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一、最新中国法令 
 
 
 

 外商投资准入特别管理措施（负面清单）

（2019 年版） 

 

【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部 

【发布文号】国家发展和改革委员会、商务部令第25号 

【发布日期】2019-06-30 

【实施日期】2019-07-30 

【内容提要】新版清单由 48 条减至 40 条。 

 
推进服务业扩大对外开放 

 交通运输领域，取消国内船舶代理须由中方

控股的限制。 

 
 基础设施领域，取消 50 万人口以上城市燃

气、热力管网须由中方控股的限制。 

 

 文化领域，取消电影院、演出经纪机构须由

中方控股的限制。 

 
 增值电信领域，取消国内多方通信、存储转

发、呼叫中心 3 项业务对外资的限制。 

 

 
放宽农业、采矿业、制造业准入 

 农业领域，取消禁止外商投资野生动植物资

源开发的规定。 

 
 采矿业领域，取消石油天然气勘探开发限于

合资、合作的限制，取消禁止外商投资钼、

锡、锑、萤石勘查开采的规定。 

 

 
 制造业领域，取消禁止外商投资宣纸、墨锭

生产的规定。 

 
继续发挥自贸试验区开放“试验田”作用 

 
 2018 年版自贸试验区外资准入负面清单试

点的演出经纪机构、石油天然气勘探开发等

开放措施推向全国。 

 
新老目录衔接 

 2018 版负面清单，自新版清单实施之日起

 
三、里兆解説 
  

 「処罰が免除される市場における軽微な違法・

反則事業行為リスト」について読み解く（連載の

三/全三回）.................................................. 8 

 
四、トピックス.................................................... 
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一、最新中国法令 
 
 
 

 外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）

（2019 年度版） 
 

【発布機関】国家発展改革委員会、商務部 

【発布番号】国家発展改革委員会、商務部令第25号 

【発 布 日】2019-06-30 

【実 施 日】2019-07-30 

【概    要】新版リストでは、48 条から 40 条へと削減さ

れている。 

サービス業における対外開放を推進する 

 交通運輸分野において、国内船舶代理は中方

が持分を支配しなければならないという制限を撤

廃する。 

 インフラ分野において、人口が 50 万人以上の都

市のガス、熱力管網は中方が持分を支配しなけ

ればならないという制限を撤廃する。 

 文化分野において、映画館、公演マネジメント機

関は中方が持分を支配しなければならないという

制限を撤廃する。 

 付加価値電気通信分野において、国内における

マルチ通信、ストアアンドフォワード、コールセンター

といった 3 項目の事業における外資に対する制限

を撤廃する。 

農業、採鉱業、製造業の参入制限を緩和する 

 農業分野において、外国投資者が野生動植物

資源の開発に投資することを禁止する旨の規定

を廃止する。 

 採鉱業分野において、石油・天然ガスの探査・開

発は合弁、合作に限定するとの制限を撤廃す

る。また、外国投資者がモリブデン、すず、アンチモ

ン、蛍石の探査・採掘に投資することを禁止する

旨の規定を廃止する。 

 製造業分野において、外国投資者が宣紙、固

形墨の生産に投資することを禁止する旨の規定

を廃止する。 

対外開放「試行地区」としての自由貿易試験区の役

割を引き続き発揮する 

 2018年度版自由貿易試験区外資参入ネガティ

ブリストにおいて試行対象としていた公演マネジメ

ント機関、石油・天然ガスの探査開発等の対外

開放措置を全国に普及させる。 

新・旧リストの切り替え 

 2018 年度版ネガティブリストは新版リストの実施
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同时废止。 

 对于新开放措施涉及法规、文件调整的，相

关政府部门按程序抓紧修订或废止。2019

年年底前，全面取消外资准入负面清单之外

的限制。 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年

版） 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t201906
28_940274.html 

官方答记者问 

http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190
630_940567.html 
 
 
 

 自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施

（负面清单）（2019 年版） 

 

【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部 

【发布文号】国家发展和改革委员会、商务部令第26号 

【发布日期】2019-06-30 

【实施日期】2019-07-30 

【内容提要】新版清单由 45 条减至 37 条。在 2019

版全国负面清单的基础上，自贸区负

面清单取消了水产品捕捞、出版物印

刷等领域对外资的限制。 

 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t201906
28_940275.html 
 
 
 

