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国家发展改革委 商务部 

关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入 

若干特别措施的意见 

发改体改〔2021〕479号 

 

 

海南省人民政府，国务院有关部委、有关直属机构： 

 

 

  按照《海南自由贸易港建设总体方案》要求，

为进一步支持海南打造具有中国特色的自由贸易

港市场准入体系和市场环境，促进生产要素自由便

利流动，加快培育国际比较优势产业，高质量高标

准建设自由贸易港，经党中央、国务院同意，现提

出意见如下。 

 

 

 

  一、创新医药卫生领域市场准入方式 

 

  （一）支持开展互联网处方药销售。在博鳌乐

城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）

建立海南电子处方中心（为处方药销售机构提供第

三方信息服务），对于在国内上市销售的处方药，

除国家药品管理法明确实行特殊管理的药品外，全

部允许依托电子处方中心进行互联网销售，不再另

行审批。海南电子处方中心对接互联网医院、海南

医疗机构处方系统、各类处方药销售平台、医保信

息平台与支付结算机构、商业类保险机构，实现处

方相关信息统一归集及处方药购买、信息安全认

证、医保结算等事项“一网通办”，海南电子处方

中心及海南省相关部门要制定细化工作方案，强化

对高风险药品管理，落实网络安全、信息安全、个

人隐私保护等相关主体责任。利用区块链、量子信

息等技术，实现线上线下联动监管、药品流向全程

追溯、数据安全存储。（牵头单位：国家卫生健康

委、国家药监局、国家发展改革委按职责分工负责；

参加单位：国家医保局、银保监会、国家中医药局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （二）支持海南国产化高端医疗装备创新发展。

鼓励高端医疗装备首台（套）在海南进行生产，对

国家発展改革委員会 商務部： 

海南自由貿易港建設支援に伴う市場参入緩和の 

若干特別措置に関する意見 

発改体改[2021]479 号 

 

 

海南省人民政府、国務院関連部門および委員会・

関連直属機構： 

 

≪海南自由貿易港建設総体方案≫の要求に基

づき、さらに海南における中国の特色ある自由貿

易港市場参入体系および市場環境の構築を支援

し、生産要素の自由かつ利便的な流動を促進し、

国際的に比較的優勢な産業の育成を加速し、自由

貿易港をハイクオリティかつ高基準に建設する

ため、中国共産党中央委員会・国務院の同意を受

け、ここに以下の通り意見を提言する。 

 

一、医薬・衛生分野の市場参入方式の刷新 

 

（一）オンライン処方薬販売実施の支持。ボア

オ楽城国際メディカルツーリズム先行区（以下、

「ボアオ先行区」）において海南電子処方センタ

ー（処方薬販売機構向け第三者情報提供サービ

ス）を設立し、国内市場で流通・販売されている

処方薬について、国家薬品管理法により特殊管理

の実行が明確化されている薬品を除き、すべて電

子処方センターによりオンライン販売を行うこ

とを許可し、今後、別途審査批准を行わないもの

とする。海南電子処方センターは、オンライン病

院・海南の医療機関の処方システム・各種処方薬

販売プラットフォーム・医療保険情報プラットフ

ォームおよび支払決済機構・商業類保険機構と連

携し、処方に関する情報の統一収集および処方薬

の販売・情報セキュリティ認証・医療保険の決済

などの事項の「一網通弁（全国一体型オンライン

政務サービスプラットフォーム）」を実現し、海

南電子処方センターおよび海南省の関連部門は、

細分化した方案を制定し、ハイリスクな薬品に対

する管理を強化し、サイバーセキュリティ・情報

セキュリティ・個人のプライバシー保護などの関

連主体としての責任を実行しなければならない。

ブロックチェーン・量子情報などの技術を利用し

て、オンライン・オフライン連動型監督管理・薬

品流通全過程トレース・データ保管の安全性を実

現する。（主導単位：国家衛生健康委員会・国家

薬品監督管理局・国家発展改革委員会が職責に応

じて分担して担当；参加単位：国家医療保障局・

銀行保険監督管理委員会・国家中医薬管理局） 

 

（二）海南の先進医療設備国産化によるイノベ

ーション・発展の支持。先進医療設備の一台（式）
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在海南落户生产的列入首台（套）重大技术装备推

广应用指导目录或列入甲、乙类大型医用设备配置

许可目录的国产大型医疗设备，按照国产设备首台

（套）有关文件要求执行。（牵头单位：工业和信

息化部、国家卫生健康委、国家药监局；参加单位：

国家发展改革委） 

 

 

 

  （三）加大对药品市场准入支持。海南省人民

政府优化药品（中药、化学药、生物制品）的研发、

试验、生产、应用环境，鼓励国产高值医用耗材、

国家创新药和中医药研发生产企业落户海南，完善

海南新药研发融资配套体系，制定与药品上市许可

持有人相匹配的新药研发支持制度，鼓励国内外药

企和药品研制机构在海南开发各类创新药和改良

型新药。按照规定支持落户乐城先行区的医疗机构

开展临床试验。对注册地为海南的药企，在中国境

内完成Ⅰ-Ⅲ期临床试验并获得上市许可的创新

药，鼓励海南具备相应条件的医疗机构按照“随批

随进”的原则直接使用，有关部门不得额外设置市

场准入要求。（牵头单位：国家药监局、国家卫生

健康委；参加单位：国家中医药局、海关总署） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （四）全面放宽合同研究组织（CRO）准入限

