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国务院关于印发 ６ 个新设
自由贸易试验区总体方案的通知
国发〔２０１９〕１６ 号

国務院：6 ヶ所の新設自由貿易試験区
総体方案の印刷・公布に関する通知
国発[2019]16号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、 各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各部委員
各直属机构：
会・各直属機構：
现将《中国（山东）自由贸易试验区总体方案》、
《中国（江苏）自由贸易试验区总体方案》
、
《中国
（广西）自由贸易试验区总体方案》
、
《中国（河北）
自由贸易试验区总体方案》
、
《中国（云南）自由贸
易试验区总体方案》
、
《中国（黑龙江）自由贸易试
验区总体方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

ここに≪中国(山東)自由貿易試験区総体方案≫・
≪中国(江蘇)自由貿易試験区総体方案≫・≪中国
(広西)自由貿易試験区総体方案≫・≪中国(河北)自
由貿易試験区総体方案≫・≪中国(雲南)自由貿易試
験区総体方案≫・≪中国(黒龍江)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
2019 年 8 月 2 日

国务院
２０１９ 年 ８ 月 ２ 日
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中国（山东）自由贸易试验区总体方案

中国(山東)自由貿易試験区総体方案

建立中国（山东）自由贸易试验区（以下简称
中国(山東)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的战略举措。为高标准高质 た重大な政策決定であり、新たな時代において改
量建设自贸试验区，制定本方案。
革・開放を推進する戦略措置である。ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設するた
め、本方案を制定する。
一、总体要求
（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届
二中、三中全会精神，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，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，以供给侧结构性改革为主线，主动服务和融入
国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局，
解放思想、大胆创新，把自贸试验区建设成为新时
代改革开放的新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。習近平による新時代の中国の
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、「五位一体（経済・政治・
文化・社会・生態文明の構築）」の総合的配置の
統一計画的推進および「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、「穏中求進」業務
の全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハ
イクオリティな発展を堅持し、サプライサイド構
造改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に
奉仕および融合し、対外開放の全体戦略・配置に
さらに適切に奉仕し、思想解放・大胆な刷新を行
い、自貿試験区建設を改革開放の新たな重要拠点
とする。

（二）战略定位及发展目标。以制度创新为核
心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关
于增强经济社会发展创新力、转变经济发展方式、
建设海洋强国的要求，加快推进新旧发展动能接续
转换、发展海洋经济，形成对外开放新高地。经过
三至五年改革探索，对标国际先进规则，形成更多
有国际竞争力的制度创新成果，推动经济发展质量
变革、效率变革、动力变革，努力建成贸易投资便
利、金融服务完善、监管安全高效、辐射带动作用
突出的高标准高质量自由贸易园区。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。制度刷
新を核心とし、複製可能・普及可能を基本的要求
として、中央の経済社会発展の刷新力強化・経済
発展方式の転換・海洋強国建設に関する要求を全
面的に実行し、新旧発展エネルギーの持続的転
換・海洋経済の発展の推進を加速させ、対外開放
の新たな重要拠点を構築する。3〜5 年の改革の模
索を経て、国際的かつ先進的なルールをベンチマ
ークとして、さらに高い国際競争力を有する制
度・刷新的成果を築き、経済発展の品質・効率・
エネルギーの変革を推進し、利便的な貿易投資・
完備された金融サービス・安全かつ高効率な監督
管理・突出した輻射および連動効果のハイレベ
ル・ハイクオリティな自由貿易地域の構築に努め
る。

二、区位布局
（一）实施范围。自贸试验区的实施范围
１１９．９８ 平方公里，涵盖三个片区：济南片区 ３７．９９
平方公里，青岛片区 ５２ 平方公里（含青岛前湾保
税港区 ９．１２ 平方公里、
青岛西海岸综合保税区 ２．０１
平方公里）
，烟台片区 ２９．９９ 平方公里（含烟台保
税港区区块二 ２．２６ 平方公里）
。
自贸试验区土地开发利用须遵守土地利用、生
态环境保护、城乡规划法律法规，符合土地利用总
体规划和城乡规划，并符合节约集约用地的有关要

二、立地・配置
（一）実施範囲。自貿試験区の実施範囲は、
119.98 ㎢であり、3 エリアを包含する：済南エリ
ア 37.99 ㎢、青島エリア 52 ㎢（青島前湾保税港
区 9.12 ㎢・青島西海岸総合保税区 2.01 ㎢を含
む）、煙台エリア 29.99 ㎢（煙台保税港区ブロッ
ク 2 の 2.26 ㎢を含む）とする。
自貿試験区の土地の開発・利用は、土地利用・
生態環境保護・都市農村計画の法律・法規を必ず
遵守し、土地利用全体計画および都市農村計画に
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求；涉及海洋的，须符合《中华人民共和国海域使
用管理法》
、
《中华人民共和国海洋环境保护法》等
法律法规有关规定。

合致しており、併せて用地節約・集約の関連要求
に合致していなければならない；海洋に関わる場
合、≪中華人民共和国海域使用管理法≫・≪中華
人民共和国海洋環境保護法≫などの法律・法規の
関連規定に必ず合致していないければならない。

（二）功能划分。济南片区重点发展人工智能、
产业金融、医疗康养、文化产业、信息技术等产业，
开展开放型经济新体制综合试点试验，建设全国重
要的区域性经济中心、物流中心和科技创新中心；
青岛片区重点发展现代海洋、国际贸易、航运物流、
现代金融、先进制造等产业，打造东北亚国际航运
枢纽、东部沿海重要的创新中心、海洋经济发展示
范区，助力青岛打造我国沿海重要中心城市；烟台
片区重点发展高端装备制造、新材料、新一代信息
技术、节能环保、生物医药和生产性服务业，打造
中韩贸易和投资合作先行区、海洋智能制造基地、
国家科技成果和国际技术转移转化示范区。

（二）機能区分。済南エリアは、人口知能・産
業金融・医療/ヘルスリテラシー・文化産業・IT
などの産業を重点的に発展させ、開放型経済の新
体制総合試行・テストを行い、全国的に重要な地
域経済センター・物流センターおよび科学技術刷
新センターを構築する；青島エリアは、現代海
洋・国際貿易・水上運輸物流・現代金融・先進製
造などの産業を重点的に発展させ、北東アジア国
際水上運輸ターミナル・東部沿海の重要刷新セン
ター・海洋経済発展モデル区を構築し、青島の中
国沿海重要中心都市の構築に助力する；煙台エリ
アは、ハイテク装備製造・新材料・次世代 IT 技
術・省エネ/環境保護・バイオ医薬および生産性
サービス業を重点的に発展させ、中韓貿易および
投資協力先行区・海洋スマート製造基地・国家科
学技術成果および国際技術移転転化モデル区を
構築する。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
１．打造国际一流营商环境。深化商事制度改
革，推进“证照分离”改革全覆盖。山东省能够下
放的经济社会管理权限全部下放给自贸试验区。推
行“极简审批”
、
“不见面审批（服务）
”
，深化“一
次办好”改革。全面开展工程建设项目审批制度改
革。应用人工智能技术，提高社会治理水平。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。强化竞争政策的基础性地
位。配合做好外商投资安全审查工作。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1.国際的に一流のビジネス環境の構築。商事制
度改革を深化させ、「証照分離（営業許可証と行
政許可の取得手続の切り離し）」改革のカバー率
100％を推進する。山東省の委譲可能な経済社会
の管理権限は、すべて自貿試験区に委譲する。
「審
査批准の最小化」「オンライン審査批准（サービ
ス）」を推進し、
「一括手続」改革を深化させる。
工事建設プロジェクト審査批准制度改革を全面
的に実施する。人工知能技術を応用し、社会統治
レベルを引き上げる。信用に基づく監督管理を核
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・整備する。政策の
基幹的ポジションに対する競争力を強化する。外
商投資に対する安全審査業務の適切な実施に協
力する。

（二）深化投资领域改革。
２．深入推进投资自由化便利化。全面落实外商
投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。探索建
立外商投资信息报告制度。支持外商投资企业参与
氢能源汽车标准制定。支持外商独资设立经营性教
育培训和职业技能培训机构。支持外商投资设立航
空运输销售代理企业。统一内外资人才中介机构投
资者资质要求，由自贸试验区管理机构负责审批，
报省级人力资源社会保障部门备案。允许注册在自
贸试验区内的符合条件的外资旅行社从事除台湾

(二)投資分野の改革の深化。
2.投資自由化・利便化の深化・推進。外商投資
に対する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。外商投
資情報報告制度の構築を模索する。外商投資企業
が水素自動車の基準制定に参与することを支持
する。外商独資による経営性教育研修および職業
技能トレーニング機関の設立を支持する。外商投
資が航空運輸販売代理企業を設立することを支
持する。内外資人材仲介機構の投資者の資質に対
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地区以外的出境旅游业务。

する要求を統一し、自貿試験区管理機構が審査批
准の責を負い、省級人力資源社会保障部門に報
告・備案する。自貿試験区内に登録する条件に合
致する外資旅行会社が台湾地区以外のアウトバ
ウンド観光業務に従事することを許可する。

３．完善投资促进和保护机制。建立健全外商投
资服务体系，完善外商投资促进、项目跟踪服务和
投诉工作机制。鼓励自贸试验区在法定权限内制定
外商投资促进政策。试点建设面向中小企业的双向
投资促进公共服务平台。完善企业“走出去”综合
服务体系。支持“走出去”企业以境外资产和股权、
采矿权等权益为抵押获得贷款。

3.投資促進および保護メカニズムの完備。外商
投資サービス体系を構築・整備し、外商投資の促
進・プロジェクト追跡サービスおよびクレームの
業務メカニズムを完備する。自貿試験区が法定の
権限内において外商投資促進政策を制定するこ
とを奨励する。中小企業向け双方向投資促進公共
サービスプラットフォーム構築を試行する。企業
の「対外進出」総合サービス体系を完備する。
「対
外進出」企業が国外資産および持分・採鉱権など
の権益の抵当設定により借入を取得することを
支持する。

（三）推动贸易转型升级。

（三）貿易モデルチェンジ・アップグレードの
推進。
4.貿易利便化レベルの向上。食品・農産物など
の検査検疫およびトレース基準の国際相互承認
メカニズムを模索し、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。輸出貨物特
許紛争担保通関方式を刷新する。中継貿易の発展
に注力する。国内外の貨物の中継・混載および国
際仕分け・配送業務を集中的に行う。税関特殊監
督管理区域において貨物状態に応じた分類監督
管理を全面的に実施する。自貿試験区の税関特殊
監督管理区域内に登録するファイナンスリース
企業が航空機・船舶・海洋エンジニアリング構造
物などの大型設備の輸出入が税関監督管理区域
に関わる場合について、有効な監督管理を保証お
よび現行の税収政策を執行するとの前提の下、税
関異地委託監督管理を実行する。法律・法規に別
の規定がある場合を除き、自貿試験区の税関特殊
監督管理区域内の企業が貿易仲介および代理に
従事する場合の経営許可の取消あるいは備案へ
の変更を模索する。国家の環境保護の要求に合致
して輸入が許可されている高付加価値の NC 工作
機械・エンジニアリング設備・電子機器・通信設
備などの中古電子設備の輸入・加工後の再輸出に
対して、税関は通関の便宜を図る。自貿試験区の
条件に合致するエリアにおける総合保税区の設
立を支持する。

４．提升贸易便利化水平。探索食品农产品等检
验检疫和追溯标准国际互认机制，扩大第三方检验
结果采信商品和机构范围。创新出口货物专利纠纷
担保放行方式。大力发展过境贸易。集中开展境内
外货物中转、集拼和国际分拨配送业务。在海关特
殊监管区域全面实施货物状态分类监管。对注册在
自贸试验区海关特殊监管区域内的融资租赁企业
进出口飞机、船舶、海洋工程结构物等大型设备涉
及跨关区的，在确保有效监管和执行现行税收政策
的前提下，实行海关异地委托监管。探索取消自贸
试验区海关特殊监管区域内企业从事贸易经纪与
代理的经营许可或改为备案，法律法规另有规定的
除外。对符合国家环保要求允许进口的高附加值数
控机床、工程设备、电子设备、通信设备等旧机电
设备的进口、加工后再出口，海关给予通关便利。
支持在自贸试验区符合条件的片区设立综合保税
区。

５．培育贸易新业态新模式。支持自贸试验区内
企业开展跨境电商进出口业务，逐步实现自贸试验
区内综合保税区依法依规全面适用跨境电商零售
进口政策。在风险可控、依法依规前提下，积极开
展飞机零部件循环再制造。支持自贸试验区的汽车
整车进口口岸建设。支持青岛片区适时增加汽车平

5.貿易新業態・新モデルの育成。自貿試験区内
の企業がクロスボーダー電子商取引輸出入業務
を行い、自貿試験区内の総合保税区のクロスボー
ダー電子商取引小売輸入政策の法に基づき規定
に従った全面的活用を段階的に実現することを
支持する。リスクコントロール可能・法に基づき
3
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行进口试点企业数量。加快发展数字化贸易。促进
文物及文化艺术品在自贸试验区内综合保税区存
储、展示等。

規定に従うとの前提の下、航空機部品のリサイク
ル・再製造を積極的に行う。自貿試験区の自動車
完成車輸入港湾の建設を支持する。青島エリアが
自動車並行輸入試行企業数を適時増加させるこ
とを支持する。デジタル貿易の発展を加速する。
文化財および文化芸術品の自貿試験区内の総合
保税区における保管・展示などを促進する。

６．持续优化贸易结构。根据石油天然气体制改
革进程和产业需要，研究赋予自贸试验区内符合条
件的企业原油进口资质。允许自贸试验区内注册企
业开展不同税号下保税油品混兑调和。支持具备相
关资质的船舶供油企业开展国际航行船舶保税油
供应业务。支持依托现有交易场所依法依规开展棉
花等大宗商品交易。支持设立食品农产品进口指定
监管作业场地，打造食品农产品、葡萄酒进出口集
散中心。对海关特殊监管区域外有条件企业开展高
附加值、高技术含量、符合环保要求的“两头在外”
检测、维修和再制造业态实行保税监管。

6.貿易構造最適化の継続。石油天然ガス体制改
革の進捗および産業ニーズに基づき、自貿試験区
内の条件に合致する企業への原油輸入資質の付
与を研究する。自貿試験区内の登録企業が異なる
税目番号にて保税石油製品の混合を行うことを
許可する。関連資質を有する船舶給油企業が国際
運行船舶保税給油業務を行うことを支持する。既
存の取引場所により法に基づき規定に従った綿
花などのコモディティ取引の実施を支持する。食
品農産物輸入指定監督管理作業場所の設立、食品
/農産物・ワイン輸出入ディストリビューション
センターの構築を支持する。税関特殊監督管理区
域外の条件に合致する企業が行う高付加価値・ハ
イテクかつ環境保護の要求に合致している「両頭
在外（取引の双方が区域外なこと）」の検査・メ
ンテナンスおよび再生業の業態に対して保税監
督管理を実行する。

（四）深化金融领域开放创新。
７．扩大人民币跨境使用。探索通过人民币资本
项下输出贸易项下回流方式，重点推动贸易和投资
领域的人民币跨境使用。支持符合条件的跨国公司
按规定开展跨境人民币资金池业务。支持自贸试验
区内银行按规定发放境外人民币贷款。探索自贸试
验区内金融机构按规定开展跨境资产转让等业务
时使用人民币计价结算，并纳入全口径跨境融资宏
观审慎管理。

（四）金融分野の開放・刷新の深化。
7.人民元のクロスボーダー利用の拡大。人民元
資本項目における輸出貿易還流方式を通じて、貿
易および投資分野の人民元クロスボーダー利用
の重点的な推進を模索する。条件に合致する多国
籍企業が規定に基づきクロスボーダー人民元プ
ーリング業務を行うことを支持する。自貿試験区
内の銀行が規定に基づき対外人民元貸付を実行
することを支持する。自貿試験区内の金融機関に
よる規定に基づくクロスボーダー資産譲渡など
の業務を行う際の人民元建て決済、全口径クロス
ボーダーマクロプルーデンス管理への組み入れ
を模索する。

８．促进跨境投融资便利化。开展资本项目收入
支付便利化改革试点。自贸试验区内货物贸易外汇
管理分类等级为 Ａ 类的企业货物贸易收入可直接进
入经常项目结算账户。研究开展合格境内有限合伙
人（ＱＤＬＰ）试点工作。支持在自贸试验区依法依规
设立外商投资金融机构。探索设立专业从事境内股
权投资类基金公司。支持外资股权投资管理机构、
外资创业投资管理机构在自贸试验区发起管理人
民币股权投资和创业投资基金。

8.クロスボーダー投融資の利便化の促進。資本
項目収入支払利便化改革試行を行う。自貿試験区
内の貨物貿易外貨管理分類等級がA類の企業の貨
物貿易収入は、経常項目決済口座に直接入金する
ことができる。適格国内有限責任組合（QDLP）試
行業務の実施を研究する。自貿試験区内の法に基
づき規定に従う外商投資金融機関の設立を支持
する。国内持分投資類ファンドに専門的に従事す
る会社の設立を模索する。外資持分投資管理機
構・外資ベンチャー投資管理機構が自貿試験区に
おいて人民元持分投資およびベンチャー投資フ
ァンドを発起・管理することを支持する。
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９．探索实施金融创新。在严格监管前提下审慎
有序进行金融综合经营试点。支持本地法人银行开
展股债联动业务试点。探索发展私募股权投资二级
交易基金。鼓励创新知识产权保险业务，开展基金
管理服务专项改革创新。支持自贸试验区内保险法
人机构依法依规开展境外投资。支持符合条件的融
资租赁公司在自贸试验区内设立专业子公司。根据
期货保税交割业务需要，允许拓展仓单质押融资功
能，推动完善仓单质押融资所涉及的仓单确权等工
作。加强对重大风险的识别和系统性金融风险的防
范。强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作。

9.金融イノベーション実施の模索。厳格な監督
管理を前提として、金融総合経営の試行を慎重か
つ秩序立って行う。当地の法人銀行の株券債券連
動業務試行の実施を支持する。プライベート・エ
クイティ・セカンダリー取引ファンドの発展を模
索する。知的財産権保険業務の刷新、ファンド管
理サービス特別改革の刷新実施を奨励する。自貿
試験区内の保険法人機関が法に基づき規定に従
い国外投資を行うことを支持する。条件に合致す
るファイナンスリース会社が自貿試験区内にお
いて専門子会社を設立することを支持する。先物
保税受渡業務のニーズに応じて、倉庫証券質権設
定融資の機能を拡張し、倉庫証券質権設定融資に
関わる倉庫証券の権利確認などの業務を推進・完
備することを許可する。重大リスクの識別および
システミックリスクの防止を強化する。アンチマ
ネーロンダリング・アンチテロ融資・反脱税業務
を強化する。

（五）推动创新驱动发展。
１０．加强创新能力建设。支持建设海外创新孵
化中心、海外人才离岸创新创业基地等创新平台。
支持企业联合金融机构、高校、科研院所建设产业
创新平台。支持建设山东产业技术研究院。鼓励外
国著名高校来华开展合作办学。推动双元制职业教
育发展，设立智能制造技师学院。支持青岛片区开
展高水平中德合作办学。

（五）イノベーション主導型発展の推進。
10.イノベーション能力の構築強化。海外イン
キュベーションセンター・海外人材オフショア刷
新創業基地などのイノベーションプラットフォ
ームの構築を支持する。企業が金融機関・高等教
育機関・科学研究所と連合で産業イノベーション
プラットフォームを構築することを支持する。山
東産業技術研究院の建設を支持する。外国の著名
な高等教育機関が中国において提携による学校
運営を行うことを奨励する。デュアルシステム職
業訓練の発展を推進し、スマート製造エンジニア
学院を設立する。青島エリアがハイレベルな中国
−ドイツの提携による学校運営を行うことを支
持する。

１１．推进医疗医药行业发展。在相关制度安排
框架下，允许港澳服务提供者按规定设立独资医疗
机构。支持整形美容、先进医疗技术研发和孵化等
行业发展。自贸试验区内医疗机构可按有关规定开
展干细胞临床前沿医疗技术研究。加快创新药品审
批上市，对抗癌药、罕见病用药等临床急需创新药
品实施优先审评审批。优化生物医药全球协同研发
试验用特殊物品的检疫查验流程。开展医疗器械注
册人制度试点，允许自贸试验区内医疗器械注册人
委托山东省医疗器械生产企业生产产品。允许引入
和创建国际医学组织，承办国际医学会议。给予医
疗人才、先进医疗技术优先准入。鼓励在符合条件
的人员在医疗机构提供中医治未病服务、医疗机构
中医治未病专职医师职称晋升等方面先行先试。

11.医療医薬業界の発展推進。関連制度計画の
枠組みの下、香港・マカオのサービス提供者が規
定に基づき独資医療機関を設立することを許可
する。美容整形・先進医療技術の研究開発および
インキュベーションなどの業界の発展を支持す
る。自貿試験区内の医療機関は、関連規定に基づ
き幹細胞の臨床最先端医療技術の研究を行うこ
とができる。刷新的な薬品の市場流通化に関する
審査批准を加速し、抗癌剤・希少疾患の薬品など
の臨床かつ至急必要な刷新的薬品対して優先的
な審査評価・審査批准を実施する。バイオ医薬の
国際共同研究開発の試験用特殊品の検疫検査フ
ローを最適化する。医療機器登録者制度の試行を
行い、自貿試験区内の医療機器登録者が山東省の
医療機器生産企業に製品の生産を委託すること
を許可する。国際的な医学組織の誘致および創
設、国際医学会議開催の引き受けを許可する。医
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療人材・先進医療技術は優先的に参入させる。条
件に合致する人員の医療機関における中国医学
による未病の治療サービス提供・医療機関の中国
医学による未病治療専門医師の職階の昇格など
の方面の先行先試を奨励する。
１２．健全知识产权保护和运用体系。建立知识
产权争端解决与快速维权机制。支持建立知识产权
运营中心。完善知识产权评估机制、质押融资风险
分担机制和方便快捷的质物处置机制。探索人才和
技术资本化评估机制，实现知识产权可作价、成果
转化能估价、人才团队有身价。放宽对专利代理机
构股东和合伙人的条件限制。