 鼓励外商投资产业目录（2019 年版） 

 

【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部 

【发布文号】国家发展和改革委员会、商务部令第27号 

【发布日期】2019-06-30 

【实施日期】2019-07-30 

【内容提要】 

内容上包括两部分 

 全国鼓励外商投资产业目录（以下简称“全

国目录”），适用用于全国。 

 中西部地区外商投资优势产业目录（以下简

称“中西部目录”），主要适用于中西部地区、

东北地区。 

较大幅度增加鼓励外商投资领域 

 2019 年版鼓励目录总条目 1108 条，其中全

国目录 415 条，与 2017 年版相比增加 67

条、修改 45 条；中西部目录 693 条，与 2017

版相比增加 54 条、修改 165 条。 

 

 
 2017 年版两个目录中外商投资重点领域，

除了根据技术、标准变化做必要的调整外，

原则上保持不变。 

 
继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向 

 

日から同時に廃止する。 

 新たな対外開放措置について法規、文書の調整

を行う場合、関係政府部門は手順に従い修正

又は廃止のための作業を急ピッチで進める。2019

年年末前までに、外資参入ネガティブリスト外の

制限を完全に廃止する。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2019

年度版） 
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t201906
28_940274.html 

記者の質問に対する公式解答 

http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190
630_940567.html 
 
 
 

 自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置

（ネガティブリスト）（2019 年度版） 
 

【発布機関】国家発展改革委員会、商務部 

【発布番号】国家発展改革委員会、商務部令第26号 

【発 布 日】2019-06-30 

【実 施 日】2019-07-30 

【概    要】新版リストを 45条から 37条へと削減する。

2019 年度版の全国ネガティブリストをベー

スにして、自由貿易試験区ネガティブリスト

では水産物捕獲、出版物印刷等分野にお

ける外資に対する制限を廃止している。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t201906
28_940275.html 
 
 
 

 外商投資奨励産業リスト（2019年度版） 
 

【発布機関】国家発展改革委員会、商務部 

【発布番号】国家発展改革委員会、商務部令第27号 

【発 布 日】2019-06-30 

【実 施 日】2019-07-30 

【概    要】 

内容上 2 つの部分が含まれる 

 全国外商投資奨励産業リスト（以下「全国版リ

スト」）は全国に適用する。 

 中西部地区外商投資優勢産業リスト（以下「中

西部リスト」）は主に中西部地区、東北地区に適

用する。 

外国投資者による投資を奨励する分野を大幅に増やす 

 2019 年度版の奨励リストには計 1108 条含まれ

ており、その内、全国版リストは 415 条であり、

2017 年度版よりも 67 条増えており、45 条が修

正されている。中西部リストには 693 条含まれて

おり、2017 年度版よりも 54 条増えており、165

条が修正されている。 

 2017年版の2つのリストにおける外国投資者によ

る投資の重点分野において、技術、基準の変更

により調整が必要な箇所を除いては、原則的に

は変更しない。 

製造業を引き続き外国投資者による投資を奨励する

重点対象とする。 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940274.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940274.html
http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190630_940567.html
http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190630_940567.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940275.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940275.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940274.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940274.html
http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190630_940567.html
http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190630_940567.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940275.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940275.html
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全国目录新增或修改条目 80%以上属于制造业

范畴，支持外资更多投向高端制造、智能制造、

绿色制造等领域。 

 
 在电子信息产业，新增 5G 核心元组件、集

成电路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设

备等条目。 

 
 在装备制造业，新增或修改工业机器人、新

能源汽车、智能汽车关键零部件等条目。 

 

 在现代医药产业，新增细胞治疗药物关键原

材料、大规模细胞培养产品等条目。 

 
 在新材料产业，新增或修改航空航天新材

料、单晶硅、大硅片等条目。 

 
鼓励外资投向生产性服务业 

全国目录继续加大生产性服务业开放发展支持

力度。 

 在商务服务领域，新增或修改工程咨询、会

计、税务、检验检测认证服务等条目。 

 
 在商贸流通领域，新增或修改冷链物流、电

子商务、铁路专用线等条目。 

 

