2020年4月27日

【インベスト香港（東京）ニュースレター第 3 号】
各位
平素より大変お世話になっております。インベスト香港 東京事務所です。
前回に引き続き、政府支援策に関する情報をお送り致します。お役立ていただけますと幸いです。
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インベスト香港（東京）ニュースレター (第 3 号)
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【今回のトピックス】
1. 香港金融管理局と銀行業界による元本返済猶予プログラム
2. 香港政府による経済振興と企業支援策（3）
雇用対策（その他）
a) 雇用機会の創出
b) 労働者支援

企業支援（その他）
a) 新技術(IT)活用への支援
b) 従業員研修への支援
c) COVID-19 オンライン紛争解決計画 COVID-19 Online Dispute Resolution Scheme

業界別支援（その２）
a) 政府要請により一部もしくは全面休業を求められている業種への支援
b) 航空業、航空関連産業への支援
c) 建設業への支援
d) 展示会産業および展示会出展者、参加者への支援

1. 香港金融管理局と銀行業界による元本返済猶予プログラム
香港金融管理局(HKMA)と銀行業界による元本返済猶予プログラム
Pre-approved Principal Payment Holiday Scheme

HKMA 主導で設立された Banking Sector SME Lending Coordination Mechanism 参加銀行 11 行からの借り入れ
が対象
対象企業：

1）年間売上高が HK$800 百万以下 かつ 2）30 日を超えて延滞している借入金がないこと

対象借入金：

5 月 1 日から 10 月 31 日の間の 6 ヶ月間に返済期日を迎える借入金
但し、シンジケートローンや資金使途が株式や金融資産の購入の場合は対象外

返済猶予期間：

一般借入金（リボルビングファシリティを含む） 6 か月
貿易金融ファシリティ 3 か月

手続き：

銀行は本プログラム全対象企業に 4 月中に通知を発送。銀行の通知受領後 14 日以内に銀
行へ連絡、返済猶予条件を確認し、手続き完了。

詳しくはこちら：
https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/04/20200417-3/

2. 香港政府による経済振興と企業支援策（3）
4 月 8 日に発表された感染症予防基金第 2 弾による施策については、詳細は後日発表されます。
雇用対策（その他）
a)

雇用機会の創出
・

今後 2 年間で 30,000 の期間限定職（雇用期間 12 か月まで）を官民で創出するため HK$60 億拠出
（内、政府は最大の雇用主として 2020-2021 年度に 10,000 期間限定職の創出と 5,000 人のインタ
ーンを採用）

b)

労働者支援
・

労働局の就業プログラムの拡充のため毎年 HK$30 百万拠出、OJT（現任訓練）手当の上限引き上げ

・

労働者再訓練局の仕事スキル向上を目的とする Love Upgrading 特別計画強化のため HK$25 億を拠
出、訓練生の毎月の手当を HK$5,800 に増額

企業支援（その他）
a)

新技術(IT)活用への支援
・

Distance Business Programme：在宅勤務をサポートする IT ソリューションの導入、従業員に対す
るオンライン研修の実施に対する助成のため HK$5 億拠出
（政府が事前に対象となる IT 技術・サービスを指定）

・

5G 技術を活用したプロジェクトへの助成のため HK$60 百万拠出
（一定の基準を満たしたプロジェクトに対し 50％、最大 HK$500,000 を助成）

b)

従業員研修への支援
・

c)

従業員の職業能力開発のための研修費を 50％補助、HK$100 百万拠出

COVID-19 オンライン紛争解決計画
・

COVID-19 Online Dispute Resolution Scheme

COVID-19 の影響により発生する紛争・争議の解決のためのオンラインプラットフォーム立ち上げと
協議・仲裁サービスの提供実現に向け HK$70 百万を拠出

業界別支援（その２）
a)

