SMBC (CHINA) NEWS No.21-18 仮訳
中国人民銀行・銀保監会・証監会・外管局：
≪海南の改革開放全面深化のための
金融による支援に関する意見≫の公布

中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布
《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》

中国共産党中央委員会・国務院の政策決定・計
为深入贯彻党中央、国务院决策部署，经国务
院同意，近日，中国人民银行、银保监会、证监会、 画を深化・徹底するため、国務院の同意を受けて、
外汇局发布《关于金融支持海南全面深化改革开放 近日、中国人民銀行・銀保監会・証監会・外管局
は、≪海南の改革開放全面深化のための金融によ
的意见》（以下简称《意见》）。
る支援に関する意見≫（以下、≪意見≫）を公布
した。
海南は、我が国最大の経済特区であり、改革の
全面深化を実施および最高レベルの開放政策をテ
ストするという独特の優位性を備えている。≪意
見≫は、人民元両替可能レベルの向上かつクロス
ボーダー投資の自由化および利便化の支援・海南
の金融市場体系の完備・海南の金融業における対
外開放の拡大・金融商品およびサービス刷新の強
化・金融サービスレベルの向上・金融監督管理の
強化による金融リスクの防止と解消などの六方面
において、33 条の具体的な措置を提言している。
≪意見≫公布は、海南の改革開放全面深化のため
の金融による支援における「四梁八柱（屋台骨）
」
を基本的に確立しており、海南の金融におけるボ
トルネック補強・海南の金融インフラ強化に資す
るものである。

海南是我国最大的经济特区，具有实施全面深
化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。《意
见》从提升人民币可兑换水平支持跨境贸易投资自
由化便利化、完善海南金融市场体系、扩大海南金
融业对外开放、加强金融产品和服务创新、提升金
融服务水平、加强金融监管防范化解金融风险等六
个方面提出 33 条具体措施。
《意见》的出台基本确
立了金融支持海南全面深化改革开放的“四梁八
柱”，有助于弥补海南金融短板、夯实海南金融基
础。

付属文書

附件

中国人民銀行 中国銀行保険監督管理委員会
中国証券監督管理委員会 国家外貨管理局：
海南の改革開放全面深化のための
金融による支援に関する意見
銀発[2021]84 号

中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会
中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局
关于金融支持海南全面深化改革开放的意见
银发〔2021〕84号

海南省人民政府：

海南省人民政府：

为深入贯彻习近平总书记在庆祝海南建省办
经济特区 30 周年大会上的重要讲话精神，落实《中
共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的
指导意见》和《海南自由贸易港建设总体方案》相
关重要战略部署，支持海南全面深化改革开放，推
动建立与海南自由贸易港相适应的金融政策和制
度框架，经国务院同意，现提出如下意见。

習近平総書記による海南省および経済特区設
立 30 周年祝賀大会における重要講話の主旨を深
化・徹底し、≪中国共産党中央委員会 国務院：
海南の改革開放全面深化の支援に関する指導意
見≫および≪海南自由貿易港建設総体方案≫の
関連重要戦略・計画を実行し、海南の改革開放全
面深化を支援し、海南自由貿易港に相応しい金融
政策および制度・枠組みの構築を推進するため、
国務院の同意を受け、ここに以下の通り意見を提
出する：

一、总体原则
（一）支持海南实体经济发展。坚持深化金融

一、総体原則
（一）海南の実体経済の発展を支援する。金融
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供给侧结构性改革，创新金融政策、产品和工具，
聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，重
点支持海洋产业、医疗健康、旅游会展、交通运输、
现代农业、服务外包等重点领域发展，推动建立开
放型生态型服务型产业体系，促进服务业优化升
级，推动经济高质量发展。

におけるサプライサイド構造改革の深化を堅持
し、金融政策・商品およびツールを刷新し、観光
業・現代サービス業およびハイテク産業の発展に
焦点を当て、海洋産業・医療ヘルスケア・観光/
コンベンション・交通運輸・現代農業・サービス
アウトソーシングなどの重点分野の発展を重点
的に支援し、開放型・エコロジカル型・サービス
型産業体系の構築を推進し、サービス業の最適
化・アップグレードを促進し、経済のハイクオリ
ティな発展を推進する。

