
　陳茂波（ポール・チャン）財政長官は2月24日、2021
～22年度政府予算案を発表。香港の経済を立て直し、新型
コロナウイルス感染症の流行の中で人々が経済的困難を乗り
越え、企業が現在の不況を乗り切るのを助けてパンデミック
後の回復に備えるための多岐にわたる施策を打ち出しました。
　陳長官は「今回の予算案は、経済の安定化と市民の負担軽
減に主眼を置いている。1,200億香港ドルを超える規模の
反循環的な財政措置を講じることで、景気低迷と新型コロナ
ウイルス感染症の流行によって引き起こされた困難と圧力の
緩和を図り、市民と勤労者、そして企業に便益をもたらすレ
バレッジ効果の創出を目指す」と語りました。
　また予算案には、金融サービス、技術革新・科学技術、観

光といった香港の主力産業の競争力を強化するためのさまざ
まなイニシアティブが盛り込まれました。「これは、香港の
産業に新たな推進力を与えるのみならず、よりダイナミック
かつ多様性に富んだ相互作用的な発展を可能にするものだ」と、
陳長官は述べています。
　さらに、政府はコロナ禍で個人消費が落ち込み多くの企業
が深刻な影響を受けていることを踏まえ、地元での消費を喚
起するため、18歳以上の香港永住者と新規移住者を対象に
1人あたり計5,000香港ドル分の電子商品券を発行すること
が発表されました。この施策には約360億香港ドルの予算
が投入され、およそ720万人が恩恵を受けます。 
　主要施策の詳細は、6～7ページをご覧ください。
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2021～22年度政府予算案で多様な経済対策を発表
企業を支援し、経済の立て直しを図る諸施策が明らかに。地元消費喚起のため電子商品券の発行も

2月24日、2021～22年度政府予算案についてのテレビ討論会に出席する陳茂波（ポール・チャン）財政長官（写真・中央右）
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屯門ーチェクラプコック北連結路が開通
新界北西部から香港国際空港、港珠澳大橋へのアクセスが向上。交通ハブとしての香港の地位を一層強化

オンラインセミナーで気候関連の情報開示を議論
国際基準の設定などについて意見交換。香港金融市場への気候関連目標の組み込みはインパクト大

　昨年12月27日、香港で最深かつ最長となる海底トンネル、
屯門ーチェクラプコック北連結路が開通しました。南連結路
はすでに2018年から供用が開始されているため、今回の開
通によって新界北西部を港珠澳大橋香港口岸、香港国際空港、
また北ランタオと戦略的につなぐルートが完成したことにな
ります。
　北連結路は全長5.5kmで、うち5kmは屯門南から香港口
岸へと伸びる海底トンネルである屯門ーチェクラプコックト
ンネルが占めています。北連結路の開通により、屯門南から
空港までの車での走行距離は従来のルートに比べて約22km
短くなり、所要時間も約20分短縮されました。

　3月19日に開催
されたオンライン
セミナーで、気候
変動リスクに関す
る企業の適切な情
報開示についてパ
ネリストたちが今
後の望ましいあり
方を議論しました。
香港経済貿易代表
部が協賛したこの

セミナーには、日本内外のさまざまな業界からおよそ230
人が参加しました。
　当日は香港証券先物委員会（SFC）のアシュリー・アルダー

最高経営責任者（CEO）、金融庁の森田宗男金融国際審議官、
韓国延世大学ビジネススクールのシン・ジンヨン金融学教授、
第一生命保険でサステナブルファイナンス推進を率いる銭谷
美幸氏のパネリスト4名が、上場企業を対象に気候変動に関
する国際的な開示基準を設けることや、そうした基準の設定
が経済や企業に及ぼす影響、また今後の課題について話し合
いました。
　香港ではSFCが昨年12月、気候変動による事業への財務
的影響を2025年までに開示することを上場企業に義務付け
ると発表。証券監督者国際機構（IOSCO）代表理事会の議
長でもあるアルダーCEOはセミナーで、「地理上の面積から
すれば香港は小さな街だが、金融市場としての存在感は非常
に大きい。気候関連目標が香港の金融市場に組み込まれれば、
その影響は広範囲に及ぶ」と述べています。