政府要請により一部もしくは全面休業を求められている業種への支援
・

ライセンス登録しているカラオケ店、バー、パブ、ナイトクラブ等に対する補助金 HK$50,000（1
回限り）

・

ゲームセンターに対する補助金 HK$100,000（1 回限り）

・

ライセンス登録している商業温浴施設に対する補助金 HK$100,000（1 回限り）

・

フィットネスセンターに対する補助金 HK$100,000（1 回限り）

・

ビリヤード場、ボーリング場、スケートリンク等の娯楽施設に対する補助金 HK$100,000（1 回限
り）

・

Place of Public Entertainment Licence を 持 つ 事 業 者 （ 映 画 館 を 除 く ） に 対 す る 補 助 金
HK$100,000（1 回限り）
、但し Temporary Licence の場合は HK$20,000（1 回限り）

・

ライセンス登録している麻雀、Tin Kau 業者に対する補助金 HK$100,000（1 回限り）

・

懇親会等を開催する会場（パーティールーム、飲食業ラインセンス保持者は除く）を運営する業者

に対する補助金 HK$40,000（1 回限り）
・

Certificate of Compliance を持つクラブハウス運営業者に対する補助金 HK$100,000（1 回限り）

・

美容院に対する補助金 HK$30,000-100,000（1 回限り）、美容院チェーン運営企業の場合は最大 HK$3
百万

・

マッサージ店に対する補助金

HK$30,000～HK$100,000（1 回限り）
、マッサージチェーン運営企業

の場合は最大 HK$3 百万
・
b)

政府施設を運営する民間スポーツ文化施設運営者に対する補助金 HK$100,000（1 回限り）

航空業、航空関連産業への支援
・

香港で登録されている大型航空機 1 機につき HK$1 百万、小型航空機 1 機につき HK$200,000 補助

・

香港国際空港で事業を行う航空関連事業者、貨物施設運営事業者に対する補助金
従業員 100 名以上 HK$3 百万、従業員 100 名未満 HK$1 百万（1 回限り）

c)

建設業への支援
・

請 負 業者 、 専門 工事 業者 、 建設 コ ンサ ルタ ント 企 業に 対 する 衛生 管理 強 化の た めの 補助 金
HK$50,000
詳しくはこちら：http://www.cic.hk/eng/main/anti_epidemic_fund/ （申込期限：8 月 31 日）

・

登録建設作業員に対する衛生用品購入のための補助金 HK$1,500
詳しくはこちら：http://www.cic.hk/eng/main/anti_epidemic_fund/ （申込期限：8 月 31 日）

・

建設コンサルタント企業の社員専門家研修に対する補助金 HK$50,000

・

登録建設作業員に対する補助金 HK$7,500

・

請負業者、専門工事業者、サプライヤー、主要な建設関連協会の会員企業に対する補助金 HK$20,000

・

登録 Minor Works 請負業者、登録電気工事業者、登録ガス工事業者、登録エレベーター・エスカレ
ーター工事業者、登録請負業者、登録火災設備工事業者、建設機器サプライヤー、建設機器レンタ
ル業者に対する補助金 HK$10,000

d)

展示会産業および展示会出展者、参加者への支援
・

香港貿易発展局の主催する展示会と主な会議（参加者 400 名以上）への出展者、参加者の出展料参
加費を 12 か月間半額に減免（最大 HK$10,000、展示会再開時点より 12 か月間）

・

民間業者の主催する HKCEC と AWE での展示会や国際会議（参加者 400 名以上、海外の参加者 50％以
上）会場費を 12 か月間全額免除（出展料、参加費減額への反映が求められる、香港貿易発展局の主
催展示会再開時点より 12 か月間）

その他の COVID-19 に関する政府支援策や詳細はこちら：
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/anti-epidemic-fund.html
補助金等政府資金援助プログラムはこちら：
https://www.startmeup.hk/startup-resources/government-funding-scheme-and-support/
ニュースレターの内容やその他香港に関するご質問・ご相談は、こちらのメールアドレスまたは電話番号までご
連絡下さい。
Email: k_hashiba@hketotyo.gov.hk （担当：橋場・浜川）
Tel: 03-3556-8961
配信停止をご希望の方はこちらまでご連絡下さい。
：

hketo.iia@gmail.com
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InvestHK Desk
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