
２ 県の国際交流事業

（１）香港との交流

中国華南地域の中心であり，中国本土に向けた交流・交易の拠点的機能を担っている

香港との間で，経済，観光，芸術・文化，青少年等の各般にわたる交流について協議す

るため，昭和 55（1980）年に第１回鹿児島・香港交流会議を開催して以来，隔年ごとに

交互の地で交流会議を開催している。

この交流会議を柱に，経済，観光，芸術・文化，青少年等，幅広い分野における相互

交流が活発に展開されてきている。

また，昭和60年７月から香港に県の駐在員を設置しているほか，平成11年１月11日に

は，県人会関係者，交流会議関係者，日本語研修・からいも交流参加者等で構成される

「香港かごしまクラブ」が香港で設立され，また平成14年９月７日には，鹿児島に「か

ごしま香港クラブ」が設立されている。

平成30年９月５日には，「第21回鹿児島・香港交流会議」が鹿児島で開催された。

鹿児島からは，知事，議長，鹿児島商工会議所特別相談役，鹿児島県商工会連合会会

長，鹿児島経済同友会代表幹事等７人が出席し，香港からは，香港特別行政区政府民政

事務局シニア・アドバイザー，香港総商会ＣＥＯなど香港特別行政区政府や関係団体か

ら５人が出席した。会議においては，経済交流，観光交流，人的交流などの各分野での

交流促進について意見交換が行われるとともに，今後の具体的な交流プログラム７項目

について双方が合意した。

また，交流会議のほか，香港観光セミナー，香港ビジネスセミナーなどの関連事業が

開催されたほか，知事主催レセプションを開催し，香港関係者をはじめとする招待者に

対して本県産品のＰＲを行った。

※ 令和元年度主な交流実績

・ 霧島国際音楽祭への受講生（１名）受入れ

・ 鹿児島県青少年海外ふれあい事業における受入れ（11名）

・ 香港の学生らを対象とした日本語・日本文化研修の実施（香港中文大学20名，香

港大学11名，香港城市大学専上学院10名）

・ 香港かごしまクラブによる「第14回かごしまアジア青少年芸術祭」への出演団体

推薦

・ 「香港フードエキスポ２０１９」への出展 ※ただし香港の治安情勢悪化により

県香港事務所のみ対応

※ 平成30年度主な交流実績

・ 霧島国際音楽祭への受講生（２名）受入れ

・ 鹿児島県青少年海外ふれあい事業における派遣（15名），受入れ（９名）

・ 香港の学生らを対象とした日本語・日本文化研修の実施（香港中文大学18名，香

港大学18名，香港城市大学専上学院11名）

・ 香港かごしまクラブによる「第13回かごしまアジア青少年芸術祭」への出演団体

推薦



・ 香港かごしまクラブの支援による本県大学学生の香港インターンシップ実施

・ 「香港フードエキスポ２０１８」への出展

・ 香港において「鹿児島焼酎トラム」の運行

・ 香港の日系レストランにて「鹿児島フェア」開催

① 香港の概要

面積：1,106ｋ㎡

人口：約734万人（2016年）

地勢・気候：香港島と，中国大陸につながる九竜半島および周辺の大小235の島から成る｡

気候は季節風のため変化に富み，４月中旬から９月は南風が吹き高温多湿,

10月～３月には北風が吹く。初冬が最も快適である。

主要産業：金融業，不動産業，観光業，貿易業

域内総生産：約3,208億米ドル（2016年）

資料：外務省ホームページ「国・地域」

② 香港との交流状況

ア 鹿児島・香港交流会議

・昭和54年11月 鹿児島・香港懇談会（鹿児島）

・昭和55年11月 第１回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・昭和56年11月 第２回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・昭和57年11月 第３回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・昭和59年10月 第４回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・昭和61年11月 第５回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・昭和63年９月 第６回鹿児島・香港交流会議（香 港）
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・平成２年11月 第７回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・平成４年11月 第８回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・平成６年10月 第９回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・平成８年９月 第10回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・平成10年９月 第11回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・平成12年10月 第12回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・平成14年９月 第13回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・平成16年11月 第14回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・平成18年10月 第15回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・平成20年９月 第16回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・平成22年８月 第17回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・平成24年10月 第18回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・平成26年10月 第19回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

・平成28年10月 第20回鹿児島・香港交流会議（香 港）

・平成30年９月 第21回鹿児島・香港交流会議（鹿児島）

イ 県職員の駐在

昭和60年７月から香港に駐在（ジェトロ香港センター）

ウ 経済交流

(ｱ) 商談会の開催（昭和57～59年度，昭和63年度～平成２年度，平成８，17，18年度，

平成20年度～）

(ｲ) 物産観光展の開催（昭和47年度～61年度までは１年おき,昭和63年度～平成15年度）

(ｳ) 香港トレードフェア出展（昭和58，60，62年度，平成元～４年度）

(ｴ) 鹿児島フェア（平成19年度～)

