市民の困難を
和らげる

感染症へ
の対応
感染症
の克服

2021〜 22年度

政府
予算案

企業支援

• 条件を満たす政府
所有物件、短期お
よび一時免除書付き物件について、

• 企業向け全額政府保証低金利融資の

賃料や費用の

申請期間を今年末まで延長。融資

6カ月間継続（政府の要請で閉鎖さ
れた物件については100% 減額）

600 万ドル（単位は香港

上限を

ドル。以下同じ）

に引き上げ、返済

概要

期間と元金返済猶

経済振興

予期間を延長

雇用支援
•「ラブ・アップグレ

• 2020〜21課税年度の法人税を、

ーディング」特別計

1万ドルを上限に100% 減額

画の第4回を開始。
講座の選択肢を増

• 2021〜22年度につき、最初の2四半

住みよい
街づくり

5,000ドル、
残りの2四半期は 2,000 ドルを

• 2021〜22年度の事業登記料を免除
• 非住宅ユーザーの

公共財政

水道代と下水道代の

www.budget.gov.hk/
2021/eng/index.html

やし、オンライン講座を拡充

期は1四半期あたり

上限に非住宅固定資産税を減額

75% 減額を
8 カ月にわたり継続。
月額上限はそれぞれ2万ド
ルと1万 2,500 ドル

75% 減額を

• オンラインコースを含めるべく
「継続教育基金｣の範囲拡大を計画
•

66億ドルを割り当て、
約3万人分の期間限定職を創出

き、最初の2四半期
は1四半期あたり

1,500ドル、残りの2四半期は
1,000ドルを上限に住宅固定資

個人向け全額
保証特別融資

産税を減額

択肢

• 失業者に経済面での選
を追加提供

8
6
• 年利率1%の固定金利。
返済期間は最長5年
返済
• 最初の12カ月間は元金

• 融資上限は 万ドル。
申請期間は カ月

を猶予。期日通りに全額
返済した場合には、
利息分の還付
を受けることが
可能

• 住宅用電気の契約者に、
1契約当たり
ルを助成

1

個人所得税を、 万ドルを上限に

1,000ド

• 総合社会保障支援（CSSA）
標準金額、高齢者手当、
高齢者生活手当または
障害者手当の受給
者に、各手当の半月分を追
加支給。勤労者世帯手当と
個人単位の就業支援交通
費補助についても同様の措置
• 2022年香港DSE試験
受験生の受験料は政府

• 2020〜21課税年度の給与所得税と

100% 減額

• 2021〜22年度につ

DSE

が支払う
•

10億ドルを割り当て、
古い建物 3,000 棟

以上の排水管修理を助成

新規移住者を対象に、

1人あた

5,000 ドルの電子商品券

を数回に分けて発行し

地元消費を促進、

刺激

、

0
500

• ｢ブランド構築、アップグレード、
域内販売に関する専用基金」に
億ドルを注入。1企業あたりの
助成金上限を
万ドルに引き上
げるとともに、対象の地理的範囲を
段階的に拡大
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$

600

• オンラインの活動の実施やデジ
タル化推進の能力増強のため、
香港貿易発展局に
億
万ドルを割り当て

3 7,500

• 若い起業家が自らの独創性ある製品
をPRするのを支援すべく、香港貿
易発展局のプラットフォームの活用
を検討
•「iAMSmart｣デジタル認証プラット
フォームの企業版を開発

経済の
立て直し

• 2022年半ばから、ほとん
どの政府の請求書や免許の
支払いについて電子支払い
の選択肢（「快速支払システ
ム｣を含む）を提供

•「香港法律クラウド」
の開発を研究

観光業支援
•

1億 6,900万ドルを割り当てて､
地元の文化や遺産、クリエイティ
ブツーリズムに関わる観光プロジ
ェクトを引き続き推進

•

7億 6,500万ドルを割り当てて、
観光業再生に向けた香港政府観光局
の活動を支援

• 香港政府観光局は香港観光の
長期的な位置付けについて総
合的な見直しを行い、観光
業の回復を促す戦略を策定
• 公共の衛生が守られる前提の下､
地元でのグループツアー再開を
検討し、観光業に事業を行う
余地を与える
•「エアトラベルバブル｣につ
いて適切な地域と協議し､
実施方法の検討を進める