12.知的財産権の保護および運用体系の整備。
知的財産権紛争解決および迅速権利保護メカニ
ズムを構築する。知的財産権運営センターの設立
を支持する。知的財産権評価メカニズム・質権設
定による融資リスク分担メカニズムおよび利便
的かつ迅速な質権設定物処理メカニズムを完備
する。人材および技術資本化評価メカニズムを模
索し、知的財産権の査定可能・成果転化の見積り
可能・人材/団体の社会的地位向上を実現する。
特許代理機構の株主およびパートナーに対する
条件・制限を緩和する。

１３．优化外籍及港澳台人才发展环境。支持港
澳台专业人才和符合条件的外籍专业人才到自贸
试验区工作。进一步为来自贸试验区开展商务、旅
游等活动的外国人提供入出境便利。开展外国高端
人才服务“一卡通”试点。在国际会议、对外邀请、
使节来访等需审核审批事项上，建立外事审核审批
直通车制度。

13.外国籍および香港・マカオ・台湾の人材の
発展環境の最適化。香港・マカオ・台湾の専門家
および条件に合致する外国籍の専門家が自貿試
験区において就労することを支持する。自貿試験
区においてビジネス・観光などの活動を行う外国
人にさらに出入国の便宜を図る。国外ハイレベル
人材サービス「ワンカードパス」試行を行う。国
際会議・国外からの招聘・使節団来訪などの審査
批准が必要な事項において、渉外事務審査批准直
通制度を構築する。

（六）高质量发展海洋经济。
１４．加快发展海洋特色产业。建设东北亚水产
品加工及贸易中心。推进海洋工程装备研究院及重
大研发、试验验证平台和智慧码头建设，发展涉海
装备研发制造、维修、服务等产业。支持探索建设
现代化海洋种业资源引进中转基地，加快优质水产
苗种的检疫准入。优化海洋生物种质及其生物制品
进口许可程序，加强海洋生物种质和基因资源研究
及产业应用。推进国家海洋药物中试基地、蓝色药
库研发生产基地建设，将海洋药物按规定纳入国家
医保目录。支持自贸试验区内有条件的金融机构提
供各类涉海金融服务。

（六）海洋経済のハイクオリティな発展。
14.海洋特色産業の発展加速。北東アジア水産
品加工および貿易センターを建設する。海洋エン
ジニアリング設備研究院および重大研究開発・試
験検証プラットフォームおよびスマート港湾の
構築を推進し、海洋関連設備の研究開発/製造・
メンテナンス・サービスなどの産業を発展させ
る。現代化された海洋種子資源導入中継基地構築
の模索を支持し、良質な水産種苗の検疫入国を迅
速化する。海洋生物の遺伝形質およびその生物学
的製品の輸入許可手順を最適化し、海洋生物遺伝
子および遺伝資源の研究および産業への応用を
強化する。国家海洋薬品パイロット試験基地・海
洋薬品研究生産基地の建設を推進し、海洋薬品を
規定に基づき国家医療保険目録に組み入れる。自
貿試験区内の条件を有する金融機関が各種海洋
関連金融サービスを提供することを支持する。

１５．提升海洋国际合作水平。发挥东亚海洋合
作平台作用，区内区外联动，深化开放合作。支持
涉海高校、科研院所、国家实验室、企业与国内外
机构共建海洋实验室和海洋研究中心。支持国际海
洋组织在山东省设立分支机构。搭建国际海洋基因

15.海洋国際協力レベルの向上。東アジア海洋
協力プラットフォームの役割を発揮し、区内およ
び区外で連動し、開放・協力を深化させる。海洋
関連の高等教育機関・科学研究所・国家の実験
所・企業が国内外の機構と海洋実験所および海洋
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组学联盟，开展全球海洋生物基因测序服务。支持
涉海企业参与国际标准制定。

研究センターを共同で構築することを支持する。
国際海洋組織が山東省において分支機構を設立
することを支持する。国際海洋ゲノミクス連盟を
組織し、グローバル海洋生物DNAシークエンシン
グサービスを行う。海洋関連企業が国際基準の制
定に参与することを支持する。

１６．提升航运服务能力。建设航运大数据综合
信息平台。探索依托现有交易场所依法依规开展船
舶等航运要素交易。支持青岛国际海洋产权交易中
心试点开展国际范围船舶交易。支持设立国际中转
集拼货物多功能集拼仓库。逐步开放中国籍国际航
行船舶入级检验。支持开展外籍邮轮船舶维修业
务。发挥港口功能优势，建立以“一单制”为核心
的多式联运服务体系，完善山东省中欧班列运营平
台，构建东联日韩、西接欧亚大陆的东西互联互通
大通道。加强自贸试验区与海港、空港联动，推进
海陆空邮协同发展。

16.水上運輸サービス能力の向上。水上運輸ビ
ッグデータ総合情報プラットフォームを構築す
る。既存の取引場所により法に基づき規定に従い
船舶などの水上運輸の要素の取引の実施を模索
する。青島国際海洋財産権取引センターが国際範
囲の船舶取引の試行的に実施することを支持す
る。国際中継混載貨物の多機能混載倉庫の設立を
支持する。中国籍国際運行船舶の船級検査を段階
的に開放する。外国籍の大型定期船の船舶メンテ
ナンス業務の実施を支持する。港湾機能の優位性
を発揮し、「一単制（一種の指示書のみで全行程
が可能なこと）」を核心とする複合一貫輸送サー
ビス体系を構築し、山東省の中国−欧州貨物列車
運営プラットフォームを完備し、東側は日本・韓
国、西側はユーラシア大陸で東西を相互に結ぶ大
ルートを構築する。自貿試験区の海港・空港との
連動を強化し、海路・陸路・空路の輸送における
共同発展を推進する。

（七）深化中日韩区域经济合作。
１７．探索三国地方经济合作。强化优势互补，
探索共同开拓第三方市场。高标准建设中韩（烟台）
产业园，创新“两国双园”合作模式。支持合作建
设医养健康中心。推动建立国际化科技成果转移转
化平台。支持依规开展人民币海外基金业务。允许
国外交易所在自贸试验区内设立办事机构。

（七）中国・日本・韓国地域の経済協力の深化
17.三国の地域経済協力の模索。優位性の相互
補完を強化し、第三国市場の共同開拓を模索す
る。中韓（煙台）産業園をハイレベルに建設し、
「両国双園（両国の二つの産業園」協力モデルを
刷新する。医療介護ヘルスケアセンターの共同建
設を支持する。国際的科学技術成果の移転転化プ
ラットフォームの構築を推進する。規定に従った
人民元国外ファンド業務の実施を支持する。国外
の取引所が自貿試験区内において事務機関を設
立することを許可する。

１８．推进区域合作交流便利化。加强中日、中
韩海关间“经认证的经营者（ＡＥＯ）
”互认合作，构
建信息互换、监管互认、执法互助以及检验检疫、
标准计量等方面高效顺畅的合作机制。与日本、韩
国合作确定鲜活农副产品目录清单，加快开通快速
通关绿色通道。创新自由贸易协定缔约方之间班轮
卫生检疫“电讯申报、无疫通行”监管模式。

18.地域協力・交流の利便化推進。中国‐日本・
中国‐韓国の税関間の「認定事業者（AEO）
」相互
承認による協力を強化し、情報交換・監督管理の
相互承認・法律執行の相互援助および検査検疫・
基準測定などの方面における高効率かつスムー
スな協力メカニズムを構築する。日本・韓国と協
力して生鮮農業副産物目録リストを確定し、迅速
通関優先ルートの開設を加速する。自由貿易協定
締結側との間の定期船の衛生検疫は、「電信申
告・検疫無の通関許可」監督管理モデルを刷新す
る。

四、保障机制
坚持和加强党对改革开放的领导，把党的领导

四、保障メカニズム
中国共産党の改革・開放に対する指導を堅持お
7

SMBC (CHINA) NEWS No.19‑27 仮訳
よび強化し、中国共産党の指導を自貿試験区建設
の全プロセスに一貫させる。ボトムラインシンキ
ングおよび危機意識を強化し、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、地域の安
定・安全・高効率な運営を実現し、国家の安全お
よび社会の安全を適切に保護する。国務院自由貿
易試験区業務部間連席会議における統一計画的
協調の下、地方および部門の積極性を充分に発揮
し、各改革試行の任務を適切に実行し、ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設する。山
東省は、業務メカニズムを完備し、簡潔かつ高効
率・権限および責任が明瞭な自貿試験区管理体制
を構築し、人材育成を強化し、素質の高い管理グ
ループを構築しなければならない；地方立法を強
化し、公正かつ透明・体系が完備された法治環境
を構築しなければならない。自貿試験区の各エリ
アは、業務を綿密に行い、制度を実際に実行し、
厳格に監督管理し、厳格に紀律を執行かつ法律を
執行しなければならない。各関連部門は、適時、
関連管理権限を委譲し、充分な改革の自主権を与
えなければならない。本方案にて挙げた各改革政
策措置が現行の法律あるいは行政法規の調整に
関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。重大
事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務院に
報告し指示を仰がなければならない。

贯穿于自贸试验区建设的全过程。强化底线思维和
风险意识，完善风险防控和处置机制，实现区域稳
定安全高效运行，切实维护国家安全和社会安全。
在国务院自由贸易试验区工作部际联席会议统筹
协调下，充分发挥地方和部门积极性，抓好各项改
革试点任务落实，高标准高质量建设自贸试验区。
山东省要完善工作机制，构建精简高效、权责明晰
的自贸试验区管理体制，加强人才培养，打造高素
质管理队伍；要加强地方立法，建立公正透明、体
系完备的法治环境。自贸试验区各片区要把工作做
细，制度做实，严格监督，严格执纪执法。各有关
部门要及时下放相关管理权限，给予充分的改革自
主权。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，按规定程序办理。重大
事项及时向党中央、国务院请示报告。
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中国（江苏）自由贸易试验区总体方案

中国(江蘇)自由貿易試験区総体方案

建立中国（江苏）自由贸易试验区（以下简称
中国(江蘇)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的战略举措。为高标准高质 た重大な政策決定であり、新たな時代において改
量建设自贸试验区，制定本方案。
革・開放を推進する戦略措置である。高基準・高
品質な自貿試験区を建設するため、本方案を制定
する。
一、总体要求
（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届
二中、三中全会精神，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，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，以供给侧结构性改革为主线，主动服务和融入
国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局，
解放思想、大胆创新，把自贸试验区建设成为新时
代改革开放的新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。習近平による新時代の中国の
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、「五位一体（経済・政治・
文化・社会・生態文明の構築）」の総合的配置の
統一計画的推進および「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、「穏中求進」業務
の全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハ
イクオリティな発展を堅持し、サプライサイド構
造改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に
奉仕および融合し、対外開放の全体戦略・配置に
さらに適切に奉仕し、思想解放・大胆な刷新を行
い、自貿試験区建設を改革開放の新たな重要拠点
とする。

（二）战略定位及发展目标。以制度创新为核
心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关
于深化产业结构调整、深入实施创新驱动发展战略
的要求，推动全方位高水平对外开放，加快“一带
一路”交汇点建设，着力打造开放型经济发展先行
区、实体经济创新发展和产业转型升级示范区。经
过三至五年改革探索，对标国际先进规则，形成更
多有国际竞争力的制度创新成果，推动经济发展质
量变革、效率变革、动力变革，努力建成贸易投资
便利、高端产业集聚、金融服务完善、监管安全高
效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园
区。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。制度刷
新を核心とし、複製可能・普及可能を基本的要求
として、中央の産業構造の調整の深化・イノベー
ション主導型発展戦略の深化および実施に関す
る要求を全面的に実行し、全方位かつハイレベル
な対外開放を推進し、「一帯一路」の合流点の構
築を加速させ、開放型経済発展先行区・実体経済
の刷新発展および産業モデルチェンジおよびア
ップグレードモデル区の構築に注力する。3〜5 年
の改革の模索を経て、国際的かつ先進的ルールを
ベンチマークとして、さらに高い国際競争力を有
する制度・刷新的成果を築き、経済発展の品質・
効率・エネルギー変革を推進し、利便的な貿易投
資・完備された金融サービス・ハイエンド産業が
集積・安全かつ高効率な監督管理・突出した輻射
および連動効果のハイレベル・ハイクオリティな
自由貿易地域の構築に努める。

二、区位布局
（一）实施范围。自贸试验区的实施范围
１１９．９７ 平方公里，涵盖三个片区：南京片区 ３９．５５
平方公里，苏州片区 ６０．１５ 平方公里（含苏州工业
园综合保税区 ５．２８ 平方公里）
，连云港片区 ２０．２７
平方公里（含连云港综合保税区 ２．４４ 平方公里）
。
自贸试验区土地开发利用须遵守土地利用、生
态环境保护、城乡规划法律法规，符合土地利用总

二、立地・配置
（一）実施範囲。自貿試験区の実施範囲は、
119.97 ㎢であり、3 エリアを包含する：南京エリ
ア 39.55 ㎢、蘇州エリア 60.15 ㎢（蘇州工業園総
合保税区 5.28 ㎢を含む）、連雲港エリア 20.27
㎢（連雲港総合保税区 2.44 ㎢を含む）とする。
自貿試験区の土地の開発・利用は、土地利用・
生態環境保護・都市農村計画などの法律・法規を
1
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体规划和城乡规划，并符合节约集约用地的有关要
求；涉及海洋的，须符合《中华人民共和国海域使
用管理法》
、
《中华人民共和国海洋环境保护法》等
法律法规有关规定。

必ず遵守し、土地利用全体計画および都市農村計画
に合致しており、併せて用地節約・集約の関連要求
に合致していなければならない；海洋に関わる場
合、必ず≪中華人民共和国海域使用管理法≫・≪中
華人民共和国海洋環境保護法≫などの法律・法規の
関連規定に合致していないければならない。

（二）功能划分。南京片区建设具有国际影响
力的自主创新先导区、现代产业示范区和对外开放
合作重要平台；苏州片区建设世界一流高科技产业
园区，打造全方位开放高地、国际化创新高地、高
端化产业高地、现代化治理高地；连云港片区建设
亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门
户、
“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。

（二）機能区分。南京エリアは、国際影響力を
持つ自主刷新先導区・現代産業モデル区および対
外開放協力重要プラットフォームを構築する；蘇
州エリアは、世界一流のハイテク産業園区を構築
し、全方位かつ開放の重要拠点・国際的イノベー
ションの重要拠点・ハイエンド産業の重要拠点・
現代的統治の重要拠点を構築する；連雲港エリア
は、アジア−ヨーロッパの重要国際交通ターミナ
ル・優良要素を集約した開放ゲート・「一帯一路」
沿線国家（地区）交流協力プラットフォームを構
築する。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
１．打造国际一流营商环境。推进“证照分离”
改革全覆盖，持续推动“多证合一”
。推进“２ 个工
作日内开办企业、３ 个工作日内获得不动产登记、
３０ 个工作日内取得工业建设项目施工许可证”改
革。加强商事审判队伍建设，发展国际商事仲裁、
调解等司法替代性解决机制。强化竞争政策的基础
性地位。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1.国際的に一流のビジネス環境の構築。「証照
分離（営業許可証と行政許可の取得手続の切り離
し）」改革のカバー率 100％を推進し、「多証合
一（複数の証書の一体化）」を持続的に推進する。
「2 営業日以内に企業設立・3 営業日以内に不動
産登記取得・30 営業日以内に工業建設プロジェク
ト施工許可証取得」改革を推進する。商事裁判グ
ループの構築を強化し、国際商事の仲裁・調停な
どの司法代替解決メカニズムを発展させる。政策
の基幹的ポジションに対する競争力を強化する。

２．推进行政管理职能与流程优化。江苏省能够
下放的经济社会管理权限，全部下放给自贸试验
区。推进综合行政执法体制改革。全面推行“互联
网＋政务服务”模式。深化“不见面审批（服务）
”
改革和办税缴费便利化改革。探索高新技术企业认
定流程和方式改革。

2.行政管理機能およびフロー合理化の推進。江
蘇省の委譲可能な経済社会の管理権限は、すべて
自貿試験区に委譲する。総合行政法律執行体制改
革を推進する。
「インターネット＋政府サービス」
モデルを全面的に推進する。「オンライン審査批
准（サービス）」改革および税務納付利便化改革
を深化させる。ハイテク企業認定フローおよび方
式の改革を模索する。

３．创新事中事后监管体制机制。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。配合做好外商投资安全审查工作。
落实市场主体首负责任制，在安全生产、资源节约、
环境保护等领域建立市场主体社会责任报告制度
和责任追溯制度。

3.期中事後監督管理体制メカニズムの刷新。信
用に基づく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・整備する。外商投資に対する安全審査業
務の適切な実施に協力する。市場主体がまず責を
負う制度を実行し、安全生産・資源節約・環境保
護などの分野において市場主体の社会的責任の
報告制度および責任追及制度を構築する。

（二）深化投资领域改革。
４．深入推进投资自由化便利化。全面落实外商

（二）投資分野の改革の深化。
4.投資自由化・利便化の深化・推進。外商投資
2
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投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。探索建
立外商投资信息报告制度。深入实施公平竞争审查
制度，实现各类市场主体依法平等准入。对符合条
件的外资创业投资企业和股权投资企业开展境内
投资项目，探索实施监管新模式。探索允许外商投
资企业将资本项目收入划转或结汇并依法用于境
内股权投资。支持外商独资设立经营性教育培训和
职业技能培训机构。支持外商投资设立航空运输销
售代理企业。统一内外资人才中介机构投资者资质
要求，由自贸试验区管理机构负责审批，报省级人
力资源社会保障部门备案。

に対する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。外商投
資情報報告制度の構築を模索する。公平競争審査
制度の実施を深化させ、各種市場主体の法に基づ
く平等な参入を実現する。条件に合致する外資ベ
ンチャー投資企業および持分投資企業が行う国
内投資プロジェクトに対して、監督管理新モデル
の実施を模索する。外商投資企業による資本項目
収入の振替あるいは人民元転後の法に基づく国
内持分投資への利用許可を模索する。外商独資に
よる経営性教育研修および職業技能トレーニン
グ機関の設立を支持する。外商投資が航空運輸販
売代理企業を設立することを支持する。内外資人
材仲介機構の投資者の資質に対する要求を統一
し、自貿試験区管理機構が審査批准の責を負い、
省級人力資源社会保障部門に報告・備案する。

５．完善投资促进和保护机制。建立健全外商投
资服务体系，完善外商投资促进、项目跟踪服务和
投诉工作机制。鼓励自贸试验区在法定权限内制定
外商投资促进政策。推广市场化招商模式，成立企
业化招商机构。实施重大外资项目“直通车”制度。
建立完善地方政府招商引资诚信制度。

5.投資促進および保護メカニズムの完備。外商
投資サービス体系を構築・整備し、外商投資促
進・プロジェクト追跡サービスおよびクレームの
業務メカニズムを完備する。自貿試験区が法定の
権限内において外商投資促進政策を制定するこ
とを奨励する。市場化された誘致モデルを推進
し、企業型誘致機関を設立する。重大外資プロジ
ェクトの「直通」制度を実施する。地方政府によ
る外資誘致信頼制度を構築・完備する。

６．提高境外投资合作水平。创新境外投资管
理，将自贸试验区建设成为企业“走出去”的窗口
和综合服务平台。支持建设国家级境外投资服务中
心。投资境外非贸易类实体项目的自贸试验区内企
业因外保内贷履约形成对外债务时，应办理外债登
记，并纳入全口径跨境融资宏观审慎管理。支持依
法依规开展人民币海外基金业务。

6.国外投資協力レベルの向上。国外投資管理を
刷新し、自貿試験区を企業の「対外進出」の窓口
および総合サービスプラットフォームとして構
築する。国家級国外投資サービスセンターの構築
を支持する。国外非貿易類団体・プロジェクトに
投資する自貿試験区内の企業に「外保内貸（国外
保証・国内貸付）」の履行による対外債務が生じ
る場合、外債登記を行わなければならず、併せて
全口径クロスボーダーマクロプルーデンス管理
に組み入れる。法に基づき規定に従う人民元国外
ファンド業務の実施を支持する。

７．大力发展总部经济。进一步完善总部经济促
进政策，打造总部经济群。推进企业跨境财务结算
中心集聚发展，开展跨国公司总部外汇资金集中运
营管理。跨境财务结算中心经批准可以进入境内银
行间外汇市场交易。支持符合条件的跨国企业集团
设立跨境人民币资金池，集中管理集团内人民币资
金。

7.本部経済発展への注力。本部経済促進政策を
さらに完備し、本部経済グループを構築する。企
業のクロスボーダー財務決済センターの集約・発
展を推進し、多国籍企業本部の外貨資金集中運用
管理を実施する。クロスボーダー財務決済センタ
ーは、批准を経て国内銀行間外貨市場取引に参入
することができる。条件に合致する多国籍企業グ
ループがクロスボーダー人民元プーリングを構
築し、グループ内の人民元資金を集中管理するこ
とを支持する。

（三）推动贸易转型升级。

（三）貿易モデルチェンジ・アップグレードの
推進。
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８．提升贸易便利化水平。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，实现铁路、海关、口岸等相关部门
的信息互换、监管互认和执法互助。探索食品、农
产品检验检疫和追溯标准国际互认机制。扩大第三
方检验结果采信商品和机构范围。优化口岸通关流
程，推进货物平均放行和结关时间体系化建设。创
新出口货物专利纠纷担保放行方式。支持银行为真
实合法的贸易结算提供优质服务。

8.貿易利便化レベルの向上。国際的かつ先進的
レベルの国際貿易「ワンストップ窓口」の構築を
加速する。データ共同化・簡素化・基準化を推進
し、鉄道・税関・港湾などの関連部門の情報交換・
監督管理の相互承認および法律執行の相互援助
を実現する。食品・農産物の検査検疫およびトレ
ース基準の国際相互承認メカニズムを模索する。
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。港湾通関フローを合理化し、貨
物の平均通関許可および手続完了時間体系化の
構築を推進する。輸出貨物特許紛争担保通関方式
を刷新する。銀行が真実かつ合法的な貿易決済に
良質なサービスを提供することを支持する。

