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国务院关于印发中国（海南）自由贸易试验区

总体方案的通知 

国发〔2018〕34号 

 

 

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部

委、各直属机构： 

 

现将《中国（海南）自由贸易试验区总体

方案》印发给你们，请认真贯彻执行。 

 

 

国务院 

2018年 9月 24日 

 

 

中国（海南）自由贸易试验区总体方案 

 

赋予海南经济特区改革开放新的使命，是

习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动

的重大国家战略。建设中国（海南）自由贸易

试验区（以下简称自贸试验区）是党中央、国

务院着眼于国际国内发展大局，深入研究、统

筹考虑、科学谋划作出的重大决策，是彰显我

国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的

重大举措。为深入贯彻习近平总书记在庆祝海

南建省办经济特区 30 周年大会上的重要讲话

精神，落实《中共中央 国务院关于支持海南全

面深化改革开放的指导意见》要求，高标准高

质量建设自贸试验区，制定本方案。 

 

 

 

 

 

 

一、总体要求 

（一）指导思想。高举中国特色社会主义

伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、

三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会

主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，

坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进

工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发

展，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推

进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改

革为主线，解放思想、大胆创新，坚持开放为

先，以制度创新为核心，赋予更大改革自主权，

大胆试、大胆闯、自主改，深化简政放权、放

管结合、优化服务改革，加快形成法治化、国

际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效

的市场环境，将生态文明理念贯穿自贸试验区

国務院：中国（海南）自由貿易試験区 

総体方案の印刷・公布に関する通知 

国発[2018]34号 

 

 

各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各

部委員会・各直属機構： 

 

ここに≪中国（海南）自由貿易試験区総

体方案≫を印刷・公布するので、真摯に徹

底・執行されたい。 

 

国務院 

2018年 9月 24日 

 

 

中国（海南）自由貿易試験区総体方案 

 

海南経済特区に賦与された改革開放とい

う新たな使命は、習近平総書記自らが計

画・手配・推進する重大な国家戦略である。

中国（海南）自由貿易試験区（以下「自貿

試験区」）の建設は、中国共産党中央委員

会・国務院が着眼する国際国内発展の大局

であり、研究深化・統一的考慮・科学的計

画から生じた重大な政策決定であり、我が

国の対外開放拡大・経済グローバル化の積

極的推進の決心を明示する重大措置であ

る。習近平総書記の海南省・経済特区設立

30 周年祝賀大会における重要講話の主旨を

深化・徹底し、≪中国共産党中央委員会 国

務院：海南の全面的改革開放深化の支持に

関する指導意見≫の要求を実行し、自貿試

験区を高基準・高品質に建設するため、本

方案を制定する。 

 

一、総体要求 

（一）指導思想。中国の特色ある社会主義

の偉大な旗印を高く掲げ、党の第十九回全

国代表大会および十九期二中・三中全会の

主旨を全面的に徹底し、「習近平新時代の中

国の特色ある社会主義思想」を指導として、

党の全面的先導を堅持および強化し、人民

を中心とする発展思想を堅持し、「穏中求

進」業務の全体的基調を堅持し、新たな発

展理念を堅持し、高品質な発展を堅持し、

「五位一体（経済・政治・文化・社会・生

態文明の構築）」の総合的配置を統一推進お

よび「4 つの全面（全面的な小康社会構築・

改革深化・法治推進・厳格な党管理）」戦略・

配置を協調的に推進し、供給サイドの構造
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建设全过程，积极探索自贸试验区生态绿色发

展新模式，加强改革系统集成，力争取得更多

制度创新成果，彰显全面深化改革和扩大开放

试验田作用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）战略定位。发挥海南岛全岛试点的

整体优势，紧紧围绕建设全面深化改革开放试

验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中

心和国家重大战略服务保障区，实行更加积极

主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制，

推动形成全面开放新格局，把海南打造成为我

国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。 

 

 

 

 

（三）发展目标。对标国际先进规则，持

续深化改革探索，以高水平开放推动高质量发

展，加快建立开放型生态型服务型产业体系。

到 2020年，自贸试验区建设取得重要进展，国

际开放度显著提高，努力建成投资贸易便利、

法治环境规范、金融服务完善、监管安全高效、

生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标

准高质量自贸试验区，为逐步探索、稳步推进

海南自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自

由贸易港政策体系打好坚实基础。 

 

 

 

 

 

 

二、在海南全岛建设自由贸易试验区 

 

（四）实施范围。自贸试验区的实施范围

为海南岛全岛。自贸试验区土地、海域开发利

用须遵守国家法律法规，贯彻生态文明和绿色

发展要求，符合海南省“多规合一”总体规划，

改革を主軸として、思想解放・大胆な刷新

を行い、開放優先を堅持し、制度刷新を核

心として、さらに大きな改革自主権を賦与

し、「大胆試・大胆闖・自主改（大胆に試

行・突進し、自主的に改革すること）」を

行い、行政簡素化および権限委譲・開放お

よび管理の結合サービス合理化改革を深化

させ、法治化・国際化・利便化されたビジ

ネス環境および公平/開放的/統一的/高効

率な市場環境の構築を加速させ、エコ文明

の理念を自貿試験区建設の全過程に一貫さ

せ、自貿試験区のエコグリーン発展新モデ

ルを積極的に探索し、改革システムの集成

を強化し、さらに多くの制度刷新成果の取

得に注力し、改革および開放拡大の全面的

深化のモデルケースとしての役割を明示す

る。 

 

（二）戦略位置付け。海南島全島の試行と

いう全体的優位性を発揮し、改革開放全面

的深化試験区・国家エコ文明試験区・国際

観光消費センターおよび国家重大戦略サー

ビス保障区の建設を確りと軸として、さら

に積極的かつ自主的な開放戦略を実行し、

開放型経済新体制の構築を加速し、全面開

放の新たな枠組みの構築を推進し、海南を

我が国の太平洋およびインド洋に面する重

要な対外開放の門戸とする。 

 

（三）発展目標。国際的かつ先進的ルール

をベンチマークとして、改革模索の深化を

継続し、高水準な開放推進・高品質な発展

により、開放型/生態型/サービス型産業体

系の構築を加速する。2020年までに、自貿

試験区の建設が重要な進捗を果たし、国際

開放度を著しく向上させ、投資貿易が利便

的・法治環境が規範的・金融サービスが完

全・監督管理が安全かつ高効率・生態環境

の質が一流・輻射および連動機能が突出し

て高基準かつ高品質の自貿試験区の建設に

努め、海南自由貿易港の建設を段階的に模

索・穏当に推進するため、手順・段階を分

けて自由貿易港政策体系を構築して堅実な

基礎を築く。 

 

