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Quah Ley Hoon氏、2019年 1月 1日からMPA新長官に就任 

 

 10 月 15 日、シンガポール運輸省は、シンガポール海事港湾庁（MPA）の新

長官として、Quah Ley Hoon氏（42歳）が 2019年 1月 1日より就任すると発

表した。 

 今年 11月 1日より MPA長官（未就任）として入庁する Quah氏は、シンガ

ポール首相府旧国家人口事務局、財務省およびメディアコープ等、様々な機関

において役職を歴任。フランスのパンテオン・ソルボンヌ大学で経済学学位を

取得後、スイスの国際経営開発研究所においてMBAを取得した。 

 Quah氏は、2014年に MPA長官に就任したアンドリュー・タン氏（51歳）

の後を引き継ぐことになる。タン氏は、新たな分野に挑戦するため、年末に行

政管理職の職務を退く。 

 タン氏は、MPA長官任期中の 5年間、トゥアスの新ターミナル計画、専門組

織の設立、同国初の海事分野における促進プログラム『Port Innovation 

Ecosystem Reimagined @ Block71』、技術革新による生産性及び安全ソリュー

ションの検証を実施する『MPA Living Lab』の構想及び計画策定に尽力した。 

 また、2015 年及び 2017 年には、シンガポールを国際海事機関（IMO）理事

国再選へと導いた。更に、各国の港湾管理者間の連携を推進するため、ベスト

プラクティスのためのコミュニティとして Port Authorities Roundtable（港湾

管理者円卓会議）を設立した。 

              （2018年 10月 16日 ストレイト・タイムズ） 



 
 

 
Quah Ley Hoon to head MPA as CEO from Jan 1 

 
Ms Quah Ley Hoon will join the Maritime and Port Authority of Singapore as CEO (designate) 
next month. 
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The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) has appointed Ms Quah Ley 
Hoon, 42, as chief executive with effect from Jan 1 next year, the Ministry of Transport 
announced yesterday. 

Ms Quah, who will join MPA as chief executive (designate) from Nov 1, has held 
leadership positions in various organisations including the former National 
Population Secretariat under the Prime Minister's Office, the Ministry of Finance and 
Mediacorp. She holds a Master's degree in economics from the University of 
Pantheon-Sorbonne in France and a Master of Business Administration from the 
International Institute for Management Development in Switzerland. 

She will take over from current chief executive Andrew Tan, 51, who was appointed in 
2014. He is retiring from the Administrative Service at the end of this year to pursue 
new challenges. 

During his five years at MPA, Mr Tan has led efforts to conceptualise and plan for the 
new Tuas Terminal, as well as set up several centres of excellence, the region's first 
maritime accelerator programme, Port Innovation Ecosystem Reimagined @ Block71 
and the MPA Living Lab to trial innovative productivity and safety solutions. 

He also led efforts to get Singapore re-elected into the Council of the International 
Maritime Organization in 2015 and last year, and established the Port Authorities 
Roundtable as a community of best practices to promote greater collaboration between 
port regulators. 

 


