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大連市の対外開放の拡大・外資の積極的利用に関わる

若干の政策措置

『国務院の対外開放の拡大・外資の積極的利用に係る若干の措置に関する通

知』（国発[2017]5 号）、『国務院の外資成長を促進する若干措置の通知』

（国発[2017]39 号）、『国務院の積極的、有効的に外資の利用、経済の品

質高い発展の推進に関わる若干措置の通知』、『中国共産党遼寧省委員会、

遼寧省人民政府開放的新構造の構築を促進し、全面的開放により全面的振

興を導くための意見』（遼委発[2018]20 号）及び遼寧省対外開放工作会議

の方針を徹底的に実行することを目的として、より一層外資を積極的に利

用し、良好な経営環境を作り、大連の新しい段階のハイレベル対外開放を

推進し、「四つのセンター、一つのクラスター」と「両先区」の構築を促

進するために、大連市の状況に合わせて、下記の政策を提言する。

一、重点産業への外商投資に関する支援政策

1、新設外資系製造業企業（「中国製造 2025大連行動計画」で定める重点分

野に属する投資プロジェクトを優先的に支援する。以下は同じ）と先進的サー

ビス業企業（住宅と不動産開発プロジェクトは除外する。以下同じ）の実際に

投資される外国資本金が 1000万ドル（1000万ドルを含む）から 2000万ドル、

2000万ドル（2000万ドルを含む）から 1億ドル、1億ドル（1億ドルを含む）

以上と認定される場合、それぞれ 600万元、900万元、1200万元の奨励金を支

給する。（市商務局、市経信委、市財政局、各先導区管理委員会、区市県政府

が職責に応じて分担して責任を負う）

2、外資系製造業企業と先進的サービス業企業に対し、該当年度の売上高が 1

億元（1億元を含む）から 5億元の場合、100万元の奨励金を支給する。5億元

（5億元を含む）から 10億元の場合、200万元の奨励金を支給する。10億元（10
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億元を含む）以上の場合、300万元の奨励金を支給する。（市商務局、市経信委、

市財政局、市税務局、各区市県政府、各先導区管理委員会が職責に応じて分担

して責任を負う）

3、第 2項で規定する売上高の基準に満たす企業に対し、それぞれ当該企業の

高級管理職向けに計 30万元、50万元、80万元の奨励金を支給する。但し、第 2

項で規定する奨励金と当該企業の高級管理職に支給する奨励金の合計金額は、

企業による当該年度大連市経済への貢献が前年度より増加した金額の 20％を上

限とする。（市商務局、市経信委、市財政局、市税務局、各区市県政府、各先

導区管理委員会が職責に応じて分担して責任を負う）

4、既存の製造業と先進的サービス業関連の外資系企業の増資と生産拡大を支

援する。増資する企業に対し、新規企業の実際に投資する登録外国資本金の奨

励基準により相応の奨励金を支給する。敷地面積を増加しないという前提で製

造業企業が工場敷地の容積率を高めることを支持し、自社工場及び倉庫の面積

を 5000平米（5000平米を含む）以上増築する場合、1平米につき 50元を基準

として一回だけの奨励金を支給し、一社に対する最高奨励金額は 300万元とす

る。（市商務局、市経信委、市財政局、各先導区管理委員会、区市県政府が職

責に応じて分担して責任を負う）

5、外資系企業に対しても「中国製造 2025」戦略「中国製造 2025大連行動計

画」及び先進的サービス業の関連政策を平等に適用する。産業を牽引できる重

大プロジェクトに対し、個別に協議し、より優遇的な政策を実施する。（市商

務局、市経信委、市財政局、市税務局、各先導区管理委員会、区市県政府が職

責に応じて分担して責任を負う）

二、外商投資の本部設立に関する支援政策

6、認定条件に適合する新設地域本部の実際納入外国資本金が 1000万ドル

（1000万ドルを含む）から 2000万ドル、2000万ドル（2000万ドルを含む）か

ら 1億ドル、1億ドル（1億ドルを含む）以上と認定される場合、それぞれ 800
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万元、1200万元、1600万元の奨励金を支給する。（市商務局、市財政局、各先