９．创新贸易综合监管模式。探索与自贸试验区
外机场、港口、铁路以及海关特殊监管区域的联动
发展。支持自贸试验区内企业开展跨境电商进出口
业务，逐步实现自贸试验区内综合保税区依法依规
全面适用跨境电商零售进口政策。支持国际邮件互
换局（交换站）和国际快件监管中心建设。完善进
口商品质量安全风险预警与快速反应监管体系。支
持自贸试验区的汽车整车进口口岸建设。支持依法
依规建设首次进口药品和生物制品口岸。搭建生物
医药集中监管和公共服务平台。开展进境生物材料
风险评估，优化对细胞、组织切片等基础性原料的
检疫准入流程。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。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，开展期货保税交割、仓单质押融资等业务。允
许海关接受软件报关。

9.貿易総合監督管理モデルの刷新。自貿試験区
外の空港・港湾・鉄道および税関特殊監督管理区
域との連動的発展を模索する。自貿試験区内の企
業がクロスボーダー電子商取引輸出入業務を行
い、自貿試験区内の総合保税区のクロスボーダー
電子商取引小売輸入政策を法に基づき規定に従
った全面的活用を段階的に実現することを支持
する。国際郵便交換局（交換ステーション）およ
び国際速達便監督管理センターの構築を支持す
る。輸入商品の品質安全リスクアラートおよび迅
速対応監督管理体系を完備する。自貿試験区の自
動車完成車輸入港湾の建設を支持する。法に基づ
き規定に従い初回輸入薬品およびバイオ製品港
湾の構築を支持する。バイオ医薬集中監督管理お
よび公共サービスプラットフォームを構築する。
生体材料入国リスク評価を実施し、細胞・組織片
などの基本的原料の検査参入フローを合理化す
る。バイオ医薬の国際共同研究開発の試験用特殊
品の検疫検査フローを最適化する。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コモ
ディティ先物保税受渡倉庫の設立、先物保税受
渡・倉庫証券質権設定融資などの業務の実施を支
持する。税関がソフトウェアの通関申告書を受領
することを許可する。

１０．推动服务贸易创新发展。建立完善服务贸
易创新发展跨部门协调机制，探索服务贸易行政审
批及服务事项集中办理改革。探索建设服务贸易境
外促进中心，构建中小微服务贸易企业融资担保体
系。打造以数字化贸易为标志的新型服务贸易中
心。推动中医药服务贸易创新发展。推进人民币在
服务贸易领域的跨境使用。

10.サービス貿易刷新・発展の推進。サービス
貿易刷新・発展の部門を跨いだ協力メカニズムを
構築・完備し、サービス貿易行政審査批准および
サービス事項集中手続改革を模索する。サービス
貿易国外促進センターの構築を模索し、中小規模
のサービス貿易企業の融資担保体系を構築する。
デジタル貿易を特徴とする新型サービス貿易セ
ンターを構築する。中国医薬サービス貿易の刷
新・発展を推進する。人民元のサービス貿易分野
におけるクロスボーダー利用を推進する。

（四）深化金融领域开放创新。
１１．扩大金融领域对内对外开放。支持依法依

（四）金融分野の開放・刷新の深化。
11.金融分野の対内・対外開放の拡大。法に基
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规设立中外合资银行、民营银行、保险、证券、公
募基金、持牌资产管理机构等法人金融机构。支持
设立保险资产管理公司。支持发展离岸保险业务。
探索投融资汇兑便利化。探索自贸试验区内上市公
司外资股东直接参与上市公司配售增发业务，支持
外籍员工直接参与境内上市公司股权激励计划。加
强对重大风险的识别和系统性金融风险的防范。强
化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作。

づき規定に従った中外合弁銀行・民営銀行・保
険・証券・公募ファンド・ライセンスを有する資
産管理機構などの法人金融機関の設立を支持す
る。保険資産管理会社の設立を支持する。オフシ
ョア保険業務の発展を支持する。投融資に係る両
替の利便化を模索する。自貿試験区内の上場会社
の外資株主が上場会社の割当増資業務に直接参
与することを模索し、外国籍の従業員が国内上場
会社のストックオプションに直接参与すること
を支持する。重大リスクの識別およびシステミッ
クリスクの防止を強化する。アンチマネーロンダ
リング・アンチテロ融資・反脱税業務を強化する。

１２．强化金融对实体经济的支撑。在有效防范
风险的基础上，稳妥有序开展供应链金融业务，探
索债券、股权融资支持工具试点。支持开展外债注
销登记下放给银行办理试点。扩大资本项目收入结
汇支付便利化试点规模。依法依规创新绿色金融产
品和服务。鼓励保险公司创新产品和服务，为能源、
化工等提供保障。

12.金融の実体経済に対する支援の強化。リス
クの有効な防止を基礎として、サプライチェーン
ファイナンス業務を穏当かつ秩序立てて行い、債
券・持分による資金調達支援ツールの試行を模索
する。外債抹消登記の銀行への取扱委譲試行を支
持する。資本項目収入人民元転支払利便化の試行
規模を拡大する。法に基づき規定に従いグリーン
ファイナンス商品およびサービスを刷新する。保
険会社が商品およびサービスを刷新し、エネルギ
ー・化学工業などに保障を提供することを奨励す
る。

１３．推进金融支持科技创新。研究设立跨境双
向股权投资基金。支持开展政府投资基金投向种子
期、初创期科技企业的退出试点，探索政府投资基
金退出机制和让利机制。研究开展合格境内投资企
业（ＱＤＩＥ）政策试点。支持自贸试验区内基金小镇
依法依规开展私募投资基金服务。

13.金融による科学技術刷新支援の推進。クロ
スボーダー双方向持分投資ファンドの設立を研
究する。政府投資ファンドにより投資するシー
ド・アーリーステージの科学技術企業の撤退試行
の実施を支持し、政府投資ファンド撤退メカニズ
ムおよび利益譲渡メカニズムを模索する。適格国
内投資企業（QDIE）政策試行の実施を研究する。
自貿試験区内のファンドタウンの法に基づき規
定に従った私募投資ファンドサービスの実施を
支持する。

（五）推动创新驱动发展。
１４．支持制造业创新发展。发展前瞻性先导性
产业。建设下一代互联网国家工程中心。建设国家
集成电路设计服务产业创新平台、国家健康医疗大
数据中心。推进 ５Ｇ 试商用城市建设，打造国家级
车联网先导区。在风险可控、依法依规前提下，积
极开展高技术、高附加值、符合环保要求的旧机电
产品维修和再制造，探索开展高端装备绿色再制造
试点。开展医疗器械注册人制度试点，允许自贸试
验区内医疗器械注册人委托江苏省医疗器械生产
企业生产产品。

（五）イノベーション主導型発展の推進。
14.製造業刷新・発展の支持。将来性のある・
先駆的な産業を発展させる。次世代インターネッ
ト国家エンジニアリングセンターを構築する。国
家集積回路設計サービス産業刷新プラットフォ
ーム・国家ヘルスケア医療ビッグデータセンター
を構築する。5G実用化テスト都市の構築を推進
し、国家級IoV(Internet of Vehicles)先行区を構
築する。リスクコントロール可能・法に基づき規
定に従うとの前提の下、ハイテク・高付加価値・
環境保護の要求に合致する中古電気機械製品の
メンテナンスおよび再製造を積極的に行い、ハイ
エンド設備グリーン再製造試行の実施を模索す
る。医療機器登録者制度の試行を行い、自貿試験
区内の医療機器登録者が江蘇省の医療機器生産
企業に製品の生産を委託することを許可する。
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１５．推动现代服务业集聚发展。打造健康服务
发展先行区。在相关制度安排框架下，允许港澳台
服务提供者按规定设立独资医疗机构。加快质子放
射治疗系统、手术机器人等大型创新医疗设备和创
新药物审批。探索开展前沿医疗技术研究项目、重
大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点。
推动邮轮、游艇等旅游出行便利化。促进文物及文
化艺术品在自贸试验区内的综合保税区存储、展示
等。打造品牌化、市场化、国际化的展会平台。

15.現代サービス業集積・発展の推進。ヘルス
ケアサービス発展先行区を構築する。関連制度計
画の枠組みの下、香港・マカオ・台湾のサービス
提供者が規定に基づき独資医療機関を設立する
ことを許可する。プロトン放射治療システム・手
術ロボットなどの大型かつ刷新的医療設備およ
び刷新的薬物の審査批准を加速する。最先端利用
技術研究プロジェクト・重大新薬製造国家科学技
術重大専門的成果移転転化試行の実施を模索す
る。大型定期船・遊覧船などの観光・旅行の利便
化を推進する。文化財および文化芸術品の自貿試
験区内の総合保税区における保管・展示などを促
進する。ブランド化・市場化・国際化された展示
会プラットフォームを構築する。

１６．构建开放创新载体。建设高水平产业创新
平台，鼓励外资设立研发中心，建设国别合作创新
园区、协同创新中心、海外创新机构，构建开放创
新生态系统。推进国家级开发区等开放创新平台与
自贸试验区互动发展。

16.開放・刷新的キャリアの構築。ハイレベル
の産業刷新プラットフォームを構築し、外資によ
る研究センターの設立を奨励し、国別協力刷新園
区・共同刷新センター・海外刷新機構を構築し、
開放かつ刷新的な生態システムを構築する。国家
級開発区などの開放刷新プラットフォームおよ
び自貿試験区の相互発展を推進する。

１７．完善知识产权保护和运用体系。推进知识
产权保护中心建设。完善知识产权金融创新体系，
创新知识产权融资产品。完善知识产权评估机制、
质押融资风险分担机制和方便快捷的质物处置机
制。探索推进职务发明创造所有权、处置权和收益
权改革。支持国外知识产权服务机构在自贸试验区
依法探索设立办事机构，开展相关业务。

17.知的財産権の保護および運用体系の完備。
知的財産権保護センターの構築を推進する。知的
財産権金融刷新体系を完備し、知的財産権融資商
品を刷新する。知的財産権評価メカニズム・質権
設定による融資リスク分担メカニズムおよび利
便的かつ迅速な質権設定物処理メカニズムを完
備する。職務発明・創造の所有権・処理権および
収益権改革の推進を模索する。国外の知的財産権
サービス機構が自貿試験区において法に基づき
事務機関を設立し、関連業務を行うことを支持す
る。

１８．优化创新要素市场配置机制。探索国际人
才管理改革试点，为在自贸试验区工作和创业的外
国人提供入出境、居留和永久居留便利。开辟外国
人才绿色通道，探索开展职业资格国际互认，探索
放宽自贸试验区聘雇高层次和急需紧缺外籍专业
人才条件限制。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。
允许外籍及港澳台地区技术技能人员按规定在自
贸试验区工作。支持完善人才跨境金融服务。创新
国有建设用地开发利用及监管模式。

18.刷新要素の市場配置カニズムの最適化。国
際人材管理改革試行を模索し、自貿試験区におい
て就労および創業する外国人に出入国・居留およ
び永住の便宜を図る。外国人材優先ルートを開設
し、職業資格の国際相互認証の実施を模索し、自
貿試験区のハイレベルおよび至急必要かつ不足
している外国籍の専門家の招聘条件・制限を緩和
する。国外ハイレベル人材サービス「ワンカード
パス」試行を行い、住居・子女の入学・医療機関
受診および社会保険のサービスルートを開設す
る。外国籍および香港・マカオ・台湾地区の技術
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。人材クロスボーダー金融サ
ービスの完備を支持する。国有建設用地の開発利
用および監督管理モデルを刷新する。
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（六）积极服务国家战略。
１９．推动“一带一路”交汇点建设。支持在自
贸试验区内建立多式联运中心，探索建立以“一单
制”为核心的便捷多式联运体系。授予自贸试验区
铁路对外开放口岸资质。支持规划建设铁路集装箱
中心站。建设大宗商品集散中心。促进国际运输便
利化，加快海外物流基地建设。搭建新亚欧大陆桥
陆海联运电子数据交换通道。加强与“一带一路”
沿线国家（地区）口岸执法机构的机制化合作。推
动将中欧班列（连云港）纳入中欧安全智能贸易航
线试点计划。将外资经营国际船舶管理业务备案下
放至江苏省。加强“一带一路”国际产能合作，支
持自贸试验区内企业与相关国家的机构合作，参与
建设境外经贸合作区、产能合作区等。

（六）国家戦略への積極的な奉仕。
19.「一帯一路」合流点構築の推進。自貿試験
区における複合一貫輸送センターの構築を支持
し、「一単制（一種の指示書のみで全行程が可能
なこと）」を核心とする利便的な複合一貫輸送サ
ービス体系の構築を模索する。自貿試験区の鉄道
の対外開放港湾資質を付与する。鉄道コンテナセ
ントラルステーションの計画・建設を支持する。
コモディティディストリビューションセンター
を構築する。国際運輸の利便化を促進し、海外物
流基地の構築を加速する。新アジア欧州大陸橋に
よる陸路・海上輸送電子データ交換ルートを構築
する。「一帯一路」沿線国家（地区）港湾法律執
行機関のメカニズム化・協力を強化する。中国−
欧州貨物列車(連雲港)の中国‐欧州安全スマー
ト貿易航路試行計画への組み入れを推進する。外
資経営による国際船舶管理業務の備案を江蘇省
に委譲する。「一帯一路」生産能力の国際提携を
強化し、自貿試験区内企業が関連国家の機構と協
力し、国外経済貿易協力区・生産能力協力区など
の建設に参与することを支持する。

２０．推动长江经济带和长江三角洲区域一体化
发展。加强与长江经济带和长江三角洲有关省市合
作。加快建设扬子江生态文明创新中心。支持完善
长江“生态眼”多源感知系统。在自贸试验区打造
高水平国际化协同创新共同体，共同培育先进制造
业集群和科创高地。加快建设现代产业集聚区，主
动服务长江三角洲区域重点产业的优化布局和统
筹发展。

20.長江経済ベルトおよび長江デルタ地区の一
体化・発展の推進。長江経済ベルトおよび長江デ
ルタに関わる省・市の協力を強化する。揚子江生
態文明刷新センターの構築を加速する。長江「生
態眼」マルチリソース感知システムの完備を支持
する。自貿試験区においてハイレベルな国際化共
同刷新の共同体を構築し、先進製造業集積および
科学技術刷新の重要拠点を共同で育成する。現代
産業集積地の構築を加速し、長江デルタ地区の重
要産業の最適化された配置および計画統一的発
展に自発的に奉仕する。

四、保障机制
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。强化底线思维和
风险意识，完善风险防控和处置机制，实现区域稳
定安全高效运行，切实维护国家安全和社会安全。
在国务院自由贸易试验区工作部际联席会议统筹
协调下，充分发挥地方和部门积极性，抓好各项改
革试点任务落实，高标准高质量建设自贸试验区。
江苏省要完善工作机制，构建精简高效、权责明晰
的自贸试验区管理体制，加强人才培养，打造高素
质管理队伍；要加强地方立法，建立公正透明、体
系完备的法治环境。自贸试验区各片区要把工作做
细，制度做实，严格监督，严格执纪执法。各有关
部门要及时下放相关管理权限，给予充分的改革自
主权。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，按规定程序办理。重大
事项及时向党中央、国务院请示报告。

四、保障メカニズム
中国共産党の改革・開放に対する指導を堅持お
よび強化し、中国共産党の指導を自貿試験区建設
の全プロセスに一貫させる。ボトムラインシンキ
ングおよび危機意識を強化し、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、地域の安
定・安全・高効率な運営を実現し、国家の安全お
よび社会の安全を適切に保護する。国務院自由貿
易試験区業務部間連席会議における統一計画的
協調の下、地方および部門の積極性を充分に発揮
し、各改革試行の任務を適切に実行し、ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設する。江
蘇省は、業務メカニズムを完備し、簡潔かつ高効
率・権限および責任が明瞭な自貿試験区管理体制
を構築し、人材育成を強化し、素質の高い管理グ
ループを構築しなければならない；地方立法を強
化し、公正かつ透明・体系が完備された法治環境
を構築しなければならない。自貿試験区の各エリ
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アは、業務を綿密に行い、制度を実際に実行し、
厳格に監督管理し、厳格に紀律を執行かつ法律を
執行しなければならない。各関連部門は、適時、
関連管理権限を委譲し、充分な改革の自主権を与
えなければならない。本方案にて挙げた各改革政
策措置が現行の法律あるいは行政法規の調整に
関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。重大
事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務院に
報告し指示を仰がなければならない。

8

SMBC (CHINA) NEWS No.19‑27 仮訳
中国（广西）自由贸易试验区总体方案

中国(広西)自由貿易試験区総体方案

中国(広西)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
建立中国（广西）自由贸易试验区（以下简称
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的战略举措。为高标准高质 た重大な政策決定であり、新たな時代において改
革・開放を推進する戦略措置である。ハイレベ
量建设自贸试验区，制定本方案。
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設するた
め、本方案を制定する。
一、总体要求
（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届
二中、三中全会精神，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，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，以供给侧结构性改革为主线，主动服务和融入
国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局，
解放思想、大胆创新，把自贸试验区建设成为新时
代改革开放的新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。習近平による新時代の中国の
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、「五位一体（経済・政治・
文化・社会・生態文明の構築）」の総合的配置の
統一計画的推進および「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、「穏中求進」業務
の全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハ
イクオリティな発展を堅持し、サプライサイド構
造改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に
奉仕および融合し、対外開放の全体戦略・配置に
さらに適切に奉仕し、思想解放・大胆な刷新を行
い、自貿試験区建設を改革開放の新たな重要拠点
とする。

（二）战略定位及发展目标。以制度创新为核
心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关
于打造西南中南地区开放发展新的战略支点的要
求，发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势，着
力建设西南中南西北出海口、面向东盟的国际陆海
贸易新通道，形成 ２１ 世纪海上丝绸之路和丝绸之
路经济带有机衔接的重要门户。经过三至五年改革
探索，对标国际先进规则，形成更多有国际竞争力
的制度创新成果，推动经济发展质量变革、效率变
革、动力变革，努力建成贸易投资便利、金融服务
完善、监管安全高效、辐射带动作用突出、引领中
国—东盟开放合作的高标准高质量自由贸易园区。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。制度刷
新を核心とし、複製可能・普及可能を基本的要求
として、中央の西南・中南地区の開放・発展の新
たな戦略拠点の構築に関する要求を全面的に実
行し、広西の ASEAN 国家と陸路・海路で隣接する
独特の優位性を発揮し、西南・中西・西北に向か
う港湾・ASEAN に向けた国際陸海貿易新ルートの
構築に努め、21 世紀海上シルクロードおよびシル
クロードの経済ベルトの有機的連携の重要ゲー
トを構築する。3〜5 年の改革の模索を経て、国際
的かつ先進的ルールをベンチマークとして、さら
に高い国際競争力を有する制度・刷新的成果を築
き、経済発展の品質・効率・エネルギー変革を推
進し、利便的な貿易投資・完備された金融サービ
ス・安全かつ高効率な監督管理・突出した輻射お
よび連動効果・中国‐ASEAN 開放協力のハイレベ
ル・ハイクオリティな自由貿易地域の構築に努め
る。

二、区位布局
（一）实施范围。自贸试验区的实施范围
１１９．９９ 平方公里，涵盖三个片区：南宁片区 ４６．８
平方公里（含南宁综合保税区 ２．３７ 平方公里），钦
州港片区 ５８．１９ 平方公里（含钦州保税港区 ８．８１
平方公里）
，崇左片区 １５ 平方公里（含凭祥综合保
税区 １．０１ 平方公里）
。

二、立地・配置
（一）実施範囲。自貿試験区の実施範囲は、
119.99 ㎢であり、3 エリアを包含する：南寧エリ
ア 46.8 ㎢（南寧総合保税区 2.37 ㎢を含む）、欽
州港エリア 58.19 ㎢（欽州保税港区 8.81 ㎢を含
む）、崇左エリア 15 ㎢（憑祥総合保税区 1.01 ㎢
を含む）とする。
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自贸试验区土地开发利用须遵守土地利用、生
态环境保护、城乡规划法律法规，符合土地利用总
体规划和城乡规划，并符合节约集约用地的有关要
求；涉及海洋的，须符合《中华人民共和国海域使
用管理法》
、
《中华人民共和国海岛保护法》、
《中华
人民共和国海洋环境保护法》等法律法规有关规
定。

自貿試験区の土地の開発・利用は、土地利用・生
態環境保護・都市農村計画などの法律・法規を必ず
遵守し、土地利用全体計画および都市農村計画に合
致しており、併せて用地節約・集約の関連要求に合
致していなければならない；海洋に関わる場合、必
ず≪中華人民共和国海域使用管理法≫・≪中華人民
共和国海島保護法≫・≪中華人民共和国海洋環境保
護法≫などの法律・法規の関連規定に合致してい
ないければならない。

（二）功能划分。南宁片区重点发展现代金融、
智慧物流、数字经济、文化传媒等现代服务业，大
力发展新兴制造产业，打造面向东盟的金融开放门
户核心区和国际陆海贸易新通道重要节点；钦州港
片区重点发展港航物流、国际贸易、绿色化工、新
能源汽车关键零部件、电子信息、生物医药等产业，
打造国际陆海贸易新通道门户港和向海经济集聚
区；崇左片区重点发展跨境贸易、跨境物流、跨境
金融、跨境旅游和跨境劳务合作，打造跨境产业合
作示范区，构建国际陆海贸易新通道陆路门户。

（二）機能区分。南寧エリアは、現代金融・ス
マート物流・デジタル経済・文化/メディアなど
の現代サービス業を重点的に発展させ、新興製造
産業の発展に注力し、ASEAN に向けた金融開放ゲ
ート核心区および国際陸海貿易新ルートの重要
な結節点を構築する；欽州港エリアは、港湾物
流・国際貿易・グリーン化学工業・新エネルギー
車の重要部品・電子情報・バイオ医薬などの産業
を重点的に発展させ、国際陸海貿易新ルートのゲ
ートウェイポートおよび海上経済集約区を構築
する；崇左エリアは、クロスボーダー貿易・クロ
スボーダー物流・クロスボーダー金融・クロスボ
ーダー観光およびクロスボーダー労務協力を重
点的に発展させ、クロスボーダー産業協力モデル
区を構築し、国際陸海貿易新ルートの陸上ゲート
を構築する。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
１．打造国际一流营商环境。推进“证照分离”
改革全覆盖。深化“一事通办”改革。对标国际标
准，在开办企业、办理建筑许可、登记财产等方面
加大改革力度。推进重要工业产品生产许可制度改
革。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。强化竞争政策的
基础性地位。配合做好外商投资安全审查工作。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1.国際的に一流のビジネス環境の構築。「証照
分離（営業許可証と行政許可の取得手続の切り離
し）」改革のカバー率 100％を推進する。「一事
通弁（一回の窓口来訪で手続が完了）」改革を深
化させる。国際基準をベンチマークとして、企業
設立・建築許可の手続・財産登記などの方面にお
いて改革度を増幅する。重要工業製品生産許可制
度改革を推進する。一般抹消登記制度および簡易
抹消登記制度が相互に付随する市場主体撤退制
度の構築を模索する。政策の基幹的ポジションに
対する競争力を強化する。外商投資に対する安全
審査業務の適切な実施に協力する。