（二）服务海南自由贸易港建设。围绕建设全
面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国
际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区的战略
定位，服务国内其他地区与海南自由贸易港资金往
来和跨境贸易投资自由化便利化，分阶段、分步骤
实施各项金融改革开放与创新举措，推动海南成为
新时代全面深化改革开放的新标杆。

（二）海南自由貿易港の建設に奉仕する。改革
開放全面深化試験区・国家生態文明試験区・国際
観光消費センター・国家重大戦略サービス保障区
建設の戦略・位置付けを軸として、国内のその他
地区と海南自由貿易港の資金往来およびクロス
ボーダー貿易投資の自由化・利便化に奉仕し、段
階・ステップを分けて、各金融改革開放および刷
新措置を実施し、海南が新時代の改革開放全面深
化の新たなベンチマークとなるよう推進する。

（三）以制度创新为核心深化金融改革开放。
坚持对标国际的原则，深化金融改革开放。按照远
近结合、循序渐进、突出重点的工作思路，在跨境
资金流动自由便利、投融资汇兑便利化、金融业对
外开放等方面先行先试，积极探索更加灵活的金融
政策体系、监管模式、管理体制。

（三）制度刷新をコアとする金融改革開放を深
化させる。グローバルをベンチマークにするとい
う原則を堅持し、金融改革開放を深化させる。遠
近結合・順を追った実施・重点優先の業務思考に
基づき、クロスボーダー資金流動の自由化および
利便化・投融資に係る為替の利便化・金融業の対
外開放などの方面において先行先試を行い、さら
に柔軟な金融政策体系・監督管理モデル・管理体
制を積極的に模索する。

（四）加强金融风险防控体系建设。坚持底线
思维，稳扎稳打、步步为营，完善与金融开放创新
相适应的跨境资金流动风险防控体系，在确保有效
监管和风险可控的前提下，稳妥有序推进各项金融
开放创新举措，统筹安排好开放节奏和进度，成熟
一项推进一项，牢牢守住不发生系统性金融风险的
底线。

（四）金融リスク防止コントロール体系の構築
を強化する。ボトムラインシンキングを堅持し、
着実かつ慎重に行い、金融開放・刷新に相応しい
クロスボーダー資金流動リスク防止コントロー
ル体系を完備し、有効な監督管理およびリスクコ
ントロール可能の保証を前提として、各金融開放
刷新措置を着実かつ秩序立って推進し、開放の速
度および進度を統一計画し、条件が整った項目毎
に推進し、金融におけるシステミックリスクを発
生させないとのボトムラインを堅守する。

二、提升人民币可兑换水平，支持跨境贸易投
资自由化便利化
（五）进一步推动跨境货物贸易、服务贸易以
及新型国际贸易结算便利化。根据“了解客户、了
解业务、尽职审查”原则，审慎合规的海南自由贸
易港银行可试点凭支付指令为优质客户办理真实
合规货物贸易和服务贸易结算，实现银行真实性审
核从事前审查转为事后核查。实施与跨境服务贸易
配套的资金支付与转移制度。支持海南自由贸易港
试点银行，在强化对客户分级管理的基础上，进一

二、人民元両替可能レベルの向上、クロスボー
ダー貿易投資の自由化・利便化の支援
（五）さらにクロスボーダー貨物貿易・サービ
ス貿易および新型国際貿易に係る決済の利便化
を推進する。「Know Your Customer・Know Your
Business・デューデリジェンス」の原則に基づき、
慎重かつコンプライアンスに準拠した海南自由
貿易港の銀行は、支払指示に基づき優良な顧客の
ために真実・コンプライアンスに準拠した貨物貿
易およびサービス貿易の決済を取り扱い、銀行の
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步便利真实合规新型国际贸易的跨境结算。

真実性審査の事前審査から事後検査への変更を
実現することができる。クロスボーダーサービス
貿易に付帯する資金の支払および移転制度を実
施する。海南自由貿易港の試行銀行が、顧客の級
別管理の強化を基礎として、真実・コンプライア
ンスに準拠した新型国際貿易のクロスボーダー
決済をさらに利便化することを支持する。

（六）探索适应市场需求新形态的跨境投资外
汇管理。在风险可控前提下，允许海南自由贸易港
内合格境外有限合伙人（QFLP）按照余额管理模式
自由汇出、汇入资金，简化外汇登记手续。将海南
自由贸易港纳入合格境内有限合伙人（QDLP）试点，
给予海南自由贸易港 QDLP 试点基础额度，每年可
按一定规则向其增发 QDLP 额度。