二、海南全島における自由貿易試験区の建

設 

（四）実施範囲。自貿試験区の実施範囲は、

海南島全島とする。自貿試験区の土地・海

域の開発・利用は、必ず国家の法律・法規

を遵守し、エコ文明およびグリーン発展の
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并符合节约集约用地用海的有关要求。涉及无

居民海岛的，须符合《中华人民共和国海岛保

护法》有关规定。 

 

 

 

 

（五）功能划分。按照海南省总体规划的

要求，以发展旅游业、现代服务业、高新技术

产业为主导，科学安排海南岛产业布局。按发

展需要增设海关特殊监管区域，在海关特殊监

管区域开展以投资贸易自由化便利化为主要内

容的制度创新，主要开展国际投资贸易、保税

物流、保税维修等业务。在三亚选址增设海关

监管隔离区域，开展全球动植物种质资源引进

和中转等业务。 

 

 

 

 

三、加快构建开放型经济新体制 

（六）大幅放宽外资市场准入。对外资全

面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。

深化现代农业、高新技术产业、现代服务业对

外开放，在种业、医疗、教育、旅游、电信、

互联网、文化、金融、航空、海洋经济、新能

源汽车制造等重点领域加大开放力度。取消蔬

菜新品种选育和种子生产外资股比限制。将增

值电信业务外资准入审批权下放给海南省，取

消国内多方通信服务业务、上网用户互联网接

入服务业务、存储转发类业务外资股比限制，

允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务（外

资股比不超过 50%）。允许设立外商投资文艺

表演团体（中方控股）。放宽人身险公司外资

股比限制至 51%。取消船舶（含分段）及干线、

支线、通用飞机设计、制造与维修外资股比限

制。取消石油天然气勘探开发须通过与中国政

府批准的具有对外合作专营权的油气公司签署

产品分成合同方式进行的要求。取消国际海上

运输公司、国际船舶代理公司外资股比限制。

允许在自贸试验区内设立的外商独资建筑业企

业承揽区内建筑工程项目，不受项目双方投资

比例限制。允许取得我国一级注册建筑师或一

级注册结构工程师资格的境外专业人士作为合

伙人，按相应资质标准要求设立建筑工程设计

事务所。取消新能源汽车制造外资准入限制。 

 

 

 

 

 

要求を徹底し、海南省の「多規合一（複数

の規定の一体化）」全体計画に合致し、併

せて土地および海の節約・集約の関連要求

に合致しなければならない。無人島に関わ

る場合、≪中華人民共和国海島保護法≫の

関連規定に必ず合致しなければならない。 

 

（五）機能区分。海南省の全体計画の要求

に基づき、観光業・現代サービス業・ハイ

テク産業を主力として、海南島の産業配置

を科学的に計画する。発展ニーズに基づき

税関特殊監督管理区域を増設し、税関特殊

監督管理区域において投資貿易の自由化・

利便化を主要内容とする制度刷新を行い、

国際投資貿易・保税物流・保税メンテナン

スなどの業務を主として展開する。三亜に

おいて場所を選定のうえ税関特殊隔離区域

を増設し、グローバル動植物の遺伝資源の

導入および中継などの業務を実施する。 

 

三、開放型経済新体制の構築加速 

（六）外資市場参入の大幅緩和。外資に対

して参入前の内国民待遇にネガティブリス

トを加えた管理制度を全面的に実行する。

現代農業・ハイテク産業・現代サービス業

の対外開放を深化させ、種子業・医療・教

育・観光・電信・インターネット・文化・

金融・航空・ブルーエコノミー・新エネル

ギー車製造などの重点分野において開放度

を増幅させる。野菜新品種の選択育成およ

び種子生産の外資出資比率制限を取り消

す。付加電信業務の外資参入に関する審査

批准権を海南省に委譲し、国内マルチ通信

サービス業務・インターネットユーザーの

インターネット接続サービス業務・ストレ

ージ/転送類業務の外資出資比率制限を取

り消し、外商投資の国内バーチャルプライ

ベートネットワーク（VPN）業務を許可する

（外資出資比率は50％を超えないこと）。

外商投資の文芸公演団体の設立を許可する

（中国側の持分支配）。生命/人身障害保険

会社の外資出資比率を51％まで緩和する。

船舶（ブロックを含む）および幹線・支線・

汎用航空機の設計・製造およびメンテナン

スの外資出資比率制限を取り消す。石油・

天然ガスの探査・開発は、必ず中国政府が

批准した対外合作独占権を有する石油ガス

会社と生産分配契約を締結する方法を通じ

て行わなければならないとの要求を取り消

す。国際海上運輸会社・国際船舶代理会社

の外資出資比率制限を取り消す。自貿試験
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（七）提升贸易便利化水平。对进出海南

洋浦保税港区的货物，除禁止进出口和限制出

口以及需要检验检疫的货物外，试行“一线放

开、二线高效管住”的货物进出境管理制度。

加快建设具有国际先进水平的国际贸易“单一

窗口”，推动数据协同、简化和标准化，实现

物流和监管等信息的全流程采集，实现监管单

位的信息互换、监管互认、执法互助。以口岸

管理部门的通关物流状态信息为基础，整合作

业信息，形成完整的通关物流状态综合信息库，

为企业提供全程数据服务。加强口岸管理部门

执法合作，推行跨部门一次性联合检查。实施

海事、交通、船检三部门船舶证书信息共享。

积极推进货物平均放行和结关时间体系化建

设，构建规范的测算标准和透明的公布机制。

扩大第三方检验结果采信商品和机构范围。依

照自由贸易协定安排，推动实施原产地自主声

明制度和原产地预裁定制度。拓展暂时进口货

物单证制度适用范围，延长单证册的有效期。

平行进口汽车企业可以使用价格预裁定、汇总

征税等通关便利化措施。创新出口货物专利纠

纷担保放行方式。支持开展海关税款保证保险

试点。简化野生动植物出口许可程序。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八）创新贸易综合监管模式。研究赋予

海关特殊监管区域内企业增值税一般纳税人资

格，在海关特殊监管区域全面实施货物状态分

类监管。研究支持对海关特殊监管区域外“两

头在外”航空维修业态实行保税监管。在风险

区内に設立した外商独資の建築業企業が区

内の建築工事プロジェクトを請負い、プロ

ジェクト双方の投資比率制限を受けないこ

とを許可する。我が国の一級登録建築士あ

るいは一級登録構造エンジニア資格を取得

した国外の専門家がパートナーとして、相

応する資質基準の要求に基づき建築エンジ

ニアリング設計事務所を設立することを許

可する。新エネルギー車製造の外資参入制

限を取り消す。 

 