制。海南省人民政府制定支持合同研究组织（CRO）

落户海南发展的政策意见，支持在海南建立医药研

究国际标准的区域伦理中心，鼓励海南医疗机构与

合同研究组织合作，提升医疗机构临床试验技术能

力和质量管理水平。优化完善医疗机构中药制剂审

批和备案流程。按照安全性、有效性原则制定相关

标准，在海南开展中药临床试验和上市后再评价试

点。（牵头单位：国家药监局；参加单位：科技部、

国家卫生健康委、国家中医药局） 

 

 

 

 

 

  （五）支持海南高端医美产业发展。鼓励知名

美容医疗机构落户乐城先行区，在乐城先行区的美

容医疗机构可批量使用在美国、欧盟、日本等国家

或地区上市的医美产品，其中属于需在境内注册或

备案的药品、医疗器械、化妆品，应依法注册或备

案，乐城先行区可制定鼓励措施。海南省有关部门

目の海南における生産を奨励し、海南において生

産する一台（式）目重大技術設備推進応用指導目

録に列挙されている、あるいは甲・乙類大型医療

用設備設置許可目録に列挙されている国産の大

型医療設備に対して、国産設備の一台（式）目に

関する文書の要求に基づき執行する。（主導単

位：工業情報化部・国家衛生健康委員会・国家薬

品監督管理局；参加単位：国家発展改革委員会）

 

（三）薬品市場参入に対する支援強化。海南省

人民政府は、薬品（漢方薬・化学薬品・バイオ製

品）の研究開発・試験・生産・応用における環境

を最適化し、国産の高価格医療用消耗財・国家の

先発医薬品および漢方薬の研究開発・生産企業の

海南への設立を奨励し、海南の新薬研究開発・資

金調達付属体系を完備し、薬品市場流通許可の保

有者に相応しい新薬研究開発支援制度を制定し、

国内外の製薬企業および薬品研究開発機関の海

南における各種先発医薬品および改良型新薬の

開発を奨励する。規定に基づき、ボアオ先行区に

設立した医療機関の臨床試験の実施を支持する。

登録地が海南の製薬企業に対して、中国国内にお

いてⅠ-Ⅲ期の臨床試験を完了かつ流通許可を取

得した先発医薬品について、海南の相応の条件を

備えた医療機関による「随批随進（批准を受け次

第、即時参入できること）」原則に基づく直接使

用を奨励し、関連部門は、規定外の市場参入要求

を設けてはならない。（主導単位：国家薬品監督

管理局・国家衛生健康委員会；参加単位：国家中

医薬管理局・税関総署） 

 

（四）医薬品開発業務受託機関（CRO）の参入

制限の全面的緩和。海南省人民政府は、医薬品開

発業務受託機関（CRO）の海南への設立・発展を

支援する政策・意見を制定し、海南における医薬

研究国際基準の地域倫理センター設立を支持し、

海南の医療機関と医薬品開発業務受託機関（CRO）

の提携を奨励し、医療機関の臨床試験の技術力お

よび品質管理レベルを向上させる。医療機関の漢

方薬製剤の審査批准および備案フローを最適

化・完備する。安全性・有効性の原則に基づき関

連基準を制定し、海南において漢方薬の臨床試験

および市場流通後の再評価試行を行う。（主導単

位：国家薬品監督管理局；参加単位：科学技術部・

国家衛生健康委員会・国家中医薬管理局） 

 

（五）海南の先進美容医療産業の発展支援。著

名な美容医療機関のボアオ先行区への入区を奨

励し、ボアオ先行区の美容医療機関は、アメリ

カ・EU・日本などの国家あるいは地区で流通する

美容医療製品を大量使用することができ、このう

ち国内での登録あるいは備案が必要な薬品・医療
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研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药

品、医疗器械、化妆品企业及产品清单，协助相关

企业开展注册，国家药品监督管理部门予以支持。

支持国外高水平医疗美容医生依法依规在海南短

期行医，推动发展医疗美容旅游产业，支持引进、

组织国际性、专业化的医美产业展会、峰会、论坛，

规范医疗美容机构审批和监管。（牵头单位：国家

卫生健康委、国家药监局；参加单位：商务部、文

化和旅游部） 

 

 

 

 

 

 

 

  （六）优化移植科学全领域准入和发展环境。

汇聚各类优质资源，推动成立国际移植科学研究中

心，按照国际领先标准加快建设组织库，不断完善

相关制度和工作体系，推进生物再生材料研究成果

在海南应用转化。优化移植领域各类新药、检验检

测试剂、基因技术、医疗器械等准入环境，畅通研

制、注册、生产、使用等市场准入环节，支持符合

相应条件的相关产品，进入优先或创新审批程序。

对社会资本办医疗机构和公立医疗机构在人体器

官移植执业资格认定审批采取一致准入标准，一视

同仁。在乐城先行区设立国际移植医疗康复诊疗中

心，与各大医疗机构对接开展移植医疗康复诊疗。

符合条件的移植医疗项目纳入医保支付范围，实现

异地医保结算便利化。鼓励商业保险机构探索研究

移植诊疗和康复相关保险业务。鼓励国内一流中医

医疗机构在海南开设相关机构，开展移植学科中西

医结合诊疗研究，推动康养结合。（牵头单位：国

家卫生健康委、国家药监局；参加单位：科技部、

国家医保局、国家中医药局、中科院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （七）设立海南医疗健康产业发展混改基金。