２．深入推进行政管理职能与流程优化。调整完
善省级管理权限下放内容和方式。推行“极简审批”
改革。实施相对集中行政许可权改革试点。优化经
营范围登记改革试点。探索实施投资项目先建后验
管理新模式。全面开展工程建设项目审批制度改
革，实现“一口受理”、“两验终验”，推行“函证
结合”、“容缺后补”等改革。全面推行“互联网＋
政务服务”模式，涉企政务服务事项实现“应上尽
上、全程在线”。继续探索创新公共部门绩效管理
模式。建立企业信用修复制度。

2.行政管理機能およびフロー最適化の深化・推
進。省級管理権限を委譲する内容および方式を調
整・完備する。「審査批准の最小化」改革を推進
する。相対集中行政許可権改革試行を実施する。
経営範囲登記改革試行を最適化する。投資プロジ
ェクトの「先建後検（先に建設して後から検査す
ること）」の管理新モデルの実施を模索する。工
事建設プロジェクト審査批准制度改革を全面的
に実施し、「ワンストップ受理」・「両験終験（二
つの検査と最終検査）」を実現させ、
「函証結合（確
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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。「インターネット＋政務
サービス」モデルを全面的に推進し、企業の政務
サービスの関連事項は、「オンライン化が可能な
ものはできるだけオンライン化・全プロセスのオ
ンライン化」を実現する。公共部門の実績管理モ
デルの刷新を引き続き模索する。企業信用回復制
度を構築する。
（二）深化投资领域改革。
３．深入推进投资自由化便利化。全面落实外商
投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。探索建
立外商投资信息报告制度。支持外商独资设立经营
性教育培训和职业技能培训机构。统一内外资人才
中介机构投资者资质要求，由自贸试验区管理机构
负责审批，报省级人力资源社会保障部门备案。支
持外商投资设立航空运输销售代理企业。支持将无
船承运、外资经营国际船舶管理业务备案下放给广
西。深化国际文化创意和体育赛事合作，依托现有
交易场所开展演艺及文化创意知识产权交易。

(二)投資分野改革の深化。
3.投資自由化・利便化の深化・推進。外商投資
に対する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。外商投
資情報報告制度の構築を模索する。外商独資によ
る経営性教育研修および職業技能トレーニング
機関の設立を支持する。内外資人材仲介機構の投
資者の資質に対する要求を統一し、自貿試験区管
理機構が審査批准の責を負い、省級人力資源社会
保障部門に報告・備案する。外商投資が航空運輸
販売代理企業を設立することを支持する。非船舶
運航業者・外資経営の国際船舶の管理業務の備案
を広西に委譲する。国際文化クリエイティブおよ
びスポーツのイベントの協力を深化させ、既存の
取引場所により芸能および文化・クリエイティブ
な知的財産権取引を実施する。

４．完善投资促进和保护机制。建立健全外商投
资服务体系，完善外商投资促进、项目跟踪服务和
投诉工作机制。鼓励自贸试验区在法定权限内制定
外商投资促进政策。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。

4.投資促進および保護メカニズムの完備。外商
投資サービス体系を構築・整備し、外商投資の促
進・プロジェクト追跡サービスおよびクレームの
業務メカニズムを完備する。自貿試験区が法定の
権限内において外商投資促進政策を制定するこ
とを奨励する。参入前および参入後の管理措置の
有効な連動を推進し、公平競争審査制度を実施す
る。

５．提高境外投资合作水平。完善企业“走出去”
综合服务和风险防控体系。鼓励企业“走出去”在
周边国家开展农业合作。鼓励金融机构提高对境外
资产或权益的处置能力，支持“走出去”企业以境
外资产和股权、采矿权等权益为抵押获得贷款。

5.国外投資協力レベルの向上。企業の「対外進
出」総合サービスおよびリスク防止コントロール
体系を完備する。企業が「対外進出」して周辺国
家において農業協力を行うことを奨励する。金融
機関が国外資産あるいは権益に対する処理能力
を向上させることを奨励し、「対外進出」企業が
国外資産および持分・採鉱権などの権益の抵当設
定により借入を取得することを支持する。

（三）推动贸易转型升级。
６．提升贸易便利化水平。加快建设国际贸易
“单一窗口”，依托“单一窗口”标准版，探索与
东盟国家“单一窗口”互联互通。试行“两步申报”
通关监管新模式。探索对自贸试验区海关特殊监管
区域内企业取消工单核销和单耗管理。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
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（三）貿易モデルチェンジ・アップグレードの
推進。
6.貿易利便化レベルの向上。国際貿易「ワンス
トップ窓口」の構築を加速し、「ワンストップ窓
口」標準版により、ASEAN 国家との「ワンストッ
プ窓口」相互連携を模索する。「二段階申告」通
関監督管理新モデルを試行する。自貿試験区の税
関特殊監督管理区域内の企業に対して「工単（作
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地预裁定制度。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。优先审理自贸试验区
相关口岸开放项目。支持依法依规建设首次进口药
品和生物制品口岸。研究开展贸易调整援助试点。

業命令）」突合および「単耗（歩留り）
」管理を取
り消す。自由貿易協定の計画に基づき、原産地自
主声明制度および原産地事前裁定制度の実施を
推進する。バイオ医薬の国際共同研究開発の試験
用特殊品の検疫検査フローを最適化する。自貿試
験区の関連港湾開放プロジェクトを優先的に審
理する。法に基づき規定に従った初回輸入薬品お
よびバイオ製品港湾の構築を支持する。貿易調整
援助試行を研究・実施する。

７．培育贸易新业态新模式。逐步实现自贸试验
区内综合保税区依法依规全面适用跨境电商零售
进口政策。支持在自贸试验区的海关特殊监管区域
开展现货交易、保税交割、融资租赁业务。开展平
行进口汽车试点。支持发展国际贸易、现代金融等
总部经济。在综合保税区内开展高技术、高附加值、
符合环保要求的保税检测和全球维修业务，试点通
信设备等进口再制造。促进文物及文化艺术品在自
贸试验区内综合保税区存储、展示等。

7.貿易新業態・新モデルの育成。自貿試験区内
の総合保税区のクロスボーダー電子商取引小売
輸入政策の法に基づき規定に従った全面的適用
を段階的に実現する。自貿試験区内の税関特殊監
督管理区域における直物取引・保税受渡・ファイ
ナンスリース業務の実施を支持する。並行輸入自
動車試行を実施する。国際貿易・現代金融などの
本部経済の発展を支持する。総合保税区において
ハイテク・高付加価値・環境保護の要求に合致す
る保税検査およびグローバルメンテナンス業務
を実施し、通信設備などの輸入再製造を試行す
る。文化財および文化芸術品の自貿試験区内の総
合保税区における保管・展示などを促進する。

（四）深化金融领域开放创新。
８．打造面向东盟的金融开放门户。深化以人民
币面向东盟跨区域使用为重点的金融改革。推动人
民币与东盟国家货币通过银行间市场区域挂牌交
易。完善货币现钞跨境调运机制。支持符合规定的
私募基金管理人、证券公司、商业银行、金融资产
投资公司等机构，依法依规发起设立民营企业股权
融资支持工具。支持在自贸试验区依法发起设立民
营银行等金融机构。培育融资租赁主体。研究设立
中国—东盟金融合作学院。

（四）金融分野の開放・刷新の深化。
8.ASEANに対する金融開放ゲートの構築。人民
元のASEANに対する地域を跨いだ利用を重点とす
る金融改革を深化させる。人民元とASEAN国家の
通貨の銀行間市場を通じた地域上場取引を推進
する。通貨現金クロスボーダー調達送金メカニズ
ムを完備する。規定に合致する私募ファンドの管
理者・証券会社・商業銀行・金融資産投資会社な
どの機関による民営企業のエクイティファイナ
ンスの法に基づき規定に従った発起・設立の資金
調達支援ツールを支持する。自貿試験区における
民営銀行などの金融機関の法に基づき規定に従
った発起・設立を支持する。ファイナンスリース
主体を育成する。中国−ASEAN金融協力学院の設
立を研究する。

９．促进跨境投融资便利化。支持自贸试验区内
银行按规定发放境外人民币贷款。支持金融机构和
企业赴境外发行人民币债券并回流使用。在宏观审
慎管理框架下，探索自贸试验区内金融股权交易平
台向境外银行开展不良资产转让业务。放宽跨国公
司外汇资金集中运营管理准入条件。拓宽企业资本
项下外币资金结汇用途。支持企业境外母公司按照
有关规定在境内发行人民币债券。支持符合条件的
跨境电子商务企业在宏观审慎管理框架下开展人
民币境外借款业务。鼓励跨境电子商务活动中使用
人民币计价结算。加强对重大风险的识别和系统性
金融风险的防范。强化反洗钱、反恐怖融资、反逃

9.クロスボーダー投融資の利便化の促進。自貿
試験区内の銀行の対外人民元貸付の実行を支持
する。金融機関および企業が国外において人民元
債券を発行し、回流のうえ使用することを支持す
る。マクロプルーデンス管理の枠組みの下、自貿
試験区内の金融持分取引プラットフォームによ
る国外銀行に対して不良資産譲渡業務の実施を
模索する。多国籍企業外貨資金集中運用管理の参
入条件を緩和する。企業の資本項目外貨資金の人
民元転の使途を拡張する。企業の国外親会社が関
連規定に基づき国内において人民元債券を発行
することを支持する。条件に合致するクロスボー
4
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税工作。

ダー電子商取引企業がマクロプルーデンス管理
の枠組みの下、人民元国外借入業務を行うことを
支持する。クロスボーダー電子商取引の活動にお
いて人民元建て決済を奨励する。重大リスクの識
別およびシステミックリスクの防止を強化する。
アンチマネーロンダリング・アンチテロ融資・反
脱税業務を強化する。

（五）推动创新驱动发展。
１０．强化科技创新支撑引领。优化新兴行业经
营范围登记工作。探索进口研发样品、设备等进出
自贸试验区海关特殊监管区域的便利监管措施。支
持为创新创业企业提供股权和债权相结合的融资
方式。支持与东盟国家共建联合实验室、创新平台、
科技园区。支持建立面向东盟的国际科技合作组
织。充分发挥中国—东盟技术转移中心作用。探索
建立知识产权快速维权机制。完善知识产权交易体
系与交易机制。完善知识产权评估机制、质押融资
风险分担机制和方便快捷的质物处置机制。

（五）イノベーション主導型発展の推進。
10.科学技術刷新の支援・先導の強化。新興業
種経営範囲登記業務を最適化する。研究開発のサ
ンプル・設備などが自貿試験区の税関特殊監督管
理区域を出入区する場合に対する利便的な監督
管理措置を模索する。刷新創業企業に対する持分
および債権が相互に結合した融資方式の提供を
支持する。ASEAN国家との連合実験所・イノベー
ションプラットフォーム・科学技術園区の共同構
築を支持する。ASEANに対する国際科学技術提携
組織の構築を支持する。中国−ASEAN技術移転セ
ンターの役割を充分に発揮する。知的財産権迅速
保護メカニズムの構築を模索する。知的財産権取
引体系および取引メカニズムを完備する。知的財
産権評価メカニズム・質権設定による融資リスク
分担メカニズムおよび利便的かつ迅速な質権設
定物処理メカニズムを完備する。

１１．推进人力资源领域改革。深入实施外国人
来华工作许可制度。开辟外籍及港澳台人才绿色通
道。开展外国高端人才服务“一卡通”试点。为在
自贸试验区工作和创业的外籍及港澳台人才提供
入出境、居留和永久居留便利。探索建立科技创新
引才引智计点积分制度。为来自贸试验区开展商
务、旅游等活动的外国人提供入出境便利。

11.人的資源分野改革の推進。外国人中国就労
許可制度の実施を深化させる。外国籍および香
港・マカオ・台湾人材優先ルートを開設する。国
外ハイレベル人材サービス「ワンカードパス」試
行を行う。自貿試験区において就労および創業す
る外国籍および香港・マカオ・台湾人材に出入
国・居留および永住の便宜を図る。科学技術刷新
に関わる人材・知能誘致ポイント計算制度の構築
を模索する。自貿試験区においてビジネス・観光
などの活動を行う外国人にさらに出入国の便宜
を図る。

（六）构建面向东盟的国际陆海贸易新通道。

（六）ASEANに向けた国際陸海貿易新ルートの
構築。
12.国際大ルートの開通。広西の中西部の省（自
治区・直轄市）および国際陸海貿易新ルートの沿
線国家および地区との協力メカニズムの構築・完
備を支持し、物流資源の整合および高効率な結合
を実現する。北部港湾国際水上運輸航路の開通お
よび緊密化を支持する。北部港湾の中西部地区ま
での海路−鉄道一貫輸送貨物列車の開通、中国‐
欧州貨物列車とのシームレスな連接を支持する。
西部地区を経て「一帯一路」に通じる鉄道貨物運
輸ルートの構築を加速する。中国−インドシナ半
島のクロスボーダー貨物列車・国際陸上運輸ルー
トを緊密化する。南寧空港・南寧国際鉄道港のサ

１２．畅通国际大通道。支持广西与中西部省（自
治区、直辖市）及国际陆海贸易新通道沿线国家和
地区建立完善合作机制，实现物流资源整合和高效
匹配。支持开通和加密北部湾港国际海运航线。支
持北部湾港开行至中西部地区的海铁联运班列，与
中欧班列无缝衔接。加快构建经西部地区联通“一
带一路”的大能力铁路货运通道。加密中国—中南
半岛跨境货运班列、国际道路运输线路。强化南宁
空港、南宁国际铁路港的服务支撑能力。支持建设
南宁临空经济示范区。支持更多航空公司设立运行
基地和分（子）公司。支持加密南宁至东南亚、南
亚的客货运航空航线。
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ービス支援能力を強化する。南寧臨空経済モデル
区の構築を支持する。さらに多くの航空会社が運
営基地および支社（子会社）を設立することを支
持する。南寧−東南アジア・南アジアの旅客・貨
物フライトの緊密化を支持する。
１３．创新多式联运服务。建设以海铁联运为主
干的多式联运体系，支持开展多式联运“一单制”
改革。探索建立国际陆海贸易新通道班列全程定价
机制。探索在东盟国家主要港口设立铁路集装箱还
箱点。加快推进跨境运输便利化，推进实施中欧安
全智能贸易航线试点计划。探索“跨境电子商务＋
国际联运”新模式。

13.複合一貫輸送サービスの刷新。海路−鉄道
一貫輸送をメインとする複合一貫輸送体系を構
築し、複合一貫輸送の「一単制（一種の指示書の
みで全行程が可能なこと）」改革の実施を支持す
る。国際陸海貿易新ルートの貨物列車全行程価格
決定メカニズムの構築を模索する。ASEAN国家の
主要港湾における鉄道コンテナのコンテナ返却
地設置を模索する。クロスボーダー輸送の利便化
推進を加速し、中国−欧州安全スマート貿易航路
試行計画の実施を推進する。「クロスボーダー電
子用取引＋国際一貫輸送」新モデルを模索する。

１４．打造对东盟合作先行先试示范区。依托现
有交易场所依法依规开展面向东盟的大宗特色商
品交易。支持在中国—马来西亚“两国双园”间形
成更加高效便利的国际产业链合作关系。推动中国
—马来西亚全球电子商务平台落户自贸试验区。加
强与东盟国家在通关、认证认可、标准计量等方面
合作，大力推进“经认证的经营者（ＡＥＯ）
”互认合
作。支持发展面向东盟的临港石化产业，延伸产业
链，提升产业精细化水平。支持在自贸试验区内发
展新能源汽车产业，加强与东盟国家在汽车产业的
国际合作，符合条件的新能源汽车投资项目按照
《汽车产业投资管理规定》办理。支持发展以东盟
国家中草药为原料的医药产业。支持自贸试验区内
医疗机构与东盟国家依法同步开展重大疾病新药
临床试验。自贸试验区内医疗机构可根据自身的技
术能力，按照有关规定开展干细胞临床前沿医疗技
术研究项目。加快推进中国—东盟信息港建设。与
东盟国家加强北斗导航、大数据、人工智能等产业
合作。支持中国—东盟博览会服务区域从中国—东
盟向“一带一路”沿线国家（地区）延伸。在国际
会展检验检疫监管模式下，支持博览会扩大原产于
东盟国家农产品的展示。支持中西部地区在自贸试
验区设立面向东盟的开放型园区。

14.ASEAN協力先行先試モデル区の構築。既存の
取引場所により法に基づき規定に従いASEANに向
けた特色的コモディティ取引の実施を支持する。
中国−マレーシアの「両国双園（両国の二つの産
業園」間におけるさらに高効率かつ利便的な国際
産業チェーン協力関係の構築を支持する。中国−
マレーシアグローバル電子商取引プラットフォ
ームの自貿試験区における拠点構築を推進する。
ASEAN国家との通関・認証認可・基準測定などの
方面における協力を強化し、
「認定事業者（AEO）
」
相互承認による協力の推進に注力する。ASEANに
向けた臨港石油化学産業の発展、産業チェーンの
拡張、産業の細分化レベルの向上を支持する。自
貿試験区内における新エネルギー車産業の発展
を支持し、ASEAN国家との自動車産業の国際協力
を強化し、条件に合致する新エネルギー自動車投
資プロジェクトは、≪自動車産業投資管理規定≫
に基づき行う。ASEAN国家の生薬を原料とする医
薬産業の発展を支持する。自貿試験区内の医療機
関がASEAN国家と法に基づき規定に従い重大な疾
病の新薬臨床試験を同時並行で行うことを支持
する。自貿試験区内の医療機関は、自身の技術能
力に応じて、関連規定に基づき幹細胞臨床最先端
医療技術研究プロジェクトを行うことができる。
中国−ASEAN情報港構築の推進を加速する。ASEAN
国家との北斗衛星測位システム・ビッグデータ・
人工知能などの産業における協力を強化する。中
国−ASEAN博覧会サービス区域の中国−ASEANか
ら「一帯一路」沿線国家（地区）への拡張を支持
する。国際展覧会検査権益監督管理モデルにおい
て、展覧会をASEAN国家を原産とする農作物まで
展示を拡大することを支持する。中西部地区が自
貿試験国おいてASEANに向けた開放型園区を設立
することを支持する。
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（七）形成“一带一路”有机衔接的重要门户。
１５．打造西部陆海联通门户港。加快建设服务
西南中南西北的国际陆海联运基地。深化泛北部湾
次区域合作，加快推进中国—东盟港口城市网络建
设。支持钦州港提升集装箱干线运输水平。支持北
部湾港重大港航及公共项目用海用地。支持设立航
运、物流区域总部或运营中心，开展国际中转、中
转集拼、航运交易等服务。探索依托现有交易场所
依法依规开展船舶等航运要素交易。支持开展北部
湾港至粤港澳大湾区的内外贸集装箱同船运输。探
索建立更加开放的国际船舶登记制度。

（七）「一帯一路」と有機的に連携した重要ゲ
ートの構築。
15.西部陸海連絡ゲートウェイポートの構築。
西南・中南・西北に奉仕する国際陸海一貫輸送基
地の構築を加速する。泛北部湾圏の地域協力を深
化させ、中国−ASEAN港湾都市のネットワーク構
築の推進を加速する。欽州港のコンテナ幹線運輸
レベルの向上を支持する。北部湾港の重大港湾航
路および公共プロジェクト海用地を支持する。水
上運輸・物流地域本部あるいは運営センターの設
立を支持し、国際中継・中継混載・水上運輸取引
などのサービスを実施する。既存の取引場所によ
り法に基づき規定に従った船舶などの水上運輸
の要素の取引実施を支持する。北部湾港から広
東・香港・マカオグレーターベイエリアまでの国
内国外貿易コンテナ同船運輸の実施を支持する。
さらに開放的な国際船舶登記制度の構築を模索
する。

１６．建设中国—中南半岛陆路门户。深度参与
澜沧江—湄公河次区域合作，加快推进中国—中南
半岛经济走廊建设。推动经友谊关口岸的中越直通
车范围延伸至西部重要节点城市。创新边境口岸出
入境车辆电讯检疫监管制度。加快推进跨境运输车
辆牌证互认。鼓励发展中国—东盟跨境汽车自驾
游。积极推动车辆、人员自助通关。支持边境小额
贸易创新发展和转型升级。探索边境贸易管理更加
便利化，推进企业信用管理。充分发挥中国—东盟
边境贸易凭祥检验检疫试验区作用。探索开展跨境
动物疫病区域化管理工作。开展跨境劳务谈判，规
范边境地区外籍劳务人员试点工作。

16.中国−インドシナ半島陸路ゲートの構築。
瀾滄江−メコン河圏の地域協力への参与を深化
させ、中国−インドシナ半島経済回廊構築の推進
を加速する。友誼関港湾を経由する中国−ベトナ
ム直通車の範囲を西部の重要結節点都市まで拡
張する。国境港湾の輸出入車両の無線検疫監督管
理制度を刷新する。クロスボーダー輸送車両のナ
ンバープレート相互承認の推進を加速する。中国
−ASEANクロスボーダードライブ旅行の発展を奨
励する。車両・人員のセルフ通関を積極的に推進
する。国境小口貿易刷新・発展およびモデルチェ
ンジ・アップグレードを支持する。国境貿易管理
のさらなる利便化を模索し、企業信用管理を推進
する。中国−ASEAN国境貿易の憑祥検査検疫試験
区の役割を充分に発揮させる。クロスボーダー動
物疫病地域管理業務の実施を模索する。クロスボ
ーダー労務交渉を実施し、国境地区の外国籍労働
者試行業務を規範化する。