 在技术服务领域，新增人工智能、清洁生产、

碳捕集、循环经济等条目。 

 
支持中西部地区承接外资产业转移 

 
中西部目录进一步增加了劳动密集型、先进适用

技术产业和配套设施条目。 

新老目录衔接 

 原 2017 版《外商投资产业指导目录》鼓励

类、《中西部地区外商投资优势产业目录》，

自 2019 版目录实施之日起同时废止。 

 
 2017 版两个目录配套的鼓励类政策，继续

适用 2019 年鼓励目录。主要包括： 

 

 对于鼓励类外商投资项目，在投资总额

内进口自用设备实行免征关税政策； 

 
 对于符合条件的西部地区鼓励类产业

的外商投资企业，减按 15%征收企业

所得税； 

 对于集约用地的鼓励类外商投资工业

项目优先供应土地，在确定土地出让底

价时可按不低于所在地土地等别相对

应全国工业用地出让最低价标准的

70%执行。 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

鼓励外商投资产业目录（2019 年版） 

http://www.ndrc.gov.cn/... 

官方答记者问 

http://www.ndrc.gov.cn/... 
 

全国版リストでは、新たに追加された若しくは修正され

た項目の 80％以上が製造業であり、外国投資者がハ

イエンド製造、スマート製造、環境配慮型製造等分野

のほうに投資することを支持するとしている。 

 電子情報産業において、5G コアコンポーネント、

集積回路用エッチング装置、IC チップパッケージ

設備、クラウドコンピューティング設備等項目を新

たに追加した。 

 装備製造業において、工業ロボット、新エネルギ

ー車、スマートカーの重要部品等項目を新たに追

加したり、修正した。 

 現代医薬産業において、細胞治療薬物の重要

原材料、大規模な細胞培養製品等項目を新た

に追加した。 

 新素材産業において、航空・宇宙の新素材、単

結晶シリコン、大きなシリコンウエーハ等項目を新

たに追加したり、修正した。 

外資が生産型サービス業に投資することを奨励する 

全国版リストにおいて、生産型サービス業の対外開放・

発展に対する支援を引き続き強化する 

 ビジネス・サービス分野において、工事コンサルティ

ング、会計、税務、検査検測認証サービス等項

目を新たに追加したり、修正した。 

 商業・貿易流通分野において、コールドチェーン

物流、電子商取引、鉄道専用ライン等項目を新

たに追加したり、修正した。 

 技術サービス分野において、人工知能、クリーン

生産、炭素捕集、循環経済等項目を新たに追

加した。 

中西部地区が外資産業の移転を受け入れることを支

持する 

中西部リストでは、労働集約型、先進的な適用技術

産業及び付帯施設に関する項目をさらに追加した。 

新・旧リストの切り替え 

 原 2017 年度版「外商投資産業指導リスト」奨

励類、「中西部地区外商投資優勢産業リスト」

は、2019 年度版リストの実施日から同時に廃止

する。 

 2017 年度版の２つのリストに関連する奨励類政

策は、引き続き 2019年度版奨励リストを適用す

る。主に以下の内容が含まれる。 

 奨励類外商投資プロジェクトについては、投

資総額内で自家用設備を輸入する場合、

関税免除政策を実施する。 

 条件に合致する西部地区の奨励類産業の

外商投資企業については、税率を 15％に

減らし企業所得税を徴収する。 

 用地集約による奨励類外商投資工業プロ

ジェクトに対して土地を優先的に供給し、土

地の払下げ最低価格を確定する際、所在

地の各土地等級に相応する全国工業用

地払下げ最低価格基準の70％を下回らな

い金額で実施することができる。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

外商投資奨励産業リスト（2019年度版） 
http://www.ndrc.gov.cn/... 