（六）市場ニーズの新形態に適したクロスボー
ダー投資外貨管理を模索する。リスクコントロー
ル可能を前提として、海南自由貿易港内の適格海
外投資事業有限責任組合（QFLP）が残高管理モデ
ルに基づき自由に資金を送金・入金することを許
可し、外貨登記手続きを簡素化する。海南自由貿
易港を適格国内有限責任組合（QDLP）試行に組み
入れ、海南自由貿易港 QDLP 試行の基礎限度額を
与え、毎年、一定のルールに基づき QDLP の限度
額を増加することができる。

（七）完善全口径跨境融资宏观审慎管理政策
框架。可适当提高海南自由贸易港内注册的非金融
企业（不含房地产企业和地方政府融资平台）跨境
融资上限，实现更高额度的跨境资金融入规模。

（七）全口径クロスボーダー融資マクロプルー
デンス管理政策構造を完備する。海南自由貿易港
内に登録する非金融企業（不動産企業および地方
政府融資プラットフォームを含まない）のクロス
ボーダー融資の上限を適当に引き上げることが
でき、さらに高額な限度額のクロスボーダー資金
調達規模を実現する。

（八）探索开展跨境资产管理业务试点。支持
境外投资者投资海南自由贸易港内金融机构发行
的理财产品、证券期货经营机构私募资产管理产
品、公募证券投资基金、保险资产管理产品等资产
管理产品。

（八）クロスボーダー資産管理業務試行の実施
を模索する。国外投資家が海南自由貿易港内の金
融機関が発行する理財商品・証券先物経営機構の
私募資産管理商品・公募証券投資ファンド・保険
資産管理商品などの資産管理商品に投資するこ
とを支持する。

（九）探索放宽个人跨境交易政策。支持在海
南自由贸易港内就业的境外个人开展包括证券投
资在内的各类境内投资。允许符合条件的非居民按
实需原则在海南自由贸易港内购买房地产，对符合
条件的非居民购房给予汇兑便利。研究进一步便利
海南居民个人用汇。

（九）個人クロスボーダー取引政策の緩和を模
索する。海南自由貿易港内において就労する国外
個人が証券投資を含む各種国内投資を行うこと
を支持する。条件に合致する非居住者が実需原則
に基づき海南自由貿易港内において不動産を購
入することを許可し、条件に合致する非居住者の
住宅購入に対して両替の利便性を与える。海南の
居住者個人の外貨利用のさらなる利便化を研究
する。

（十）在海南开展本外币合一跨境资金池业务
试点。支持符合条件的跨国企业集团在境内外成员
之间集中开展本外币资金余缺调剂和归集业务，专
户内资金按实需兑换，对跨境资金流动实行双向宏
观审慎管理。

（十）海南において人民元・外貨一体のクロス
ボーダープーリング業務試行を行う。条件に合致
する多国籍企業グループが国内外メンバー間に
おいて人民元・外貨資金の余剰・不足調整および
集約業務を集中的に行うことを支持し、専用口座
内の資金は、実需に基づき両替し、クロスボーダ
ー資金流動に対して双方向マクロプルーデンス
管理を実行する。
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（十一）支持符合资格的非银行金融机构开展
结售汇业务试点。符合资格的非银行金融机构满足
一定条件后可参与到银行间外汇市场，依法合规开
展人民币对外汇即期业务和相关衍生品交易。

（十一）資格に適合する非銀行金融機関が両替
業務試行を行うことを支持する。資格に適合する
非銀行金融機関は、一定条件の充足後、銀行間外
貨市場に参加し、法に基づきコンプライアンスに
準拠して人民元－外貨直物業務および関連デリ
バティブ商品の取引を行うことができる。

三、完善海南金融市场体系
（十二）支持海南银行业发展。支持海南引进
全国性股份制商业银行设立分行。研究海南农村信
用社改革，推动其更好服务乡村振兴战略实施。强
化海洋产业、高新技术产业等领域的金融服务。支
持海南引进外资，参股地方性资产管理公司。