• 5Gネットワークの構築と
その応用を引き続き支援
• 今年の第1四半期
に「InnoHK研究ク

金融サービス
240
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技術革新・科学技術
2

• 億ドル以上を割り当てて､｢ITをも
• 今年度において
億
っと知る」プログラムを展開。課外
ドル以上のシルバー債と
億ド
活動を通じて生徒の科学技術とその
ル以上のiBond（アイボンド）
を発行。
応用に対する関心や知識の向上を図
シルバー債の申し込み対象年齢を
る小学校の取り組みを助成
歳から
歳に引き下げ

65

60

150

1,755

• 今後5年間で総額
億ドルの
グリーンボンドを発行。個人向けグ
リーンボンドの発行を計画
•「グリーンで持続可能な金融助
成計画｣を開始して､債券発行
費用および外部審査業務を助成

• 地元の大学で学ぶ理工系学生の
I&T(イノベーションとテクノロジー)
関連短期インターンシップ参加を助
成する試験計画を恒常化
•

• 中国本土との債権相互取引制度「債券通
(ボンドコネクト）」について、南行
• 香港金融管理局は革新的金融商品の
き取引の年内開始に努めるとともに、
市場投入にかかる時間を短縮するた
域内の債券決済中央システムを強化
め､「フィンテック監督サンドボック
ス」の拡充を検討
• 香港に上場する不動産投資信託に
補助金を提供
• 落馬洲河套地区における香港・深圳
イノベーション＆テクノロジーパー
•「保険連動証券助成試験計画」
クの開発を推進
を開始し、発行費用を助成
• サイエンスパークの拡張とサイバー
• 開放式基金型会社が香港に設立
ポート第5期開発を引き続き推進
または本拠地を移すのを助成
• ファミリーオフィス事業に関連
する税務上の取り決めを見直し

• ｢クリエイトス

ラスター」の下、

マート計画」

第1陣となる約

に

20

の研究開発ラボが次第に稼働

航空貨物業

• 既存の航空貨物ターミナルの拡張、

新たな最先端物流センターと滑走路

10億ドルを追加注入

建設業

• 政府の中間層管理者の専門スキル

を強化し、プロジェクト推進能力
の向上を図る

3本体制の供用開始により､香港国際
空港の年間貨物取扱能力は2024年
に約

900万トンに増加する見込み

95億ドルを年2回に分
けて「技術革新・科学
技術基金｣に注入

文化・クリエイテ
ィブ産業

• 国際航空貨物ハブとしての香港の
競争力を維持すべく、香港
経由トランシップの
利便性を高める措
置を研究

• 香港国際空港にある航空郵便センタ

ーの再開発を行い､最短で2027年中
に操業を開始

• 業界にコスト管理文化を広げる
• モジュラー統合建築（MiC）
と公共工事のデジタル化を
引き続き推進

香港特別行政区政府広報局デザイン
政府物流サービス局印刷

18歳以上の香港永住者と

り

経済振興

• 2022年半ばまでに、政府の書式や
免許申請書の大部分を電子提出する
方法を提供

（環境に優しいインクで再生紙に印刷）

電子商品券

住みよい
街づくり

1

2

グリーンシティ

交通渋滞の緩和

• 香港初の電気自動車

• 自家用車（電気自動車を含む）の初回
登録税について、各課税帯の税率を

普及計画を発表｡2035年

15% 引き上げ。車両免許料は
30% 引き上げ

までに自家用化石燃料車

の新規登録を停止するなどの措置
• 2021年半ばまでに

• 運輸局は引き続き「渋滞課金｣とセン
トラルでの電気道路課金試験計画を

｢香港クリーンエア
計画」の更新版を完成
•

10億ドルを割り当て

て、政府の建物やイン
フラに小規模な再生

研究

質の高い生活
•

自然公園の施設を拡充

可能エネルギー設備を設置
•

5億ドルを割り当てて、
5,500

1億 5,000万ドルを割り当てて､

•

査や省エネ機器の設置を無料で実施

•約

社会福祉NGOを対象にエネルギー監

• ｢リサイクル基金｣に

10億ドルを注入。申請
期間を2027年まで延長

万ドルを割り当てて、

自然公園のハイキングコースを改善

3億ドルを割り当てて､「サッカー

• 九龍東にある

医療システムの強化 思いやりと
• 1億 4,700 万ドルを
インクルージョン
割り当てて、精神健康
サービスを拡充
• 引き続き大学と協力し、
医療関連教育施設を向上、増設