(ｵ) アンテナショップの設置（平成元年度～３年度）

(ｶ) 輸出食品マーケティングプロモート事業（平成４，５年度）

(ｷ) かごしまの農林水産物等海外イメージアップ事業（平成６～12年度）

(ｸ) 鹿児島黒牛，黒豚の取引生産地交流会を鹿児島で開催（平成２，６，22，28年度）

(ｹ) 香港国際食品・飲料展（HOFEX）出展 （平成11～17，27，29年度）※隔年実施

(ｺ) フードエキスポ出展（平成24年度～）

(ｻ) 香港インターナショナルワイン＆スピリッツフェア（平成25～28年度）

(ｼ) 香港総商会メンバー来訪，商談会開催（平成16年度）

(ｽ) 本格焼酎商談会の開催 （平成16年度）

(ｾ) ポートセールス（平成12，17，20，23，24，25，26，28年度）

(ｿ) 知事トップセールスの実施（平成19，21，24，27，28，30年度）

(ﾀ) レストランフェア（平成21～平成30年度）

※ 令和元年度は新型コロナウイルス（COVID-19）流行により中止

(ﾁ) シェフ・バイヤー等招へい（平成21年度～）

(ﾂ) 新聞・テレビ等広告宣伝（平成23，24年度）



エ 観光交流

(ｱ) 国際航空路線

・日本航空：昭和47年６月～（平成14年10月から運行休止）

・ドラゴン航空：昭和63年５月～（平成６年４月から運行休止）

・香港エクスプレス航空：平成20年４月～平成21年３月，平成28年７月～

・香港航空：平成26年３月～

(ｲ) ITE（国際旅行博覧会）出展（昭和61年～平成28年）

(ｳ) 県観光連盟と香港観光協会（現政府観光局）との姉妹盟約（平成元年度）

(ｴ) モーニングスター・トラベリングライト出展（旅行展）（平成４年度～７年度）

(ｵ) 海外旅行業者等招待事業（昭和57年度，昭和62年度～平成５年度，平成７～13年度，

平成15～17年度，平成19年度～）

(ｶ) 香港特別誘客キャンペーンの実施（平成７年度）

(ｷ) 観光ミッションの派遣（平成10，12年度～）

(ｸ) 香港政府観光局による香港観光ＰＲ

・おはらまつり（昭和63年～平成26年度）

・根占ドラゴンボート（平成４～14年度）

・市電広告（平成14年11月～平成15年１月）

・香港祭in 鹿児島（平成18，20年度）

(ｹ) 「日港交流年2005」への参加（平成17年度）

「2009日本香港観光交流年 香港セミナー」への参加（平成22年度）

(ｺ) 香港チャイニーズ・ニュー・イヤー・ナイト・パレードへの「おぎおんさぁ女神

輿」の参加（平成22年度）

オ 文化交流

(ｱ) 鹿児島・香港芸術文化交流事業

・平成元年度 鹿児島県合唱連盟「めぐみコーラス」香港公演（毎年度，交互に開催）

・平成11年度「マーチングバンド」香港公演

・平成12年度「香港児童合唱団」鹿児島公演

・平成13年度「鹿児島高校音楽部」香港公演

・平成14年度「香港音楽事務所青年合唱団」鹿児島公演

・平成15年度「昌絃会（琴）」香港公演

・平成16年度「香港青年弦楽団」鹿児島公演

・平成18年度「松陽高校吹奏楽部」香港公演

・平成20年度「香港シンフォニックバンド」鹿児島公演

・平成22年度「知覧武双太鼓」香港公演

・平成24年度「チェンバー アンサンブル」鹿児島公演

・平成26年度「Prunus（プラナス）」香港公演

・平成28年度「Diocesan Girl's School Concert Band（ダイオセサン・ガールズ・ス

クール・コンサート・バンド）」鹿児島公演

・平成30年度 「鹿児島大学学友会吹奏楽団」香港公演

(ｲ) 鹿児島・香港美術品交換展事業（平成４～５年度）

(ｳ) 霧島国際音楽祭に講習生の受入れ（平成４年度～）



カ スポーツ交流

(ｱ) 三国親善ユース大会（昭和59年度，61年度以降毎年開催，平成14年まで）

(ｲ) 鹿児島・香港スポーツ国際交流事業

・ホッケー競技（昭和58年度（香港），昭和59年度（鹿児島））

・バスケットボール競技（昭和60年度（香港），昭和61年度（鹿児島），平成13年度

（香港），平成14年度（鹿児島））

・サッカー競技（昭和63年度（香港））

・水球競技（平成元年（香港），平成２年（鹿児島），平成20年度（香港），平成22年度

（鹿児島））

・剣道競技（平成３年（香港），平成４年（鹿児島））

・バドミントン競技（平成５年（香港），平成６年（鹿児島））

・卓球競技（平成７年（香港），平成８年（鹿児島））

・テニス競技（平成９年度（香港），平成10年度（鹿児島））

・柔道競技（平成11年度（香港），平成12年度（鹿児島））

・ハンドボール競技（平成15年度（香港），平成16年度（鹿児島））

・バレーボール競技（平成17年度（香港），平成18年度（鹿児島））

キ 青少年・女性交流

(ｱ) 世界へはばたけ鹿児島の青年事業