在国家发展改革委指导下，支持海南设立社会资本

出资、市场化运作的医疗健康产业发展混改基金，

支持相关产业落地发展。对混改基金支持的战略性

重点企业上市、并购、重组等，证监会积极给予支

持。（牵头单位：国家发展改革委；参加单位：证

监会） 

機器・化粧品に属する場合、法に基づき登録ある

いは備案しなければならず、ボアオ先行区は、奨

励措置を制定することができる。海南省関連部門

は、ボアオ先行区の美容医療産業の発展に必要な

輸入薬品・医療機器・化粧品企業および製品リス

トを研究・提出し、関連企業の登録に協力し、国

家薬品監督管理部門が支援する。国外のハイレベ

ルな美容医療の医師が法に基づき規定に従い海

南において短期間医療に従事することを支持し、

美容医療分野のメディカルツーリズム産業の発

展を推進し、国際的・専門的な美容医療産業の展

示会・サミット・フォーラムを誘致・組織し、美

容医療機関の審査批准および監督管理を規範化

する。（主導単位：国家衛生健康委員会・国家薬

品監督管理局；参加単位：商務部・文化観光部）

 

（六）移植科学全分野の参入および発展環境の

最適化。各種優良資源を集約し、国際移植科学研

究センターの設立を推進し、国際的に先行してい

る基準に基づき組織バンクの設置を加速し、関連

制度および業務体系を絶え間なく完備し、バイオ

再生素材の研究成果の海南における応用・実用化

を推進する。移植分野の各種新薬・検査テスト試

薬・遺伝子技術・医療機器などの参入環境を最適

化し、研究開発・登録・生産・使用などの市場参

入段階を整備し、相応する条件に合致する関連製

品を支持し、優先的あるいは刷新的な審査批准手

順に組み入れる。社会資本により開業した医療機

関および公立医療機関の人体器官移植業務への

従事に対する資格認定審査批准は、統一参入基準

を採用し、差別せずに平等に扱う。ボアオ先行区

において国際移植医療リハビリ診療センターを

設立し、各大型医療機関と連携して移植医療リハ

ビリ診療を行う。条件に合致する移植医療項目を

医療保険の支払範囲に組み入れ、隔地における医

療保険の決済利便化を実現する。商業保険機構の

移植診療およびリハビリ関連保険業務の模索・研

究を奨励する。国内一流漢方薬医療機関が海南に

おいて関連機構の開設し、移植学科において漢方

と西洋医学が結合した診療研究を行い、リハビリ

と介護の結合を推進することを奨励する。（主導

単位：国家衛生健康委員会・国家薬品監督管理

局；参加単位：科学技術部・国家医療保障局・国

家中医薬管理局・中国科学院） 

 

（七）海南医療ヘルスケア産業発展「混合所有

制改革」ファンドの設立。国家発展改革委員会の

指導の下、海南の社会資本による出資・市場化運

営の医療ヘルスケア産業発展「混合所有制改革」

ファンドの設置を支持し、関連産業の当地におけ

る誕生・発展を支持する。「混合所有制改革」フ

ァンド支援のための戦略的重点企業の上場・買収
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  二、优化金融领域市场准入和发展环境 

 

  （八）支持证券、保险、基金等行业在海南发

展。依法支持证券、基金等金融机构落户海南。鼓

励发展医疗健康、长期护理等商业保险，支持多种

形式养老金融发展。（牵头单位：人民银行、银保

监会、证监会按职责分工负责；参加单位：国家发

展改革委） 

 

 

 

  （九）加强数据信息共享，开展支持农业全产

业链发展试点。选取海南省部分地区开展试点，利

用地理信息系统（GIS）、卫星遥感技术、无人机信

息采集技术等信息化手段获取的土地、农作物等农

业全产业链数据，按市场化原则引入第三方机构，

开展风险评估和信用评价。鼓励各类金融机构根据

职能定位，按照农业发展需求和市场化原则，结合

第三方评估评价信息，依法合规为农业全产业链建

设提供金融支持，鼓励保险机构配套开展农业保险

服务。鼓励海南省带动种植、养殖、渔业的生产、

加工、流通、销售、体验等全产业链发展。支持海

南省会同相关金融机构、第三方信息服务机构制定

具体实施方案，充分发挥地方农垦集团资源整合和

信息整合优势，形成科技信息和金融数据第三方机

构参与，农垦集团、农业龙头企业、农户联动的发

展格局。（牵头单位：农业农村部、国家发展改革

委按职责分工负责；参加单位：财政部、自然资源

部、银保监会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  三、促进文化领域准入放宽和繁荣发展 

 

  （十）支持建设海南国际文物艺术品交易中心。

引入艺术品行业的展览、交易、拍卖等国际规则，

组建中国海南国际文物艺术品交易中心，为“一带

一路”沿线国家优秀艺术品和符合文物保护相关法

律规定的可交易文物提供开放、专业、便捷、高效

的国际化交易平台。鼓励国内外知名拍卖机构在交

易中心开展业务。推动降低艺术品和可交易文物交

易成本，形成国际交易成本比较优势。在通关便利、

合併・再編などに対して、証券監督管理委員会は、

積極的に支持する。（主導単位：国家発展改革委

員会；参加単位：証券監督管理委員会） 

 