（七）貿易利便化レベルの向上。海南洋浦

保税港区の貨物の出入に対して、輸出入禁

止および輸出制限ならびに検査検疫が必要

な貨物を除き、「一線の開放・二線の効果

的管理」との貨物出入国管理制度を試行す

る。国際的かつ先進的な基準を備えた国際

貿易「ワンストップ窓口」の構築を加速し、

データ協同・簡素化および基準化を推進し、

物流および監督管理などの情報の全過程に

おける収集を実現し、監督管理単位の情報

交換・監督管理の相互認証・法律執行の相

互支援を実現させる。港湾管理部門の通関

物流状態の情報を基礎として、作業情報を

整合し、完全な通関物流状態総合データベ

ースを構築し、企業に全過程データサービ

スを提供する。港湾管理部の法律執行の提

携を強化し、部門を跨いだ一括連合検査を

推進する。海事・交通・船舶検査の三部門

の船舶証書の情報共有を実施する。貨物の

平均通関および通関完了スケジュール体系

化の構築を積極的に推進し、規範的な推計

基準および透明な公布メカニズムを構築す

る。第三者の検査結果を採用する商品およ

び機構の範囲を拡大する。自由貿易協定・

協議に基づき、原産地自主表記制度および

原産地事前裁定制度の実施を推進する。一

時輸入貨物証書制度の適用範囲を拡張し、

カルネの有効期限を延長する。並行輸入自

動車企業は、価格事前裁定・総括徴税など

の通関利便化措置を使用することができ

る。輸出貨物の特許紛争担保通関方式を刷

新する。税関の税金保証保険試行の実施を

支持する。野生動植物輸出許可の手順を簡

素化する。 

 

（八）貿易総合監督管理モデルの刷新。税

関特殊監督管理区域内企業への増値税一般

納税人資格の賦与を研究し、税関特殊監督

管理区域において貨物状態分類監督管理を

全面的に実施する。税関特殊監督管理区域
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可控前提下，创新维修监管模式，开展外籍邮

轮船舶维修业务。完善进口商品风险预警快速

反应机制，加强安全风险监测，实施安全问题

调查制度。建设重要产品进出口安全追溯体系，

实现重点敏感产品全过程信息可追溯，与国家

重要产品追溯平台对接，实现信息共享。对优

质农产品出口免于出具检验检疫证书和备案。

优化生物医药全球协同研发的试验用特殊物品

的检疫查验流程。完善国际邮件互换局（交换

站）布局，加强国际快件监管中心建设，打造

重要跨境电商寄递中心。支持在海关特殊监管

区域和保税监管场所设立大宗商品期货保税交

割库。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（九）推动贸易转型升级。培育贸易新业

态新模式，支持发展跨境电商、全球维修等业

态。探索建立跨境服务贸易负面清单管理制度。

支持海南享受服务外包示范城市政策，建立特

色服务出口基地。支持海南设立跨境电子商务

综合试验区，完善和提升海关监管、金融、物

流等支持体系。支持跨境电商企业建设覆盖重

点国别、重点市场的海外仓。支持开展跨境电

商零售进口网购保税。支持在海关特殊监管区

域设立国际文化艺术品交易场所，依法合规开

展面向全球的保税文化艺术品展示、拍卖、交

易业务。试点实施进口非特殊用途化妆品备案

管理。支持开展橡胶等大宗商品现货离岸交易

和保税交割业务。支持跨国公司、贸易公司建

立和发展全球或区域贸易网络，打造区域性离

岸贸易中心。支持具备资质的供油企业开展国

际航行船舶保税油供应业务，建设保税油供应

基地。将国际快递业务经营许可审批权下放到

海南省邮政管理局。 

 

 

 

 

 

 

 

外の「双方が区域外」の航空メンテナンス

業態に対する保税監督管理の実行を研究・

支持する。リスクコントロールが可能との

前提において、メンテナンス監督管理モデ

ルを刷新し、外国籍の大型定期客船の船舶

メンテナンス業務を展開する。輸入商品リ

スクアラート即応メカニズムを完備し、セ

キュリティリスクのモニタリングを強化

し、セキュリティ問題調査制度を実施する。

重要商品の輸出入安全性トレース体系を構

築し、重点センシティブ商品の全プロセス

の情報トレーサビリティを実現し、国家重

要商品トレースプラットフォームと連係さ

せて、情報共有を実現する。優良農産品の

輸出に対して検査検疫証書の発行および備

案を免除する。バイオ医薬グローバル共同

研究の試験用特殊物品の検疫検査プロセス

を合理化する。国際郵便物中継局（交換ス

テーション）の配置を完備し、国際速達監

督管理センターの建設を強化し、重要クロ

スボーダー電子商取引配達センターを構築

する。税関特殊監督管理区域および保税監

督管理場所における大口コモディティ先物

保税引渡倉庫の設立を支持する。 

 

（九）貿易モデルチェンジ・アップグレー

ドの推進。貿易の新業態・新モデルを育成

し、クロスボーダー電子商取引・グローバ

ルメンテナンスなどの業態を支持・発展さ

せる。クロスボーダーサービス貿易ネガテ

ィブリスト管理制度の構築を模索する。海

南がサービスアウトソーシングモデルシテ

ィ政策を享受し、特色のあるサービス輸出

基地を構築することを支持する。海南がク

ロスボーダー電子商務取引総合試験区を設

立し、税関監督管理・金融・物流などの支

援体系を完備および向上させることを支持

する。クロスボーダー電子商取引企業が重

点国別・重点市場をカバーする海外倉庫を

建設することを支持する。クロスボーダー

電子商取引小売輸入ネット通販保税の実施

を支持する。税関特殊監督管理区域におい

て国際文芸芸術品取引所を設立し、法に基

づきコンプライアンスに準拠してグローバ

ル向け保税文化芸術品の展示・競売・取引

業務を行うことを支持する。非特殊用途化

粧品輸入の備案管理の実施を試行する。ゴ

ム等の大口商品先物オフショア取引および

保税引渡業務の実施を支持する。多国籍企

業・貿易会社がグローバルあるいは地域の

貿易ネットワークを構築および発展させ、
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（十）加快金融开放创新。充分发挥金融

支持自贸试验区建设的重要作用，出台金融领

域的一揽子政策措施，以服务实体经济、促进

贸易投融资便利化为出发点和落脚点，以制度

创新为核心，大力推动自贸试验区金融开放创

新。进一步扩大人民币跨境使用、探索资本项

目可兑换、深化外汇管理改革、探索投融资汇

兑便利化，扩大金融业开放，为贸易投资便利

化提供优质金融服务。 

 

 

 

 

（十一）加强“一带一路”国际合作。按

照“共商、共建、共享”的原则，构筑全方位

立体化开放通道。鼓励“一带一路”国家和地

区参与自贸试验区建设。支持“一带一路”国

家在海南设立领事机构。支持与“一带一路”

国家开展科技人文交流、共建联合实验室、科

技园区合作、技术转移等科技创新合作。推动

海口、三亚与“一带一路”国家和地区扩大包

括第五航权在内的航权安排，提高机场航班保

障能力，吸引相关国家和地区航空公司开辟经

停海南的航线。与“一带一路”国家和地区自

由贸易园区在投资、贸易、金融、教育等方面

开展交流合作与功能对接。 

 

