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2020～21年度予算  

企業支援と景気刺激策  

2020年 2月 26日、香港特別行政区政府 陳茂波（ポール・チャン）財政長官により、2020～

21年度の予算が発表されました。 

 

2019年の GDP成長率は —1.2％でしたが、2020年については —1.5％～0.5％を予想していま

す。今年度予算では、企業支援、雇用保護、景気刺激、市民の家計支援が重点となっていま

す。 

経済の発展と多様化推進に向けた主な施策は以下のとおりです。 

企業支援 

 18歳以上の香港永住者を対象に 1万ドル（香港ドル、以下同じ）の現金支給 

 企業向けに全額政府保証の特恵低金利融資を導入。申込期間は 6か月。融資上限は

200万ドル、返済期間は最長 3年。最初の 6か月間は元金返済を猶予 

 2019～20課税年度の法人税を 2万ドル上限に 100％減額 

 2020～21年の事業登記料の免除 

 年次報告書の登記料を 2年間免除 

イノベーションとテクノロジー 

 香港サイエンスパークの第 2期拡張計画に向けて 30億ドルを確保 

 ３つ目となる「InnoHK研究クラスター(InnoHK research cluster)」の設立を検討 

 「科学技術バウチャープログラム(Technology Voucher Programme)」を通じた助成金

の上限を 60 万ドルに引き上げるとともに、政府の助成率も 75％に引き上げ 

 テクノロジーの活用による物流業界の生産性向上促進を目的に 3億 4,500万ドルの補

助金制度を試験的に導入 

金融サービス 

 総額 130億ドル以上のインフレ連動債とシルバー債（高齢者向け債券）を発行 

 今後 5年間で、総額 660億ドルのグリーンボンドを発行 
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観光  

 

 香港政府観光局に 7億ドルを追加投入し、今回の新型コロナウイルス収束後の対外 

プロモーションを強化 

専門サービス  

 約 4億 5,000 万ドルを確保し、法の支配の概念とその実行について香港社会の理解を

深めるための「ビジョン 2030－法の支配（Vision 2030 for Rule of Law）」 

プロジェクトを実施 

貿易  

 香港貿易発展局に 1億 5,000万ドルを追加投入し、香港企業による商機開拓を支援 

人材育成  

 「研究員計画(Researcher Programme)」と「博士号取得者人材庫(Postdoctoral 

Hub)」の対象範囲を拡大し、香港で研究開発を行う全てのテクノロジー企業に適用 

文化・クリエイティブ産業 

 「芸術発展同額拠出助成計画(Art Development Matching Grants Scheme)」に 

9億ドルを追加し、文化や芸術への各界からのスポンサーシップを促進 

*通貨単位：香港ドル 

 

詳細についてはこちらをご覧ください： 
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国際イベント・スケジュール  
 

 

5月 香港（確認中） 

The 6th HKIRA Investor Relations Awards 2020 

本年次キャンペーンは優良な香港上場企業、個人株主および投資家による IR プラクティスを

奨励、認知、褒賞することを目的としています。 

場所：香港 
主催：Hong Kong Investor Relations Association (HKIRA) 
 hkira.com/awards 
 

 

6月 5日 香港 

The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (HKICS) Annual Corporate and 

Regulatory Update Conference (ACRU) 

香港特許秘書公会（組合）（HKICS）による本年次イベントは会社秘書役、ディレクター、経営

陣および管理職のためのフォーラムです。同イベントではコーポレートガバナンスや法規制に

ついて、最新の情報が提供されます。 

場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
主催：HKICS 
 app.norrayhk.com/acru2020/event-details.html 

 

 

7月 6日～11日 香港 

2020年 StartmeupHK フェスティバル 

一週間に亘る本プログラムはスタートアップのエコシステムを紹介します。同プログラムで

は、基調講演、双方向型ハウツー・セッション、ハッカソンやフィンテック、ヘルステッ

ク、スマートシティ・テクノロジー、IoT、小売・物流イノベーションやエドテック

（Education Technology）における経験豊富な創業者や投資家によるプレゼンテーション等

を通して、起業家の未来、破壊的イノベーションについて掘り下げます。 

場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre and the Mills 
主催：インベスト香港 
 startmeup.hk/startmeuphk-festival-2020 

