、タイなどのアジア各国への事業拡張

合田輝社長は、
「当社はリサイクルビジネスで日本市場をリード

を支援する拠点にしていきたいと考えている。さらに、直接投資

してきた。今後は、香港の地理的戦略性を活用して、当社の特長

案件やフランチャイズでのビジネス拡張も香港から統括していく

を香港やアジアの他地域にも広め、さらなる成長を目指して

意向だ」と述べています。
February 2013
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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
日付

2013年４月〜６月

イベント名

主催者

ホームページ/連絡先

4/4～6

グローバル・スパイン・コングレス2013（脊椎に関する医学会）
Global Spine Congress 2013

AO Spine International

4/6～9

香港貿易発展局 香港インターナショナル・ライティング・フェア（春）
HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition)

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://www.globalspinecongress.com
http://hklightingfairse.hktdc.com

4/12～15

チャイナ・ソーシング・フェア － エレクトロニクス＆コンポーネント／セキュリティ・プロダクト
Global Sources
China Sourcing Fair - Electronics & Components / Security Products

www.chinasourcingfair.com

4/12～15

コリア・ソーシング・フェア －エレクトロニクス＆コンポーネント
Korea Sourcing Fair - Electronics & Components

Global Sources

www.chinasourcingfair.com

4/13～16

香港貿易発展局 香港エレクトロニクス・フェア（春）
HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://hkelectronicsfairse.hktdc.com

4/13～16

香港貿易発展局 インターナショナルICTエキスポ
HKTDC International ICT Expo

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://ictexpo.hktdc.com

4/19～22

チャイナ・ソーシング・フェア － ソーラー＆省エネプロダクト／メディカル
＆ヘルス・プロダクト／ホーム・プロダクト／ベビー＆チルドレン・プロダクト
／ギフト＆プレミアム／クリスマス＆シーズン・プロダクト
China Sourcing Fair - Solar & Energy Saving Products / Medical &
Health Products / Home Products / Baby & Children's Products /
Gifts & Premiums / Christmas & Seasonal Products

Global Sources

www.chinasourcingfair.com

4/19～22

コリア・ソーシング・フェア － ギフト＆プレミアム
Korea Sourcing Fair - Gifts & Premiums

Global Sources

www.chinasourcingfair.com

4/20～23

香港貿易発展局 香港ハウスウェア・フェア
HKTDC Hong Kong Houseware Fair

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://hkhousewarefair.hktdc.com

4/20～23

香港貿易発展局 香港インターナショナル・ホームテキスタイル・フェア
HKTDC Hong Kong International Home Textiles Fair

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://www.hktdc.com/fair/hkhometextilesfair-en

4/27～30

チャイナ・ソーシング・フェア － 衣服＆テキスタイル／ファッション・アク
セサリー／アンダーウェア＆スイムウェア
China Sourcing Fair - Garments & Textiles / Fashion Accessories /
Underwear & Swimwear

Global Sources

www.chinasourcingfair.com

4/27～30

インディア・ソーシング・フェア － 衣服&アクセサリー
India Sourcing Fair - Garments & Accessories

Global Sources

www.chinasourcingfair.com

4/27～30

香港貿易発展局 香港国際印刷・包装展
HKTDC Hong Kong International Printing & Packaging Fair

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://www.hktdc.com/fair/hkprintpackfair-en/HongKong-International-Printing-and-Packaging-Fair.html

4/27～30

香港貿易発展局 香港ギフト＆プレミアム・フェア
HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://hkgiftspremiumfair.hktdc.com

フューチャー・トラベル・エクスペリエンス・アジア
Future Travel Experience (FTE) Asia

PPS Publications

http://www.futuretravelexperience.com/
fteasia

5/7～9

HOFEX 2013

Hong Kong Exhibitions Services Lid

http://www.hofex.com

5/14～16

5/7～10

香港貿易発展局 香港国際医療機器＆医療用品フェア
HKTDC Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair

香港貿易発展局
Hong Kong Trade Development Council

http://www.hktdc.com/fair/hkmedicalfair-en/HKTDC-HongKong-International-Medical-Devices-and-Supplies-Fair.html

5/16～18

AFE － アジア・フューネラル・エキスポ&カンファレンス
AFE - Asia Funeral Expo & Conference

Vertical Expo Services Company Limited

http://www.verticalexpo.com/eeditor/index.
php?expo_id=1&article_id=162

5/23～26

アート・バーゼル(旧 アート香港）

Asian Art Fairs Ltd

http://www.hongkongartfair.com

5/23～26

アジア・コンテンポラリー・アート・ショー香港2013
Asia Contemporary Art Show 2013

Asia Contemporary Art Ltd

http://www.asiacontemporaryart.com/gallery

5/24～26

第8回アジア・インターナショナル・アート＆アンティーク・フェア
8th Asia International Arts & Antiques Fair

Paper Communication Exhibition Services

http://www.aiaa.com.hk/lang-en/home.html

国際腎臓学会（ISN）国際腎臓学会議
World Congress of Nephrology 2013

国際腎臓学会 International Society of Nephrology
アジア太平洋腎臓学会 Asian Pacific Society of Nephrology http://www.wcn2013.org
香港腎臓学会 Hong Kong Society of Nephrology