 

 

 

 

 

 

四、加快服务业创新发展 

（十二）推动现代服务业集聚发展。依托

博鳌乐城国际医疗旅游先行区，大力发展国际

医疗旅游和高端医疗服务，对先行区范围内确

需进口的、关税税率较高的部分医疗器械研究

适当降低关税。支持开展干细胞临床前沿医疗

技术研究项目。依托现有医药产业基础，探索

开展重大新药创制国家科技重大专项成果转移

转化试点。鼓励中外航空公司新开或加密海南

直达全球主要客源地的国际航线。支持举办国

际商品博览会、国际电影节、中国（海南）国

エリア性オフショア貿易センターを構築す

ることを支持する。資質を備えた給油企業

が国際航行船舶保税給油業務を実施し、保

税給油基地を建設することを支持する。国

際宅配業務経営許可の審査批准権を海南省

郵政管理局に委譲する。 

 

（十）金融開放・刷新の加速。金融により

自貿試験区建設を支援するとの重要機能を

充分に発揮し、金融分野の包括政策措置を

公布し、実体経済への奉仕・貿易投融資の

利便化促進を出発点および足がかりとし、

制度刷新を核心として、自貿試験区の金融

開放・刷新の推進に注力する。人民元のク

ロスボーダーでの使用・資本項目における

両替可能・外貨管理改革の深化・投融資送

金の利便化をさらに拡大し、金融業の開放

を拡大し、貿易投資の利便化に良質な金融

サービスを提供する。 

 

（十一）「一帯一路」国際提携の強化。「共

同協議・共同建設・共有」原則に基づき、

全方位立体型開放ルートを構築する。「一

帯一路」国家および地区が自貿試験区の建

設に参加することを奨励する。「一帯一路」

国家が海難において領事機構を設立するこ

とを支持する。「一帯一路」国家が科学技

術/人文交流・連合実験所の共同建設・科学

技術園区の提携・技術移転などの科学技術

刷新の提携を行うことを支持する。海口・

三亜が「一帯一路」国家および地区と第五

航路権（第5の自由、以遠権）を含む航路権

の手配を拡大し、空港・フライトの保障能

力を引き上げ、関連国家および地区の航空

会社が海南の航路を開拓・経由するよう誘

致する。「一帯一路」国家および地区の自

由貿易園区と投資・貿易・金融・教育など

の方面において交流提携および機能連係を

行う。 

 

四、サービス業刷新・発展の加速 

（十二）現代サービス業の集積・発展の推

進。博鰲（ボアオ）楽城国際医療ツーリズ

ム先行区により、国際医療ツーリズムおよ

びハイエンド医療サービスの発展に注力

し、先行区の範囲内の確かに輸入の必要が

あり関税税率が比較的高い一部の医療機器

について、関税の適当な引下げを研究する。

幹細胞に関する臨床最前線の医療技術研究

プロジェクトの実施を支持する。既存の医

薬産業の基礎に頼り、重大新薬創生国家科
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际海洋产业博览会等大型国际展览会、节庆活

动，以及文化旅游、国际品牌等适合海南产业

特点的展会。优化国际会议、赛事、展览监管，

进一步简化展品检疫审批管理。支持引进国际

化的规划、建筑工程、建筑设计、仲裁、会计、

知识产权、医疗健康、影视、会展等专业服务

机构，推进服务要素集聚。授权自贸试验区制

定港澳专业人才执业管理办法，允许具有港澳

执业资格的金融、建筑、规划、专利代理等服

务领域专业人才经备案后为自贸试验区内企业

提供专业服务。支持海南开展供应链创新与应

用试点。打造联通国际国内的全球性商贸物流

节点，促进港口、机场、铁路车站、物流园区

等物流信息互通。加强冷链基础设施网络建设，

打造出岛快速冷链通道，提供高质量的冷链快

递物流服务。在交通运输领域完善快件处理设

施和绿色通道，提高国际快递处理能力，服务

带动跨境电商等相关产业集聚。建设以天然橡

胶为主的国际热带农产品交易中心、定价中心、

价格指数发布中心。设立热带农产品拍卖中心。

支持完善跨境消费服务功能。高标准建设商务

诚信示范省。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十三）提升国际航运能力。依托自贸试

验区，科学有序开发利用海洋资源，培育壮大

特色海洋经济，建设南海服务保障基地。建设

具有较强服务功能和辐射能力的国际航运枢

纽，不断提高全球航运资源配置能力。大力引

进国内外航运企业在自贸试验区设立区域总部

或营运中心，促进航运要素集聚。积极培育壮

大外轮供应企业，丰富外轮供应品种，为进入

自贸试验区的船舶提供生活用品、备品备件、

物料、工程服务和代理服务等。利用现有方便

学技術重大特別成果移転転化試行の実施を

模索する。中外航空会社が海南－世界の主

要的な集客地の国際直行便を新規開設ある

いは増加するよう奨励する。国際商品博覧

会・国際映画祭・中国（海南）国際海洋産

業博覧会などの大型国際展覧会・祝賀イベ

ント、および文化観光・国際ブランドなど

の海南の産業の特性にふさわしい展示会の

開催を支持する。国際会議・試合・展覧会

の監督管理を合理化し、展示品の検疫審査

批准管理をさらに簡素化する。国際化され

た企画・建築工事・建築設計・仲裁・会計・

知的財産権・医療ヘルスケア・映画/テレ

ビ・展覧会などの専門サービス機構を誘致

し、サービス要素の集積を推進することを

支持する。香港・マカオの専門家の業務執

行管理弁法制定を自貿試験区に授権し、香

港・マカオの業務執行資格を有する金融・

建築・企画・特許代理などのサービス分野

の専門家が備案を経て自貿試験区内の企業

に専門的サービスを提供することを許可す

る。海南がサプライチェーンの刷新および

応用を試行することを支持する。国外-国内

連係のグローバル型商業貿易物流中継点を

構築し、港湾・空港・鉄道駅・物流園区な

どの物流情報の連係を促進する。コールド

チェーンのインフラ・ネットワーク建設を

強化し、海南島発の宅配コールドチェーン

ルートを構築し、高品質のコールドチェー

ン宅配物流サービスを提供する。交通運輸

の分野において速達処理施設および優先ル

ートを完備し、国際速達処理能力を向上さ

せ、クロスボーダー電子商取引などの関連

産業の集積に奉仕・率先して推進する。天

然ゴムを主とする国際熱帯農産品取引セン

ター・価格決定センター・価格指数発表セ

ンターを建設する。熱帯農産品競売センタ

ーを設立する。クロスボーダー消費サービ

ス機能の改善を支持する。商務信用模範省

を高基準で建設する。 

 