導区管理委員会、区市県政府が職責に応じて分担して責任を負う）

7、認定条件に適合する多国籍企業の新規調達センター、財務管理センター、

決済センターなど機能的本部型機関に対し、実際に投資される外国資本金が 200

万ドル（200万ドルを含む）以上と認定される場合、100万元の奨励金を支給す

る。（市商務局、市財政局、各先導区管理委員会、区市県政府が職責に応じて

分担して責任を負う）

8、条件に適合する地域本部がオフィスを賃借する場合、家賃の 50％を補助し、

補助期限は 3年間、年間最高補助金額は 300万元とする。自社用オフィスを購

入する場合、購入金額の 20％を一回だけ補助し、最高金額は 600万元とする。

（市商務局、市財政局、各先導区管理委員会、区市県政府が職責に応じて分担

して責任を負う）

9、 該当年度の売上高が 1億元（1億元を含む）から 5億元の地域本部及び本

部型機関に対し、200万元の奨励金を支給する。5億元（5億元を含む）から 10

億元の地域本部及び本部型機関に対し、400万元の奨励金を支給する。10億元

（10億元を含む）以上の地域本部及び本部型機関に対し、600万元の奨励金を

支給する。（市商務局、市経信委、市財政局、市税務局、各区市県政府、各先

導区管理委員会が職責に応じて分担して責任を負う）

10、第 9項で規定する売上高の基準を満たす地域本部に対し、それぞれ当該

地域本部の高級管理職向けに計 60万元、100万元、160万元の奨励金を支給す

る。但し、第 9項で規定する奨励金と地域本部の高級管理職に支給する奨励金

の合計金額は、同地域本部による当該年度大連市経済への貢献が前年度より増

加した金額の 30％を上限とする。（市商務局、市経信委、市財政局、市地税局、

市国税局、各区市県政府、各先導区管理委員会が職責に応じて分担して責任を

負う）

11、従業員数が 50人以上、且つ本社に任命された法人代表及び本社の機能と



4

関連する高級管理職が大連に長期駐在する既存の多国籍企業の地域本部がより

大きい地域の本部に昇格する場合、同地域本部に一回だけの奨励金として 500

万元を支給する。（市商務局、市財政局、各先導区管理委員会、区市県政府が

職責に応じて分担して責任を負う）

三、外商の研究開発協力の展開に関する支援政策

12、外商が大連で科学研究、技術革新の協力を展開する場合、『大連市の科

学技術革新の支援に係る若干の政策措置』（大政発[2017]52号）により政策面の

支援を実施する。認定された新設外資 R&Dセンターに 50万元の補助金を支給

する。認定された研究開発者が 100人を超える新規外資 R&Dセンターに 200万

元の補助金を支給する。（市科技局、市商務局、市財政局が職責に応じて分担

して責任を負う）

13、外資 R&Dセンターが投資総額内で輸入する自社用設備、自社の資金で技

術改造を行うために輸入する自社用設備及び契約に基づき設備と同時に輸入す

る技術と部品、予備部品に対し、国の規定により輸入関税を免除する税収優遇

政策を適用する。技術移転、技術開発及び関連する技術諮問、技術サービスに

より獲得する収入は国家の税収政策規定により、増値税を免除する税収優遇政

策を適用する。条件に適合する技術移転の収入は企業所得税を免除、軽減する

税収優遇政策を適用する。条件に適合し、認定された高度先進技術企業は国家

の規定により 15％の税率で企業所得税を納入する。R&Dセンターの設備購入に

関する税収関連規定により、条件に適合する外資 R&Dセンターが国内では生産

できない或は機能が要求を満たしえない科学研究、技術開発と教育用品を輸入

する場合、関税と輸入増値税、消費税を免除する。中国製の設備を購入する場

合、増値税を全額還付する。（市税務局、市財政局、市科学技術局、市商務局、

大連税関が職責に応じて分担して責任を負う）

研究開発用設備、見本、見本品の輸出入手続きを簡素化し、外資 R&Dセンタ

ーが設備及びその部品、予備部品、研究開発用試薬、見本品を輸入する場合、
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事前の検査申告、予約税関申告、実物通過の通関モデルを採用し、検査と通関