 

 

7月 10日 香港 

RICS Hong Kong Annual Conference 2020 – A Vision for Tomorrow 

「明日への展望」をテーマに、世界規模で起こる事象がもたらす課題や機会を定義し、分析し、

活用するための方策を検討していきます。 

場所：W Hotel, Hong Kong 
主催：The Royal Institution of Chartered Surveyors（RICS） 
 rics.org/hkconf2020 
 
 

 インベスト香港主催行事  

詳細については、www.investhk.gov.hk をご覧ください。 
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特集： 

 

スタートアップと中小企業への支援 

スタートアップをとりまく香港のエコシステムは、この数年間で急速に発展してきました。

イノベーション＆テクノロジーは、将来の経済発展の重要な原動力となっています。政府

は、Cyberport（サイバーポート）及びHong Kong Science Park（香港サイエンスパーク）の

テナントやインキュベーティー（インキュベーションプログラムを通して育成・支援を受け

る起業家やスタートアップ）への支援を強化するなど、さまざまな方策でスタートアップを

支援しています。 

 

Cyberport Incubation Programme （CIP） 

CIPは、起業家やスタートアップの成長を加速することを目的に資金をはじめとする様々な支

援を提供するプログラムです。インキュベーティーは、ビジネスの早期始動のため、24か月に

わたって、最大で 50 万香港ドルの支援を受けることができます。このプログラムはサイバー

ポート内における拠点の有無に関わらず、参加することができます。 

 

プログラムのメリット 

 

審査を通過すると、以下の支援が提供されます。 

 

 最大で 50万香港ドルの支援。以下を含む： 

 

 
 

 

 賃料無料のワーキングスペース（サイバーポートに拠点を置く場合に限る） 

 サイバーポートの共有応接室・会議室・コワーキングスペース等の設備の無料利用 

 他の起業家、投資家とのミーティングや交流会への参加機会 



   5 

 

    
 

 

資格： 
 香港で設立・登記しているデジタルテクノロジー関連企業で、申込締切日時点で 

設立７年未満であること  

 今後 12～18 か月のうちに製品・サービスを上市する、実行可能な事業計画がある 

こと 

 

サイバーポートが提供するその他の支援プログラム： 

 

*通貨単位：香港ドル 

賃貸支援 
今回の新型コロナウイルス流行による経済への影響、マクロ経済における厳しい状況を鑑み

て、2020年 4月 1日から 9月 30日までの 6か月間の賃料免除のための助成金を政府が承認し

ました。 

 

Cyberport 

サイバーポートの商業テナント、サイバーポートのメインキャンパスと荃湾（ツェンワン）

のスマート・スペース利用者および the Arcadeの小売業テナントのすべてに適用されます。 

 

Hong Kong Science Park、Inno Centre、 Industrial Estates 

賃料の完全免除の対象は、有効な賃貸契約書を有する、インキュベーティー、パートナー企

業、専門サービス企業、施設内店舗です。 

 

詳細については～ 

 
 

お問い合わせ先: StartmeupHK 部  startmeuphk@investhk.gov.hk  
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特集：  

 

香港を活用して一帯一路関連プロジェクトを推進 

一帯一路構想は将来を見据え、21世紀における包括的国際協力実現に向けたビジョンとし

て、2013年終盤に習近平国家主席が提唱したものです。この構想はさまざまな大陸の国々に

広がるもので、陸上の新シルクロード経済ベルト（一帯）と 21世紀海上シルクロード（一

路）から成ります。一帯一路構想は、経済政策、インフラストラクチャー、貿易、金融、人

材の 5つの分野での相互接続を核とします。 

 

香港は、一帯一路圏への、そしてこの構想がもたらす多種多様なチャンスや可能性への 

ゲートウェイとして、最適な位置づけにあります。政府は政府全体としての 5つの戦略を策

定し、政策協調の推進、香港独自の優位性の完全実現、専門サービスの拠点としての香港の

地位の確立、パートナーシップとコラボレーションの構築、香港のプロジェクト参画の推進

を実施します。 

 