　今回の工事では、海底の下にトンネルを掘るための大口径
TBM（トンネルボーリングマシン）を香港で初めて採用。
使用したマシンのうち1台は、直径17.6mと世界最大のも
のでした。TBMを採用したことで、現在空港に電力を供給
している電力ケーブルを迂回させる必要がなくなり、工事に
よる環境への影響を大きく軽減することができました。
　林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官は「北連結路の供用
開始は、香港と世界、また広東・香港・マカオ大湾区にある
中国本土の都市をつなぐ空路・陸路の“ダブルゲートウェイ”
であるランタオ島に、一層信頼性の高い優れた交通インフラ
をもたらすものだ。これにより、国際・地域ハブとしての香
港の地位がさらに強化される」と述べています。

香港証券先物委員会のアシュリー・アルダー最高経営責
任者（写真・下）ほかセミナーの講演者

巨大掘削機：直径が6階建てビルの高さに匹敵する世界最大のTMB（トンネルボーリ
ングマシン）を使用 

屯門ーチェクラプコック北連結路の開通により、屯門南から香港国際空港まで
の所要時間が約20分短縮
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アジア金融フォーラムをオンラインで開催
約70の国と地域から6万3,000人超が視聴。激変する世界経済情勢の下でのチャンスと課題を議論

第 5 回「一帯一路」サミットで協力機会を探索
オンラインでの開催に世界80カ国・地域の6,000人以上が参加。香港は「一帯一路」における協力強化を志向

　香港特別行政区政府と香港貿易発展局は1月18日、19日の 
両日、第14回アジア金融フォーラムをオンラインで共同開催。
新たな世界経済情勢における金融、投資、ビジネスの機会と
課題について分析が行われました。
　「世界経済情勢の再構築」をテーマとした同フォーラムは、
新型コロナの世界的流行、貿易摩擦、気候変動、技術進歩の

波によって状況が変化する中、より回復力があり持続可能か
つ革新的な経済の構築に向けた対話と協力を参加者間で深め
る絶好の機会となりました。
　約70カ国・地域の6万3,000人以上が視聴した今回のイ
ベントでは、700件を超える1対1のビジネスマッチングも
実施されました。

　昨年11月30日、12月1日の2日間、第5回「一
帯一路」サミットがオンラインで開催されました。
約80の国・地域から6,000人以上が参加し、「一
帯一路」沿線地域での協力機会を探りました。
　林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官は冒頭
のあいさつで、この重大な変化の時代における
世界的な協力の重要性を強調。現在起こってい
る変化は、広範囲でイノベーションを引き起こ
し数多くの機会をもたらしうると指摘しました。
香港は「一帯一路」構想において積極的な役割
を果たしており、他の沿線国・地域との協力と
連携をさまざまな面で強化することを強く望ん
でいるとも述べています。
　また、昨年11月に東アジア地域包括的経済連
携（RCEP）協定が署名されたことに触れ、こ
の枠組みに参加した15カ国に祝意を表しました。
香港のRCEPへの参加についても一部の加盟国
から明確な支持を得ているとし、できるだけ早
く関連の協議を始めたいとの意向を示しました。
　香港特別行政区政府と香港貿易発展局が共同
で主催した同イベントでは、テーマ別の分科会
やバーチャル展示会、個別商談会も行われました。

アジア金融フォーラム本会議の議長は許正宇（クリス
トファー・ホイ）金融財務長官（写真・左）が務め、
パネルにはルクセンブルク財務相のピエール・グラメー
ニャ氏（上段左）、アジアインフラ投資銀行社長兼会
長の金立群氏（下段左）、イスラム開発銀行グループ
社長のバンダルM.H.ハッジャー氏（下段右）、新開発
銀行総裁のマルコス・トロイホ氏（下段中央）、欧州
投資銀行副総裁のテレサ・チェルヴィンスカ氏（上段
右）、アイルランド財務相のショーン・フレミング氏（写
真・上段中央）が参加　

