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大湾区 The Greater Bay Area
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Population

71 million（百万）

GDP
肇慶
Zhaoqing

広州
Guangzhou

中国の人口
China’s
Population

江門
Jiangmen

- 中国で最も開放的で経済活動が活発な地域
- 一国二制度・三つの関税領域

恵州
Huizhou

東莞
Dongguan
深圳
中山
Shenzhen
Zhongshan

仏山
Foshan

5%

US$1.6 trillion（兆）

澳門
珠海
Zhuhai Macao

香港
Hong Kong

中国のGDP
China’s
GDP

12%

One of the most open and economically vibrant regions in China

One country, two systems, three customs territories
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大湾区開発：国家戦略として

Greater Bay Area Development: A
National Strategy
大湾区開発は：

The Greater Bay Area Development is:

• あらゆる分野における改革と開放を追求するための新境地を切り開く新たな試み
A new attempt to break new ground in pursuing reform and opening up on all fronts
• 「一国二制度」の実践を前進させる上でのさらなる一歩
A further step in taking forward the practice of “One Country, Two Systems”

その目的は： Objectives are:
協調的な経済発展を促進 Promote coordinated economic development
広東・香港・澳門の相互補完的優位性を活用 Leverage complementary advantages of Guangdong, Hong Kong and Macao
生活・仕事・移動における世界クラスのベイエリアを開発 Develop a world-class bay area for living, working and travelling
中国の経済的な発展と開放を支持・牽引する役割のさらなる強化 Further enhance its supporting and leading role in China’s economic development and opening up
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開発計画の大綱 The Outline Development Plan
大湾区の協力と開発の道標となる重要な文書
An important document guiding the cooperation and development of the Greater Bay Area
現在から2022年までの短期計画と、2035年までの長期計画
Immediate term from now to 2022; extending to 2035 in the long term
4つの中核的都市：香港・澳門・広州・深圳
Four core cities: Hong Kong, Macao, Guangzhou and Shenzhen
7つの開発分野： Seven areas of development:
1. 国際的なI&Tハブ International I&T hub

2. インフラの接続性 Infrastructural connectivity
3. 世界的競争力のある近代的産業システム
A globally competitive modern industrial system
4. 環境保護 Ecological conservation
5. 高品質な生活・仕事・移動の環境
A quality living circle for living, working and travelling
6. 一帯一路構想を強力に支持するため世界クラスのビジネスと投資の環境を開発
Develop a world-class business and investment environment to provide solid support for the Belt
and Road Initiative
7. 広東・香港・澳門の協力プラットフォームを共同開発
Jointly developing Guangdong-Hong Kong-Macao cooperation platforms
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香港特別行政区政府の注力点
Work Focuses of the HKSAR Government
金融・輸送・貿易の国際センター＆
国際的な航空ハブとしての香港の

国際的なI&Tハブとして開発

インフラ接続性を強化

ステータスを統合

Developing an international I&T
hub

Strengthening infrastructural
connectivity

Consolidating HK’s status as international
financial, transportation and trade centres
& international aviation hub

香港が強みを持つ産業分野

若いイノベーション力

の開発範囲を拡大

と起業家精神を育成

Expanding the scope of
development for
sectors in which HK’s strengths lie

Fostering
youth innovation and
entrepreneurship

海外で大湾区を奨励
Promoting the
Greater Bay Area overseas
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人とモノの流れの利便性を強化する主要な施策の事例

Examples of Key Measures Introduced to Enhance the Convenient
Flow of People and Goods
• CEPAで締結された物品貿易における合意（2018年12月14日）
Agreement on Trade in Goods signed under CEPA (14 Dec 2018)
• 中国本土に輸入される香港原産品は全面的にゼロ関税の恩恵を受けられる
Goods of HK origin imported into Mainland fully enjoy zero tariff
• 貿易円滑化の原則を確立

Establish principles of trade facilitation

• 中国本土出身ではないハイエンド人材と希少人材を対象とした地方政府による減税
（2019年3月1日）
Tax relief by municipal governments for non-Mainland high-end talents and talents in short
supply (1 Mar 2019)
• 大湾区の中国本土側の9都市すべてに「シングル・E-ロック・スキーム」の適用が
拡大（2019年3月1日）
Expanding applicability of Single E-Lock Scheme to all 9 Mainland municipalities (1 Mar
2019)
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（前スライドの続き Continued from the previous slide）
• 個人所得税法の施行規則（2019年3月14日）
Regulations for the Implementation of the Individual Income Tax (IIT) Law (14 Mar 2019)
• 中国本土の非居住者が年間通算183日以上を中国本土に滞在した場合でも、それが6年未満で
あれば、中国本土に源泉がない所得に関して個人所得税は課税されない
An individual with no domicile and has resided on Mainland for an annual aggregate of 183 days
or more for less than 6 years shall not be required to pay IIT with respect to income derived
outside the Mainland
• 中国本土から1回で30日を超える日数を出国することで、継続居住年数はリセットされる
Continuous years of residence recounted upon single absence from Mainland for more than 30
days
• 24時間未満の滞在は「1日」としてカウントされない
Any less than 24 hours’ stay will not be counted as a “day”
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ありがとうございました！ Thank you!
公式ウェブサイト Dedicated website (www.bayarea.gov.hk)
フェイスブック・インスタグラムのページ Facebook and Instagram pages (@hk.bayarea)
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