一帯一路構想に沿ったさらなるビジネス展開に向け、香港をどのように有効活用できるの

か、以下に主な分野をご紹介します。 

 

グリーンファイナンス 

 

持続可能な開発に重点を置いたグリーンファイナンスは、国際金融センターである香港が貢

献できる分野です。政府もまた、香港をグリーンファイナンスの地域拠点として発展させる

ための取り組みを展開しています。たとえば、2019年 5月には、the Government Green Bond 

Programmeのもと、政府によるグリーンボンドの新規発行が行われ、成果をあげました。この

取り組みは、資本市場を通じてグリーンプロジェクトの資金調達をするグリーンボンド発行

者を増やす狙いで策定されたものです。発行限度額は約 130億米ドルです。政府は今後も 

グリーンファイナンスにおいて中国本土と世界をつなげます。 

 

専門サービス 

 

香港は、世界の金融、貿易、物流センターのみならず、専門サービスの拠点でもあります。

人材の層は厚く多様で、建設関連サービスから、法務、金融関係に至るまで幅広い分野に対

応します。一帯一路構想に関する計画を商業的事業へと転換するため、国際基準や慣行に照

らした評価が行われています。専門サービス振興支援制度（The Professional Services 

Advancement Support Scheme）は、専門サービス部門が一帯一路構想の商機を活用すること

ができるよう支援する制度で、香港理工大学が立ち上げた 1年間の「一帯一路クロス・プロ

フェッショナル振興プログラム」に資金を提供しました。 

 

香港は長い間、東洋と西洋の文化交流の中心地であり、企業、組織や社会が能力を構築する

場としても最適な拠点です。政府は、金融、商取引、国際法務、紛争解決、都市管理、航

空・交通、専門サービス、腐敗防止などのさまざまな現場での実践と経験において、中国本

土と双方向の交流を目指すプログラムを開始しました。このプログラムは双方のプロフェッ

ショナリズムを強化し、やがては環境にやさしく持続可能な一帯一路関連プロジェクトの実

現につながるものです。 

 
インフラストラクチャー投融資 
 

香港の市場の厚み、優れた金融インフラストラクチャー、資本調達の幅広い選択肢（新規株
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式公開、シンジケートローンから債券やイスラム債まで）は、どのような一帯一路関連 

プロジェクトの資金調達ニーズにも対応可能です。インフラ投資に対する需要が非常に大き

いことも、融資能力拡大に向けたインフラ投融資におけるイノベーションを促進していま

す。香港金融管理局傘下のインフラストラクチャー融資促進弁公室（Infrastructure 

Financing Facilitation Office）を通じてのグリーンフィールドプロジェクトに対する投融

資や、ブラウンフィールドインフラプロジェクトの上場のほか、Hong Kong Mortgage 

Corporation Limitedでは銀行に対し、インフラ融資の証券化を提案し、長期志向の投資家に

売却できるように提案しています。売却が完了すれば、銀行は新たなインフラ案件への投融

資をできる余力が増えます。 

 

香港はまた、財務統括拠点（corporate treasury centre: CTC）を置くには理想的な場所

で、CTC制度による税制優遇措置があり、要件を満たした所得に対する優遇税率はわずか

8.25％です。 

 

リスクマネジメント 

 

新興市場における複雑性の高いプロジェクトへの投融資には、特有の多数のリスクを伴いま

す。香港は、世界のリスクマネジメントセンターであり、多国籍保険会社や再保険会社の多

くが拠点を構えています。こうした企業は、一帯一路関連プロジェクトを行う場合に信頼性

の高い、専門的なリスクマネジメント・サービスや保険を提供しています。また、プロジェ

クトのリスクを引き受け、コントロールする再保険のサービスも提供しています。2018 年、

香港は中国銀行保険監督管理委員会との間で、適格な香港の再保険会社と再保険契約を結ぶ

ことの出来る中国本土の保険会社の最低資本金額を引き下げる協定を結びました。この協定

により、リスクマネジメントセンターとしての香港の競争優位性をさらに強化し、香港の再

保険会社が中国本土における一帯一路構想関連プロジェクトの再保険を引き受けることがで

きるようになりました。一帯一路保険交流推進センター（The Belt and Road Insurance 

Exchange Facilitation organisation）は、知的交流を推進し、提携を促進し、ネットワー

キングを支援します。 

 