四、保障机制
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。强化底线思维和
风险意识，完善风险防控和处置机制，实现区域稳
定安全高效运行，切实维护国家安全和社会安全。
在国务院自由贸易试验区工作部际联席会议统筹
协调下，充分发挥地方和部门积极性，抓好各项改
革试点任务落实，高标准高质量建设自贸试验区。
广西壮族自治区要完善工作机制，构建精简高效、
权责明晰的自贸试验区管理体制和用编用人制度，
加强人才培养，打造高素质管理队伍；要加强地方
立法，建立公正透明、体系完备的法治环境。自贸
试验区各片区要把工作做细，制度做实，严格监督，

四、保障メカニズム
中国共産党の改革・開放に対する指導を堅持お
よび強化し、中国共産党の指導を自貿試験区建設
の全プロセスに一貫させる。ボトムラインシンキ
ングおよび危機意識を強化し、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、地域の安
定・安全・高効率な運営を実現し、国家の安全お
よび社会の安全を適切に保護する。国務院自由貿
易試験区業務部間連席会議における統一計画的
協調の下、地方および部門の積極性を充分に発揮
し、各改革試行の任務を適切に実行し、ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設する。広
西チワン族自治区は、業務メカニズムを完備し、
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簡潔かつ高効率・権限および責任が明瞭な自貿試
験区管理体制および人材登用制度を構築し、人材
育成を強化し、素質の高い管理グループを構築し
なければならない；地方立法を強化し、公正かつ
透明・体系が完備された法治環境を構築しなけれ
ばならない。自貿試験区の各エリアは、業務を綿
密に行い、制度を実際に実行し、厳格に監督管理
し、厳格に紀律を執行かつ法律を執行しなければ
ならない。各関連部門は、適時、関連管理権限を
委譲し、充分な改革の自主権を与えなければなら
ない。本方案にて挙げた各改革政策措置が現行の
法律あるいは行政法規の調整に関わる場合、規定
の手順に基づき取り扱う。重大事項は速やかに中
国共産党中央委員会・国務院に報告し指示を仰が
なければならない。

严格执纪执法。各有关部门要及时下放相关管理权
限，给予充分的改革自主权。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，
按规定程序办理。重大事项及时向党中央、国务院
请示报告。
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中国（河北）自由贸易试验区总体方案

中国(河北)自由貿易試験区総体方案

建立中国（河北）自由贸易试验区（以下简称
中国(河北)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的战略举措。为高标准高质 た重大な政策決定であり、新たな時代において改
量建设自贸试验区，制定本方案。
革・開放を推進する戦略措置である。ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設するた
め、本方案を制定する。
一、总体要求
（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届
二中、三中全会精神，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，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，以供给侧结构性改革为主线，主动服务和融入
国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局，
解放思想、大胆创新，把自贸试验区建设成为新时
代改革开放的新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。習近平による新時代の中国の
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、「五位一体（経済・政治・
文化・社会・生態文明の構築）」の総合的配置の
統一計画的推進および「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、「穏中求進」業務
の全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハ
イクオリティな発展を堅持し、サプライサイド構
造改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に
奉仕および融合し、対外開放の全体戦略・配置に
さらに適切に奉仕し、思想解放・大胆な刷新を行
い、自貿試験区建設を改革開放の新たな重要拠点
とする。

（二）战略定位及发展目标。以制度创新为核
心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关
于京津冀协同发展战略和高标准高质量建设雄安
新区要求，积极承接北京非首都功能疏解和京津科
技成果转化，着力建设国际商贸物流重要枢纽、新
型工业化基地、全球创新高地和开放发展先行区。
经过三至五年改革探索，对标国际先进规则，形成
更多有国际竞争力的制度创新成果，推动经济发展
质量变革、效率变革、动力变革，努力建成贸易投
资自由便利、高端高新产业集聚、金融服务开放创
新、政府治理包容审慎、区域发展高度协同的高标
准高质量自由贸易园区。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。制度刷
新を核心とし、複製可能・普及可能を基本的要求
として、中央の京津冀（北京市、天津市、河北省）
協同発展戦略およびハイレベル・ハイクオリティ
な雄安新区建設に関する要求を全面的に実行し、
北京の非首都機能緩和および北京・天津の科学技
術成果の転化を積極的に受け入れ、国際商業貿易
物流重要ターミナル・新型工業化基地・グローバ
ル刷新の新たな拠点および開放発展の先行区の
構築に注力する。3〜5 年の改革の模索を経て、国
際的かつ先進的ルールをベンチマークとして、さ
らに高い国際競争力を有する制度・刷新的成果を
築き、経済発展の品質・効率・エネルギー変革を
推進し、自由かつ利便的な貿易投資・ハイエンド
およびハイテク産業の集合・金融サービスが開放
かつ刷新的・政府管理が寛容かつ慎重・地域発展
が高度かつ協同的なハイレベル・ハイクオリティ
な自由貿易地域の構築に努める。

二、区位布局
（一）实施范围。自贸试验区的实施范围
１１９．９７ 平方公里，涵盖四个片区：雄安片区 ３３．２３
平方公里，正定片区 ３３．２９ 平方公里（含石家庄综
合保税区 ２．８６ 平方公里）
，曹妃甸片区 ３３．４８ 平方
公里（含曹妃甸综合保税区 ４．５９ 平方公里），大兴
机场片区 １９．９７ 平方公里。

二、立地・配置
（一）実施範囲。自貿試験区の実施範囲は、
119.97 ㎢であり、4 エリアを包含する：雄安エリ
ア 33.23 ㎢、正定エリア 33.29 ㎢（石家荘総合保
税区 2.86 ㎢を含む）、曹妃甸エリア 33.48 ㎢（曹
妃甸総合保税区 4.59 ㎢を含む）、大興空港エリ
ア 19.97 ㎢とする。
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自贸试验区土地开发利用须遵守土地利用、生
态环境保护、城乡规划法律法规，符合土地利用总
体规划和城乡规划，并符合节约集约用地的有关要
求；涉及海洋的，须符合《中华人民共和国海域使
用管理法》
、
《中华人民共和国海洋环境保护法》等
法律法规有关规定。

自貿試験区の土地の開発・利用は、土地利用・
生態環境保護・都市農村計画などの法律・法規を
必ず遵守し、土地利用全体計画および都市農村計
画に合致しており、併せて用地節約・集約の関連
要求に合致していなければならない；海洋に関わ
る場合、必ず≪中華人民共和国海域使用管理法≫・
≪中華人民共和国海洋環境保護法≫などの法律・法
規の関連規定に合致していないければならない。

（二）功能划分。雄安片区重点发展新一代信
息技术、现代生命科学和生物技术、高端现代服务
业等产业，建设高端高新产业开放发展引领区、数
字商务发展示范区、金融创新先行区。正定片区重
点发展临空产业、生物医药、国际物流、高端装备
制造等产业，建设航空产业开放发展集聚区、生物
医药产业开放创新引领区、综合物流枢纽。曹妃甸
片区重点发展国际大宗商品贸易、港航服务、能源
储配、高端装备制造等产业，建设东北亚经济合作
引领区、临港经济创新示范区。大兴机场片区重点
发展航空物流、航空科技、融资租赁等产业，建设
国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领
区、京津冀协同发展示范区。

（二）機能区分。雄安エリアは、次世代 IT・現
代生命科学およびバイオテクノロジー・ハイエン
ド現代サービスなどの産業を重点的に発展させ、
ハイエンド・ハイテク産業の開放・発展先導区・
デジタルビジネス発展モデル区・金融刷新先行区
を構築する。正定エリアは、臨空産業・バイオ医
薬・国際物流・ハイテク装備製造などの産業を重
点的に発展させ、航空産業開放発展集積区・バイ
オ医薬産業開放刷新先導区・総合物流ターミナル
を構築する。曹妃甸エリアは、国際コモディティ
貿易・港湾航空サービス・エネルギー貯蔵分配・
ハイテク装備製造などの産業を重点的に発展さ
せ、北東アジア経済協力先導区・臨港経済刷新モ
デル区を構築する。大興空港エリアは、航空物
流・航空科学技術・ファイナンスリースなどの産
業を重点的に発展させ、国際交流の中心機能配備
区・国家航空科学技術刷新先導区・京津冀協同発
展モデル区を構築する。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
１．打造国际一流营商环境。推进“证照分离”
改革全覆盖。调整完善省级管理权限下放内容和方
式。全面开展工程建设项目审批制度改革，实现“一
口受理”、“两验终验”，推行“函证结合”、“容缺
后补”等改革。探索实施投资项目先建后验管理新
模式。对环境影响小、环境风险不高的建设项目探
索推行环境影响评价承诺备案制，对建设项目环境
许可、现场勘察实施同类豁免或简化模式。搭建知
识产权服务工作站。建立完善知识产权评估机制、
质押登记制度、质押融资风险分担机制以及方便快
捷的质物处置机制。强化竞争政策的基础性地位。
配合做好外商投资安全审查工作。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1.国際的に一流のビジネス環境の構築。「証照
分離（営業許可証と行政許可の取得手続の切り離
し）」改革のカバー率 100％を推進する。省級管
理権限の委譲の内容および方式を調整・完備す
る。工事建設プロジェクト審査批准制度改革を全
面的に実施し、「ワンストップ受理」・「両験終験
（二つの検査と最終検査）
」を実現させ、
「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。投資プロジェ
クトの「先建後検（先に建設して後から検査する
こと）」の管理新モデルの実施を模索する。環境
に対する影響が小さく、環境リスクの高くない建
設プロジェクトについて、環境影響評価承諾備案
制の推進を模索し、建設プロジェクトの環境許
可・現場調査に対して、同類免除あるいは簡略化
モデルを実施する。知的財産権サービスワークス
テーションを構築する。知識財産権評価メカニズ
ム・質権登記制度・質権融資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
を構築・完備する。政策の基幹的ポジションに対
する競争力を強化する。外商投資に対する安全審
査業務の適切な実施に協力する。
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（二）深化投资领域改革。
２．深入推进投资自由化便利化。全面落实外商
投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。探索建
立外商投资信息报告制度。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。支持外商独资设立经营性教育培训和
职业技能培训机构。支持外商投资设立航空运输销
售代理企业。统一内外资人才中介机构投资者资质
要求，由自贸试验区管理机构负责审批，报省级人
力资源社会保障部门备案。

(二)投資分野改革の深化。
2.投資自由化・利便化の深化・推進。外商投資
に対する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。外商投
資情報報告制度の構築を模索する。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。
外商独資により経営性教育研修および職業技能
トレーニング機関を設立することを支持する。外
商投資が航空運輸販売代理企業を設立すること
を支持する。内外資人材仲介機構の投資者の資質
に対する要求を統一し、自貿試験区管理機構が審
査批准の責を負い、省級人力資源社会保障部門に
報告・備案する。

３．完善投资促进和保护机制。建立健全外商投
资服务体系，完善外商投资促进、项目跟踪服务和
投诉工作机制。鼓励自贸试验区在法定权限内制定
外商投资促进政策。完善“走出去”综合服务和风
险防控体系。支持“走出去”企业以境外资产和股
权、采矿权等权益为抵押获得贷款。

3.投資促進および保護メカニズムの完備。外商
投資サービス体系を構築・整備し、外商投資促
進・プロジェクト追跡サービスおよびクレームの
業務メカニズムを完備する。自貿試験区が法定の
権限内において外商投資促進政策を制定するこ
とを奨励する。「対外進出」総合サービスおよび
リスク防止コントロール体系を完備する。「対外
進出」企業が国外資産および持分・採鉱権などの
権益の抵当設定により借入を取得することを支
持する。

（三）推动贸易转型升级。

（三）貿易モデルチェンジ・アップグレードの
推進。
4.貿易利便化レベルの向上。税関特殊監督管理
区域において貨物状態に応じた分類監督管理を深
化・実施する。企業単位の税収担保制度を模索す
る。展示会・展示品の事前備案、担保方式による
展示品の通関許可実施、展示後の展示品の税関特
殊監督管理区域への結転入区に対する核銷（照合
消込）を許可する。雄安エリアにおける総合保税
区の設立を支持する。曹妃甸が並行輸入自動車試
行を実施することを支持する。曹妃甸エリアが国
際海運速達便監督管理センターを構築することを
支持する。貿易調整援助試行を研究・実施する。

４．提升贸易便利化水平。在海关特殊监管区域
深入实施货物状态分类监管。探索以企业为单元的
税收担保制度。允许展会展品提前备案，以担保方
式放行展品，展品展后结转进入海关特殊监管区域
予以核销。支持在雄安片区设立综合保税区。支持
曹妃甸开展平行进口汽车试点。支持曹妃甸片区建
设国际海运快件监管中心。研究开展贸易调整援助
试点。

５．支持开展国际大宗商品贸易。依托现有交易
场所，依法依规开展矿石、钢铁、煤炭、木材、天
然气、粮食、食糖等大宗商品现货交易。支持建立
大宗商品期货保税交割仓库、跨境交易平台。支持
开展矿石混配业务，完善仓储、分销、加工及配送
体系。发展国际能源储配贸易，允许商储租赁国有
企业商业油罐，支持开展成品油和保税燃料油交
割、仓储，允许自贸试验区内企业开展不同税号下
保税油品混兑调和。支持建设液化天然气（ＬＮＧ）

5.国際コモディティ貿易の実施を支持する。既
存の取引所により法に基づき規定に従い鉱石・鋼
鉄・石炭・木材・天然ガス・穀物・砂糖などの大
口商品直物取引を実施する。コモディティ先物保
税引渡倉庫・クロスボーダー取引プラットフォー
ムの構築を支持する。鉱石混合業務の実施を支持
し、倉庫保管・代理販売・加工および配送体系を
完備する。国際エネルギー貯蔵分配貿易を発展さ
せ、国有企業の商業オイルタンクの商業用貯蔵・
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储运设施，完善配送体系。

リースを許可し、石油製品および保税燃料の受
渡・貯蔵の実施を支持し、自貿試験区内の企業が
異なる税目番号にて保税石油製品の混合を行う
ことを許可する。液化天然ガス（LNG）貯蔵運輸
施設の建設、配送体系の完備を支持する。

６．建设国际商贸物流重要枢纽。支持设立多式
联运中心。培育发展航运企业。支持设立航运保险
机构。支持曹妃甸片区设立国际船舶备件供船公共
平台、设备翻新中心和船舶配件市场。在对外航权
谈判中，在平等互利基础上，积极争取石家庄正定
国际机场航空枢纽建设所需的包括第五航权在内
的国际航权。在符合省内统一规划前提下，研究推
进在正定片区按相关规定申请设立 Ａ 类低空飞行服
务站。支持北京大兴国际机场申请设立水果、种子
种苗、食用水生动物、肉类、冰鲜水产品等其他特
殊商品进出口指定监管作业场地。加强北京大兴国
际机场临空经济区与自贸试验区的改革联动、发展
联动。支持正定片区设立进口钻石指定口岸。

6.国際商業貿易物流重要ターミナルの構築。複
合一貫輸送センターの設立を支持する。水上運輸
企業を育成・発展させる。水上運輸保険機構の設
立を支持する。曹妃甸エリアが国際船舶予備部品
補給船公共プラットフォーム・設備改修センタ
ー・船舶部品市場を構築することを支持する。対
外航路権の交渉において、平等・ウィンウィンを
基礎として、石家荘正定国際空港航空ターミナル
建設に必要な第五航路権（第 5 の自由、以遠権）
を含めた国際航路権を積極的に獲得する。省内の
統一計画に合致しているとの前提の下、正定エリ
アにおける関連規定に基づく A 類低空飛行サービ
スステーションの設立申請を研究・推進する。北
京大興国際空港が果物・種子種苗・食用水生動
物・肉類・チルド水産品などのその他特殊商品の
輸出入指定監督管理作業場所の設立を申請する
ことを支持する。北京大興国際空港臨空経済区お
よび自貿試験区の改革・発展連動を強化する。正
定エリアがダイヤモンド輸入指定港を設立する
ことを支持する。

（四）深化金融领域开放创新。
７．增强金融服务功能。支持符合条件的商业银
行注册设立金融资产投资子公司。支持设立直销银
行、征信机构等。支持试点设立健康保险等外资专
业保险机构。研究开展合格境外有限合伙人（ＱＦＬＰ）
和合格境内投资企业（ＱＤＩＥ）业务试点，放宽项目
投资限制，提高基金持股比例。加强对重大风险的
识别和系统性金融风险的防范。强化反洗钱、反恐
怖融资、反逃税工作。

（四）金融分野の開放・刷新の深化。
7.金融サービス機能の強化。条件に合致する商
業銀行が金融資産投資子会社を登記・設立するこ
とを支持する。ダイレクトバンク・信用調査機構
などの設立を支持する。健康保険などの外資専業
保険機構の試験的な設立を支持する。適格国外有
限責任組合(QFLP)および適格国内投資家(QDIE)
の業務試行を研究・実施し、プロジェクト投資制
限を緩和し、ファンド持株比率を引き上げる。重
大リスクの識別およびシステム金融リスクの防
止を強化する。アンチマネーロンダリング・アン
チテロ融資・反脱税業務を強化する。

８．深化外汇管理体制改革。放宽跨国公司外汇
资金集中运营管理准入条件。探索研究符合条件的
融资租赁公司和商业保理公司进入银行间外汇市
场。允许货物贸易外汇管理分类等级为 Ａ 类的企业
货物贸易收入无需开立待核查账户。

8.外貨管理体制改革の深化。多国籍企業の外貨
資金集中運営管理参入条件を緩和する。条件に合
致するファイナンスリース会社および商業ファ
クタリング会社の銀行間外貨市場への進出を模
索し研究する。貨物貿易外貨管理分類等級がA類
企業の貨物貿易収入について審査待機口座開設
不要を許可する。

９．推动跨境人民币业务创新。支持自贸试验区
9.クロスボーダー人民元業務刷新の推進。自貿
内银行按规定发放境外人民币贷款，探索开展境内 試験区内の銀行が規定に基づき国外人民元貸付
人民币贸易融资资产跨境转让业务，并纳入全口径 を行うことを支持し、国内人民元貿易融資資産の
跨境融资宏观审慎管理。支持企业境外母公司按照 クロスボーダー譲渡業務の実施を模索し、全口径
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クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理を
組み入れる。企業の国外母社が関連規定に基づ
き、国内で人民元債券を発行することを支持す
る。

有关规定在境内发行人民币债券。

（五）ハイエンド・ハイテク産業の開放・発展
の推進。
10.バイオ医薬および生命健康産業の開放・発
１０．支持生物医药和生命健康产业开放发展。
优化生物医药全球协同研发的试验用特殊物品的 展を支持する。バイオ医薬のグローバル協同研究
检疫查验流程。建立新药研发用材料、试剂和设备 の試験用特殊物品の検疫検査フローを最適化す
进口绿色通道，免除企业一次性进口药品通关单， る。新薬研究の材料・試験材料および設備の輸入
实行一次审批、分次核销。适度放宽医药研发用小 に優先ルートを確立し、企業の一度限りで輸入す
剂量特殊化学制剂的管理，支持在自贸试验区内建 る薬品の通関証明書を免除し、一度の審査批准・
立备货仓库。简化一公斤以内的药物样品、中间体 回を分けた核銷（照合消込）を実行する。医薬研
出境空运手续。支持石家庄依法依规建设进口药品 究開発用の少量の特殊化学調合剤の管理を適度
口岸，条件成熟时设立首次进口药品和生物制品口 に緩和し、自貿試験区内における商品準備倉庫の
岸。建立基因检测技术应用示范中心和公共技术平 設立を支持する。1㎏以内の薬物サンプル・中間
台，支持开展基因测序技术临床应用，支持开展感 物の国外空輸手続を簡素化する。石家荘が法に基
染微生物、罕见病等基因质谱试点。支持自贸试验 づき規定に従い輸入薬品港湾を構築し、条件が整
区内符合条件的医疗卫生机构，按照有关规定开展 った時点で初回輸入薬品およびバイオ製品港湾
干细胞临床前沿医疗技术研究项目，建立项目备案 を設立することを支持する。遺伝子検査技術応用
绿色通道。开展医疗器械注册人制度试点。优化二 模範センターおよび公共技術プラットフォーム
类医疗器械审批流程。支持开展医疗器械跨区域生 を構築し、遺伝子シークエンシング技術の臨床へ
の応用の実施を支持し、感染微生物・希少疾患な
产试点。设立医药知识产权维权援助分中心。
どの遺伝子質量分析試行の実施を支持する。自貿
試験区内の条件に合致する医療衛生機構が関連
規定に基づき幹細胞臨床最先端医療技術研究プ
ロジェクトを実施することを支持し、プロジェク
トの備案に優先ルートを設置する。医療機器登録
者制度試行を行う。二類医療機器審査批准フロー
を最適化する。医療機器の地域を跨ぐ生産試行の
実施を支持する。医薬知的財産権合法的権利の支
援サブセンターを設立する。
（五）推动高端高新产业开放发展。

１１．支持装备制造产业开放创新。支持建设国
家进口高端装备再制造产业示范园区。试点数控机
床、石油钻采产品等高附加值大型成套设备及关键
零部件进口再制造。放宽高端装备制造产品售后维
修进出口管理，适当延长售后维修设备和备件返厂
期限。对符合条件的入境维修复出口免于实施装运
前检验。完善装备制造出口产品退换货制度，允许
出口企业按照“先出口后回收”方式办理境外用户
退换货业务。允许进口入境期限不超过一年的二手
研发专用关键设备。简化对非民用进口机电设备免
３Ｃ 认证手续。