の手続きを優先的に行う。基準に適合する外資R&Dセンターには一括検査申告、

ワンストップ検査検疫などのサービスを提供する。入国期限が一年間を超えな

い中古研究開発専用設備を免税輸入することを認める。グローバル R&Dセンタ

ーがバイオ見本、試薬を輸入する場合、「一回の審査、一年間有効、数回の通

関」を実行し、検査の回数を大幅に減少させ、条件に適合する機関は直接通関

の管理モデルを利用することができる。輸出入化学試薬に対しては「合格保証

＋リスク評価＋事後監督管理」のモデルを適応する。外資 R&Dセンターサービ

ス貿易項目の外貨使用への支援を強化し、実際的、合法的交易に関連する外貨

の使用に利便化されたサービスを提供し、貿易による外貨の収入と支出手続き

を合理化させる。（大連税関、市外貨管理局が職責に応じて分担して責任を負

う）

外資 R&Dセンターの外国人高度人材に対し、ビザの手続き、居留許可、居住

許可、雇用許可等に関連した便宜を提供する。外資 R＆Dセンターで働く、条件

に適合する帰国高度人材が高級職級の昇格審査に参加するとき、海外での専門

職経験、学術的または専門的な技術貢献を高級専門技術の職級昇格の根拠とし

て採用する。（市人社局、市公安局が職責に応じて分担して責任を負う）

14、外資系企業による国家ポストドクター科学研究センター、マスターワー

クステーション、遼寧省ポストドクターイノベーション実践基地の設立を支援

する。外資系企業が国家、省、市の科学技術計画プロジェクトに参与すること

を支援する。外資系企業には、研究開発費用の加算控除、ハイテク企業、R&D

センターなどの優遇政策を適用する。（市人社局、市科技局、市科協、市財政

局、市税務局が職責に応じて分担して責任を負う）

四、ファイナンスリースへの外商投資に関する支援政策

15、大連にて設立される外資ファイナンスリース企業に対し、『大連市ファ

イナンスリース企業の発展を促進する支援規則』（大政弁発[2017]166号）によ
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り相応の政策支援を実施する。（市商務局、市財政局、市経済と情報化委員会、