※ 平成14年度から「鹿児島県青少年海外ふれあい事業」に統合

・平成２年度（23名），４年度（20名），６年度（20名），８年度（13名），10年度（16

名），12年度（20名）に本県青少年を派遣

・平成13年度（25名）に香港青少年を受入れ

(ｲ) 鹿児島県青少年海外ふれあい事業

・本県青少年の派遣

平成14年度（20名），16年度（20名），18年度（15名），20年度(15名) ，22年度(15

名) ，24年度（15名），26年度（15名），28年度（15名），平成30年度（15名）

・香港青少年の受入れ

平成14年度（25名），15年度（25名），16年度（25名），18年度（15名），20年度(15

名) ，22年度(15名)，24年度（15名），25年度（15名），26年度（15名），27年度（15

名），28年度（15名），29年度（15名），30年度（９名），令和元年度（11名）

(ｳ) 鹿児島県女性の翼（平成３，５，７，９年度）

ク 香港かごしまクラブ（アジアかごしまクラブ）会員数：400名（令和元年５月現在）

・平成11年１月 設立総会・設立記念パーティー開催（場所：香港コンラッドホテル）

・平成16年２月 アジアかごしまクラブ交流会議（場所：鹿児島）

・平成18年11月 アジアかごしまクラブ交流セミナー（場所：全羅北道全州市）

・平成25年11月 アジアかごしまクラブ合同会議（場所：鹿児島）

ケ その他の交流

(ｱ) 南大隅町（旧根占町）のドラゴンボート大会に香港チーム参加（平成元年度～）



※ 平成15年度はＳＡＲＳの発生により双方の参加見合わせ。

平成29年度は台風で大会中止。

(ｲ) 日置市と香港の間で相互の砂像フェスティバルに参加 （昭和60年度～）

※ 平成21年度は新型インフルエンザ，平成22年度は口蹄疫発生のため中止。平成24

年度は尖閣問題により派遣延期。平成26年，平成30年は台風のため中止。

(ｳ) 香港の大学生が「からいも交流・夏」に参加（平成3年度～）

※ 平成14年度は韓国における口蹄疫の影響により中止，平成15年度はＳＡＲＳの発

生により中止，平成22年度は宮崎における口蹄疫の発生により中止）

(ｴ) 日本語・日本文化研修

・香港大学，香港中文大学生がアジア・太平洋農村研修センターにおいて研修（平成

７年～現在）

・香港城市大学専上学院学生の研修（平成19年度～）

(ｵ) 鹿児島銀行による企業研修生受入れ （平成５年度～19年度）

(ｶ) 香港かごしまクラブ設立（平成11年１月）（会員数400名，令和元年５月現在）

(ｷ) かごしま香港クラブ設立（平成14年９月）（会員数221名，平成31年２月現在）

(ｸ) 鹿児島銀行香港駐在員事務所の設置 （昭和61年から設置，平成19年５月末閉鎖）

(ｹ) 南日本新聞香港支局の設置 （平成３～16年度）

(ｺ) 香港福祉フェア「シルバーヘア・マーケット・フェア」の開催（平成18年度）

(ｻ) アジア青少年芸術祭（鹿児島市主催）への参加(平成18年度～)

・平成18年度 香港チルドレン合唱団（15名）

・平成19年度 香港香港新界婦孺福利会梁省徳学校中楽団（20名）

・平成20年度 香港ユースハンドベルアンサンブル（17名）

・平成21年度 香港ハーモニカミュージックセンターオーケストラ（24名）

・平成22年度 香港ハーモニカミュージックセンターオーケストラ（16名）

・平成23年度 Tom Lee Hong Kong Youth Neo Strings Orchestra（17名）

・平成24年度 Parsons Wind Orchestra（27名）

・平成25年度 Hong Kong Fingerstyle Guitar Orchestra（19名）

・平成26年度 シャイン アフリカン ドラムチーム（20名）

・平成27年度 香港撥弦中華楽団（12名）

・平成28年度 香港青少年手鈴樂團（18名）

・平成29年度 香港ハーモニカミュージックセンターオーケストラ（20名）

・平成30年度 ウィンドパイプチャイニーズアンサンブル（８名）

(ｼ) 香港庇理羅士女子中学校（Belilious Public School）（22名）と鹿児島純心中学校

との交流（平成19年度）

(ｽ) 香港嶺南大学と鹿児島大学学生との意見交換（平成20年度）

(ｾ) 南大隅町による香港国際ドラゴンボートカーニバル参加（平成23年度）

(ｿ) 鹿児島大学学生の香港企業におけるインターンシップ（平成27年度（６名），28年度

（５名），平成29年度（６名），平成30年度（６名））

(ﾀ) 鹿児島国際大学学生の香港企業におけるインターンシップ（平成28年度（３名），平

成29年度（３名），平成30年度（４名））

※ (ｿ)，(ﾀ)は，香港かごしまクラブが支援