二、金融分野の市場参入および発展環境の最適化

 

（八）証券・保険・ファンドなどの業種の海南

における発展の支持。法に基づき証券・ファンド

などの金融機関の海南への設置を支持する。医

療・ヘルスケア、長期介護などの商業保険の発展

を奨励し、多様な形式の介護金融発展を支持す

る。（主導単位：人民銀行・銀行保険監督管理委

員会・証券監督管理委員会が職責に応じて分担し

て担当；参加単位：国家発展改革委員会） 

 

（九）データ情報共有の強化、農業全産業チェ

ーン発展支援試行の実施。海南省の一部地区を選

出して試行を行い、地理情報システム（GIS）・衛

星リモートセンシング・ドローン情報収集技術な

どの情報化手段を利用して取得した土地・農作物

などの農業全産業チェーンのデータについて、市

場化原則に基づき第三者機構を誘致し、リスク評

価および信用評価を行う。各種金融機関が職能の

位置付けに応じて、農業の発展ニーズおよび市場

化原則に基づき、第三者評定評価情報を踏まえ

て、法に基づきコンプライアンスに準拠して農業

全産業チェーン構築のために金融支援を提供す

ることを奨励し、保険機構が農業保険サービスを

付帯的に行うことを奨励する。海南省の栽培・養

殖・漁業の生産・加工・流通・販売・体験などが

連動した全産業チェーンの発展を奨励する。海南

省が関連金融機関・第三者情報サービス機構と共

同で具体的な実施プランを制定し、地方の農業開

墾グループの資源整合および情報整合の優位性

を充分に発揮し、科学技術情報および金融データ

第三者機構が参与し、農業開墾グループ・農業リ

ーダー企業・農家が連動する発展構造を構築する

ことを支持する。（主導単位：農業農村部・国家

発展改革委員会が職責に応じて分担して担当；参

加単位：財政部・自然資源部・銀行保険監督管理

委員会） 

 

三、文化分野の参入緩和および繁栄発展の促進

 

（十）海南国際文化財・芸術品取引センターの

建設支援。芸術品業界の展示・取引・競売などの

国際ルールを導入し、中国海南国際文化財・芸術

品取引センターを組織し、「一帯一路」沿線国家

の優れた芸術品および文化財保護関連法律の規

定に合致する取引可能な文化財に対して、開放

的・専門的・利便的・高効率な国際取引プラット

フォームを提供する。国内外の著名な競売機構の
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保税货物监管、仓储物流等方面给予政策支持。（牵

头单位：中央宣传部、文化和旅游部、国家文物局、

国家发展改革委按职责分工负责；参加单位：商务

部、人民银行、国务院国资委、海关总署、国家外

汇局） 

 

 

 

 

 

 

  （十一）鼓励文化演艺产业发展。支持开展“一

带一路”文化交流合作，推动“一带一路”沿线国

家乃至全球优质文化演艺行业的表演、创作、资本、

科技等各类资源向海南聚集。落实具有国际竞争力

的文化产业奖励扶持政策，鼓励 5G、VR、AR 等新

技术率先应用，在规划、用地、用海、用能、金融、

人才引进等方面进行系统性支持。优化营业性演出

审批，创新事中事后监管方式，充分发挥演出行业

协会作用，提高行业自律水平。优化对娱乐场所经

营活动和对游戏游艺设备内容的审核。（牵头单位：

文化和旅游部、中央宣传部；参加单位：国家发展

改革委、科技部、工业和信息化部、民政部、人力

资源社会保障部、自然资源部、市场监管总局、国

家移民局） 

 

 

 

 

 

  （十二）鼓励网络游戏产业发展。探索将国产

网络游戏试点审批权下放海南，支持海南发展网络

游戏产业。（牵头单位：中央宣传部） 

 

 

 

  （十三）放宽文物行业领域准入。对海南文物

商店设立审批实行告知承诺管理。支持设立市场化

运营的文物修复、保护和鉴定研究机构。（牵头单

位：国家文物局） 

 

 

  四、推动教育领域准入放宽和资源汇聚 

 

  （十四）鼓励高校在海南进行科研成果转化。

支持海南在陵水国际教育先行区、乐城先行区等重

点开发区域设立高校生物医药、电子信息、计算机

及大数据、人工智能、海洋科学等各类科研成果转

化基地，鼓励高校科研人员按照国家有关规定在海

南创业、兼职、开展科研成果转化。鼓励高校在保

障正常运转和事业发展的前提下，参与符合国家战

略的产业投资基金，通过转让许可、作价入股等方

取引センターにおける業務実施を奨励する。芸術

品および取引可能な文化財の取引コスト軽減を

推進し、国際的な取引コストの比較優位性を築

く。通関利便性・保税貨物の監督管理・倉庫物流

などの方面において政策支援を与える。（主導単

位：中国共産党中央宣伝部・文化観光部・国家文

物局・国家発展改革委員会が職責に応じて分担し

て担当；参加単位：商務部・人民銀行・国務院国

有資産監督管理委員会・税関総署・国家外貨管理

局） 

 