三、海南金融市場体系の完備
（十二）海南の銀行業の発展を支持する。海南
が全国規模の株式制商業銀行を誘致して支店を
設立することを支持する。海南農村信用社改革を
研究し、農村振興戦略の実施に対するさらに適切
な奉仕を推進する。海洋産業・ハイテク産業など
の分野の金融サービスを強化する。海南が外資を
誘致し、地方性資産管理会社への出資に参加する
ことを支持する。

（十三）条件に合致する海南の企業が初上場を
（十三）支持符合条件的海南企业首发上市，
通过多层次股权市场发展壮大。继续支持海南企业 果たし、多層的株式市場を通じて発展・巨大化す
ることを支持する。海南の企業が合併買収・再編
并购重组，实现转型升级。
を行い、モデルチェンジ・アップグレードを実現
することを引き続き支持する。
（十四）支持海南企业发行债券融资。积极支
持符合条件的海南企业在银行间市场和交易所市
场发行公司信用类债券，进一步提高直接融资规
模。支持市场主体扩大在受托管理机构、交易场所
等方面的自主选择空间。支持海南企业通过资产证
券化盘活存量、拓宽资金来源。

（十四）海南の企業が債券発行により資金を調
達することを支持する。条件に合致する海南の企
業が銀行間市場および取引所市場において企業
信用類債券を発行し、直接調達の規模をさらに拡
大することを積極的に支持する。市場主体が受託
管理機構・取引所などの方面における自主選択の
余地を拡大することを支持する。海南の企業が資
産証券化を通じて保有資金を活用・資金源を拡張
することを支持する。

（十五）支持海南相关基金发展。支持公募基
金落户海南，支持符合条件的机构在海南依法申请
设立合资公募基金管理公司，支持符合条件的境外
金融机构在海南全资拥有或控股参股期货公司。对
投向海南种业、现代农业等重点领域的私募股权投
资基金，给予登记备案绿色通道。

（十五）海南関連ファンドの発展を支持する。
公募ファンドの海南における設立を支持し、条件
に合致する機構が海南において法に基づき合弁
公募ファンド管理会社の設立を申請することを
支持し、条件に合致する国外の金融機関が海南に
おいて先物会社を全額出資にて保有あるいは持
分支配することを支持する。海南の種苗業・現代
農業などの重点分野の私募エクイティ・ファンド
への投資について、登記・備案の優先ルートを与
える。

四、扩大海南金融业对外开放
（十六）扩大银行业对外开放。鼓励境外金融
机构落户海南，支持设立中外合资银行。支持海南
的银行引进符合条件的境外战略投资者，改善股权
结构，完善公司治理，进一步提高海南的银行业对
外开放程度。

四、海南の金融業対外開放の拡大
（十六）銀行業の対外開放を拡大する。国外の
金融機関の海南への入区を奨励し、中外合弁銀行
の設立を支持する。海南の銀行が条件に合致する
国外戦略投資家を誘致し、持分構成を改善し、コ
ーポレートガバナンスを完備することを支持し、
さらに海南の銀行業対外開放度を引き上げる。
4

SMBC (CHINA) NEWS No.21-18 仮訳

（十七）扩大保险业对外开放。就海南与港澳
地区保险市场深度合作加强研究。借鉴国际经验和
通行做法，探索制定适合再保险离岸业务的偿付能
力监管政策。

（十七）保険業の対外開放を拡大する。海南と
香港・マカオ地区の保険市場の密接な連携につい
て研究を強化する。国際的な経験および通用して
いる方法を参考として、再保険オフショア業務に
相応しい返済能力監督管理政策の制定を模索す
る。

（十八）设立银行业准入事项快速通道，建立
准入事项限时办结制度，提高审批效率。

（十八）銀行業参入事項迅速ルートを設置し、
参入事項期限内手続き完了制度を構築し、審査批
准効率を引き上げる。

（十九）落实外商投资的国民待遇要求，支持
符合条件的外资机构在海南依法合规获取支付业
务许可证。

（十九）外商投資の内国民待遇の要求を実行
し、条件に合致する外資機構が海南において法に
基づきコンプアライアンスに準拠して支払業務
許可証を取得することを支持する。