（十三）国際水上運輸能力の向上。自貿試

験区に頼り、海洋資源を科学的かつ秩序立

って開発・利用し、特色あるブルーエコノ

ミーを育成・発展させ、海南サービス保障

基地を建設する。高いサービス機能および

輻射能力を備えた国際水上運輸ターミナル

を建設し、グローバル水上運輸資源配置能

力を絶え間なく向上させる。国内外の水上

運輸企業の自貿試験区における地域本部あ

るいは運営センター設立への誘致、水上運
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旗船税收政策，促进符合条件的船舶在自贸试

验区落户登记。扩大内外贸同船运输、国轮捎

带运输适用范围，提升运力资源综合效能。支

持境内外企业和机构开展航运保险、航运仲裁、

海损理算、航运交易、船舶融资租赁等高端航

运服务，打造现代国际航运服务平台。支持设

立专业化地方法人航运保险机构。培育发展专

业化第三方船舶管理公司。逐步开放中国籍国

际航行船舶入级检验。将无船承运、外资经营

国际船舶管理业务行政许可权下放给海南省。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十四）提升高端旅游服务能力。发展环

海南岛邮轮航线，支持邮轮企业根据市场需求

依法拓展东南亚等地区邮轮航线，不断丰富由

海南邮轮港口始发的邮轮航线产品。研究支持

三亚等邮轮港口参与中资方便旗邮轮公海游试

点，将海南纳入国际旅游“一程多站”航线。

积极支持实施外国旅游团乘坐邮轮 15 天入境

免签政策。优化对邮轮和邮轮旅客的检疫监管

模式。建设邮轮旅游岸上国际配送中心，创建

与国际配送业务相适应的检验、检疫、验放等

海关监管制度。简化游艇入境手续。允许海南

对境外游艇开展临时开放水域审批试点。实施

琼港澳游艇自由行。建设一流的国际旅行卫生

保健中心，为出入境人员提供高质量的国际旅

行医疗服务。加强旅游行业信用体系建设。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十五）加大科技国际合作力度。创建南

輸の要素集積の促進に注力する。外国船供

給企業を積極的に育成・発展させ、外国船

の供給種類を豊富にし、自貿試験区に入区

する船舶に生活用品・備品/予備部品・資

材・工事アサービスおよび代理サービスな

どを提供する。既存の便宜置籍税収政策を

利用し、条件に合致する船舶の自貿試験区

における登記を促進する。国内/国外貿易の

同船運輸・中国籍船兼業運輸の適用範囲を

拡大し、運輸力・資源の総合機能を向上さ

せる。国内外の企業および機構が水上運輸

保険・水上運輸仲裁・海損精算・水上運輸

取引・船舶ファイナンスリースなどのハイ

エンド水上運輸サービスを実施し、現代国

際水上運輸サービスプラットフォームを構

築することを支持する。専門的な地方法人

水上運輸保険機構の設立を支持する。専門

的な第三者船舶管理会社を育成・発展させ

る。中国籍国際船行船舶の船級検査を段階

的に開放する。非船舶運航業者・外資経営

国際船舶管理業務の行政許可権を海南省に

委譲する。 

 

（十四）ハイエンド観光サービス能力の向

上。海南島を廻る大型定期客船の航路を発

展させ、大型定期客船企業が市場ニーズに

応じて法に基づき東南アジアなどの地域の

大型定期客船航路を拡張し、海南の客船タ

ーミナルを出港する航路商品を絶え間なく

豊富にすることを支持する。三亜などの客

船ターミナルが中資便宜置籍客船「公海遊」

試行に参加し、海南を国際観光「一程多站

（一度の船程で複数箇所を廻ること）」航

路に組み入れることを研究・支持する。外

国のツアーグループの大型定期客船への乗

船15日までの入国ビザ免除政策の実施を積

極的に支持する。大型定期客船および大型

定期客船の旅客の検疫監督管理モデルを合

理化する。大型定期客船観光陸上国際配送

センターを建設し、国際配送業務に対応す

る検査・検疫・検査通関などの税関監督管

理制度を創設する。遊覧船の入国手続を簡

素化する。海南が国外遊覧船に対して水域

一時開放審査批准試行を行うことを許可す

る。海南省-香港・マカオ遊覧船自由船行を

実施する。一流の国際旅行衛生保健センタ

ーを建設し、出入国者に高品質の国際旅行

における医療サービスを提供する。観光業

信用体系の構築を強化する。 

 

（十五）科学技術の国際提携力の強化。南
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繁育种科技开放发展平台。划定特定区域，通

过指定口岸管辖和加强生物安全管理，建设全

球动植物种质资源引进中转基地，探索建立中

转隔离基地（保护区）、检疫中心、种质保存

中心、种源交易中心。推进农业对外合作科技

支撑与人才培训基地建设。引进国际深远海领

域科研机构、高校等前沿科技资源，打造国际

一流的深海科技创新平台。搭建航天科技开发

开放平台，推动商用航天发展和航天国际合作。 

 

 

 

 

 

 

 

五、加快政府职能转变 

（十六）深化机构和行政体制改革。赋予

海南省人民政府更多自主权，科学配置行政资

源，大力转变政府职能，深化“放管服”改革。

探索建立与自贸试验区建设相适应的行政管理

体制。支持自贸试验区探索按照实际需要加大

同类编制资源的统筹使用。深化完善综合行政

执法体制改革。实行包容审慎监管，提高执法

效能。 

 

 

 

 

 

 

（十七）打造国际一流营商环境。借鉴国

际经验，开展营商环境评价，在开办企业、办

理施工许可证、获得电力、登记财产、获得信

贷、保护少数投资者、纳税、跨境贸易、执行

合同和办理破产等方面加大改革力度。推动准

入前和准入后管理措施的有效衔接，实施公平

竞争审查制度，实现各类市场主体依法平等准

入相关行业、领域和业务。加快推行“证照分

离”改革，全面推进“多证合一”改革。简化

外商投资企业设立程序，全面实行外商投资企

业商务备案与工商登记“一口办理”。探索建

立普通注销登记制度和简易注销登记制度相互

配套的市场主体退出制度。 

 

 

 

 

 

 

 

繁品種改良科学技術開放発展プラットフォ

ームを創設する。特定地域を画定し、指定

港湾の管轄および生物の安全管理の強化を

通じて、グローバル動植物遺伝資源受入中

継基地を建設し、中継隔離基地（保護区）・

検疫センター・遺伝資源保存センター・種

子資源取引センターの設立を模索する。農

業体外提携科学技術支援および人材育成基

地の建設を推進する。国際深遠海域科学研

究機構・高等教育機関などの最前線の科学

技術資源を導入し、国際的に一流な深海科

学技術刷新プラットフォームを構築する。

宇宙科学技術開発開放プラットフォームを

設立し、商業目的の宇宙開発および宇宙国

際提携を推進する。 

 