市農委、各先導区管理委員会、区市県政府が職責に応じて分担して責任を負う）

五、エクイティ投資企業への外商投資に関する支援政策

16、外資エクイティ投資管理企業が受託管理するエクイティ投資資金が累計

5000万元及びそれ以上に達する場合、一回だけの奨励金として 50万元を支給す

る。（市金融局、市財政局、市商務局、各先導区管理委員会、区市県政府が職

責に応じて分担して責任を負う）

17、外資エクイティ投資企業の大連市の企業へのエクイティ投資金額が 3000

万元及びそれ以上に達する場合（投資される企業は国家の禁止、限制類産業及

び不動産業を除外する）、エクイティ投資金額の 1％を奨励金としてその管理機

関に支給する。但し、奨励金額の累計は 2000万元を超えないものとする。（市

金融局、市財政局、市商務局、各先導区管理委員会、区市県政府が職責に応じ

て分担して責任を負う）

18、外資エクイティ投資企業が大連市の科学技術革新企業に投資する場合、

投資金額によりその管理機関に相応の奨励金を支給する。一口の投資金額が 500

万元（500万元を含む）以下の分の 4％、500万元から 1000万元（1000万元を

含む）までの分の 2％、1000万元から 3000万元（3000万元を含む）までの分の

1.5％、3000万元以上の分の 1％をそれぞれ奨励金とする。一口の投資に対し、

奨励金は 100万元を超えないものとし、奨励金額の累計は 1000万元を超えない

ものとする。（市金融局、市科技局、市財政局、市商務局、各先導区管理委員

会、区市県政府が職責に応じて分担して責任を負う）

上記の第 16、17、18項のエクイティ投資面の支援政策はいずれも「奨励金額

の高い方を適用し、重複しない」ことを原則として実施する。市、区の財政資

金が資本参加する場合、財政の出資金額を差引いた上、上記基準により奨励金

を支給する。

六、企業経営のコスト削減に関する支援政策
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19、認定された技術先進型サービス企業に国家の関連規定により 15％の税率

で企業所得税を徴収する。認定された技術先進型サービス企業の職員教育経費

が給料総額の 8％を超えない部分は、所得税納税対象金額から控除し、越える部

分は次の納税年度で控除することを認める。条件に適合するオフショアサービ

スアウトソーシング業務には増値税ゼロ税率或いは免税政策を適用する。外国

投資家が中国国内で獲得した利益を鼓励類プロジェクトに投資する場合、繰延

納税を認め、予提所得税を暫く徴収しない。外国投資家が中国国内で獲得した

合法的投資収益は法律に基づき人民元或は外貨で自由に海外へ送金できる。（市

税務局、市地税局、市科技局、市財政局、市発改委、市商務局、市外貨管理局

が職責に応じて分担して責任を負う）

20、通関、出入国検査・検疫などの監督管理モデルを改善し、投資者に便利

なサービス措置を提供する。ビッグデーター、クラウドコンピューティング、

インターネット、IoT技術を総合的に応用し、「自主申告、セルフ通関、自動通

過、重点検査」のテスト範囲を拡大する。加工貿易貨物輸出特許トラブル担保

通過方式を改善する。貨物状態の分類監督管理を実行し、テスト範囲を物流倉

庫企業から貿易、生産加工企業へ拡大することを検討する。第一段階で「入国

検疫、輸出入検査を緩和する」、第二段階で「出入りの便宜を図り、品質安全

リスクを防ぐ」検査検疫監督管理モデルを実施する。商品とプロジェクトの第

三者検査結果を信頼する方式を積極的に推進する。検査鑑定の結果を国際的基

準で相互承認する範囲の拡大を模索する。国際貿易「単一窓口」をサービス貿

易へ広げることを推進し、段階的に技術貿易、サービスアウトソーシング、修

理サービスなどへ広げ、適切な時期に、サービス貿易輸出税の還付（免除）申

告を「単一窓口」管理に組み入れる。（大連税関、市税務局が職責に応じて分

担して責任を負う）

21、金融の実体経済へのサービス効率と水準を高め、より多くの金融資源を

実体経済発展の重点分野と手薄な部分に配置し、融資の便宜を促進し、実体経
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済のコストを削減し、国家金融改革と革新に関連する各措置の実施を推進する。