（二十）允许已取得离岸银行业务资格的中资
商业银行总行授权海南自由贸易港内分行开展离
岸银行业务。

（二十）オフショア銀行業務資格を取得済の中
資商業銀行の本店が海南自由貿易港内の支店に
オフショア銀行業務の実施を授権することを許
可する。

五、加强金融产品和服务创新
（二十一）鼓励创新面向国际市场的人民币金
融产品及业务，扩大境外人民币投资海南金融产品
的范围。在依法合规前提下，允许海南市场主体在
境外发行人民币计价的债券等产品引入境外人民
币资金，重点支持高新技术、医疗健康、旅游会展、
交通运输等产业发展。

五、金融商品およびサービス刷新の強化
（二十一）国際市場向けの人民元金融商品およ
び業務の刷新を奨励し、海南の金融商品に対する
国外の人民元投資の範囲を拡大する。法律遵守・
コンプライアンス準拠を前提として、海南の市場
主体が国外において人民元建て債券などの商品
を発行し、国外の人民元資金を引き入れることを
許可し、ハイテク・医療ヘルスケア・観光/コン
ベンション・交通運輸などの産業の発展を重点的
に支援する。

（二十二）稳步扩大跨境资产转让范围。在宏
观审慎管理框架下，按照风险可控和规模可调节原
则，在海南自由贸易港内试点扩大可跨境转出的信
贷资产范围和参与机构范围。

（二十二）クロスボーダー資産の譲渡範囲を着
実に拡大する。マクロプルーデンス管理の枠組み
の下、リスクコントロール可能および規模調節可
能の原則に基づき、海南自由貿易港内においてク
ロスボーダー移動が可能な与信資産の範囲およ
び参加機構の範囲の拡大を試行する。

（二十三）支持海南探索推进农垦国有农用地
使用权抵押担保试点，推动完善确权登记发证、抵
押担保登记、土地流转平台建设、抵押物价值评估
等配套措施。

（二十三）海南が国有農用地開墾使用権抵当担
保試行を推進し、権利登記に対する証書発行・抵
当担保登記・土地移転プラットフォームの構築・
抵当物の価値評価などの付帯措置の完備を推進
することを支持する。

（二十四）创新发展保险业务。支持符合条件
的保险机构在海南设立保险资产管理公司，并在账
户独立、风险隔离的前提下，向境外发行人民币计
价的资产管理产品。支持海南保险机构开展境外投
资业务。鼓励保险机构加强创新，围绕环境、农业、
旅游、健康、养老等领域，研发适应海南需求的特

（二十四）保険業務を刷新かつ発展させる。条
件に合致する保険機構が海南において保険資産
管理会社を設立し、個別口座・リスク分離を前提
として、国外に向けて人民元建て資産管理商品を
発行することを支持する。海南の保険機構が国外
投資業務を行うことを支持する。保険機構がイノ
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色保险产品。

ベーションを強化し、環境・農業・観光・ヘルス
ケア・介護などの分野を軸として海南のニーズに
応えた特色ある保険商品を研究開発することを
奨励する。

（二十五）发展绿色金融。鼓励绿色金融创新
业务在海南先行先试，支持国家生态文明试验区建
设。加大对生态环境保护，特别是应对气候变化的
投融资支持力度。

（二十五）グリーンファイナンスを発展させ
る。グリーンファイナンスによる業務刷新の海南
における先行先試を奨励し、国家生態文明試験区
の建設を支持する。生態環境に対する保護、特に
気候変動対策への投融資に対する支援度を強化
する。

（二十六）支持科技金融发展，推动发展海洋
科技。在依法合规、风险可控前提下，鼓励海南法
人银行加强与创投机构合作，探索科技金融新模
式，支持海南加强深海科技创新。创新科技金融政
策、产品和工具。

（二十六）フィンテックの発展を支持し、海洋
関連の科学技術の発展を推進する。法律遵守かつ
コンプライアンス準拠・リスクコントロール可能
を前提として、海南の法人銀行がベンチャーキャ
ピタル機構との連携を強化し、フィンテック新モ
デルを模索し、海南の深海テクノロジーイノベー
ション強化を支援することを奨励する。フィンテ
ック政策・商品およびツールを刷新する。

（二十七）在依法合规、风险可控前提下加强
金融科技创新应用。支持海南自由贸易港在金融管
理部门统筹下开展金融科技创新业务试点，稳妥推
进科技与金融业务深度融合。

（二十七）法律遵守かつコンプライアンス準
拠・リスクコントロール可能を前提として、フィ
ンテックによるイノベーション応用を強化する。
海南自由貿易港が金融管理部門の統一計画の下、
フィンテックによる業務刷新試行を行い、科学技
術と金融業務の深い融合を着実に推進すること
を支持する。