（十一）文化・演芸産業の発展奨励。「一帯一

路」文化交流提携の実施を支持し、「一帯一路」

沿線国家、ひいてはグローバルの良質な文化・演

芸業種の上演・創作・資本・科学技術などの各種

資源を海南に集約する。国際競争力を有する文化

産業奨励支援政策を実行し、5G、VR、AR などの新

技術の率先的な応用を奨励し、企画・土地利用・

海域利用・エネルギー使用・金融・人材誘致など

の方面において系統的な支援を行う。商業公演の

審査批准を最適化し、期中・事後監督管理方式を

刷新し、公演業協会の役割を充分に発揮させ、業

界の自律レベルを引き上げる。娯楽場所の経営活

動およびゲーム・エンターテインメント設備の内

容に対する審査を最適化する。（主導単位：文化

観光部・中国共産党中央宣伝部；参加単位：国家

発展改革委員会・科学技術部・工業情報化部・民

政部・人力資源社会保障部・自然資源部・市場監

督管理総局・国家移民管理局） 

 

（十二）オンラインゲーム産業の発展奨励。国

産オンラインゲーム試行に対する審査批准権の

海南への委譲を模索し、海南のオンラインゲーム

産業の発展を支持する。（主導単位：中国共産党

中央宣伝部） 

 

（十三）文化財業種・分野の参入緩和。海南の

文化財店舗設立の審査批准に対して告知承諾管

理を実行する。市場化運営の文化財修復・保護お

よび鑑定研究機構の設立を支持する。（主導単

位：国家文物局） 

 

四、教育分野の参入緩和および資源集約の推進 

 

（十四）高等教育機関の海南における科学研究

成果の実用化奨励。海南の陵水国際教育先行区・

ボアオ先行区などの重点開発区域における高等

教育機関のバイオ医薬・電子情報・パソコンおよ

びビッグデータ・AI・海洋科学などの各種科学研

究成果実用化基地の設立を支持し、高等教育機関

の研究者の国家関連規定に基づく海南における

創業・兼業・研究科学成果の実用化を奨励する。
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式，促进科研成果转化。（牵头单位：教育部、科

技部；参加单位：国家发展改革委、财政部、人力

资源社会保障部） 

 

 

 

 

 

  （十五）支持国内知名高校在海南建立国际学

院。支持国内知名高校在海南陵水国际教育先行区

或三亚等具备较好办学条件的地区设立国际学院，

服务“一带一路”建设。国际学院实行小规模办学，

开展高质量本科教育，学科专业设置以基础科学和

应用技术理工学科专业为主，中科院有关院所对口

支持学院建设，鼓励创新方式与国际知名高校开展

办学合作和学术交流。初期招生规模每年 300—500

人，招生以国际学生为主。国际学生主要接收“一

带一路”沿线国家优秀高中毕业生和大学一年级学

生申请，公平择优录取。教育部通过中国政府奖学

金等方式对海南省有关高校高质量来华留学项目

予以积极支持。中科院等有关单位会同海南省制定

具体建设方案，按程序报批后实施。（牵头单位：

中科院、教育部；参加单位：国家发展改革委、外

交部、国家移民局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （十六）鼓励海南大力发展职业教育。完善职

业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，鼓

励社会力量通过独资、合资、合作等多种形式举办

职业教育。支持海南建设服务国家区域发展战略的

职业技能公共实训基地。鼓励海南大力发展医疗、

康养、文化演艺、文物修复和鉴定等领域职业教育，

对仅实施职业技能培训的民办学校的设立、变更和

终止审批以及技工学校设立审批，实行告知承诺管

理。（牵头单位：教育部、人力资源社会保障部、

国家发展改革委） 

 

 

 

 

 

 

  五、放宽其他重点领域市场准入 

 

  （十七）优化海南商业航天领域市场准入环境，

高等教育機関による正常な運営および事業発展

の保障を前提とした国家戦略に合致する産業投

資ファンドへの参加を奨励し、譲渡許可および価

格評価・出資などの方式を通じた科学研究成果の

実用化を促進する。（主導単位：教育部・科学技

術部；参加単位：国家発展改革委員会・財政部・

人力資源社会保障部） 

 

（十五）国内の著名な高等教育機関の海南にお

ける国際大学設立の支持。国内の著名な高等教育

機関の海南の陵水国際教育先行区あるいは三亜

などの比較的良好な開設条件を備えた地区にお

ける国際大学の設立を支持し、「一帯一路」構想

に奉仕する。国際大学は、小規模な学校運営を実

行し、ハイクオリティな本科（学部）教育を行い、

学科・専攻の設置は、基礎科学および応用技術理

工学科・専攻を主として、中国科学院の関連研究

所が大学建設を支援し、刷新的な方式により国際

的に著名な高等教育機関との学校運営および学

術交流の実施を奨励する。初期段階の生徒募集規

模は、毎年 300-500 人とし、外国人留学生を主と

して募集する。外国人留学生は、「一帯一路」沿

線国家の優秀な高校の卒業生および大学一年生

の学生からの出願のみを受け付け、公平に優秀な

学生を選抜する。教育部は、中国政府の奨学金な

どの方式を通じて海南省関連高等教育機関のハ

イクオリティ中国留学プロジェクトを積極的に

支援する。中国科学院などの関連単位は、海南省

と共同で具体的な建設プランを制定し、手順に基

づき報告・批准を受けた後に実施する。（主導単

位：中国科学院・教育部；参加単位：国家発展改

革委員会・外交部・国家移民管理局） 

 