陳茂波（ポール・チャン）財政長官（写真・上段左）、国家発展改
革委員会の寗吉喆副主任（上段右）、商務部の王炳南副部長（中段
左）、国務院国有資産監督管理委員会の任洪斌副主任（中段右）、外
交部駐香港特派員公署の謝鋒特派員（役職は当時）（下段左）、 イン
ドネシアのジョコ・ウィドド大統領（下段右）も講演者として参加

「健全で持続可能かつ
包摂的な未来の創造」
をテーマとする政策対
話では、邱騰華（エド
ワード・ヤウ）商務経
済発展長官（写真・左）
がモデレーターを務め、
インドネシア、フィリ
ピン、バングラデシュ、
タイの政府幹部と議論
を交わした

「一帯一路」サミットの冒頭
でスピーチをする林鄭月娥

（キャリー・ラム）行政長官
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　市民の健康を守り社会の正常な活動を段階的に再開するた
め、香港特別行政区政府は2月にCOVID-19ワクチン接種
プログラムを開始しました。医療従事者や60歳以上の高齢
者を含む優先グループへの接種は、2月26日から始まって
います。他に、高齢者・障害者施設の入居者と職員、必要不
可欠な公共サービスの従事者、越境輸送業従事者、埠頭・港
湾作業員も先行接種の対象です。政府はすでに3種類のワク
チンを計2,250万回分購入済みで、これは香港の全市民が
接種を受けるのに十分な量です。3月15日には、30歳以上
60歳未満の人と香港外で学ぶ16歳以上の学生、また外国人
家事労働者の優先グループへの追加が発表されました。
　感染状況が抑えられていることから、政府はリスク評価を
行いつつソーシャルディスタンス措置の段階的緩和を図って
います。2月18日以降、飲食店は感染防止対策を条件に、
店内利用がそれまでの午後6時から午後10時までに延長さ
れるとともに、1テーブルあたりの最大着席人数は2人から
4人に引き上げられました。フィットネスセンターやスポー

ツ施設など一部の施設は同日から営業再開が許可され、2月
24日からは公共の場で集まる場合の人数上限が2人から4人
に緩和されました。一方、マスクの着用義務は継続中です。
　3月末現在、飛行機で日本から到着する非香港居民は、引
き続き香港への入境を認められていません。また、12月25
日以降、香港への入境者は香港到着日および到着日に先立つ
21日間以内に中国以外の地域に滞在歴がある場合、隔離用
指定ホテルで21日間の隔離が義務付けられています。3月
29日の政府発表によれば、香港はコロナ関連の渡航制限緩
和に向けた準備を進めており、これには感染リスクの低い国・
地域からの渡航者と中程度リスク国・地域からのワクチン接
種済み渡航者について強制隔離期間を14日間に短縮するな
どの施策が含まれます。隔離なしでの旅行を可能にする「ト
ラベルバブル」についても、さまざまな国や地域と協議を再
開する予定です。最新の情報は下記からご確認ください。
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-
travel.html

仕事や投資、留学のため香港への移住を
検討している人向けのワンストップ型ポー
タルサイト「Hong Kong Welcomes U」
がリニューアルしました。雇用、教育、
投資、移住に関することだけでなく、香
港での暮らしやレクリエーション、文化