六、提升金融服务水平
（二十八）支持在海南探索开展本外币合一银
行账户体系试点。

六、金融サービスレベルの向上
（二十八）海南における人民元・外貨一体の銀
行口座体系試行実施の模索を支持する。

（二十九）支持商业银行、中国银联联合产业
各方推进开展小微企业卡、乡村振兴卡等业务，聚
焦金融服务小微企业、服务“三农”产业的支付结
算、融资增信、企业增值服务体系等环节，满足小
微企业和“三农”产业互联网化、移动化支付结算
需求。

（二十九）商業銀行・中国銀聯連合の産業の各
方面が小型零細企業カード・農村振興カードなど
の業務実施を推進し、小型零細企業への金融サー
ビス・
「三農（農業・農村・農民）」産業向けの支
払決済サービス・融資/与信増加・企業価値向上
サービス体系などのポイントを軸として、小型零
細企業および「三農」産業のオンライン型・モバ
イル型支払決済ニーズに応えることを支持する。

（三十）提升跨境移动支付便利化水平。便利
境外居民在海南使用移动电子支付工具。支持境内
移动支付机构在境外开展业务，逐步扩大其通过人
民币跨境支付系统（CIPS）境外参与机构进行跨境
移动支付的地区范围。

（三十）クロスボーダーモバイル決済の利便化
レベルを向上させる。国外居住者の海南における
モバイル電子決済ツールの使用を利便化する。国
内モバイル決済機構が国外において業務を行う
ことを支持し、人民元クロスボーダー決済システ
ム（CIPS）を通じて国外参加機構がクロスボーダ
ーモバイル決済を行う地域の範囲を徐々に拡大
する。

（三十一）持续推进海南中小微企业信用体系

（三十一）海南の中小零細企業の信用体系の構
6
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建设，支持构建小微企业综合金融服务平台，并与
全国“信易贷”平台互联互通，做好中小微企业信
用信息归集与应用，更高效地对接金融服务。深入
推进海南农村信用体系建设，扩展农村地区信用信
息覆盖广度，强化信用信息服务，有效对接普惠金
融、乡村振兴战略，支持实体经济和海南特色产业
发展。支持海南引进有市场影响力的信用评级机
构。建立健全信用信息共享机制，支持海南地方社
会信用体系建设。

築推進を継続し、小型零細企業の総合金融サービ
スプラットフォームの構築を支持し、併せて全国
の「信易貸」プラットオームと相互に連動し、中
小零細企業信用情報の収集および応用を適切に
行い、金融サービスにさらに効果的に連動してい
く。海南の農村信用体系構築を深化・推進し、農
村地区の信用情報カバー範囲を拡大し、信用情報
サービスを強化し、金融包摂・農村振興戦略と有
効に連動し、実体経済および海南の特色ある産業
の発展を支持する。海南が市場への影響力がある
信用格付機構を誘致することを支持する。信用情
報共有メカニズムを構築・整備し、海南地方社会
信用体系の構築を支持する。

（三十二）支持海南加快发展航运金融、船舶
融资租赁等现代服务业。

（三十二）海南の海運金融・船舶ファイナンス
リースなどの現代サービス業の迅速な発展を支
持する。

（三十三）支持文化、体育、旅游业发展。强
化文化、体育和旅游领域金融服务。建立文化、体
育和旅游企业信用大数据平台，破解文化、体育和
旅游企业信用不充分、与金融机构之间信息不对称
的融资瓶颈。推广文化、体育和旅游产业专项债券，
优化文化、体育和旅游产业融资结构，逐步降低融
资成本。建设区域文化和旅游金融服务平台，完善
产业金融服务体系。针对邮轮游艇等海南国际旅游
岛特色产业，重点支持邮轮游艇产业集聚园区和相
关公共服务配套设施建设。

