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中日 地方发展合作示范区

中日（天津）地方発展協力モデルゾーン



设立背景
設立の背景

2017年以来，习近平总书记多次与日本首相安倍晋
三进行会谈，有力推动两国关系健康发展，为开展合
作指明方向。

2019年5月，李克强总理与安倍首相达成加强中日地
方发展合作共识。

2020年4月27日，国家发改委批复设立6个中日地方
发展合作示范区。

中日（天津）地方发展合作示范区设在天津静海，聚
焦健康产业。

2017年以来、習近平総書記は安倍晋三首相と何度も会談
し、両国関係の健全な発展を力強く推進し、協力を展開
するために方向を示してきた

2019年5月、李克強総理は安倍首相と中日地方の発展協力
を強化する共通認識に達した。

2020年4月27日、国家発展改革委員会は6つの中日地方発
展協力モデル区を設立した。

中日(天津)健康産業発展協力モデル区は天津静海に設置さ
れ、健康産業に焦点を当てている。



设立背景
設立の背景

6月30日，中日（天津）地方发展合作示范区揭牌仪
式暨项目签约推介会在位于天津静海团泊新城

西区的天津中医药大学举行，共有13个项目现场集

中签约落户，协议投资总额近500亿元。

6月30日、中日（天津）地方発展協力モデル区の

掲牌式およびプロジェクト契約推進会
議が天津静海団泊新城西区にある天津中医薬大学
で行われ、13のプロジェクト現場で集中的に
契約を締結した、投資総額は500億元に近い。



总体要求
基本原则
基本原則

指导思想
指導思想

 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认
真落实习近平总书记关于京津冀协同发展和对天津提出
的“三个着力”重要要求

 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精
神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚
持新发展理念，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

 聚焦健康产业，强化创新要素集聚、高端生产制造、健
康生活示范，引进培育优质企业，创新国际化医疗康养
机构合作模式，带动京津冀健康产业高质量发展。

革新駆動を堅持し、発展を導く

国際協力を堅持し、開放発展する

産城融合を堅持し、連動発展する

改革の先行を堅持し,発展を促進する

 坚持创新驱动，引领发展

 坚持国际合作，开放发展

 坚持产城融合，联动发展

 坚持改革先行，促进发展



发展目标
発展目標

健康产业创新区： 国际化健康产业原始创新策源地，技术成果研发应用转化核心
区，大健康领域企业聚集中心。
国際化健康産業のオリジナル革新策源地、技術成果の研究開発と応用転
化核心地区、大健康分野企業集中センター。

健康産業革新地区:

全世界の健康生活ファッションをリードする都市の理想的な居住区、健
康技術応用場の環境モデル区。

健康生活先行区:

健康生活先行区： 引领全球健康生活时尚的城市理想居住区，健康技术应用场景
示范区。

全国が世界サービスの優良産業に突出した越境協力モデル区に立脚し、
対外開放の重要な門戸とプラットフォームである。

国際協力モデル区:

国际合作示范区： 立足全国、面向世界、服务优质、产业突出的跨境合作示范区，
对外开放的重要门户和平台。

http://www.rapidesign.cn/


2035
年

产城融合、智慧健康
産城融合、知恵健康

引领京津冀健康产业发展的现代化新城
北京・天津・河北省の健康産業の発展をリードする

近代的な新城

2050
年

国际化的健康产业创新交流中心
国際化した健康産業革新交流センター

健康生活示范样板
健康生活モデル

2025
年

代表性项目导入
代表的なプロジェクト導入

城市格局初现
都市の构成が初めて現れた

发展目标
発展目標

http://www.rapidesign.cn/


实施策略
実施策略

提高全民健康素养

加大健康教育力度

全国民の健康素養を高める

健康教育に力を入れる

产业合作、人才交流

贸易便利、制度完善

産業協力、人材交流

貿易便利、制度完備

构建健康智慧的生活环境

营造健康文明的生活方式

健康で知的な生活環境を構築する

健康で文明的なライフスタイルをつくる

分工明确、功能互补

密切协作、运行高效

分業が明確、機能は相補

密接に協力する、高い効率で運営

れる

强化创新产业要素集聚

革新産業要素の集積を強化する
打造全产业链大健康产业

全産業チェーンの健康産業を作る

培养树立
健康文化理念

推进国际
合作交流

营造健康
人居生活环境

建设全生命
周期健康公共
服务体系

构建现代化
健康产业体系
近代的健康産業
システムを
構築する

全ライフサイクル
健康公共サービス
体系を構築する

健康で文化的な
理念を育む

国際協力交流を
推進する

健康な人の生活
環境を作る

http://www.rapidesign.cn/


重点任务
重点任務

1.高标准规划，加强合作示范区顶层设计
高標準計画、協力モデル地区のトップレベル設計を強化する

2.加强传承创新，做强做大中医药产业
伝承の革新を強化し、強さをもって大漢方医薬産業を行う

3.依托团泊体育中心，打造环团泊湖体育圈
団泊スポーツセンターに頼り、環団泊湖スポーツ圏を作る

4.发展智慧科技，构建现代健康生活示范区
知恵科学技術を発展させ、現代健康生活モデル地区を構築する

5.围绕特色专科医院，建设国家医疗体系基地
特色ある専門病院をめぐり、国家医療システムの基地を建設する

6.实施多元化服务，形成康养服务新模式
多元化サービスを実施し、康養サービスの新しいモデルを形成する

7.推动高校建设，促进产学研一体化发展
大学の建設を推進し、産学研の一体化発展を促進する

8.强化基础设施，提升园区发展承载能力
インフラを強化し、パーク開発の搭載能力を向上させる

9.保障群众安全，完善公共卫生应急体系
大衆の安全を保障し,公衆衛生応急体制を完備する

10.深化改革创新，助推合作示范区发展建设
改革と革新を深め、協力モデル区の発展と建設を推進する



位于京津冀协同发展中部核心功能区
北京・天津・河北が協同発展する
中部の核心機能区に位置している

基础优势
基礎的優位性

区位优势
地域の優位性



具备健康产业集群集聚发展
基础支撑

健康産業クラスタの集積発展の基礎

的な支持を備えている

产业优势
産業の優位性

基础优势
基礎的優位性

院士领衔团队
院士リーダーチーム

高校人才汇集
高校の人材が集まる

康养产业发达
康養産業は発達している

高端医疗集聚
ハイエンド医療集積

科研实力雄厚
科学研究の実力が強い

大型体育赛事
大きなスポーツ大会



与日本政府企业民间合作交流密切
日本政府企業と民間協力して交流することが緊密である

合作优势
協力の優位性

基础优势
基礎的優位性



优良生态环境与健康要求高度契合
優れたエコロジー環境と健康要求は実に調和している

生态优势
エコロジーの優位性

基础优势
基礎的優位性



位于团泊新城西区，北至独流减河，西至津文

线，东至团泊湖西岸生态黄线，南至港静线，

总计约38.55 平方公里。

功能布局
機能レイアウト

団泊新城西区、北は独流減河まで、

西は津文線まで、東は団泊湖西岸エ

コロジー黄線まで、南は港静線まで、

合計で約38.55 平方キロメー

トルである。



医疗康养区（国际医学中心）
医療·養生·養老区（国際医学センター）

功能布局
機能レイアウト



教育科研区
教育科学研究区

功能布局
機能レイアウト



健身休闲区
フィットネス・レジャー区

功能布局
機能レイアウト



创新孵化区
革新孵化区

功能布局
機能レイアウト



健康产业是新时代最具生命活力和发展空间的产业之一

中日（天津）地方发展合作示范区紧紧抓住新时代中日两国

合作发展的历史机遇

以中日两国产业互利合作、创新发展为前提

着力打造中日健康领域合作的国际新样板

未来展望
未来展望

诚邀各界朋友和我们一起

共同见证一座健康之城的蓬勃兴起

健康産業は新時代の最も生命力と想像力のある産業の一つであり

中日（天津）地方発展協力モデルゾーンは新時代の中日両国の

協力発展の歴史的機会をつかんでいる

中日両国の産業互恵協力の革新発展を前提とする

中日の健康分野における協力の国際的な新しいモデルづくりに力

を入れる

各界の友人を誠実に招待し

我々と共に健康な都市の繁栄ぶりを共に見届けましょう



联系我们
お問い合わせ

天津健康产业国际合作示范区管理委员会
天津健康産業国際協力モデルゾーン管理委員会

地址：天津市静海区团泊新城健康产业园健康大道1号
住所 : 天津市静海区団泊新城健康産業園健康大道 1 号
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