五、政府機能の転換加速 

（十六）機構および行政体制改革の深化。

海南省人民政府にさらに多くの自主権を賦

与し、行政資源を科学的に配置し、政府機

能転換に努め、「放管服（行政簡素化およ

び権限委譲・開放および管理の結合・サー

ビス合理化）」改革を深化させる。自貿試

験区の建設に相応しい行政管理体制の構築

を模索する。自貿試験区が実際のニーズに

応じて同種の作成資源の統一使用を増幅さ

せることを支持する。総合行政法律執行体

制改革を深化・完備する。「包容審慎（寛

容かつ慎重なこと）」監督管理を実行し、

法律執行機能を向上させる。 

 

（十七）国際的に一流のビジネス環境の構

築。国際的経験を参考として、ビジネス環

境の評価を行い、企業の開業・施工許可証

の手続・電力取得・財産登記・融資獲得・

少数投資家の保護・納税・クロスボーダー

貿易・契約執行および破産手続などの方面

において改革度を増大する。参入前および

参入後管理措置の有効な連係を推進し、公

平競争審査制度を実施し、各種市場主体の

法に基づく平等な参入に関わる業種・分野

および業務を実現する。「証照分離（営業

許可証と行政許可の取得手続の切り離し）」

改革の推進を加速させ、「多照合一（複数

の証書の一体化）」改革を全面的に推進す

る。外商投資企業の設立手順を簡素化し、

外商投資企業の商務備案および工商登記の

「ワンストップ手続」を全面的に実行する。

一般抹消登記制度および簡易抹消登記制度

が相互一体化した市場主体撤退制度の構築

を模索する。 



SMBC (CHINA) NEWS No.19-01仮訳 

 10 

 

（十八）深入推进行政管理职能与流程优

化。全面推进行政审批和行政服务标准化。调

整完善省级管理权限下放，推动关联、相近类

别审批事项全链条取消、下放或委托。海南省

人民政府报国务院批准土地征收事项由国务院

授权海南省人民政府批准。推行“极简审批”

改革。精简投资项目准入手续，探索实施先建

后验管理新模式。实行建设项目联合验收，实

现“一口受理”、“两验终验”，推行“函证

结合”、“容缺后补”等改革。清理规范基层

证明，对暂不宜取消的实行清单管理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（十九）全面推行“互联网+政务服务”模

式。整合资源与数据，加快构建一体化互联网

政务服务平台。涉及企业注册登记、年度报告、

项目投资、生产经营、商标专利、资质认定、

税费办理、安全生产等方面的政务服务事项，

最大限度实行网上受理、网上办理、网上反馈。

实施全程电子化登记和电子营业执照管理。围

绕行政管理、司法管理、城市管理、环境保护

等社会治理的热点难点问题，促进人工智能技

术应用，提高社会治理智能化水平。 

 

 

 

 

 

 

（二十）完善知识产权保护和运用体系。

推进知识产权综合执法，建立跨部门、跨区域

的知识产权案件移送、信息通报、配合调查等

机制。支持建立知识产权交易中心，推动知识

产权运营服务体系建设。建立包含行政执法、

仲裁、调解在内的多元化知识产权争端解决与

维权援助机制，探索建立重点产业、重点领域

知识产权快速维权机制。探索建立自贸试验区

专业市场知识产权保护工作机制，完善流通领

域知识产权保护体系。探索建立公允的知识产

权评估机制，完善知识产权质押登记制度、知

识产权质押融资风险分担机制以及方便快捷的

质物处置机制，为扩大以知识产权质押为基础

 

（十八）行政管理機能およびフロー合理化

の深化・推進。行政審査批准および行政サ

ービスの基準化を全面的に推進する。省級

管理権限の委譲を調整・完備し、関連・類

似する分類の審査批准事項は、一掃取消・

委譲あるいは委託する。海南省人民政府が

国務院に報告して批准を受けたうえで、土

地費用徴収事項について国務院が海南省人

民政府に批准を授権する。「極簡審批（審

査批准の最小化）」改革を推進する。投資

プロジェクトの参入手続を簡素化し、「先

建後験（先に設立し後から検査すること）」

管理新モデルの実施を模索する。建設プロ

ジェクトの連合検収を実行し、「ワンスト

ップ受理」・「両験終験（二つの検査と最終

検査）」を実現し、「函証結合（確認状の整

合）」・「容欠後補（不備許容と事後補完）」

などの改革を推進する。基礎的証明を整

理・規範化し、暫時取消に適さない事項に

対して、リスト管理を実行する。 

 

（十九）「インターネット+政務サービス」

モデルの全面的推進。資源およびデータを

整合し、一体型インターネット+政務サービ

スプラットフォームの構築を加速する。企

業の登録登記・年度報告・プロジェクト投

資・生産経営・商標/特許・資質認定・税費

用手続・安全生産などの方面に関わる政務

サービス事項は、オンライン受理・オンラ

イン手続・オンラインフィードバックを最

大限実行する。全過程電子化された登記お

よび電子営業許可証管理を実施する。行政

管理・司法管理・都市管理・環境保護など

の社会統治の関心点・難点・問題点を軸と

して、AI技術の応用を促進し、社会統治の

AI化レベルを引き上げる。 

 

（二十）知的財産権の保護および運用体系

の完備。知的財産権の総合的法律執行を推

進し、部門・区域を跨ぐ知的財産権案件の

移送・情報通報・調査協力などのメカニズ

ムを構築する。知的財産権取引センターを

設立し、知的財産権運営サービス体系の構

築を推進することを支持する。行政法律執

行・仲裁・調停を含めた多元的な知的財産

権紛争解決および権利保護援助メカニズム

を構築し、重点産業・重点分野の知的財産

権迅速権利保護メカニズムの構築を模索す

る。自貿試験区の専門市場知的財産権保護

業務メカニズムを構築し、流通分野の知的
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的融资提供支持。鼓励探索知识产权证券化，

完善知识产权交易体系与交易机制。深化完善

有利于激励创新的知识产权归属制度。搭建便

利化的知识产权公共服务平台，设立知识产权

服务工作站，大力发展知识产权专业服务业。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二十一）提高外国人才工作便利度。为

在自贸试验区工作和创业的外国人才提供出入

境、居留和永久居留便利。支持开展国际人才

管理改革试点，允许外籍技术技能人员按规定

在自贸试验区工作。探索建立与国际接轨的全

球人才招聘制度和吸引外国高技术人才的管理

制度。开辟外国人才绿色通道，深入实施外国

人来华工作许可制度。开展外国高端人才服务

“一卡通”试点，建立住房、子女入学、就医

社保服务通道。 

 

 

 

 

 

六、加强重大风险防控体系和机制建设 

 