香港で新型コロナワクチン接種プログラムが開始
感染状況の鎮静化を受け、ソーシャルディスタンス措置を段階的に緩和。渡航制限緩和の準備も

「Hong Kong Welcomes U」をリニューアル

新型コロナウイルス感染症ワクチンを先行接種した医療従事者

COVID-19ワクチンの接種は地域ワク
チンセンターでも受けることができる

についてなど、幅広い情報を一元的に提
供しています。香港への移住や現地での
生活についてもっと知りたいという人が、
さまざまな施策やサポートの情報を入手
できる便利なウェブサイトです。
www.hkwelcomesu.gov.hk 
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　第16回大阪アジアン映画祭が3月5日から14日まで開催
されました。今回のオープニング作品には、香港の有名な映
画監督アン・ホイの人生を振り返るドキュメンタリー『映画
をつづける』が選ばれ、今年も実施された香港映画特集企画

「Special Focus on Hong Kong」では、香港映画6作品
を上映。すべて日本初上映となる作品でした。
　3月12日には、香港経済貿易代表部の協力により「HONG 
KONG GALA SCREENING」が大阪・ABCホールで開催され、
地元香港で製作された広東語の映画『手巻き煙草』が上映さ
れました。
　「HONG KONG GALA SCREENING」に寄せた動画メッ
セージで何珏珊（ジョイス・ホー）首席代表は、香港経済貿

易代表部が大阪アジアン映画祭のパー
トナーとなって今年で10周年を迎
えたことを報告し、「毎年開催され
るこの映画祭のおかげで、日本の観
客にさまざまな香港映画を紹介し、
それらを通じて日本の皆さまに香港
という街とそこに暮らす人々、文化
や生活様式についてより知っていた
だくことができました。長年にわた
り香港に親しんでくださっている皆さまにとっては、私たち
の映画が香港の懐かしい思い出を呼び起こすきっかけになれ
ばと思います」と会場に集まった観客に語りかけました。

大阪アジアン映画祭で「HONG KONG GALA SCREENING」
同映画祭への香港経済貿易代表部の協力は10年目。特別上映イベントに首席代表が動画メッセージ

何珏珊首席代表、2 県の知事と意見交換
香港経済貿易代表部の何珏
珊（ジョイス・ホー）首席
代表は12月21日、埼玉県
の大野元裕知事（写真・右）
を表敬訪問し、香港の最新
事情や広東・香港・マカオ
大湾区構想が日本企業にも
たらす事業機会について説
明しました。また、香港と
埼玉県の連携強化について
意見を交わしました

会場となったABCホールには、
十分な感染対策の下で多くの
観客が来場

動画で観客に挨拶する『手巻き煙草』のチャン・キンロン監督 「HONG KONG GALA SCREENING」では、何珏珊（ジョイス・ホー）首席代表の動画メッ
セージも上映

12月23日、青森県の三村
申吾知事（写真・右）が香
港経済貿易代表部を訪れ、
香港と青森県の関係強化に
ついて何首席代表と意見交
換を行いました
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見晴らしの良い場所から撮影された
香港の風景写真をお楽しみください。 

ハーバーフロント・プロムナードの湾仔区間が、プルーデンス・
マック氏の作品とオリジナルキャラクターで賑やかに彩られまし
た。マック氏は「Chocolate Rain」ブランドを立ち上げ、数々
の賞を受賞している香港の女性アーティストです。 

地元アーティストのMessy Deskことジェーン・リー氏は12月
24日、尖沙咀（チムサアチョイ）にある湾仔行きスターフェリー
乗り場の壁に描いた最新作を発表しました。香港のスカイライン
や文化、さまざまなアクティビティを表現したこのカラフルな壁
画は、由緒あるスターフェリーに乗ってビクトリア湾を行き来す
る人たちをきっと楽しませることでしょう。

夜明けから夕暮れまで
― 香港のマジカルな景色

ビクトリアハーバーをカラフルに模様替え

スターフェリー乗り場に色鮮やかな壁画が出現

香港島のビクトリア
ピークから見た朝日に
照らされる街の様子

夕暮れ時のビーコンヒル
から望む、刻々と色を変
える空の下で灯りがとも
り始める九龍半島

マングローブが茂る白泥（パクナイ）の
サンセット