（市金融局、人民銀行大連中心支店、各先導区管理委員会、区市県政府が職責

に応じて分担して責任を負う）

七、外商投資プロジェクト用地に関する支援政策

22、外資系企業に国内企業と同等に関連の土地政策を適用する。集約用地の

奨励された外資工業プロジェクトに優先的に土地を供給し、土地の譲渡価格は

所在地の土地レベルが全国工業用地に相応する最低価格の 70％をボーダーライ

ンとする。但し、実際の各項目コストの合計より低くなってはならない。（市

国土房屋局が担当）

23、柔軟な方式で土地を譲渡し、長期賃貸、賃貸から譲渡への切り替え、賃

貸と譲渡を結合させることなどを奨励し、企業の工業用地コストを削減する。

工業用地の利用者は規定の期限内で契約書により分割払いで譲渡金を納付でき

る。（市国土房屋局が担当）

24、既存の工業用建物を利用し生産型サービス業を展開する外資系企業は 5

年間以内に元の用途と土地権利類型により土地を利用できる。5年間満了或は移

転により関連の手続きを行う際には、新たな用途と権利類型及び市場価格によ

り、協議方式で行う。（市国土房屋局が担当）

25、重要な外資プロジェクトは年度建設用地（埋立地を含む）計画、農用地

の用途転換、都市農村建設用地の増減に関するリンク指標の設定などを優先し

て行う。省及びそれ以上のレベルの開発区の重点プロジェクト用地を保障する

ため、毎年一定の土地計画指標を事前に確保する。（市国土房屋局、市土地儲

備センター、市海洋漁業局、市林業局が職責に応じて分担して責任を負う）

八、外資系企業の融資ルートの拡充に関する支援政策
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26、外資系企業が法律と法規に基づきメインボード、中小企業ボード、マザ

ーズ及び国外で上場する場合、指向性株式増発及び企業債券、転換可能な債券

の発行及び非金融企業債務融資等の方法で融資することを支援する。国外で初

めて上場する予定の企業に対し、構造改革の完成、受入検査、正式申告、上場

の四つの段階にそれぞれ 60万元、60万元、80万元、100万元の補助金を支給す

る。国内で上場するのが初めてでなく、他の都市で買収した上場企業の登録地

を大連に変更或は大連の地元の上場企業を買収し且つ買収日から一年間以内で

黒字化を実現させ、経営業績或は資産規模が 20％以上成長した企業には、200

万元の補助金を一回だけ支給する。国外のメインボード或はマザーズで上場し、

1000万ドル及びそれ以上（初上場と非初上場を含む）融資する場合、300万元

の補助金を一回だけ支給する。（市金融局、市証監局、市財政局が職責に応じ

て分担して責任を負う）

27、外商投資企業が合理的に融資規模を拡大し、国内外の市場を活かして融

資コストを削減することを奨励する。条件に適合する外資系企業が貸付、債券

発行などの方式で国外から人民元と外貨資金を融資することを支援し、国外債

券発行の資金を資本金として使用することを許可する。外資系企業が「内担外

貸」方式で越境融資し、外債の形で内担外貸項目の資金を国内に使用すること

を奨励する。資金繰りのコストを削減するために、外資系企業と国内外の関連

会社が多国籍企業の為替ファンドの集中運営に参与することを奨励する。外資

系企業資本項目の外貨資金を意願決済方式で決済の手続きを行うことを支持す

る。外商投資企業の資本金と外債項目資金の流入に便宜を図る。外商投資企業

は遼寧省、大連市の民営企業と同等に国内上場、「新三板」登録及び地域的エ

クイティ市場融資の関連支援政策を適用する。（市外貨管理局、人民銀行大連

中心支店、市金融局が職責に応じて分担して責任を負う）。

28、大連市産業（創業）投資誘導ファンドを設立する。初期規模は 50 億元と

し、需要の増加に基づき逐次増資を行う。誘導ファンドは市場化方式で運営し、
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外国資本を有限共同運営の形で傘下ファンドの設立に参与させ、大連市の伝統