（十六）海南の職業教育の発展尽力の奨励。職

業教育および研修体系を完備し、産業と教育の融

合・大学と企業の連携を深化させ、「社会力量（社

会の発展に影響を及ぼす自然人・法人などの基本

単位）」の独資・合弁・合作などの多様な形式を

通じた職業教育の実施を奨励する。海南のサービ

ス国家地域発展戦略の職業技能公共実地研修基

地の建設を支持する。海南の医療・リハビリ/介

護・文化/演芸・文化財修復および鑑定などの分

野の職業教育の発展への尽力を奨励し、職業技能

研修のみを実施する民営学校の設立・変更および

終了に対する審査批准および技術学校の設立に

対する審査批准について、告知承諾管理を実行す

る。（主導単位：教育部・人力資源社会保障部・

国家発展改革委員会） 

 

五、その他重点分野の市場参入の緩和 

 

（十七）海南の商業ロケット分野の市場参入環
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推动实现高质量发展。支持建设融合、开放的文昌

航天发射场，打造国际一流、市场化运营的航天发

射场系统，统筹建设相关测控系统、地面系统、应

用系统，建立符合我国国际商业航天产业发展特点

的建设管理运用模式。推动卫星遥感、北斗导航、

卫星通信、量子卫星、芯片设计、运载火箭、测控

等商业航天产业链落地海南。优化航天发射申报、

航天发射场协调等事项办理程序，提升运载火箭、

发动机及相关产品生产、储存、运输和试验等活动

安全监管能力。支持在海南开展北斗导航国际应用

示范。支持设立社会资本出资、市场化运作的商业

航天发展混合所有制改革基金。鼓励保险机构在依

法合规、风险可控的前提下，开展航天领域相关保

险业务。支持商业卫星与载荷领域产学研用国际合

作，鼓励开展卫星数据的国际协作开发应用与数据

共享服务。优化商业航天领域技术研发、工程研制、

系统运行、应用推广等领域的国际合作审批程序。

制定吸引国际商业航天领域高端人才与创新团队

落户的特别优惠政策，建立国际交流与培训平台。

（牵头单位：国防科工局、国家发展改革委等单位

按职责分工负责；参加单位：科技部、工业和信息

化部、自然资源部、交通运输部、商务部、银保监

会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （十八）放宽民用航空业准入。优化海南民用

机场管理方式，优化民航安检设备使用许可，简化

通用航空机场规划及报批建设审批流程。在通用航

空领域，探索建立分级分类的人员资质管理机制与

航空器适航技术标准体系，简化飞行训练中心、民

用航空器驾驶员学校、飞行签派员培训机构审批流

程，在符合安全技术要求的前提下最大限度降低准

入门槛。支持 5G 民航安全通信、北斗、广播式自

动监视等新技术在空中交通管理、飞行服务保障等

领域应用。落实金融、财税、人才等政策支持，鼓

励社会资本投资通用航空、航油保障、飞机维修服

务等领域。（牵头单位：民航局、国家发展改革委；

参加单位：工业和信息化部、财政部、人民银行、

银保监会等单位） 

 

境の緩和、ハイクオリティな発展への実現推進。

融合的・開放的な文昌ロケット発射場の建設を支

持し、国際的に一流・市場化運営のロケット発射

場システムを構築し、関連観測制御システム・地

上システム・応用システムを統一計画・構築し、

我が国の国際商業ロケット産業の発展の特徴に

合致する建設管理運用モデルを構築する。衛星リ

モートセンシング・北斗衛星測位システム・衛星

通信・量子衛星・チップ設計・打ち上げ用ロケッ

ト・観測制御などの商業ロケット産業チェーンの

海南への導入を推進する。ロケット発射における

申告・ロケット発射場との協力などの事項の手続

き手順を最適化し、打ち上げロケット・エンジン

および関連製品の生産・保管・運輸およびテスト

などの活動の安全性監督管理能力を引き上げる。

海南における北斗衛星測位システム国際応用モ

デルの実施を支持する。社会資本の出資・市場化

運営の商業ロケット発展混合所有制改革ファン

ドの設立を支持する。保険機構の法律遵守かつコ

ンプアライアンス準拠・リスクコントロール可能

を前提とした、ロケット分野関連の保険業務の実

施を奨励する。商業衛星および荷重分野の「産学

研用（産業・学習・科学研究・運用）」の国際提

携を支持し、衛星データの国際協力による開発・

応用およびデータ共有サービスの実施を奨励す

る。商業ロケット分野の技術研究開発・エンジニ

アリング研究開発・システム運営・応用/普及な

どの分野の国際協力の審査批准手順を最適化す

る。国際商業ロケット分野のハイレベル人材およ

びイノベーショングループ誘致に対する特別優

遇政策を制定し、国際交流および研修プラットフ

ォームを構築する。（主導単位：国家国防科学技

術工業局・国家発展改革委員会などの単位が職責

に応じて分担して担当；参加単位：科学技術部・

工業情報化部・自然資源部・交通運輸部・商務部・

銀行保険監督管理委員会） 

 

（十八）民間航空業への参入緩和。海南の民間

空港管理方式を最適化し、民間航空安全設備使用

許可を最適化し、一般航空空港規則および建設審

査批准フローを簡素化する。一般航空の分野にお

いて、級別・類別の職員資質管理メカニズムおよ

び航空機耐航性技術基準体系の構築を模索し、飛

行訓練センター・民間航空機パイロット訓練学

校・ディスパッチャー養成機関の審査批准フロー

を簡素化し、安全技術要求に合致するとの前提

で、参入条件を最大限引き下げる。民間航空にお

ける 5G 安全通信・北斗衛星測位システム・ADS-B

（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast）

などの新技術による航空交通管制・フライトサー

ビス保障などの分野における応用を支持する。金

融・財政/税務・人材などの政策支援を実行し、
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  （十九）放宽体育市场准入。支持在海南建设