5/31～6/4

Art Basel (formerly Art HK)

6/4～6

リテール・アジア・エキスポ

6/8～9

インターナショナル消化器疾患（IDD)フォーラム
The International Digestive Disease Forum

香港中文大学消化器疾患研究所
http://www.iddforum.com/2013/index.html
Institute of Digestive Disease, The Chinese University of Hong Kong

6/13～16

第27回香港国際旅行展示会（ITE）
ITE - The 27th International Travel Expo Hong Kong

TKS Exhibition Services Ltd

http://www.itehk.com/ITEHK

6/13～16

第8回MICEトラベル・エキスポ
The 8th M.I.C.E. Business & Incentive Travel Expo

TKS Exhibition Services Ltd

http://www.itehk.com/ITEHK/index.php?menuid=main&mo
dule=content&topLevel=999&subLevel=901&lang=en

6/20～23

アジア・ファッション・ジュエリー＆アクセサリー・フェア（6月）
Asia's Fashion Jewellery & Accessories Fair – June

UBM Asia Limited

http://exhibitions.jewellerynetasia.com/6FJ

6/20～23

6月香港ジュエリー＆ジェムフェア
June Hong Kong Jewellery & Gem Fair

UBM Asia Limited

http://exhibitions.jewellerynetasia.com/6JG

香港経済の現況

Retail Asia Expo

Diversified Events Hong Kong

http://www.retailasiaexpo.com/en/index.html

2012年第3四半期の香港経済は、昨年同期比1.3%の伸びを示し、第2四半期の1.2%に続き穏やかなペースで成長。外部需 要
は引き続き振るわないものの、域内需 要は比 較 的堅 調だった。第3四 半 期までは実 質1.0%の成 長、第4四半 期におけるある
程度の改善を織り込み、2012年通年の実質GDP成長率は1.2%を見込む。
経済動向（前年同期比実質成長率）（％）

2012

GDP

小売

商品輸出

第2四半期
第3四半期
7月
8月
9月
10月

1.2
1.3

7.2
4.2
1.4
3.2
8.5
3.6

1.9
3.8
-3.5
0.6
15.2
-2.8

域内産品
輸出
-14.8
0.5
0.3
-7.2
10.2
-8.2

労働市場動向（３か月平均値） 価格動向（前年同期比）

再輸出

商品輸入

渡航者
総数

2.3
3.9
-3.5
0.7
15.3
-2.7

2.1
4.5
-1.8
0.9
14.9
3.3

15.3
17.7
13.8
20.5
18.8
11.9

本土からの
渡航者数
24.5
26.8
21.9
27.9
31.4
20.6

消費者物価
指数（％）

ハンセン
指数

１日平均
株式売買高

3.2
3.3
3.2
3.2
3.3
3.4

4.2
3.1
1.6
3.7
3.8
3.8

19441
20840
19797
19483
20840
21642

HK$502億
HK$464億
HK$435億
HK$438億
HK$524億
HK$524億

香港経済貿易代表部

香港の資料が閲覧できます

谷駅
市ヶ
JR

中華料理店

二松学舎
大学

トヨタ
GSIクレオス

九段下駅②

Hong Kong Economic
and Trade Oﬃce Bldg.
大妻女子大学

交

半蔵門駅⑤

新宿通り
至 新宿

香港の最新ニュースにアクセス

政府広報局が提供する
無料ニュースサービス

http://www.news.gov.hk/

至 赤坂見附

英国
大使館
麹町
警察署
ワコール
至 国会議事堂

内堀通り

大妻通り

コンビニ

※閲覧時間は昼休み（12:30 〜 13:30）を除く
平日 9:30am 〜 5:30pm

http://www.gov.hk/

日本大学本部

二七通り

香港経済貿易代表部では、年鑑（2011 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。

香港特別行政区政府ホームページ

靖国神社

市ヶ谷駅

靖国通り

北の丸公園 千鳥ヶ淵

〒 102-0075 東京都千代田区三番町 30 番 1 号 香港経済貿易代表部ビル
Tel : 03-3556-8980 Fax : 03-3556-8970（代 表 部）
Tel : 03-3556-8961 Fax : 03-3556-8960（投資推進室）
E-mail：tokyo_enquiry@hketotyo.gov.hk

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

金融市場動向

季節調整済み
失業率（％）

至 代官町

至 日比谷

○ 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