11.装備製造産業の開放・刷新の支持。国家輸
入ハイエンド装備再製造産業模範園区の構築を
支持する。NC工作機・石油掘削製品などの高付加
価値大型プラント設備および重要パーツ部品の
輸入再製造を試行する。ハイエンド装備製造製品
アフターメンテナンスのための輸出入管理を緩
和し、アフターメンテナンス設備および予備部品
の工場への返却期限を妥当に延長する。条件に合
致する国内メンテナンス再輸出に対して、積載輸
送前検査を免除する。装備製造製品輸出返品交換
制度を完備し、輸出企業が「先輸出後回収（先に
輸出して後から返品製品を回収）」方式に基づき
国外ユーザーの返品交換業務を取り扱うことを
許可する。入国期限が1年を超えない中古研究開
発専用重要設備の輸入を許可する。非居住者用輸
入機械・電力設備に対するCCC認証免除手続を簡
素化する。
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（六）引领雄安新区高质量发展。
１２．建设金融创新先行区。在依法依规前提下，
探索监管“沙盒机制”。推进绿色金融第三方认证
计划，探索开展环境信息强制披露试点，建立绿色
金融国际标准。加快培育排污权、节能量、水权等
环境权益交易市场，依托现有交易场所开展碳排放
权、水权、新能源现货交易。支持股权众筹试点在
雄安股权交易所先行先试。

（六）雄安新区のハイクオリティ発展の先導。
12.金融刷新先行区の構築。法に基づき規定に
従うとの前提の下、
「サンドボックスメカニズム」
の監督管理を模索する。グリーン金融第三者認証
計画を推進し、環境情報の強制開示試行の実施を
模索し、グリーン金融国際基準を構築する。汚染
物質排出権・省エネルギー量・水利権などの環境
権益取引市場の育成を加速させ、既存の取引所に
より炭素排出権・水利権・新エネルギーの現物取
引を実施する。投資型クラウドファンディング試
行の雄安取引所における先行試行を支持する。

１３．建设数字商务发展示范区。发展大数据交
易、数据中心和数字内容等高端数字化贸易业态。
支持建立数字化贸易综合服务平台。探索符合国情
的数字化贸易发展规则，参与数据资产国际贸易规
则和协议制定。探索兼顾安全和效率的数字化贸易
监管模式。推进公共数据利用改革试点。建立大数
据资产评估定价、交易规则、标准合约等政策体系。
依托现有交易场所开展数据资产交易。推进基于区
块链、电子身份（ｅＩＤ）确权认证等技术的大数据
可信交易。支持开展数据资产管理、安全保障、数
据交易、结算、交付和融资等业务。

13.デジタルビジネス発展モデル区の構築。ビ
ッグデータ取引・データセンターおよびデジタル
コンテンツなどのハイエンドデジタル貿易業態
を発展させる。デジタル貿易総合サービスプラッ
トフォームの構築を支持する。国情に適ったデジ
タル貿易発展規則を模索し、データ資産国際貿易
規則および協議制定に参与する。安全および効率
の双方を考慮したデジタル貿易監督管理モデル
を模索する。公共データ利用改革試行を推進す
る。ビッグデータ資産評価見積・取引規則・標準
的契約などの政策体系を構築する。既存の取引所
によりデータ資産取引を実施する。ブロックチェ
ーン・電子身分証(eID)による権利確認・認証な
どの技術に基づくビッグデータ信用取引を推進
する。データ資産管理・安全保障・データ取引・
決済・交付および融資などの業務の実施を支持す
る。
雄安エリアから国際通信出入口局までの直通
データリンクの構築。データサービスアウトソー
シング業務の発展を支持する。デジタルビジネス
発展モデル区内において、映画・テレビ・ゲーム
および音楽などのデジタルコンテンツ加工・運営
センターを設立し、法に基づき規定に従いデジタ
ルコンテンツ加工および運営サービスを行うこ
とを模索する。デジタルビジネス発展モデル区内
のデジタルコンテンツ関連業界の企業に対して、
期中事後監督管理メカニズムを構築・整備し、コ
ンテンツの審査・業界自主規制・約束遵守に対す
るインセンティブ、ブラック/ホワイトリストな
どの方式を通じて、フルカバー型監督管理を実現
する。企業が個人のプライバシー情報の保護を強
化し、適時、企業の個人情報収集・使用ポリシー
などを発表および更新するよう指導する。データ
漏洩事件の報告制度を構築する。

建设从雄安片区到国际通信业务出入口局的
直达数据链路。支持发展数据服务外包业务。在数
字商务发展示范区内探索建立影视、游戏和音乐等
数字内容加工与运营中心，依法依规开展数字内容
加工与运营服务。针对数字商务发展示范区内数字
内容相关行业企业，建立健全事中事后监管机制，
通过内容审查、行业自律、守信激励、黑白名单等
方式实现监管全覆盖。引导企业加强个人隐私信息
保护，及时公布和更新企业收集使用个人信息的策
略等。建立数据泄露事件报告制度。

１４．推进生命科学与生物技术创新发展。鼓励
企业进行免疫细胞治疗、单抗药物、基因治疗、组
织工程等新技术研究，允许企业依法依规开展新型
生物治疗业务。建立人类遗传资源临床试验备案制
度。支持雄安片区建设基因数据中心。

14.生命科学およびバイオテクノロジーの刷
新・発展の推進。企業が免疫細胞治療・モノクロ
ーナル抗体薬物・遺伝子治療・再生医療などの新
技術研究を行うことを奨励し、企業が法に基づき
規定に従い新型バイオ治療業務を実施すること
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を許可する。人類遺伝資源臨床試験備案制度を構
築する。雄安エリアが遺伝子データセンターを構
築すること支持する。
（七）京津冀協同発展の推進。
（七）推动京津冀协同发展。
15.区域産業の協同刷新の推進。北京中関村・
１５．推动区域产业协同创新。支持北京中关村、
天津滨海新区等与自贸试验区深度合作创新发展。 天津濱海新区などと自貿試験区の提携深化によ
支持建立总部设在雄安片区的国际科学共同体或 る刷新・発展を支持する。本部を雄安新区に置く
国際科学共同体あるいは科学技術組織の設立を
科技组织。
支持する。
１６．促进要素跨区域流动。支持北京非首都功
能优先向自贸试验区疏解转移。已在北京、天津取
得生产经营资质、认证的企业搬迁到自贸试验区
后，经审核继续享有原有资质、认证。允许符合条
件的北京、天津企业将注册地变更到自贸试验区
后，继续使用原企业名称。建立人才跨区域资质互
认、双向聘任等制度，在待遇、职称评定等方面根
据个人意愿予以保留或调整。

16.地域を跨ぐ要素流動の促進。北京の非首都
機能を優先的に自貿試験区にスムーズに移行す
ることを支持する。すでに北京・天津において経
営資質を取得・創設して認証を受けている企業
は、自貿試験区への移転後、審査を経て従来より
保有する資質・認証を継続して保有する。条件に
合致する北京・天津の企業が登録地を自貿試験区
に変更後、従来の企業名称を引き続き使用するこ
とを許可する。人材の地域を跨いだ場合の資質の
相互承認・双方向招聘などの制度を構築し、待
遇・職務評価などの方面において個人の希望に基
づき留保あるいは調整する。

四、保障机制
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。强化底线思维和
风险意识，完善风险防控和处置机制，实现区域稳
定安全高效运行，切实维护国家安全和社会安全。
在国务院自由贸易试验区工作部际联席会议统筹
协调下，充分发挥地方和部门积极性，抓好各项改
革试点任务落实，高标准高质量建设自贸试验区。
河北省要完善工作机制，构建精简高效、权责明晰
的自贸试验区管理体制，加强人才培养，打造高素
质管理队伍；要加强地方立法，建立公正透明、体
系完备的法治环境。自贸试验区各片区要把工作做
细，制度做实，严格监督，严格执纪执法。各有关
部门要及时下放相关管理权限，给予充分的改革自
主权。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，按规定程序办理。重大
事项及时向党中央、国务院请示报告。

四、保障メカニズム
中国共産党の改革・開放に対する指導を堅持お
よび強化し、中国共産党の指導を自貿試験区建設
の全プロセスに一貫させる。ボトムラインシンキ
ングおよび危機意識を強化し、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、地域の安
定・安全・高効率な運営を実現し、国家の安全お
よび社会の安全を適切に保護する。国務院自由貿
易試験区業務部間連席会議における統一計画的
協調の下、地方および部門の積極性を充分に発揮
し、各改革試行の任務を適切に実行し、ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設する。河
北省は、業務メカニズムを完備し、簡潔かつ高効
率・権限および責任が明瞭な自貿試験区管理体制
を構築し、人材育成を強化し、素質の高い管理グ
ループを構築しなければならない；地方立法を強
化し、公正かつ透明・体系が完備された法治環境
を構築しなければならない。自貿試験区の各エリ
アは、業務を綿密に行い、制度を実際に実行し、
厳格に監督管理し、厳格に紀律を執行かつ法律を
執行しなければならない。各関連部門は、適時、
関連管理権限を委譲し、充分な改革の自主権を与
えなければならない。本方案にて挙げた各改革政
策措置が現行の法律あるいは行政法規の調整に
関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。重大
事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務院に
報告し指示を仰がなければならない。
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中国（云南）自由贸易试验区总体方案

中国(雲南)自由貿易試験区総体方案

建立中国（云南）自由贸易试验区（以下简称
中国(雲南)自由貿易試験区（以下、自貿試験区）
自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が下し
是新时代推进改革开放的战略举措。为高标准高质 た重大な政策決定であり、新たな時代において改
量建设自贸试验区，制定本方案。
革・開放を推進する戦略措置である。ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設するた
め、本方案を制定する。
一、总体要求
（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届
二中、三中全会精神，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，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，以供给侧结构性改革为主线，主动服务和融入
国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局，
解放思想、大胆创新，把自贸试验区建设成为新时
代改革开放的新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。習近平による新時代の中国の
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、「五位一体（経済・政治・
文化・社会・生態文明の構築）」の総合的配置の
統一計画的推進および「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、「穏中求進」業務
の全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハ
イクオリティな発展を堅持し、サプライサイド構
造改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に
奉仕および融合し、対外開放の全体戦略・配置に
さらに適切に奉仕し、思想解放・大胆な刷新を行
い、自貿試験区建設を改革開放の新たな重要拠点
とする。

（二）战略定位及发展目标。以制度创新为核
心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关
于加快沿边开放的要求，着力打造“一带一路”和
长江经济带互联互通的重要通道，建设连接南亚东
南亚大通道的重要节点，推动形成我国面向南亚东
南亚辐射中心、开放前沿。经过三至五年改革探索，
对标国际先进规则，形成更多有国际竞争力的制度
创新成果，推动经济发展质量变革、效率变革、动
力变革，努力建成贸易投资便利、交通物流通达、
要素流动自由、金融服务创新完善、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
质量自由贸易园区。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。制度刷
新を核心とし、複製可能・普及可能を基本的要求
として、中央の国境地域の開放加速に関する要求
を全面的に実行し、「一帯一路」と長江経済ベル
トが相互に連携する重要ルートの構築に注力し、
南アジア・東南アジアに連なる大ルートの重要な
結節点を構築し、我が国の南アジア・東南アジア
に向けた輻射センター・開放最先端の構築を推進
する。3〜5 年の改革の模索を経て、国際的かつ先
進的ルールをベンチマークとして、さらに高い国
際競争力を有する制度・刷新的成果を築き、経済
発展の品質・効率・エネルギー変革を推進し、利
便的な貿易投資・交通物流アクセスが良好・各要
素の流動が自由・刷新的かつ完備された金融サー
ビス・安全かつ高効率な監督管理・生態環境のク
オリティが一流・突出した輻射および連動効果の
ハイレベル・ハイクオリティな自由貿易地域の構
築に努める。

二、区位布局
（一）实施范围。自贸试验区的实施范围
１１９．８６ 平方公里，涵盖三个片区：昆明片区 ７６ 平
方公里（含昆明综合保税区 ０．５８ 平方公里），红河
片区 １４．１２ 平方公里，德宏片区 ２９．７４ 平方公里。
自贸试验区土地开发利用须遵守土地利用、生
态环境保护、城乡规划法律法规，符合土地利用总

二、立地・配置
（一）実施範囲。自貿試験区の実施範囲は、
119.86 ㎢であり、3 エリアを包含する：昆明エリ
ア 76 ㎢（昆明総合保税区 0.58 ㎢を含む）、紅河
エリア 14.12 ㎢、徳宏エリア 29.74 ㎢とする。
自貿試験区の土地の開発・利用は、土地利用・
生態環境保護・都市農村計画の法律・法規を必ず
1
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体规划和城乡规划，并符合节约集约用地的有关要
求。

遵守し、土地利用全体計画および都市農村計画に
合致しており、併せて用地節約・集約の関連要求
に合致していなければならない。

（二）功能划分。昆明片区加强与空港经济区
联动发展，重点发展高端制造、航空物流、数字经
济、总部经济等产业，建设面向南亚东南亚的互联
互通枢纽、信息物流中心和文化教育中心；红河片
区加强与红河综合保税区、蒙自经济技术开发区联
动发展，重点发展加工及贸易、大健康服务、跨境
旅游、跨境电商等产业，全力打造面向东盟的加工
制造基地、商贸物流中心和中越经济走廊创新合作
示范区；德宏片区重点发展跨境电商、跨境产能合
作、跨境金融等产业，打造沿边开放先行区、中缅
经济走廊的门户枢纽。

（二）機能区分。昆明エリアは、航空経済区と
の連動的発展を強化し、ハイエンド製造・航空物
流・デジタル経済・本部経済などの産業を重点的
に発展させ、南アジア・東南アジアに向けた相互
連携ターミナル・情報物流センターおよび文化教
育センターを構築する；紅河エリアは、紅河総合
保税区・蒙自経済技術開発区との連動的発展を強
化し、加工および貿易・ワンヘルス（One health）
サービス・クロスボーダー観光・クロスボーダー
電 子商取 引など の産業を 重点的 に発展 させ 、
ASEAN に向けた加工製造基地・商業貿易物流セン
ターおよび中国−ベトナム経済回廊刷新的協力
モデル区の構築に注力する；徳宏エリアは、クロ
スボーダー電子商取引・クロスボーダー生産能力
の提携・クロスボーダー金融などの産業を重点的
に発展させ、国境地域開放先行区・中国−ミャン
マー経済回廊のゲートウェイハブを構築する。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
１．推进行政管理职能与流程优化。推进“证照
分离”改革全覆盖，突出“照后减证”。调整完善
省级管理权限下放内容和方式。全面推进行政审批
和行政服务标准化，推行“互联网＋政务服务”模
式，拓展“一部手机办事通”一网通办功能。全面
开展工程建设项目审批制度改革。精简投资项目准
入手续，实施先建后验管理新模式。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1.行政管理機能およびフローの最適化の推進。
「証照分離（営業許可証と行政許可の取得手続の
切り離し）」改革のカバー率 100％を推進する。
省級管理権限の委譲の内容および方式を調整・完
備する。行政審査批准および行政サービスの基準
化を全面的に推進し、「インターネット＋政務サ
ービス」モデルを推進し、「モバイル手続」によ
る一つのシステムによる手続機能を拡張する。工
事建設プロジェクト審査批准制度改革を全面的
に実施する。投資プロジェクト参入手続を簡素化
し、「先建後検（先に建設して後から検査するこ
と）
」の管理新モデルを実施する。

２．优化外籍及港澳台人才发展环境。探索将有
关外籍及港澳台人才省级管理权限赋予自贸试验
区。探索开展职业资格国际互认，允许外籍及港澳
台技术技能人员按规定在自贸试验区就业，允许在
中国高校毕业的优秀留学生在自贸试验区就业和
创业，向其发放工作许可。开展外国高端人才服务
“一卡通”试点。建设澜湄职业教育培训基地。

2.外国籍および香港・マカオ・台湾人材の発展
環境の最適化。外国籍および香港・マカオ・台湾
人材に関わる省級管理権限の自貿試験区への委
譲を模索する。職業資格の国際相互承認の実施を
模索し、外国籍および香港・マカオ・台湾の技術
技能者が規定に基づき自貿試験区において就業
することを許可し、中国の高等教育機関を卒業し
た優秀な留学生が自貿試験区において就業およ
び創業することを許可し、当該人員に就労許可を
交付する。国外ハイレベル人材サービス「ワンカ
ードパス」試行を行う。瀾滄江−メコン河職業教
育研修基地を構築する。

３．创新事中事后监管体制机制。建立健全以信
3.期中事後監督管理体制・メカニズムの刷新。
用监管为核心、与负面清单管理方式相适应的事中 信用に基づく監督管理を核心とするネガティブ
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事后监管体系。强化竞争政策的基础性地位。配合
做好外商投资安全审查工作。

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・整備する。政策の基幹的ポジションに
対する競争力を強化する。外商投資に対する安全
審査業務の適切な実施に協力する。

（二）深化投资领域改革。
４．深入推进投资自由化便利化。全面落实外商
投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。探索建
立外商投资信息报告制度。支持外商独资设立经营
性教育培训和职业技能培训机构。支持外商投资设
立航空运输销售代理企业。统一内外资人才中介机
构投资者资质要求，由自贸试验区管理机构负责审
批，报省级人力资源社会保障部门备案。

(二)投資分野の改革の深化。
4.投資自由化・利便化の深化・推進。外商投資
に対する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。外商投
資情報報告制度の構築を模索する。外商独資によ
る経営性教育研修および職業技能トレーニング
機関の設立を支持する。外商投資が航空運輸販売
代理企業を設立することを支持する。内外資人材
仲介機構の投資者の資質に対する要求を統一し、
自貿試験区管理機構が審査批准の責を負い、省級
人力資源社会保障部門に報告・備案する。

５．完善投资促进和保护机制。建立健全外商投
资服务体系，完善外商投资促进、项目跟踪服务和
投诉工作机制。鼓励自贸试验区在法定权限内制定
外商投资促进政策。加强外商投资合法权益保护。
建立健全国际商事调解、仲裁机制。推动知识产权
运营服务体系建设。实施公平竞争审查制度。

5.投資促進および保護メカニズムの完備。外商
投資サービス体系を構築・整備し、外商投資の促
進・プロジェクト追跡サービスおよびクレームの
業務メカニズムを完備する。自貿試験区が法定の
権限内において外商投資促進政策を制定するこ
とを奨励する。外商投資の合法的権益の保護を強
化する。国際商事調停・仲裁メカニズムを構築・
整備する。知的財産権運用サービス体系の構築を
推進する。公平競争審査制度を実施する。

（三）推动贸易转型升级。

（三）貿易モデルチェンジ・アップグレードの
推進。
6.貿易利便化レベルの向上。国際的かつ先進的
レベルの国際貿易「ワンストップ窓口」の構築を
加速し、技術貿易・サービスアウトソーシング・
メンテナンスサービスなどのサービス貿易の分
野への拡張を模索し、条件が整い次第、輸出税還
付（免除）申告を「ワンストップ窓口」管理に段
階的に組み入れる。検査測定・基準化・認証など
の第三者サービスの発展に注力し、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。輸出貨物特許紛争担保通関方式を刷新する。
貿易調整支援試行の実施を研究する。

６．提升贸易便利化水平。加快建设具有国际先
进水平的国际贸易“单一窗口”，探索拓展至技术
贸易、服务外包、维修服务等服务贸易领域，待条
件成熟后，逐步将服务出口退（免）税申报纳入“单
一窗口”管理。大力发展检验检测、标准、认证等
第三方服务，扩大第三方检验结果采信商品和机构
范围。创新出口货物专利纠纷担保放行方式。研究
开展贸易调整援助试点。

７．创新贸易监管模式。实施“一口岸多通道”
监管创新。支持对海关特殊监管区域外的“两头在
外”航空维修业态实行保税监管，打造一站式航空
维修基地。试行动植物及其产品检疫审批负面清单
制度。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。做好国际会议、赛事、展演、
展览监管，简化展品检疫审批管理。

7.貿易監督管理モデルの刷新。「一つの港湾に
複数ルート」監督管理の刷新を実施する。税関特
殊監督管理区域外の「両頭在外（取引の双方が区
域外なこと）」航空メンテナンス業態に対する保
税監督管理の実行、ワンストップ式航空メンテナ
ンス基地の構築を支持する。動植物およびその商
品の検疫審査批准ネガティブリスト制度を試行
する。バイオ医薬の国際共同研究開発の試験用特
殊品の検疫検査フローを最適化する。国際会議・
イベント・公演・展示会の監督管理を適切に行い、
展示品検疫審査批准管理を簡素化する。
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８．创新推进跨境电子商务发展。鼓励建设出口
产品公共海外仓和海外运营中心。依法依规开展跨
境电商人民币结算，推动跨境电商线上融资及担保
方式创新。试点航空快件国际中转集拼业务。加快
河口、瑞丽国际快件监管中心建设。支持在红河片
区、德宏片区建设边境仓。支持复制跨境电商综合
试验区探索形成的成熟经验做法。

8.クロスボーダー電子商取引発展の刷新・推
進。輸出商品の公共海外倉庫および海外運営セン
ターの建設を奨励する。法に基づき規定に従いク
ロスボーダー電子商取引の人民元決済を行い、ク
ロスボーダー電子商取引のオンライン融資およ
び担保方式の刷新を推進する。航空速達便国際中
継混載業務を試行する。河口・瑞麗国際速達便監
督管理センターの構築を加速する。紅河エリア・
徳宏エリアにおける国境地域倉庫の建設を支持
する。クロスボーダー電子商取引総合試験区が模
索・構築した成熟した経験・方法の複製を支持す
る。

９．培育新业态新模式。加快构建 ５Ｇ 产业体系，
推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融
合。加快推进面向南亚东南亚的离岸呼叫中心业
务。对海关特殊监管区域外有条件企业开展高附加
值、高技术含量、符合环保要求的“两头在外”检
测、维修业态实行保税监管。促进文物及文化艺术
品在自贸试验区内的综合保税区存储、展示等。支
持云南设立汽车整车进口口岸，开展平行进口汽车
试点。探索先进技术装备、关键零部件及其他机电
产品（医疗器械等高风险产品除外）等平行进口。
医疗机构可按照规定开展干细胞临床前沿医疗技
术研究项目。大力发展中医药服务贸易，推动中医
药海外创新发展。支持开展全球动植物种质资源引
进和中转等业务。