国家体育训练南方基地和省级体育中心。支持打造

国家体育旅游示范区，鼓励开展沙滩运动、水上运

动等户外项目，按程序开展相关授权。（牵头单位：

体育总局；参加单位：国家发展改革委、自然资源

部） 

 

 

 

  （二十）放宽海南种业市场准入，简化审批促

进种业发展。简化农作物、中药材等种子的质量检

验机构资格认定、进出口许可等审批流程，优化与

规范从事农业生物技术研究与试验的审批程序，鼓

励海南省与境外机构、专家依法开展合作研究，进

一步优化对海外引进农林业优异种质、苗木等繁殖

材料的管理办法及推广应用。（牵头单位：农业农

村部、国家林草局、海关总署按职责分工负责；参

加单位：商务部、市场监管总局、中科院、国家中

医药局） 

 

 

 

 

  （二十一）支持海南统一布局新能源汽车充换

电基础设施建设和运营。支持海南统一规划建设和

运营新能源汽车充换电新型基础设施，放宽 5G 融

合性产品和服务的市场准入限制，推进车路协同和

无人驾驶技术应用。重点加快干线公路沿线服务区

快速充换电设施布局，推进城区、产业园区、景区

和公共服务场所停车场集中式充换电设施建设，简

化项目报备程序及规划建设、消防设计审查验收等

方面审批流程，破除市场准入隐性壁垒。鼓励相关

企业围绕充换电业务开展商业模式创新示范，探索

包容创新的审慎监管制度，支持引导电网企业、新

能源汽车生产、电池制造及运营、交通、地产、物

业等相关领域企业按照市场化方式组建投资建设

运营公司，鼓励创新方式开展各类业务合作，打造

全岛“一张网”运营模式。（牵头单位：国家发展

改革委、国家能源局；参加单位：工业和信息化部、

自然资源部、住房城乡建设部、国务院国资委） 

 

 

 

 

 

 

社会資本による一般航空・給油保障・航空機メン

テナンスサービスなどの分野への投資を奨励す

る。（主導単位：民用航空局・国家発展改革委員

会；参加単位：工業情報化部・財政部・人民銀行・

銀行保険監督管理委員会などの単位） 

 

（十九）スポーツ市場への参入緩和。海南にお

ける国家スポーツ訓練南方基地および省級スポ

ーツセンターの建設を支持する。国家スポーツ観

光モデル区の設立を支持し、ビーチスポーツ・水

上スポーツなどのアウトドアプロジェクトの実

施を奨励し、手順に基づき関連授権を行う。（主

導単位：体育総局；参加単位：国家発展改革委員

会・自然資源部） 

 

（二十）海南の種苗市場への参入緩和。審査批

准を簡素化して種苗業界の発展を促進する。農作

物・漢方薬などの種子の品質検査機関の資格認

定・輸出入許可などの審査批准フローを簡素化

し、農業バイオ技術の研究および試験への従事に

対する審査批准手順を最適化および規範化し、海

南省と国外の機関・専門家の法に基づく共同研究

を奨励し、さらに農林業の優良遺伝資源・苗木な

どの繁殖原料の国外からの導入に対する管理方

法および普及・応用を最適化する。（主導単位：

農業農村部・国家林業草原局・税関総署が職責に

応じて分担して担当；参加単位：商務部・市場監

督管理総局・中国科学院・国家中医薬管理局） 

 

（二十一）海南の新エネルギー車充電インフラ

の建設および運営の統一配置の支持。海南の新エ

ネルギー車充電新型インフラの設置および運営

の統一計画を支持し、5G との融合性製品およびサ

ービスの市場参入制限を緩和し、路車協調および

無人運転技術の応用を推進する。幹線道路の沿線

サービス区の迅速充電設備設置を重点的に加速

し、市街区域・産業園区・観光地および公共施設

の駐車場の集中式充電設備の建設を推進し、プロ

ジェクト報告・備案手順および建設・消防設計計

画の審査検収などの方面の審査批准フローを簡

素化し、市場参入における潜在的障壁を打破す

る。関連企業の充電業務に対する商業モデルの刷

新・模範化を奨励し、イノベーションを許容する

慎重監督管理制度を模索し、送電企業・新エネル

ギー車生産・電池製造および運営・交通・不動産・

保守管理などの関連分野の企業の市場化方式に

基づく建設運営会社の設立・投資を支持し、刷新

的な方法による各種業務連携の実施を奨励し、全

島「ネットワーク」運営モデルを構築する。（主導

単位：国家発展改革委員会・国家エネルギー局；

参加単位：工業情報化部・自然資源部・住宅都市

農村建設部・国務院国有資産監督管理委員会） 
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  （二十二）优化准入环境开展乡村旅游和休闲