的産業モデルからの転換と発展を目指す企業及び先進的製造業、先進的サービ

ス業、戦略的新興産業と技術革新プロジェクトに投資するよう導く。誘導ファ

ンドは傘下ファンドに出資するが、大量に保有せず、原則として傘下ファンド

の投資に参与しない。誘導ファンドが傘下ファンドへの出資率は関連の政策フ

ァンドの出資率により定め、一般的に傘下ファンド納付総額の 40％を超えては

ならない。（市発改委、市財政局、市金融局が職責に応じて分担して責任を負

う）

九、外資系企業における人材の登用に関する支援政策

29、外資系企業が国内外の高度人材、科学研究開発人材、高技能人材を大連

で革新的新事業に登用する際、条件に適合する場合、『大連市高度人材革新創

業を支援する若干の規定』『人材が革新、創業することを支援する補充規定』

など関連政策の支援範囲に該当する。（市人社局、市科技局、市財政局、市公

安局、市国土房屋局が職責に応じて分担して責任を負う）

30、条件に適合する外国籍高度人材及び配偶者と 18歳未満の未婚子女は『外

国人永久居留証』を申請し、取得することができる。『外国人永久居留証』を

取得していない場合、数回の臨時的出入国が必要とされる場合、関連の証明書

類を提出した外国人に対し、有効期間が 5年間、滞在期間が 180日以内の数回

入国 Rビザ（人材ビザ）を発行することを認める。Ｒビザで入国し関係証明書

類を提出した外国人に居留期間が 5年間以内の勤務類居留許可を発行する。外

国籍高度人材が中国に就職する手続きを簡素化し、年齢、学歴、就職経歴など

を制限することなく、「告知＋承諾」、「資料不足を許容して受理する」など

の方式を採用し、外国籍人材が就職許可を申請することに便宜を図る。外国籍

専門人材に対し、必要があると認められる場合、年齢、学歴、就職経歴の制限

を緩和することを認める。外国籍人材の Rビザ試行範囲を広げ、条件に適合す

る外国籍人材に口岸ビザ、就職許可と長期居留許可の申請に便宜を図る。納税
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企業上位 100社企業の外国籍管理職の居留許可有効期限を延長し、最長は 5年

間とする。「星海友誼賞」に入賞した外国人に居留証の申請期間を短縮し、勤

務日 15日より 5日にする。外国籍人材はイノベーションと創業プロジェクト、

科学技術賞を申告する場合、国籍と身分などの条件による制限を受けない。（市

公安局、市人社局、市科技局が職責に応じて分担して責任を負う）

31、外資系企業が登用する人材の子女が大連市義務教育段階の公立学校に入

学する場合、企業から書面による申請を提出し、認定された後、高度人材の子

女に自ら学校を選択する機会を一回与え、高校に入学する際「指標到校」政策

を適用する。科学技術開発、高技能など産業発展に極めて不足している人材の

子女に対し、高度人材子女入学優遇政策を適用する。産業発展に比較的に、ま

たは一般的に不足している人材とその他の人材の子女は入学時期などに制限さ

れることなく、所在地教育行政部門より入学を手配し、大連市の高校入学試験

を受ける場合、同年度高校入学の関連政策により対応する。外商投資企業が登

用する人材の子女が大連市の高校に入学する際、元の在学する高校に相当する

高校という原則に従い、学生自身の希望により入学の手配をする。大学入学試

験に参加する場合、国家、省の関連規定により対応する。（市教育局が担当）

32、外資系企業が職員の技能訓練を行うことを支持し、条件に適合する企業

に在職する職員が技師訓練に参加することに対し、『大連市政府による職員訓

練（職種）補助目録』により補助金を支給する。高技能人材の育成と登用を支

援し、選抜条件に適合する高度、高技能人材に規定により補助金を支給する。

条件に適合する高技能人材の研修に一人当たり訓練費用の 85％を上限に最高 3

万元の補助金を支給する。（市人社局、市財政局が職責に応じて分担して責任

を負う）

十、外資系企業の公平競争への参加に関する支援政策

33、大連市産業発展の関連政策と措置の制定は外資系企業に同等に適用する

ことを奨励し、法律、行政法規で他に規定されることを除き、関係部署は国内
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企業と外資系企業が統一の基準、統一の時間制限の原則に基づき、外商投資企