（二十二）建立健全事中事后监管制度。

以风险防控为底线，维护国家安全和社会安全。

外商在自贸试验区内投资适用《自由贸易试验

区外商投资国家安全审查试行办法》。自贸试

验区要建立健全以信用监管为核心、与负面清

单管理方式相适应的事中事后监管体系。配合

做好国家安全审查、反垄断审查等相关工作。

制定重大风险防控规划和制度，建立应急响应

机制，协调解决风险防控中的重大问题。完善

社会信用体系，加强信用信息归集共享，推行

企业信息公示，健全守信激励和失信惩戒机制。

推动各部门间依法履职信息联通共享。建立大

数据高效监管模式，加强风险监测分析，建立

完善信用风险分类监管。 

 

 

 

財産権保護体系の完備を模索する。公正な

知的財産権評価メカニズムの構築を模索

し、知的財産による質権設定登記制度・知

的財産権による質権設定融資のリスク分担

メカニズムおよび利便的かつ迅速な質物処

理メカニズムを完備し、知的財産の質権設

定を基礎とする融資提供支援を拡大する。

知的財産権証券化を模索し、知的財産権取

引体系および取引メカニズムを完備するこ

とを奨励する。奨励・刷新に有利となる知

的財産権帰属制度を深化・完備する。利便

的な知的財産権公共サービスプラットフォ

ームを構築し、知的財産権サービスワーク

ステーションを設立し、知的財産権専門サ

ービス業の発展に注力することを奨励す

る。 

 

（二十一）外国人材の就労の利便性の向

上。自貿試験区において就労および創業す

る外国人材に出入国・居留および永住の便

宜を図る。国際人材管理改革試行を行うこ

とを支持し、外国籍の技術技能者が規定に

基づき自貿試験区において就労することを

許可する。国際的に連携したグローバル人

材招聘制度および外国の高技能人材を誘致

する管理制度の構築を模索する。外国人材

優先ルートを開設し、外国人中国就労許可

制度の実施を深化させる。外国ハイレベル

人材サービス「一卡通（ワンカードパス）」

試行を行い、住居・子女就学・医療/社会保

険に関するサービスルートを構築する。 

 

六、重大リスク防止コントロール体系およ

びメカニズム構築の強化 

（二十二）期中・事後監督管理制度の構

築・整備。リスク防止コントロールをボト

ムラインとして、国家安全および社会安全

を保護する。外商の自貿試験区内における

投資は、≪自由貿易試験区外商投資国家安

全審査試行弁法≫を適用する。自貿試験区

は、信用監督管理を核心とする・ネガティ

ブリスト管理方式に相応しい期中・事後監

督管理体系を構築・整備しなければならな

い。国家安全審査・独占禁止審査などの関

連業務の実施に協力する。重大リスク防止

コントロール規則および制度を制定し、応

急対応メカニズムを構築し、リスク防止コ

ントロールにおける重大問題の解決に協力

する。社会信用体系を完備し、信用情報収

集・共有を強化し、企業情報の公示を推進

し、約束遵守の奨励および信用喪失への懲
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（二十三）建立健全贸易风险防控体系。

优化海关监管方式，强化进出境安全准入管理，

完善对国家禁止和限制入境货物、物品的监管，

精准高效打击走私活动。全面落实联合缉私和

统一处理、综合治理的缉私体制。构建自贸试

验区进出境安全风险信息平台。确保进出口货

物的交易真实、合法，防范不法企业借助货物

进出口的便利化措施从事非法融资、非法跨境

资金转移等违法活动。 

 

 

 

 

 

（二十四）建立健全金融风险防控体系。

打好防范化解重大风险攻坚战，有效履行属地

金融监管职责，建立区域金融监管协调机制，

加强对重大风险的识别和对系统性金融风险的

防范，严厉打击洗钱、恐怖融资、逃税等金融

违法犯罪活动，有效防范金融风险。 

 

 

 

 

 

（二十五）加强口岸风险防控。进一步提

升口岸核心能力建设，提高口岸传染病防控水

平。坚决防范对外经贸往来中的生态环境风险，

严格引进种质资源的隔离与监管，严格野生动

植物进口管理，防止生物入侵对海岛生态环境

的破坏。加强口岸动植物疫病疫情监测，形成

多部门协作的疫病疫情和有害生物联防联控局

面。完善人员信息采集管控体系，加强对出入

境核生化等涉恐材料检查力度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、坚持和加强党对自贸试验区建设的全

面领导 

戒メカニズムを整備する。各部門間の法に

基づく職務履行情報の連係共有を推進す

る。ビッグデータによる高効率な監督管理

モデルを構築し、リスクモニタリング分析

を強化し、信用リスク分類監督管理を構

築・完備する。 

 

（二十三）貿易リスク防止コントロール体

系の構築・整備。税関監督管理方式を合理

化し、出入国安全参入管理を強化し、国家

が禁止および制限する貨物・物品の入国に

対する監督管理を完備し、密輸活動を精

確・高効率に取り締まる。連合摘発および

統一処理・総合統治の摘発体制を全面的に

実行する。自貿試験区出入国安全リスク情

報プラットフォームを構築する。輸出入貨

物の取引の真実・合法性を保証し、違法企

業の貨物輸出入の利便的措置による違法な

融資・違法なクロスボーダー資金移動など

の違法活動への従事を防止する。 

 

（二十四）金融リスク防止コントロール体

系の構築・整備。重大リスク防止解決堅塁

攻略戦を適切に講じ、管轄の金融監督管理

の職責を有効に履行し、区域金融監督管理

協力メカニズムを構築し、重大リスクに対

する識別およびシステミック金融リスクに

対する防止を強化し、マネーロンダリン

グ・テロ融資・脱税などの金融違法犯罪活

動を厳重に取り締まり、金融リスクを効果

的に防止する。 

 

（二十五）港湾リスク防止コントロールの

強化。港湾核心能力の構築をさらに引き上

げ、港湾伝染病防止コントロールレベルを

向上させる。対外経済貿易の往来における

生態環境リスクの防止を断行し、遺伝資源

の隔離および監督管理を厳格に導入し、野

生動植物の輸入管理を厳格化し、生物侵入

による海島の生態系破壊を防止する。港湾

の動植物の疫病/疫病発生状況モニタリン

グを強化し、複数の部門が協同する疫病/疫

病発生状況および有害生物の共同防止コン

トロールの枠組みを構築する。人員情報収

集管理コントロール体系を完備し、核兵

器・生物兵器・化学兵器などのテロに関わ

る材料の出入国に対する検査力を強化す

る。 

 

七、党の自貿試験区建設に対する全面的指

導の堅持および強化 
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（二十六）加强党的领导。坚持和加强党