（三十三）文化・スポーツ・観光業の発展を支
持する。文化・スポーツおよび観光分野の金融サ
ービスを強化する。文化・スポーツおよび観光企
業信用ビッグデータプラットフォームを構築し、
文化・スポーツおよび観光企業の信用が十分でな
い・金融機関との間の情報が同一でないことによ
る融資におけるボトルネックを解消する。文化・
スポーツおよび観光産業の特別債券を普及させ、
文化・スポーツおよび観光産業の資金調達構造を
最適化し、資金調達コストを徐々に引き下げる。
地域文化および観光金融サービスプラットフォ
ームを構築し、産業金融サービス体系を完備す
る。定期観光船・遊覧船などの海南国際観光島の
特色ある産業について、定期観光船・遊覧船産業
集積園区および関連公共サービス付帯施設の建
設を重点的に支援する。

（三十四）在房地产长效机制框架下，支持海
南在住房租赁领域发展房地产投资信托基金
(REITs)，鼓励银行业金融机构创新金融产品和服
务，支持住房租赁市场规范发展。

（三十四）不動産長期有効メカニズムの枠組み
において、海南が住宅賃貸分野において不動産投
資信託ファンド（REITs）を発展させることを支
持し、銀行業金融機関が金融商品およびサービス
を刷新することを奨励し、不動産賃貸市場の規範
的発展を支持する。
七、金融監督管理の強化、金融リスクの防止・
解消
（三十五）金融マクロプルーデンス管理体系を
構築し、重大リスクに対する識別および金融シス
テミックリスクの防止を強化する。キャッシュフ
ロー情報モニタリング管理システムにより、資金
流動モニタリングおよびリスク防止コントロー
ル体系を構築・整備する。アンチマネーロンダリ
ング・アンチテロ融資および反脱税制度・体系お
よび業務メカニズムを完備し、マネーロンダリン

七、加强金融监管，防范化解金融风险
（三十五）构建金融宏观审慎管理体系，加强
对重大风险的识别和对系统性金融风险的防范。依
托资金流信息监测管理系统，建立健全资金流动监
测和风险防控体系。完善反洗钱、反恐怖融资和反
逃税制度体系和工作机制，研究建立洗钱风险评估
机制，定期评估洗钱和恐怖融资风险。构建适应海
南自由贸易港建设的金融监管协调机制，有效履行
属地金融监管职责，确保风险防控能力与金融改革
7
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创新相适应。

グリスク評価メカニズムを研究・構築し、マネー
ロンダリングおよびテロ融資のリスクを定期的
に評価する。海南自由貿易港建設に相応しい金融
監督管理協調メカニズムを構築し、管轄地の金融
監督管理の職責を有効に履行し、リスク防止コン
トロール能力と金融改革イノベーションの適応
を保証する。

（三十六）支持海南设立金融与破产专业审判
机构，集中审理海南金融与破产案件，提升金融与
破产案件专业化审理水平，为当事人提供更加优质
高效的司法保障。

（三十六）海南が金融および破産専門裁判機関
を設立し、海南の金融および破産案件を集中審理
し、金融および破産案件専門的審理レベルを向上
させ、当事者にさらに良質かつ高効率な司法保障
を提供することを支持する。

（三十七）加强金融消费者权益保护。支持海
南银行、证券、保险领域消费纠纷调解组织充分发
挥作用，建立公正、高效、便民的金融纠纷非诉第
三方解决机制。加强与当地人民法院和司法行政部
门的沟通合作，落实银行、证券、保险领域矛盾纠
纷诉调对接机制，发挥金融行业调解组织专业化优
势，探索建立金融行业纠纷调解协议司法确认制
度。开展集中性金融知识普及活动,在海南建立金
融知识普及教育示范基地。进一步发挥证券期货投
资者教育基地作用。

（三十七）金融消費者権益保護を強化する。海
南の銀行・証券・保険分野の消費紛争調停組織が
役割を充分に発揮し、公正・高効率・人民のため
の金融紛争の非訟第三者解決メカニズムを構築
することを支持する。当地の人民法院および司法
行政部門の連携・協力を強化し、銀行・証券・保
険分野の矛盾・紛争の訴訟・調整連動メカニズム
を実行し、金融業界調停解決組織の専門的優位性
を発揮し、金融業界紛争調停解決協議司法確認制
度の構築を模索する。集中的な金融知識普及活動
を行い、海南において金融知識普及教育モデル基
地を構築する。さらに証券先物投資家教育基地の
役割を発揮する。

中国人民银行
中国银行保险监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
国家外汇管理局
2021 年 3 月 30 日

中国人民銀行
中国銀行保険監督管理委員会
中国証券監督管理委員会
国家外貨管理局
2021 年 3 月 30 日
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