業の営業許可証と資格の申請を審査し、外商投資企業が資格取得、土地供給、

財政と金融の支援、科学技術革新、監督管理などの面で平等待遇を受けること

を保障する。（市発改委、市経信委、市金融局、市科技局、市国資委、市商務

局、市人社局、市衛計委、市財政局、市建委、市城建局、市港口口岸局、市交

通局、市水務局、市国土房屋局、市工商局など関連部署及び各先導区管理委員

会、区市県政府が職責に応じて分担して責任を負う）

34、外資系企業が PPP方式でエネルギー、交通、水利、環境保全、地方公共

事業などのインフラ建設に参加することを奨励する。プロジェクト情報とプロ

セスを開示し、退出メカニズムを健全化させ、関連政策は同等的に外資系企業

に適用し、より便利な条件で外資系企業の新エネルギー発電所、空港、港、道

路、橋梁、地下鉄、供水、駐車場、ごみ処理、汚水処理などインフラ施設プロ

ジェクトへの参加を誘致する。（市発改委、市財政局、市港口口岸局、市交通

局、市建委、市城建局、市水務局、市商務局、国際空港集団、大連地下鉄集団、

市水務集団及び各先導区管理委員会、区市県政府が職責に応じて分担して責任

を負う）

35、外資系企業が出資や株式への加入、株の買収、譲渡可能な債務を引き受

けて購入、エクイティの置き換えなど多様な方式で大連市国有企業の改革再編、

合資合作に参加することを支持する。外商が実物、エクイティ、技術などの方

式で出資することを許可する。国家の規定が他にある場合を除き、外資系企業

の投資に対して付加条件を設置しない。（市国資委、市商務局が職責に応じて

分担して責任を負う）

36.外資系企業の政府調達への参加を支援し、開放性、透明性、公正競争力の

原則に従い、外資系企業が中国で生産されるすべての製品を平等に扱い、不合

理な条件で制限せずに、外資系企業が政府調達入札に公平に参加することを促

進する。必要とされる条件を備えた外資病院を医療保険の指定対象とする。（市
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財務局、市人社局、市衛計委が職責に応じて分担して責任を負う）

十一、投資便宜供与に関する支援政策

37.遼寧省自由貿易区大連地域における外商投資の集積効果を十分に発揮し、

自由貿易地域の制度・メカニズムの改革を促進し、国内外の企業が同じ窓口で

登録手続きを規定時間内で完了することを率先して実行する。（金普新区、市

自貿弁が職責に応じて分担して責任を負う）

38.国際的に有名な仲介機関、法律事務所、会計事務所、認証機関、評価機関

等が自由貿易区に参入することを奨励し、事務所スペース、人材登用、出入国

等に便宜を図る政策を実施する。（金普新区、市自貿弁が職責に応じて分担し

て責任を負う）

39.法律や行政規定で定められている場合以外は、外資系企業の最低必要資本

金についての要求を廃止し、「営業免許と営業許可の分離」の改革を実施し、

「営業免許の減免」を行う。 （市編委弁、市商工局、市政府法制弁が職責に応

じて分担して責任を負う）

40.外資プロジェクトの管理手続、外資系企業の設立と変更の手続きを簡素化

する。企業投資プロジェクトにコミットメント制度を導入し、「政府による基

準設定、企業による承諾、プロセス管理の強化、違約による懲戒」の原則に従

い、審査許可の代わりの新たな基準、「先に建て後で検査」「不備許容受理」

を中心理念としたプロジェクトの管理制度を模索し制定する。「参入前内国民

待遇＋ネガティブリスト」という管理制度を全面実施し、外資系企業の届出・

登録申請の「単一窓口、単一申請書」受理の実施を促進する。外商投資が許可

されるプロジェクトでは、投資承認の範囲を最小限に抑え、原則として企業は

法律に従って投資を決定し、政府はそれを審査しない。届出手続きが完了した

プロジェクトには、別の形で審査はしない。基準に適合する外資系企業に対し

て簡易に取り消し登録ができるように支援する。（市編委弁、市行政サービス

センター、市発改委、市工商局、市商務局、各先導区管理委員会、区市県政府
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が職責に応じて分担して責任を負う）