9.新業態・新モデルの育成。5G 産業体系の構築
を加速し、インターネット・ビッグデータ・人工
知能と実体経済の深い融合を推進する。南アジ
ア・東南アジアに向けたオフショアコールセンタ
ー業務の推進を加速する。税関特殊監督管理区域
外の条件に合致する企業が行う高付加価値・ハイ
テクかつ環境保護の要求に合致している「両頭在
外（取引の双方が区域外なこと）」の検査・メン
テナンスの業態に対して保税監督管理を実行す
る。文化財および文化芸術品の自貿試験区内の総
合保税区における保管・展示などを促進する。雲
南が自動車完成車輸入港湾を構築し、自動車並行
輸入試行の実施を支持する。先進技術設備・重要
部品およびその他電気機械製品（医療機器などの
ハイリスク製品を除く）などの並行輸入を模索す
る。医療機関は、規定に基づき幹細胞の臨床最先
端医療技術の研究プロジェクトを行うことがで
きる。中国医薬サービス貿易の発展に注力し、中
国医薬の海外における刷新・発展を推進する。グ
ローバル動植物遺伝資源導入および中継などの
業務の発展を支持する。

（四）深化金融领域开放创新。
１０．扩大金融领域对外开放。支持符合条件的
南亚东南亚等国家金融机构设立外资金融分支机
构（证券期货经营机构除外）。鼓励自贸试验区内
符合条件的保理企业开展跨地区的保理业务。拓展
“银税互动”受惠面。推进与南亚东南亚国家签订
保险业双边监管合作协议，优化跨境保险规则，实
现理赔查勘相互委托或结果互认。加强对重大风险
的识别和系统性金融风险的防范。支持加强与周边
国家的金融监管协作，强化反洗钱、反恐怖融资、
反逃税工作。

（四）金融分野の開放・刷新の深化。
10.金融分野の対外開放の拡大。条件に合致す
る南アジア・東南アジアなどの国家の金融機関が
外資金融分支機構（証券先物経営機構を除く）を
設立することを支持する。自貿試験区内の条件に
合致するファクタリング企業が地区を跨いだフ
ァクタリング業務を行うことを奨励する。「銀税
互動（銀行および税務主幹部門の相互提携）」の
優遇面を拡張する。南アジア・東南アジアの国家
との保険業二国間監督管理協力協議の締結を推
進し、クロスボーダー保険規則を最適化し、損害
賠償・実地調査の相互委託あるいは結果の相互承
認を実現させる。重大リスクの識別およびシステ
ミックリスクの防止を強化する。周辺国家との金
融監督管理の協力強化を支持し、アンチマネーロ
ンダリング・アンチテロ融資・反脱税業務を強化
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する。
１１．推动跨境人民币业务创新发展。推动人民
币作为跨境贸易和投资计价、结算货币。研究推动
金融机构参与人民币与周边国家非主要国际储备
货币银行间市场区域交易。支持企业境外母公司按
照有关规定在境内发行人民币债券。支持金融机构
和企业按规定从境外融入人民币资金。支持依法依
规开展人民币海外基金业务。

11.クロスボーダー人民元業務の刷新・発展の
推進。人民元をクロスボーダー貿易および投資の
建値・決済通貨とすることを推進する。金融機関
による人民元および周辺国家非主要国の準備通
貨の銀行間市場地域取引への参加推進を研究す
る。企業の国外親会社が関連規定に基づき国内に
おいて人民元債券を発行することを支持する。金
融機関および企業が規定に基づき国外から人民
元資金を調達することを支持する。法に基づき規
定に従う人民元国外ファンド業務の実施を支持
する。

１２．促进跨境投融资便利化。支持银行业金融
机构按规定开展跨境融资业务。允许银行和已获相
应业务许可的非银行支付机构通过具备合法资质
的清算机构与境外银行、支付机构开展跨境支付合
作。放宽跨国公司外汇资金集中运营管理准入条
件。支持金融租赁公司和融资租赁公司在符合相关
规定前提下，开展境内外租赁业务。

12.クロスボーダー投融資の利便化の促進。銀
行業金融機関が規定に基づきクロスボーダー融
資業務を行うことを支持する。銀行および関連業
務許可を取得済の非銀行支払機関が合法的資質
を備えた決済機関および国外の銀行・支払機関を
通じてクロスボーダー支払での提携を行うこと
を許可する。多国籍企業外貨資金集中運用管理の
参入条件を緩和する。金融リース会社およびファ
イナンスリース会社が関連規定に合致している
との前提の下、国内外リース業務を行うことを支
持する。
（五）国境地域の経済社会発展新モデルの刷
新。
13.国境地域のクロスボーダー経済協力モデル
の刷新。クロスボーダー経済協力区・国境地域経
済協力区による生産能力の国際提携を実施する。
適時、姐告国境地域貿易区管理条例を公布し、政
策法規体系を完備する。周辺国家と「一度の認
証・一回の検査・一ヶ所で二つの検査・両国相互
承認」通関モデルの実施を推進する。自動車ナン
バープレートおよび運転免許証の相互承認を推
進し、一時入国車両のナンバープレート手続を簡
素化し、国外運送車の紅河エリア・徳宏エリアへ
の進入を許可する。クロスボーダー動物疫病区域
化管理試行の推進を深化させる。隣接国家が輸入
する農作物・水産品・種子/種苗および花卉/苗木
などの商品に対して、迅速検査検疫モデルを実行
する。国外農業経済貿易協力区の構築を支持し、
クロスボーダー農業協力により国が農村から買
い付けた農産物の農村への再販売に係る農産物
検査検疫への参入を段階的に解決する。「対外進
出」企業が国外資産および持分・森林所有権・採
鉱権などの権益の抵当設定により借入を取得す
ることを支持する。

（五）创新沿边经济社会发展新模式。
１３．创新沿边跨境经济合作模式。依托跨境经
济合作区、边境经济合作区开展国际产能合作。适
时出台姐告边境贸易区管理条例，完善政策法规体
系。与周边国家推动实施“一次认证、一次检测、
一地两检、双边互认”通关模式。推动机动车牌和
驾驶证互认，简化临时入境车辆牌照手续，允许外
国运输车辆进入红河片区、德宏片区。深入推进跨
境动物疫病区域化管理试点。对毗邻国家输入的农
产品、水产品、种子种苗及花卉苗木等产品实行快
速检验检疫模式。支持建设境外农业经贸合作区，
稳步解决跨境农业合作返销农产品检验检疫准入。
支持“走出去”企业以境外资产和股权、林权、采
矿权等权益为抵押获得贷款。

１４．探索推进边境地区人员往来便利化。积极
14.国境地域の人員の往来の利便化推進の模
推进与毗邻国家签署跨境人力资源合作协议，探索 索。隣接国家とのクロスボーダー人力資源協力協
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建立外籍务工人员管理长效机制。研究外籍员工办
理就业许可、签证及居留许可便利措施。进一步为
来自贸试验区开展商贸、旅游等活动的外国人提供
入出境便利。开辟境外人员入境就医紧急救助通
道。自贸试验区经贸、科技人员可向审批机关申请
办理一次审批、一年多次有效出国任务批件。简化
内地人员办理《中华人民共和国出入境通行证》提
交的资料和手续。在国际会议、对外邀请、使节来
访等需审核审批事项上，建立外事审核审批直通车
制度。

議の締結を積極的に推進し、外国籍就労者管理の
長期有効なメカニズムの構築を模索する。外国籍
の従業員の就業許可・ビザおよび居留許可手続の
利便的措置を研究する。自貿試験区において商業
貿易・観光などの活動を行う外国人にさらに出入
国の便宜を図る。国外人材の入国・医療機関受診
の緊急支援ルートを開設する。自貿試験区の経済
貿易・科学技術者は、審査批准機関に一回の審査
批准で一年に複数回の職務目的の出国が有効な
許可書の手続を申請することができる。中国本土
の人材の≪中華人民共和国出入国通行証≫手続
のために提出する資料および手続を簡素化する。
国際会議・国外からの招聘・使節団来訪などの審
査批准が必要な事項において、渉外事務審査批准
直通制度を構築する。

１５．加大科技领域国际合作力度。引导各类创
新主体在“一带一路”沿线国家（地区）共建创新
平台，鼓励企业设立海外研发中心。支持云南与周
边国家共建科技成果孵化基地和科技企业孵化器。
按市场化方式，设立一批专业化投资基金。

15.科学技術分野の国際協力度の強化。各種刷
新主体が「一帯一路」沿線国家（地区）において
刷新プラットフォームを共同で構築するよう先
導し、企業が海外研究開発センターを設立するこ
とを奨励する。雲南および周辺国家との科学技術
成果インキュベーション基地および科学技術企
業インキュベーターを共同で構築することを支
持する。市場化された方式に基づき、専門的投資
ファンドを設置する。

（六）加快建设我国面向南亚东南亚辐射中
心。
１６．构建连接南亚东南亚的国际开放大通道。
加快推动孟中印缅经济走廊、中国—中南半岛经济
走廊陆路大通道建设，构建区域运输大动脉。建设
昆明国际航空枢纽和空港型国家物流枢纽，在对外
航权谈判中，在平等互利基础上，积极争取昆明航
空枢纽建设所需的包括第五航权在内的国际航权。
支持昆明长水国际机场开展航班时刻改革试点。完
善昆明区域性国际通信业务出入口局功能，扩容国
际通信出口带宽。依托昆明电力交易中心，进一步
丰富现货产品种类，逐步建成面向南亚东南亚跨境
电力合作交易平台。

（六）南アジア・東南アジア輻射センター構築
の加速。
16.南アジア・東南アジアに連なる国際開放大
ルートの構築。バングラデシュ−中国−インド−
ミャンマー経済回廊・中国−インドシナ半島経済
回廊陸路大ルートの構築推進を加速し、地域運輸
の大動脈とする。昆明国際航空ターミナルおよび
空港型国家物流ターミナルを建設し、対外航路権
の交渉において、平等・ウィンウィンを基礎とし
て、昆明航空ターミナルの建設に必要な第五航路
権（第5の自由、以遠権）を含む国際航路権を積
極的に獲得する。昆明長水国際空港がフライトタ
イム改革試行を行うことを支持する。昆明の地域
性国際通信業務の出入口の機能を完備し、国際通
信業務出入口局の機能を完備し、国際通信アウト
プット帯域幅を拡大する。昆明電力取引センター
により、直物製品の種類をさらに豊富にし、南ア
ジア・東南アジアに向けたクロスボーダー電力取
引協力プラットフォームを段階的に構築する。

１７．打造区域跨境物流中心。支持开展面向南
亚东南亚国家的国际多式联运试点，推进国际道路
运输便利化进程。支持创新发展现代供应链。加强
冷链基础设施网络建设。加快建设面向南亚东南亚
的跨境物流公共信息平台。加快推进中缅、中越、
中老、中老泰等国际物流大通道建设，允许企业在

17.地域クロスボーダー物流センターの構築。
南アジア・東南アジアの国家に向けた国際複合一
貫輸送試行の実施を支持し、国際陸上運輸利便化
プロセスを推進する。現代サプライチェーンの刷
新・発展を支持する。コールドチェーンのインフ
ラ・ネットワークの構築を強化する。南アジア・
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周边国家运营（或参与运营）的货运车辆进入云南
境内停靠和装卸货。拓展昆明长水国际机场“空空
＋空地”货物集疏模式，鼓励发展全货机航班、腹
舱货运，构建面向南亚东南亚航空物流集散中心。

東南アジアに向けたクロスボーダー物流公共情
報プラットフォームの構築を加速する。中国−ミ
ャンマー・中国−ベトナム・中国−ラオス・中国
−ラオス−タイなどの国際物流大ルートの構築
推進を加速し、企業が周辺国家において運営（あ
るいは運営に参加する)貨物車両の雲南国内への
進入・停車および貨物の積み下ろしを許可する。
昆明長水国際空港の「空空＋空地（空輸−空輸お
よび空輸−陸上輸送）」貨物集配モデルを拡張し、
全貨物機の就航ダイヤ・航空機下部の貨物室によ
る貨物運輸の発展を奨励し、南アジア・東南アジ
ア向け航空物流集配センターを構築する。

１８．建设沿边资源储备基地。支持建设成品油
与天然气储备库。试点牛肉、天然橡胶等产品储备
制度改革，支持红河片区、德宏片区建立大宗产品
储备基地。推动碳排放权交易资源储备。依托现有
交易场所依法依规开展有色金属、咖啡、橡胶、畜
产品等优势产品交易，设立农产品、有色金属拍卖
中心。

18.国境地域資源備蓄基地の構築。石油製品お
よび天然ガス備蓄庫の建設を支持する。牛肉・天
然ゴムなどの製品の備蓄制度改革を試行し、紅河
エリア・徳宏エリアが大口商品備蓄基地を構築す
ることを支持する。炭素排出権取引資源の備蓄を
推進する。既存の取引場所により法に基づき規定
に従い非鉄金属・コーヒー・ゴム・畜産品などの
良質な商品の取引を行い、農産物・非鉄金属競売
センターを構築する。

１９．全力打造世界一流的健康生活目的地。支
持引进国内外高端医疗资源，建设区域性国际诊疗
保健合作中心。加快创新药品审批上市，对抗癌药、
罕见病用药等临床急需的创新药品实施优先审评
审批。建立仿制药研发公共平台，加大对仿制药政
策支持力度，引进境外仿制药公司和技术人员。支
持建设现代化中药研发平台。支持云南疫苗产品开
展世界卫生组织预认证和国际注册。开展医疗器械
注册人制度试点。建立孟中印缅经济走廊旅游合作
机制，支持打通连接多国的边境旅游环线，推出自
驾游等跨境旅游产品，鼓励设立边境旅游试验区和
跨境旅游合作区。

19.世界一流のヘルシーライフゴール地点構築
への注力。国内外のハイレベルな医療資源を導入
し、地域性国際診療保健協力センターの構築を支
持する。刷新的な薬品の市場流通化に関する審査
批准を加速し、抗癌剤・希少疾患の薬品などの臨
床かつ至急必要な刷新的薬品に対して優先的な
審査評価・審査批准を実施する。ジェネリック医
薬品研究開発公共プラットフォームを構築し、ジ
ェネリック医薬品に対する政策支援度を強化し、
国外のジェネリック医薬品会社および技術者を
誘致する。現代的中国医薬研究開発プラットフォ
ームの構築を支持する。雲南ワクチン製品に対す
る世界保健機関による事前認証および国際登録
の実施を支持する。医療機器登録者制度の試行を
行う。バングラデシュ−中国−インド−ミャンマ
ー経済回廊観光協力メカニズムを構築し、複数国
と連携した国境地域周遊路の開通を支持し、ドラ
イブ旅行などのクロスボーダー観光商品を発表
し、国境地域観光試験区およびクロスボーダー観
光協力区の構築を奨励する。

四、保障机制
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。强化底线思维和
风险意识，完善风险防控和处置机制，实现区域稳
定安全高效运行，切实维护国家安全和社会安全。
在国务院自由贸易试验区工作部际联席会议统筹
协调下，充分发挥地方和部门积极性，抓好各项改
革试点任务落实，高标准高质量建设自贸试验区。

四、保障メカニズム
中国共産党の改革・開放に対する指導を堅持お
よび強化し、中国共産党の指導を自貿試験区建設
の全プロセスに一貫させる。ボトムラインシンキ
ングおよび危機意識を強化し、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、地域の安
定・安全・高効率な運営を実現し、国家の安全お
よび社会の安全を適切に保護する。国務院自由貿
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易試験区業務部間連席会議における統一計画的
協調の下、地方および部門の積極性を充分に発揮
し、各改革試行の任務を適切に実行し、ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設する。雲
南省は、業務メカニズムを完備し、簡潔かつ高効
率・権限および責任が明瞭な自貿試験区管理体制
を構築し、人材育成を強化し、素質の高い管理グ
ループを構築しなければならない；地方立法を強
化し、公正かつ透明・体系が完備された法治環境
を構築しなければならない。自貿試験区の各エリ
アは、業務を綿密に行い、制度を実際に実行し、
厳格に監督管理し、厳格に紀律を執行かつ法律を
執行しなければならない。各関連部門は、適時、
関連管理権限を委譲し、充分な改革の自主権を与
えなければならない。本方案にて挙げた各改革政
策措置が現行の法律あるいは行政法規の調整に
関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。重大
事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務院に
報告し指示を仰がなければならない。

云南省要完善工作机制，构建精简高效、权责明晰
的自贸试验区管理体制，加强人才培养，打造高素
质管理队伍；要加强地方立法，建立公正透明、体
系完备的法治环境。自贸试验区各片区要把工作做
细，制度做实，严格监督，严格执纪执法。各有关
部门要及时下放相关管理权限，给予充分的改革自
主权。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，按规定程序办理。重大
事项及时向党中央、国务院请示报告。
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中国（黑龙江）自由贸易试验区总体方案

中国(黒龍江)自由貿易試験区総体方案

建立中国（黑龙江）自由贸易试验区（以下简
中国(黒龍江)自由貿易試験区（以下、自貿試験
称自贸试验区）是党中央、国务院作出的重大决策， 区）の建設は、中国共産党中央委員会・国務院が
是新时代推进改革开放的战略举措。为高标准高质 下した重大な政策決定であり、新たな時代におい
量建设自贸试验区，制定本方案。
て改革・開放を推進する戦略措置である。ハイレ
ベル・ハイクオリティな自貿試験区を建設するた
め、本方案を制定する。
一、总体要求
（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届
二中、三中全会精神，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，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，以供给侧结构性改革为主线，主动服务和融入
国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局，
解放思想、大胆创新，把自贸试验区建设成为新时
代改革开放的新高地。

一、総体要求
（一）指導思想。習近平による新時代の中国の
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、「五位一体（経済・政治・
文化・社会・生態文明の構築）」の総合的配置の
統一計画的推進および「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、「穏中求進」業務
の全体的基調を堅持し、新発展理念を堅持し、ハ
イクオリティな発展を堅持し、サプライサイド構
造改革を主軸として、国家の重大戦略に積極的に
奉仕および融合し、対外開放の全体戦略・配置に
さらに適切に奉仕し、思想解放・大胆な刷新を行
い、自貿試験区建設を改革開放の新たな重要拠点
とする。

（二）战略定位及发展目标。以制度创新为核
心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关
于推动东北全面振兴全方位振兴、建成向北开放重
要窗口的要求，着力深化产业结构调整，打造对俄
罗斯及东北亚区域合作的中心枢纽。经过三至五年
改革探索，对标国际先进规则，形成更多有国际竞
争力的制度创新成果，推动经济发展质量变革、效
率变革、动力变革，努力建成营商环境优良、贸易
投资便利、高端产业集聚、服务体系完善、监管安
全高效的高标准高质量自由贸易园区。

（二）戦略の位置付けおよび発展目標。制度刷
新を核心とし、複製可能・普及可能を基本的要求
として、中央の東北の全面かつ全方位的振興の推
進・北部に向けた開放重要窓口の構築に関する要
求を全面的に実行し、産業構造調整の深化に注力
し、ロシアと北東アジア地域の協力セントラルタ
ーミナルを構築する。3〜5 年の改革の模索を経
て、国際的かつ先進的ルールをベンチマークとし
て、さらに高い国際競争力を有する制度・刷新的
成果を築き、経済発展の品質・効率・エネルギー
変革を推進し、良質なビジネス環境・利便的な貿
易投資・ハイエンド産業が集積・サービス体系が
完備・監督管理が安全かつ高効率なハイレベル・
ハイクオリティな自由貿易地域の構築に努める。

二、区位布局
（一）实施范围。自贸试验区的实施范围
１１９．８５ 平方公里，
涵盖三个片区：
哈尔滨片区 ７９．８６
平方公里，
黑河片区 ２０ 平方公里，
绥芬河片区 １９．９９
平方公里（含绥芬河综合保税区 １．８ 平方公里）。

二、立地・配置
（一）実施範囲。自貿試験区の実施範囲は、
119.85 ㎢であり、3 エリアを包含する：ハルビン
エリア 79.86 ㎢、黒河エリア 20 ㎢、綏芬河エリ
ア 19.99 ㎢（綏芬河総合保税区 1.8 ㎢を含む）と
する。
自貿試験区の土地の開発・利用は、土地利用・
生態環境保護・都市農村計画の法律・法規を必ず
遵守し、土地利用全体計画および都市農村計画に
合致しており、併せて用地節約・集約の関連要求
に合致していなければならない。

自贸试验区土地开发利用须遵守土地利用、生
态环境保护、城乡规划法律法规，符合土地利用总
体规划和城乡规划，并符合节约集约用地的有关要
求。
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（二）功能划分。哈尔滨片区重点发展新一代
信息技术、新材料、高端装备、生物医药等战略性
新兴产业，科技、金融、文化旅游等现代服务业和
寒地冰雪经济，建设对俄罗斯及东北亚全面合作的
承载高地和联通国内、辐射欧亚的国家物流枢纽，
打造东北全面振兴全方位振兴的增长极和示范区；
黑河片区重点发展跨境能源资源综合加工利用、绿
色食品、商贸物流、旅游、健康、沿边金融等产业，
建设跨境产业集聚区和边境城市合作示范区，打造
沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地；绥芬
河片区重点发展木材、粮食、清洁能源等进口加工
业和商贸金融、现代物流等服务业，建设商品进出
口储运加工集散中心和面向国际陆海通道的陆上
边境口岸型国家物流枢纽，打造中俄战略合作及东
北亚开放合作的重要平台。

（二）機能区分。ハルビンエリアは、次世代 IT・
新素材・ハイテク設備・バイオ医薬などの戦略的
新興産業、科学技術・金融・文化/観光などの現
代サービス業および寒冷地氷雪経済を重点的に
発展させ、ロシアおよび北東アジアの全面的協力
に対する担当拠点および国内に連動・ヨーロッパ
およびアジアに輻射する国家物流ターミナルを
構築し、東北の全面かつ全方位的振興の成長拠点
およびモデル区を構築する；黒河エリアは、クロ
スボーダーエネルギー資源総合加工利用・「緑色
食品（認証済の安心安全・良質かつ健康的な食
品）」・商業貿易物流・観光・ヘルスケア・国境
地域金融などの産業を重点的に発展させ、クロス
ボーダー産業集積区および国境地域都市協力モ
デル区を構築し、国境地域港湾物流ターミナルお
よび中国−ロシア交流協力の重要基地を構築す
る；綏芬河エリアは、木材・食糧・クリーンエネ
ルギーなどの輸入加工業およびトレードファイ
ナンス・現代物流などのサービス業を重点的に発
展させ、輸出入商品の保管・輸送・加工・集散セ
ンターおよび国際陸路−海上ルートの陸上国境
港湾型国家物流ターミナルを構築し、中国−ロシ
ア戦略的提携および北東アジア開放・協力の重要
プラットフォームを構築する。