ビジネスマッチング 

 

一帯一路プロジェクトに参画するには、適切なパートナーが欠かせません。香港政府は、 

ビジネスマッチングの推進に取り組んでおり、今後も海外市場の開拓を続けていきます。香

港の地元企業や専門サービスの海外市場開拓を支援するため、政府は派遣団を組織し、中国

本土および香港の企業が各関連地域で共同プロモーション活動を行うことを奨励します。 

また、当該地域における中央政府の関連当局に対し、海外経済貿易協力区（工業団地）にお

いて、現在中国本土の企業を対象としているインセンティブ制度や促進策を、同協力区での

事業設立を目指す香港の企業にも適用するよう求めていきます。 

 

また、香港貿易発展局の一帯一路ポータルサイトでは、一帯一路構想に関する幅広い情報を

提供し、海外のプロジェクト・オーナーや投資家と香港の専門サービスのプロバイダーを 

つなぐビジネスマッチングが可能です。 

 

世界のあらゆる規模の企業が香港を経由して一帯一路圏内諸国へと進出していく方法は数多

くあり、ここで述べたのはその一部にすぎません。インベスト香港はいつでも、個々の企業

に合わせたサービスを、秘密厳守、無料で提供いたします。 
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インベスト香港顧客紹介  
日本 
 

 

FIVEONE は 1964 年に大坂府枚方で創業。それから半世紀にわたり、高品質で完璧にフィット

するハンドメイドのスーツとタキシードをお届けしています。 

 

ハンドメイドのスーツやタキシードこそが一人一人に合った極上のフィットをもたらすこと

ができると FIVEONE は信じています。お客様の体型、生地の質感や重さ、スーツのデザインに

基づく、手仕事を中心とした 400を超えるプロセスを経てスーツを仕立て、理想のフィット感

と着心地のよさを生み出します。 

 

仕立ての丁寧さは FIVEONE の真髄です。すべてのスーツは大阪府枚方のファクトリーでお作り

しています。さまざまな品質基準をクリアした「FIVEONE製」のスーツは、大切に扱えば 10年

以上は着ていただけるものです。 

 

オーダースーツ、タキシードの卸売と販売 

fiveone-m.com 
 

 

香港の法律事務所 Nakamura & Associates は、日本有数の法律事務所であるアンダーソン・毛

利・友常法律事務所（AMT）と提携しています。Nakamura & Associatesは、AMTに所属する中

村祐子弁護士によって 2019年 11月に設立されました。中村弁護士は香港とイングランドおよ

びウェールズで弁護士(solicitor)資格を持ち、香港有数の法律事務所で 20年以上にわたる経

験を有します。 

 

Nakamura & Associatesは、香港に進出する日本企業や香港など各地域の国際企業・地域の企

業に対して、AMTの東京およびその他各地の事務所とも連携して、広範囲の領域に渡る法務サ

ービスを提供します。また、引き続き香港を始め世界各地の優れた現地法律事務所のネットワ

ークも駆使し、サービス提供を行っていきます。 

 

また、Nakamura & Associates は日本へのインバウンド案件についての香港での窓口的役割も

担っております。 

 

法律事務所 

amt-law.com 
 

 

夢工房は 2002 年に京都・祇園の近くで、新たな夢を楽しむために創業されました。ギャラリ

ーのオーナーファミリーは百年続く古美術商です。伝統的かつモダンな日本の漆器、陶磁器、

家具、茶道具、竹工芸品を専門に蒐集しています。このたび、香港のセントラル・ディストリ

クトにギャラリーをオープンする運びとなりました。ビクトリア・ハーバーを見渡すギャラリ

ーには、日本の竹工芸作家である四代田辺竹雲斎の作品が展示され、また、日本の茶道具や花

器が古都の優美と静かで穏やかな雰囲気をもたらします。日本と香港の文化交流の場ともなり、

内外のアーティストの作品も展示されます。 

 

日本の漆器、陶磁器、家具、茶道具、竹工芸品 

yumekoobou.com 
 