十二、外商投資の促進、強化に関する支援政策

41.『大連市外資系企業誘致と外資導入のインセンティブ措置』により、外資

利用指標の完成状況、都市への貢献度、導入プロジェクトの質に応じて、各区、

市、県、先導区を奨励する。プロジェクト導入資金の実際投入と総合的なサー

ビスの品質に応じて、各組織、部署、部門を奨励する。毎年 1回、外資系企業

誘致と外資導入活動の評定を行い、ベスト６に該当するグループ（商業部門）

に 20万元の奨励金を支給する。ベスト 18に該当する個人に 1万元の奨励金を

支給する。『大連市優秀外商投資企業評価措置』により、毎年外資系企業に対

し総合評価を実施し、優秀外資系企業 30社を選定し、市政府より通達をもって

褒賞する。（市商務局、市人社局、市財務局が職責に応じて分担して責任を負

う）

42.公務出国（境）の投資誘致団体に対して政策支援を実施し、臨時公務出国

のプラン作成時に重点的な保障を与え、優先的出国手続きを行う。一帯一路（及

び周辺の国々を訪問する団体への支援を強化し、公務で臨時に香港、マカオ、

台湾へ外資系企業誘致及び外資導入のために出張する場合、国家公務員は定量

的管理、出国（境）指標の適用を受けない。（市外弁、市台弁が職責に応じて

分担して責任を負う）

43.各地域は、法的権限の範囲内で投資促進のための優遇政策と措置を策定し、

技術革新、経済発展、雇用に大きく貢献する外資プロジェクトを支援する。実

際のニーズに応じて主要産業と主要プロジェクトのための「1つの産業に 1つの

政策を策定」と「1つの企業に 1つの政策を策定」を実施することができる。様々

な政策コミットメントを厳格に実行し、調印された様々な種類の契約や協議を

履行し、法に基づいて外商投資企業と投資家の権利と利益を保護する。（各先

導区管理委員会、区市県政府が職責に応じて分担して責任を負う）

44.各地域では、主要産業パークの企業化運営を積極的に模索し、上場運営を
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徐々に推進する。条件の備わった地域における企業投資促進機関の設立を支援

し、政府による社会投資サービスの購入を大いに促進し、仲介機関による投資

の展開を指導し、投資の市場化、専門化を促進する。（各先導区管理委員会、

区市県政府が職責に応じて分担して責任を負う）

45.情報ネットワーク、会議、展示会、国際病院、国際学校、スポーツ施設、

礼拝場、航空路などのインフラストラクチャーの建設と改善を促進し、市の国

際化機能と対外開放の競争力をさらに強化し、外商が仕事と生活をするための

より良い環境を作り上げる。（市発改委、関連部署、各先導区管理委員会、区

市県政府が職責に応じて分担して責任を負う）

本意見のなかで、外商投資の主要産業と地域本部の支援政策に関わる奨励金、

支援金は、市財政と企業所在県区財政によって、現行制度で規定された分割割

合で分担される。研究開発協力、ファイナンスリース、株式投資等業務及び人

材登用の支援政策に関わる奨励金、支援金は、既存の規制に従い市財政によっ

て負担されるものとする。企業が享受する政策支援の金額は、地方経済発展へ

の企業の貢献を上限とする。一つのプロジェクトが同時に国、省、および大連

市の政策に合致する場合、「高いほうを適用し、重複しない」という原則によ

り支援する。奨励金の税金関連費用は、税法の関連規定に従って企業および個

人が負担するものとする。なお、本意見に基づいて財政的インセンティブと支

援を受ける企業や機関は、10年以内に大連を離れることをせず、大連市の納税

義務を変えず、登録資本を減らさないことを承諾したものとみなす。承諾に違

反した場合、支給されたインセンティブと支援金を返還しなければならない。

本意見は、公布の日から施行する。ただし、関連政策・法令が変更された場

合には、状況に応じて評価・改定されるものとする。