三、主要任务和措施
（一）加快转变政府职能。
１．打造国际一流营商环境。推进“证照分离”
改革全覆盖和政务服务“最多跑一次”。调整完善
省级管理权限下放内容和方式。深入探索地方营商
环境法治化体系建设。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。完善知识产权评估机制、质押融资风险分担机
制和方便快捷的质物处置机制。加强国际商事仲裁
交流合作，提高商事纠纷仲裁国际化水平。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。强化竞争政策的基础性地
位。配合做好外商投资安全审查工作。

三、主要任務および措置
（一）政府機能転換の加速。
1.国際的に一流のビジネス環境の構築。「証照
分離（営業許可証と行政許可の取得手続の切り離
し）」改革のカバー率100％および政務サービス
の「最多跑一次（窓口手続が必要なのは最多でも
一回）」を推進する。省級管理権限の委譲の内容
および方式を調整・完備する。地方ビジネス環境
法治化体系構築の模索を深化させる。一般抹消登
記制度および簡易抹消登記制度が相互に付随す
る市場主体撤退制度の構築を模索する。知的財産
権評価メカニズム・質権設定による融資リスク分
担メカニズムおよび利便的かつ迅速な質権設定
物処理メカニズムを完備する。国際商事仲裁交流
協力を強化し、商事紛争仲裁の国際化レベルを向
上させる。信用に基づく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・整備する。政策の基幹的ポジ
ションに対する競争力を強化する。外商投資に対
する安全審査業務の適切な実施に協力する。

（二）深化投资领域改革。
２．深入推进投资自由化便利化。全面落实外商
投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。探索建
立外商投资信息报告制度。探索允许外商投资企业
将资本项目收入划转或结汇依法用于境内股权投

(二)投資分野の改革の深化。
2.投資自由化・利便化の深化・推進。外商投資
に対する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。外商投
資情報報告制度の構築を模索する。外商投資企業
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资。支持外商独资设立经营性教育培训和职业技能
培训机构。支持外商投资设立航空运输销售代理企
业。统一内外资人才中介机构投资者资质要求，由
自贸试验区管理机构负责审批，报省级人力资源社
会保障部门备案。

による資本項目収入の振替あるいは人民元転後
の法に基づく国内持分投資への使用許可を模索
する。外商独資による経営性教育研修および職業
技能トレーニング機関の設立を支持する。外商投
資が航空運輸販売代理企業を設立することを支
持する。内外資人材仲介機構の投資者の資質に対
する要求を統一し、自貿試験区管理機構が審査批
准の責を負い、省級人力資源社会保障部門に報
告・備案する。

３．完善投资促进和保护机制。建立健全外商投
资服务体系，完善外商投资促进、项目跟踪服务和
投诉工作机制。鼓励自贸试验区在法定权限内制定
外商投资促进政策。

3.投資促進および保護メカニズムの完備。外商
投資サービス体系を構築・整備し、外商投資の促
進・プロジェクト追跡サービスおよびクレームの
業務メカニズムを完備する。自貿試験区が法定の
権限内において外商投資促進政策を制定するこ
とを奨励する。

４．提高境外投资合作水平。鼓励金融机构提高
对境外资产或权益的处置能力。支持“走出去”企
业以境外资产和股权、采矿权等权益为抵押获得贷
款。支持自贸试验区内企业开展出口信用保险项下
贸易融资，在风险可控、商业可持续前提下，对效
益好、资信良好的企业免抵押、免担保。

4.国外投資協力レベルの向上。金融機関が国外
資産あるいは権益に対する処理能力を向上させ
ることを奨励する。「対外進出」企業が国外資産
および持分・採鉱権などの権益の抵当設定により
借入を取得することを支持する。自貿試験区内の
企業が輸出信用保険項目のトレードファイナン
スを行い、リスクコントロール可能・ビジネスが
持続可能との前提の下、効果および利益・信用状
況が良好な企業に対して抵当設定・担保を免除す
る。

（三）推动贸易转型升级。

（三）貿易モデルチェンジ・アップグレードの
推進。
5.貿易利便化レベルの向上。国際的かつ先進的
レベルの国際貿易「ワンストップ窓口」の構築を
加速し、技術貿易・サービスアウトソーシング・
メンテナンスサービスなどのサービス貿易の分
野への拡張を模索し、条件が整い次第、輸出税還
付（免除）申告を「ワンストップ窓口」管理に段
階的に組み入れる。税関特殊監督管理区域におい
て貨物状態に応じた分類監督管理を全面的に実
施する。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。輸出貨物特許紛争担保通
関方式を刷新する。リスクがコントロール可能と
の前提の下、生鮮品検査検疫フローを最適化し、
周辺国家との生鮮農業副産物目録リストの確定
を模索する。バイオ医薬の国際共同研究開発の試
験用特殊品の検疫検査フローを最適化する。自貿
試験区の条件に合致するエリアにおける総合保
税区の設立を支持する。

５．提升贸易便利化水平。加快建设具有国际先
进水平的国际贸易“单一窗口”，探索拓展至技术
贸易、服务外包、维修服务等服务贸易领域，待条
件成熟后，逐步将服务出口退（免）税申报纳入“单
一窗口”管理。在海关特殊监管区域全面实施货物
状态分类监管。扩大第三方检验结果采信商品和机
构范围。创新出口货物专利纠纷担保放行方式。在
风险可控的前提下优化鲜活产品检验检疫流程，研
究与周边国家确定鲜活农副产品目录清单。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。支持在自贸试验区符合条件的片区设立综
合保税区。

６．培育贸易新业态新模式。支持跨境电子商务
6.貿易新業態・新モデルの育成。クロスボーダ
综合试验区建设。支持自贸试验区内企业开展跨境 ー電子商取引総合試験区の構築を支持する。自貿
电商进出口业务，逐步实现自贸试验区内综合保税 試験区内の企業がクロスボーダー電子商取引輸
区依法依规全面适用跨境电商零售进口政策。对海 出入業務を行い、自貿試験区内の総合保税区のク
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关特殊监管区域外有条件企业开展高附加值、高技
术含量、符合环保要求的“两头在外”检测、维修
业态实行保税监管。支持自贸试验区的汽车整车进
口口岸建设，允许自贸试验区内汽车整车进口口岸
开展平行进口汽车试点。支持哈尔滨片区申请设立
国家文化出口基地。促进文物及文化艺术品在自贸
试验区内的综合保税区存储、展示等。

ロスボーダー電子商取引小売輸入政策の法に基
づき規定に従った全面的活用を段階的に実現す
ることを支持する。税関特殊監督管理区域外の条
件に合致する企業が行う高付加価値・ハイテクか
つ環境保護の要求に合致している「両頭在外（取
引の双方が区域外なこと）」の検査・メンテナン
スおよび再生業の業態に対して保税監督管理を
実行する。自貿試験区内の自動車完成車輸入港湾
の構築を支持し、自貿試験区内の自動車並行輸入
試行の実施を許可する。ハルビンエリアが国家文
化輸出基地の設立を申請することを支持する。文
化財および文化芸術品の自貿試験区内の総合保
税区における保管・展示などを促進する。

（四）深化金融领域开放创新。
７．促进跨境投融资便利化。研究开展直接投
资、外债和境外上市资本项目外汇收入结汇支付便
利化试点。在依法依规前提下，允许非银行支付机
构选择自贸试验区内有资质的备付金银行开立跨
境人民币备付金账户。扩大人民币跨境使用，允许
金融机构和企业从俄罗斯等国家和地区融入人民
币资金，并纳入全口径跨境融资宏观审慎管理。探
索以第三方担保、境内外资产、境外项目抵押等方
式支持企业开展境内外融资。

（四）金融分野の開放・刷新の深化。
7.クロスボーダー投融資の利便化の促進。直接
投資・外債および国外上場の資本項目外貨収入の
人民元転支払利便化試行の実施を研究する。法に
基づき規定に従うとの前提の下、非銀行支払機関
が自貿試験区内の資質を有する支払準備銀行に
おいてクロスボーダー人民元支払準備金口座を
開設することを許可する。人民元のクロスボーダ
ー利用を拡大し、金融機関および企業がロシアな
どの国家および地区から人民元資金を調達する
ことを許可し、併せて全口径クロスボーダーマク
ロプルーデンス管理に組み入れる。第三者の担
保・国内外の資産・国外プロジェクトの抵当設定
などの方式による企業の国内外資金調達を支持
する。

８．增强金融服务功能。允许银行业金融机构与
俄罗斯商业银行开展卢布现钞跨境调运业务资金
头寸清算，完善卢布现钞跨境调运体系。支持自贸
试验区内金融机构依法依规参与租赁业境外融资、
远期结售汇、人民币对外汇掉期、人民币对外汇期
权等涉外业务试点。加强对重大风险的识别和系统
性金融风险的防范。强化反洗钱、反恐怖融资、反
逃税工作。

8.金融サービス機能の強化。銀行業金融機関が
ロシアの商業銀行とロシア・ルーブルの現金クロ
スボーダー調達輸送業務の資金ポジション決済
を行うことを許可し、ロシア・ルーブル現金クロ
スボーダー調達輸送体系を完備する。自貿試験区
内の金融機関が法に基づき規定に従いリース業
の国外融資・為替予約・人民元/外貨スワップ・
人民元/外貨オプションなどの外貨関連業務試行
を行うことを支持する。重大リスクの識別および
システミックリスクの防止を強化する。アンチマ
ネーロンダリング・アンチテロ融資・反脱税業務
を強化する。

（五）培育东北振兴发展新动能。
９．加快实体经济转型升级。积极扶持高端装
备、智能制造、新一代信息技术、新能源、新材料
等新兴产业发展。推动国防工业体系与地方工业体
系深度融合，积极发展航空航天、海工装备、新材
料、新能源、人工智能等军民融合重点和新兴产业。
加快国家新药临床试验基地建设。加快创新药品审
批上市，对抗癌药、罕见病用药等临床急需的创新
药品实施优先审评审批。允许企业生产和出口符合

（五）東北の新興・発展新機能の育成
9.実体経済のモデルチェンジ・アップグレード
の加速。ハイレベル設備・スマート製造・次世代
IT・新エネルギー・新素材などの新興産業の発展
を積極的に支援する。国防工業体系および地方工
業体系の深い融合を推進し、航空宇宙・海洋エン
ジニアリング設備・新素材・新エネルギー・人工
知能などの軍民融合の重点および新興産業を積
極的に発展させる。国家新薬臨床試験基地の構築
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进口国注册产品标准的药品。开展医疗器械注册人
制度试点，允许开展免疫细胞研究试点。支持医药
企业申请特殊危险化学品运输资质。支持中药材种
养殖规范化基地建设，允许委托省级药品监管部门
审批中药材进口许可事项。开展国有资本投资、运
营公司试点。支持成立股份制电力现货交易机构。
鼓励实行工业用地弹性出让和年租政策，允许采用
协议方式续期。支持开展无车承运人试点。支持设
立哈尔滨临空经济区，加强临空经济区与自贸试验
区的改革联动、发展联动。支持开展低空空域管理
改革试点。

を加速する。刷新的な薬品の市場流通化に関する
審査批准を加速し、抗癌剤・希少疾患の薬品など
の臨床かつ至急必要な刷新的薬品に対して優先
的な審査評価・審査批准を実施する。企業が輸入
国の登録製品基準に合致する薬品を生産および
輸出することを許可する。医療機器登録者制度の
試行を行い、免疫細胞研究試行の実施を許可す
る。医薬企業が特殊危険化学品運輸資質を申請す
ることを支持する。中国医薬栽培養殖規範化基地
の構築を支持し、省級薬品監督管理部門に中国医
薬輸入許可事項を委託することを許可する。国有
資本による投資・運営会社試行を実施する。株式
制電力直物取引機構の設立を支持する。工業用地
の柔軟な払下げおよび年間賃借政策の実行を奨
励し、協議方式を採用した更新を許可する。車両
非保有運輸請負業者試行を支持する。ハルビン臨
空経済区の設立を支持し、臨空経済区と自貿試験
区との改革・発展における連動を強化する。低空
空域管理改革試行の実施を支持する。

１０．推进创新驱动发展。支持开展科技成果转
化激励政策试点，支持金融机构开展知识产权质押
融资。鼓励企事业单位采取科技成果作价入股、股
权期权激励、优先购买股份等方式，奖励有突出贡
献的科技人才。高校、科研院所科研人员经所在单
位同意，按国家有关规定可在科技研发企业兼职并
获得报酬。允许高校、科研院所设立一定比例的流
动岗位，吸引具有创新实践经验的企业家、科技人
才兼职。推进黑龙江与广东对口合作，复制推广粤
港澳大湾区先进经验，建设深圳（哈尔滨）产业园
区。支持哈尔滨片区设立国家级自主创新示范区。
支持新建扩建黑龙江石墨新材料实验室、哈尔滨网
络安全实验室等创新平台。

10.イノベーション主導型発展の推進。科学技
術成果の転化奨励政策試行の実施を支持し、金融
機関が知的財産権の質権設定による融資を行う
ことを支持する。企業・事業単位が科学技術成果
による資本参加・ストックオプション・株式の優
先売買などの方式を講じて、際立った貢献をした
科学技術者に褒賞を与えることを奨励する。高等
教育機関・科学研究所の科学研究者は、所在地の
単位の同意を経て、国家関連規定に基づき科学技
術研究開発企業において職務を兼任かつ報酬を
得ることができる。高等教育機関・科学研究所が
一定比率の流動的ポジションを設置し、刷新的な
実務経験を有する実業家・科学技術者を誘致して
兼務させることを許可する。黒龍江と広東の相互
協力を推進し、広東・香港・マカオグレーターベ
イエリアの先進的経験を複製・普及させ、深圳（ハ
ルビン）産業園区を構築する。ハルビンエリアが
国家級自主刷新モデル区を構築することを支持
する。黒龍江グラファイト新材料実験室・ハルビ
ンインターネットセキュリティ実験室などの刷
新的プラットフォームの新規設立・拡張を支持す
る。
国際人材管理改革試行の実施を支持する。海外
人材オフショア刷新創業試行を実施する。中国の
高等教育機関を卒業した優秀な留学生が自貿試
験区において就業および創業することを許可す
る。高等教育機関外国人留学生の勤工助学（空い
ている時間を使い労働し報酬を取得することで
学習および生活条件を改善する仕組み）管理制度
を模索する。企業が高地寒冷・国境地区の人材手
当を設置することを支持する。企業が重要技術の
難題解決のために国外のハイレベル人材および

支持开展国际人才管理改革试点。开展海外人
才离岸创新创业试点。允许在中国高校毕业的优秀
留学生在自贸试验区就业和创业。探索高校国际学
生勤工助学管理制度。支持企业设立高寒、边境地
区人才津贴。对企业为解决关键技术难题引进海外
高层次人才和智力的，按引进境外技术、管理人才
项目给予立项支持。
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知能を誘致する場合、誘致する国外技術・人材管
理プロジェクトに応じて立上げサポートを行う。
（六）建设以对俄罗斯及东北亚为重点的开放
合作高地。
１１．建设面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢
纽。进一步扩大内贸跨境运输货物范围和进境口岸
范围。支持哈尔滨片区设立内陆无水港，根据运输
需求及境外铁路建设情况，适时启动绥化至黑河铁
路扩能改造，推进绥芬河至俄罗斯格罗杰阔沃区间
铁路扩能改造。加快推进哈尔滨国际航空枢纽建
设，在对外航权谈判中，在平等互利基础上，积极
争取哈尔滨航空枢纽建设所需的包括第五航权在
内的国际航权。支持绥芬河片区设立铁路危险化学
品办理站。

（六）ロシアおよび北東アジアに対する重点的
開放協力拠点の構築。
11.ロシアおよび北東アジアに向けた交通物流
ターミナルの構築。国内取引向けクロスボーダー
貨物運輸の範囲および入国港湾の範囲をさらに
拡大する。ハルビンエリアが内陸ドライポートを
設立することを支持し、運輸ニーズおよび国外の
鉄道建設の状況に基づき、適時、綏化から黒川鉄
道までの能力増強・改造を始動し、綏化−ロシア
の格羅傑闊沃区間の鉄道の機能増強・改造を推進
する。ハルビン国際航空ターミナルの建設推進を
加速し、対外航路権の交渉において、平等・ウィ
ンウィンを基礎として、ハルビン航空ターミナル
の建設に必要な第五航路権（第 5 の自由、以遠権）
を含む国際航路権を積極的に獲得する。綏芬河エ
リアが鉄道機関化学品取扱駅を設立することを
支持する。

１２．提升沿边地区开放水平。建设进口能源资
源国家储备基地。支持自贸试验区内企业自周边国
家进口钾肥，满足本省农业发展需要。支持成立独
立法人的对俄罗斯购电运营主体，将俄罗斯电力使
用范围扩大到黑河片区。支持自贸试验区内企业
“走出去”开展境外农业合作，建设境外农业合作
园区，鼓励企业对境外投资合作所得回运产品开展
贸易和加工。加快推进对俄罗斯饲草准入进程，支
持在一线口岸设立种子种苗、冰鲜水产品等进口指
定监管作业场地。建立与口岸贸易额、过货量、鼓
励类与限制类产品等综合因素挂钩的边境地区转
移支付增长机制。加快发展黑河黑龙江大桥桥头区
经济，探索“两国双园”合作新模式。加快黑河寒
区国际汽车研发试验基地建设。

12.国境地区の開放レベルの向上。輸入エネル
ギー資源国家備蓄基地を構築する。自貿試験区内
の企業が周辺国家からカリ肥料を輸入し、黒龍江
省の農業発展ニーズを満たすことを支持する。独
立法人の対ロシア電力購入運営主体を設立し、ロ
シアの電力使用範囲を黒河エリアまで拡大する
ことを支持する。自貿試験区内の企業の「対外進
出」による国外農業協力の実施を支持し、国外農
業協力園区を構築し、企業が国外投資協力の所得
により製品を返送し貿易および加工することを
奨励する。ロシアに対するまぐさ参入推進の進捗
を加速し、一線港湾における種子/種苗・チルド
水産品などの輸入指定監督管理作業場所の設立
を支持する。港湾の貿易額・貨物通過量・奨励類
および制限類製品などの総合的要素が連動した
国境地区転移支払増強メカニズムを構築する。黒
河黒龍江大橋たもとの地区の経済発展を加速し、
「両国双園（両国の二つの産業園」協力新モデル
を模索する。黒河寒冷区国際自動車研究開発試験
基地の建設を加速する。

１３．畅通交往渠道。进一步为来自贸试验区开
展商务、旅游等活动的外国人提供入出境便利。允
许注册在自贸试验区内的符合条件的外资旅行社
从事除台湾地区以外的出境旅游业务。推进黑河口
岸游轮（艇）界江自由行，研究大黑河岛设立国际
游艇码头口岸。积极吸引国际高端医疗企业和研发
机构集聚，培育康复、健身、养生与休闲旅游融合
发展新业态。研究推进中俄博览会永久会址建设。
允许展会展品提前备案，以担保方式放行。支持举
办大型国际冰雪赛事。

13.往来ルートの開通。自貿試験区においてビ
ジネス・観光などの活動を行う外国人にさらに出
入国の便宜を図る。自貿試験区内に登録する条件
に合致する外資旅行会社が台湾地区以外のアウ
トバウンド観光業務に従事することを許可する。
黒河港湾クルーズ（遊覧船）の国境河川の個人旅
行を推進し、大黒河島の国際遊覧船埠頭港湾の設
立を研究する。積極的に国際的にハイレベルな医
療企業および研究開発機関を誘致して集約し、リ
ハビリ・フィットネス・保養とリゾート観光の融
6

SMBC (CHINA) NEWS No.19‑27 仮訳
合発展新業態を育成する。中国−ロシア展示会永
久開催地の建設推進を研究する。展示会の展示品
の事前備案、担保方式による通関を許可する。大
型国際氷雪イベントの開催を支持する。
四、保障机制
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。强化底线思维和
风险意识，完善风险防控和处置机制，实现区域稳
定安全高效运行，切实维护国家安全和社会安全。
在国务院自由贸易试验区工作部际联席会议统筹
协调下，充分发挥地方和部门积极性，抓好各项改
革试点任务落实，高标准高质量建设自贸试验区。
黑龙江省要完善工作机制，构建精简高效、权责明
晰的自贸试验区管理体制，加强人才培养，打造高
素质管理队伍；要加强地方立法，建立公正透明、
体系完备的法治环境。自贸试验区各片区要把工作
做细，制度做实，严格监督，严格执纪执法。各有
关部门要及时下放相关管理权限，给予充分的改革
自主权。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，按规定程序办理。重
大事项及时向党中央、国务院请示报告。

四、保障メカニズム
中国共産党の改革・開放に対する指導を堅持お
よび強化し、中国共産党の指導を自貿試験区建設
の全プロセスに一貫させる。ボトムラインシンキ
ングおよび危機意識を強化し、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、地域の安
定・安全・高効率な運営を実現し、国家の安全お
よび社会の安全を適切に保護する。国務院自由貿
易試験区業務部間連席会議における統一計画的
協調の下、地方および部門の積極性を充分に発揮
し、各改革試行の任務を適切に実行し、ハイレベ
ル・ハイクオリティな自貿試験区を建設する。黒
龍江省は、業務メカニズムを完備し、簡潔かつ高
効率・権限および責任が明瞭な自貿試験区管理体
制を構築し、人材育成を強化し、素質の高い管理
グループを構築しなければならない；地方立法を
強化し、公正かつ透明・体系が完備された法治環
境を構築しなければならない。自貿試験区の各エ
リアは、業務を綿密に行い、制度を実際に実行し、
厳格に監督管理し、厳格に紀律を執行かつ法律を
執行しなければならない。各関連部門は、適時、
関連管理権限を委譲し、充分な改革の自主権を与
えなければならない。本方案にて挙げた各改革政
策措置が現行の法律あるいは行政法規の調整に
関わる場合、規定の手順に基づき取り扱う。重大
事項は速やかに中国共産党中央委員会・国務院に
報告し指示を仰がなければならない。
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