对改革开放的领导。把党的领导贯穿于自贸试

验区建设的全过程，增强“四个意识”，坚定

“四个自信”，自觉维护以习近平同志为核心

的党中央权威和集中统一领导，培育践行社会

主义核心价值观，确保改革开放的社会主义方

向，营造风清气正的良好政治生态。海南省要

用习近平新时代中国特色社会主义思想指导改

革开放，坚持全面从严治党，把党的政治建设

摆在首位，坚决反对腐败、反对“四风”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二十七）强化法制保障。本方案提出的

各项改革政策措施，凡涉及调整现行法律或行

政法规的，经全国人大及其常委会或国务院统

一授权后实施。各有关部门要支持自贸试验区

在各领域深化改革开放试点、加大压力测试、

加强监管、防控风险，做好与相关法律法规立

改废释的衔接，及时解决试点过程中的制度保

障问题。海南省要加强经济特区立法，建立与

试点要求相适应的管理制度，建立公正透明、

体系完备的法制环境。 

 

 

 

 

 

 

（二十八）完善配套政策。完善人才发展

制度，建设高素质专业化干部队伍，全面提升

人才服务水平。加大对水利、港口、机场、公

路、铁路、综合枢纽等重大基础设施建设的支

持力度。落实现有相关税收政策，充分发挥现

有政策的支持促进作用。在其他自由贸易试验

区已经试点可复制的税收政策均可在海南自贸

试验区进行试点，其中促进贸易的选择性征收

关税、其他相关进出口税收等政策在自贸试验

区内的海关特殊监管区域进行试点。自贸试验

区内的海关特殊监管区域的实施范围和税收政

策适用范围维持不变。加快完善军地土地置换

政策。 

 

 

（二十六）党の指導強化。党の改革開放に

対する指導を堅持および強化する。党の指

導を自貿試験区建設の全過程に貫徹させ、

「四つの意識（政治意識・大局意識・核心

意識・一致意識）」を強化し、「四つの自

信（中国の特色ある社会主義思想の自信・

理論の自信・制度の自信・文化の自信）」

を揺るぎないものとして、習近平同志を核

心とする中国共産党中央委員会の権威およ

び集中統一的指導を主体的に維持し、社会

主義の核心的価値観を育成・実践し、改革

開放の社会主義の方向性を保証し、風紀の

正しい良好な政治生態を構築する。海南省

は、「習近平新時代の中国の特色ある社会

主義思想」により改革開放を指導し、全面

的な「従厳治党（厳格な党の支配）」を堅持

し、党の政治構築を筆頭に置き、「腐敗」・「四

風（形式主義、官僚主義、享楽主義、贅沢

主義）」に断固反対する。 

 

（二十七）法的保障の強化。本方案に挙げ

た各改革政策措置で、現行の法律あるいは

行政法規に関わるものはすべて、全国人民

代表大会あるいはその常務委員会もしくは

国務院による統一授権後に実施する。各関

連部門は、自貿試験区の各分野における改

革開放試行の深化・ストレステスト強化・

監督管理強化・リスク防止コントロールを

支持し、関連法律・法規の改定・廃止・解

読との連係を適切に行い、適時、試行過程

における制度保障問題を解決しなければな

らない。海南省は、経済特区の立法を強化

し、要求に相応しい管理制度を構築・試行

し、公正透明・体系完備の法的環境を構築

しなければならない。 

 

（二十八）付帯政策の完備。人材発展制度

を完備し、有能かつ専門的な幹部グループ

を設け、人材サービスレベルを全面的に向

上させる。水利・港湾・空港・道路・鉄道・

総合ターミナルなどの重大インフラの建設

に対する支援度を強化する。既存の関連税

収政策を実行し、既存の政策支援促進能力

分に発揮させる。その他の自由貿易試験区

においてすでに試行しており、複製が可能

な税収政策は、すべて海南自貿試験区にお

いて試行することができ、このうち貿易促

進の税関徴収・その他の輸出入税収などに

関わる選択性政策は、自貿試験区内の税関

特殊監督管理区域において試行する。自貿

試験区内の税関特殊監督管理区域の実施範
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（二十九）加强组织实施。按照党中央、

国务院统一部署，在国务院自由贸易试验区工

作部际联席会议统筹协调下，由海南省完善试

点任务组织实施保障机制，按照总体筹划、分

步实施、率先突破、逐步完善的原则，扎扎实

实推进各项工作。其他自由贸易试验区施行的

政策，凡符合海南发展定位的，海南省均可按

程序报批后在自贸试验区进行试点。各有关部

门要根据海南建设自贸试验区需要，及时向海

南省下放相关管理权限，给予充分的改革自主

权，同时加强指导和服务，共同推进相关体制

机制创新。自贸试验区建设要更好服务和融入

“一带一路”建设、海洋强国、军民融合发展

等国家重大战略。要以防控风险为底线，建立

健全全面风险管理体系和机制，完善风险防控

和处置机制，出台有关政策时，要深入论证、

严格把关，成熟一项，推出一项，实现区域稳

定安全高效运行。要坚持高标准高质量建设自

贸试验区，落实好各项改革试点任务，真正把

自贸试验区建设成为全面深化改革开放的新高

地。重大事项及时向党中央、国务院请示报告。 

囲および税収政策の適用範囲は、不変を維

持し、軍用地-土地置換政策の完備を加速す

る。 

 

（二十九）組織的実施の強化。中国共産党

中央委員会・国務院の統一手配に基づき、

国務院自由貿易試験区業務部連席会議にお

ける統一協調の下、海南省が試行任務の組

織的実施保障メカニズムを完備し、全体計

画・段階的実施・率先的突破・段階的完備

の原則に基づき、各業務を着実に推進する。

その他の自由貿易試験区が施行している政

策はすべて、海南発展の位置付けに適合す

る場合、海南省が手順に基づき報告のうえ

批准を受けた後、自貿試験区おいて試行す

ることができる。各関連部門は、海南の自

貿試験区建設ニーズに基づき、適時、海南

省に関連する管理権限を委譲し、充分な改

革自主権を賦与すると同時に指導およびサ

ービスを強化し、関連体制メカニズムの刷

新を共同で推進しなければならない。自貿

試験区の建設は、「一帯一路」建設・海洋強

国・「軍民融合（民間技術の軍事転用など軍

事・民間の融合化）」発展などの国家の重大

戦略にさらに適切に奉仕および融合しなけ

ればならない。リスク防止コントロールを

ボトムラインとして、全面的リスク管理体

系およびメカニズムを構築・整備し、リス

ク防止コントロールおよび処理メカニズム

を完備し、関連政策を公布する際は、論証

の掘下げ・厳格な検査を行い、条件が整い

次第、順次発表し、地域の安定・安全・高

効率な運営を実現させなければならない。

高基準・高品質な自貿試験区建設を堅持し、

各改革試行の任務を適切に実行し、自貿試

験区建設を改革開放の全面的深化の新たな

重要拠点にしなければならない。重大事項

は、速やかに中国共産党中央委員会・国務

院に報告して指示を仰がなければならな

い。 

 