农业创新发展试点。选取海南省部分地区，共享应

用农村不动产登记数据，以市域或县域为单位开展

乡村旅游市场准入试点，有关地方人民政府组织对

试点地区所辖适合开展乡村旅游和休闲农业的乡

镇和行政村进行整体评估，坚持农村土地农民集体

所有，按照市场化原则，组建乡村旅游资产运营公

司。在平等协商一致的基础上，支持适合开展民宿、

农家乐等乡村旅游业务的资产以长期租赁、联营、

入股等合法合规方式，与运营公司开展合作，积极

推动闲置农房和宅基地发展民宿和农家乐，将民宿

和农家乐纳入相关发展规划统一考虑，注重与周边

产业、乡村建设互动协调、配套发展。海南省统一

农家乐服务质量标准，统一民宿服务标准，乡村民

宿主管部门统一规划信息管理平台、统一能力评估

和运营监管。切实维护农民利益，坚决杜绝把乡村

变景区的“一刀切”整体开发模式，充分考虑投资

方、运营方、集体经济组织、农户等多方利益，因

地制宜制定试点具体方案，支持集体经济组织和农

户以租金、参与经营、分红等多种形式获得收益。

鼓励各类金融机构按照市场化原则，为符合条件的

运营公司提供金融支持，全面提升乡村旅游品质，

增加农民收入。鼓励保险机构开发财产保险产品，

为乡村旅游产业提供风险保障。引导银行按照风险

可控、商业可持续原则加大对乡村旅游产业支持力

度，优化业务流程，提高服务效率。（牵头单位：

农业农村部、文化和旅游部、国家发展改革委按职

责分工负责；参加单位：自然资源部、住房城乡建

设部、银保监会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本意见所列措施由海南省会同各部门各单位

具体实施，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

部门各单位要高度重视，按照职责分工，主动作为，

 

（二十二）参入環境の最適化によるアグリツー

リズムおよびグリーンツーリズムのイノベーシ

ョン発展試行の実施。海南省の一部地区を選別し

て、農村不動産登記データを共有・応用し、市全

域および県全域を単位としてアグリツーリズム

市場参入試行を行い、関連地方人民政府・組織は、

試行地区において管轄するアグリツーリズムお

よびグリーンツーリズムの実施に相応しい郷・鎮

および行政村に対して全体評価を行い、農村土地

農民全体所有制を堅持し、市場化原則に基づき、

農村観光資産運営会社を設立する。平等・協議に

よる一致を基礎として、民宿・「農家楽（農村の

観光・レジャー・レクリエーション・飲食を楽し

むこと）」などのアグリツーリズム業務の実施に

相応しい資産の長期レンタル・共同経営・投資な

どの合法的かつコンプライアンスに準拠した方

式による、運営会社との提携を支持し、放置され

ている農村の家屋および宅地を積極的に推進し

て民宿および「農家楽」を発展させ、民宿および

「農家楽」を関連発展計画に組み入れて統一的に

考慮し、周辺産業・農村との互助共同の構築・付

帯的発展を重視する。海南省は、「農家楽」のサ

ービスクオリティ基準を統一し、民宿サービス基

準を統一し、農村民宿主管部門は、企画情報管理

プラットフォームの統一・能力評価および運営監

督管理の統一を行う。農民の利益を適切に保護

し、農村を一挙に景観地に転換する「一刀両断」

型全体開発モデルを断固として根絶し、投資側・

運営側・集団経済組織・農家などの多方面の利益

を充分に考慮し、試行の具体的なプランを地域の

実情に合わせて制定し、集団経済組織および農家

の賃貸料・経営参画・配当などの多様な形式を通

じた収益獲得を支持する。各種金融機関の市場化

原則に基づく、条件に合致する運営会社への金融

支援の提供を奨励し、アグリツーリズムのクオリ

ティを全面的に向上させ、農民の収入を増加させ

る。保険機構の財産保険商品の開発、アグリツー

リズム産業へのリスク保障の提供を奨励する。銀

行がリスクコントロール可能・ビジネス持続可能

との原則に基づきアグリツーリズム産業に対す

る支援度を強化し、業務フローを最適化し、サー

ビス効率を向上させるよう指導する。（主導単

位：農業農村部・文化観光部・国家発展改革委員

会が職責に応じて分担して担当；参加単位：自然

資源部・住宅都市農村建設部・銀行保険監督管理

委員会） 

 

本意見に挙げた措置は、海南省が各部門・各単

位と共同で具体的に実施し、現行の法律あるいは

行政法規の調整に関わるものは、すべて全国人民

代表大会およびその常務委員会あるいは国務院
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积极支持，通力配合。海南省要充分发挥主体作用，

加强组织领导，周密安排部署，推动工作取得实效。

国家发展改革委、商务部会同有关部门加大协调力

度，加强督促检查，重大问题及时向党中央、国务

院请示报告。 

 

 

 

 

 

 

国家发展改革委 

商  务  部 

2021年4月7日 

からの統一授権後に実施し、各部門・各単位は、

高度に重視し、職責に基づき分担し、自発的に貢

献し、積極的に支援し、力を合わせて協力しなけ

ればならない。海南省は、主体としての役割を充

分に発揮し、組織的な指導を強化し、計画を綿密

に段取り、業務が実効を得るよう推進しなければ

ならない。国家発展改革委員会・商務部は、関連

部門と共同して協調性を強化し、督促・検査を強

化し、重大な問題は、遅滞なく中国共産党中央委

員会・国務院に報告して支持を仰ぐ。 

 

国家発展改革委員会

商   務   部

2021 年 4 月 7 日

 