2つの地区保健センタ
ーの運営を開始。さらに11地区で

• 今後2年間で

今年中に「地区健康ステーション」

• 高齢者サービス：今後数年間で約
人分の居住型介護施設入
居枠、および約
人分の政
府補助デイケアサービス枠を提供

8,800

2,800

• リハビリサービス：2022〜23学年
度に就学前リハビリサービスの枠を
万人分にまで増やす

1

を開設
• 第1期病院発展10カ年計画の実施、
および第2期病院発展10カ年計画の
策定を推進

住宅用に再区分することを

検討。実現すれば、合わせて約

5,800戸の民間住宅が提供される

• 2021〜22年度土地売却計画、鉄道 • 共用の可能性がある約
不動産開発計画、民間開発・再開発

1万

プロジェクトを合わせると、約

6,500戸分の住宅用地が供給さ
れる見込み。また、3つの商業用地
で約48万平米の床面積を提供可能
• 新規開発地区のプロジェクトやその
他の開発計画により、新界には合計

•
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億ドルを宝くじ基金に注
入し、必要性の高い社会福祉
サービス事業の実現可能性調
査を確実に予定通り進められるよ
うにする

5つの商業用地を

860ヘクタールを超える荒地が生

じる見込み。住宅建設などの用途の
ために再開発が可能

40の「政府、機関ま

たはコミュニティ」用
地を調査し、今年中に
開発提案を提出

• ｢標準料金」の借地料を徴収する試験
計画を今四半期に導入し、工業ビル
の再開発を促す

住宅供給

5年間
の建設戸数は約10万 1,400 戸を
予定｡うち､7万戸以上が公共賃貸住宅

• 公共住宅：2020〜21年度から

か“緑色の書式”持ち家補助計画の対象住

場グレードアップ5カ年計画」を実施

宅で､

• ハーバーフロント改良のための

3万戸以上が補助金付き分譲住宅
• 民間住宅：2021年から

取り組みを継続

土地と住宅

5年間の年間平均建設戸
数は1万 8,000 戸

以上となる見込み

歳出合計 7,278 億ドル

2021〜 22年度
歳入と歳出

環境・食品

353 億ドル

経済

816 億ドル

保安

624 億ドル

インフラ
整備

841 億ドル

保健

1,158 億ドル

その他
(コミュニティ、
対外事務等）

社会福祉

1,206 億ドル

教育

1,109 億ドル

1,171 億ドル

• 2020〜21会計年度：

2,576 億ドルの赤字

• 2021〜22会計年度：主に反循環的
な財政措置と経常支出の継続的な増
加により、GDPの
に相当す
る
億ドルの赤字を見込む

3.6%

1,016

• 2022〜23から2025〜26会計年度：
主として、収入の増加を上回るペー
スで政府の支出（特に経常支出）が増
えることから､ 年連続で
赤字となる見込み

4

経

9.6 %

• 政府の支出は整理期に入
るべき。長期的な財政コ
ミットメントは、収入の
増加に見合ったものでな
ければならない

済

BOND

経常支出

5,176 億ドル
実質GDP
成長率

2020年
法人税

1,267 億ドル

土地収入

976 億ドル

歳入合計 5,911 億ドル

その他

1,258 億ドル

印紙税

920 億ドル

給与所得税

644 億ドル

投資収入

846 億ドル

上記の歳入項目は、グリーンボンドの発行で2021〜22年度に見込まれる収入351億ドルを含まず。

実績

2021年
予測

総合物価
上昇率

基本物価
上昇率

– 6.1% 0.3% 1.3%

3.5% 1.6% 1.0%
〜5.5%

• 収入を増やすため、経済
の成長と活力を維持し、
新たな成長分野を特定

• グリーンボンドの発行でグリーンプ
ロジェクトに資金を提供し、政府の
財政スペースを拡大
• 固定資産税制度を見直し、
改善の余地を探る

公共財政

課題に向き合う
支出を減らす

• 2021〜22年度の
公務員数は据え置き
• 市民の暮らしに関連する支出に影
響しない範囲で、2022〜23年度
に政府の経常支出を
削減。
約
億ドルの節約が見込まれる

39

1%

収入を増やす

• 株取引の印紙税率を現在の
％から
に引
き上げる。印紙税は、買い手と売
り手がそれぞれ支払う各取引の対
価あるいは価格に対して課される

0.1%

0.13%

• 今は法人税と給与所得税の税率を
改定するのに適した時ではない。
政府は引き続き状況を注視
し、適切なタイミングで
調整を行う
• 今は新しい税金を導入する
のに適した時ではない。
政府は関連する調査を実施
し、適切なタイミングで
議論や合意形成ができるよ
うに準備する