記者の質問に対する公式解答 

http://www.ndrc.gov.cn/... 
 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940276.html
http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190630_940566.html
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/201906/t20190628_940276.html
http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201906/t20190630_940566.html
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 财政部、国家税务总局关于个人取得有关收入

适用个人所得税应税所得项目的公告 

 

【发布单位】财政部、国家税务总局 

【发布文号】财政部、国家税务总局公告2019年第74号 

【发布日期】2019-06-13 

【实施日期】2019-01-01 

【内容提要】根据该公告： 

 个人为单位或他人提供担保获得

收入，按照“偶然所得”项目计

算缴纳个人所得税。 

 
 房屋产权所有人将房屋产权无偿

赠与他人的，受赠人因无偿受赠

房屋取得的受赠收入，按照“偶然

所得”项目计算缴纳个人所得税。

符合条件的当事双方不征收个人

所得税。 

 

 企业在业务宣传、广告等活动中，

随机向本单位以外的个人赠送礼

品（包括网络红包，下同），以及

企业在年会、座谈会、庆典以及

其他活动中向本单位以外的个人

赠送礼品，个人取得的礼品收入，

按照“偶然所得”项目计算缴纳

个人所得税，但企业赠送的具有

价格折扣或折让性质的消费券、

代金券、抵用券、优惠券等礼品

除外。 

 
 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://szs.mof.gov.cn/... 
 

 
 

 国家税务总局关于修订 2018 年版企业所得税

预缴纳税申报表部分表单及填报说明的公告 

 

 
【发布单位】国家税务总局 

【发布文号】国家税务总局公告 2019 年第 23 号 

【发布日期】2019-06-14 

【实施日期】2019-07-01 

【内容提要】国家税务总局对部分表单和填报说明

进行了修订。 

 实行按月预缴的居民企业，从

2019 年 06 月份申报所属期开始

使用修订后的纳税申报表； 

 

 实行按季预缴的居民企业，从

2019 年第 2 季度申报所属期开

始使用修订后的纳税申报表。 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

国家税务总局公告 2019 年第 23 号 

http://www.chinatax.gov.cn/... 

官方解读 

http://www.chinatax.gov.cn/... 

 個人が取得した所得に適用する個人所得税の課

税項目に関する財政部、国家税務総局による公告 

 

【発布機関】財政部、国家税務総局 

【発布番号】財政部、国家税務総局公告2019年第74号 

【発 布 日】2019-06-13 

【実 施 日】2019-01-01 

【概    要】本公告によると、以下の通りである。 

 個人が組織又は他の者に担保を差し

入れ取得した収入は、「偶発的な所

得」項目として個人所得税を計算し納

付する。 

 不動産所有者が家屋の所有権を他

人に無償で贈与する場合、受贈者が

無償で家屋の贈与を受けたことにより

得た受贈所得は、「偶発的な所得」項

目として個人所得税を計算し納付す

る。条件を満たしている場合、双方当

事者に対して個人所得税を課さない。 

 企業が事業の宣伝、広告等イベント

活動において、本組織以外の個人に

対して贈呈品（オンライン上のラッキー

マネーを含む。以下同様）を無作為に

贈呈したり、企業が忘年会、座談会、

祝典及びその他イベントにおいて、本

組織以外の個人に対して贈呈品を贈

呈し、個人が取得した贈呈品につい

て、「偶発的な所得」項目として個人

所得税を計算し納付する。但し企業

が贈呈した値引き・割引に相当する優

待券、金券、割引券、クーポン券等の

贈呈品を除く。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://szs.mof.gov.cn/... 
 
 
 

 2018 年度版企業所得税予納申告表の用紙及

び記入説明の一部修正に関する国家税務総局

による公告 

 

【発布機関】国家税務総局 

【発布番号】国家税務総局公告 2019 年第 23 号 

【発 布 日】2019-06-14 

【実 施 日】2019-07-01 

【概    要】国家税務総局は用紙及び記入説明を一

部修正している。 

 月ごとに予納している居住者企業につ

いては、2019年6月の申告対象期間

から修正後の納税申告表の使用を開

始する。 

 四半期ごとに予納している居住者企

業については、2019 年第 2 四半期の

申告対象期間から修正後の納税申

告表の使用を開始する。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

国家税務総局公告 2019 年第 23 号 

http://www.chinatax.gov.cn/... 

公式解説 

http://www.chinatax.gov.cn/... 

http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201906/t20190625_3284467.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4453783/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810760/c4452943/content.html
http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201906/t20190625_3284467.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4453783/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810760/c4452943/content.html
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 中国人民银行关于优化空头支票违规行为综

合治理工作的通知 

 

【发布单位】中国人民银行 

【发布文号】银发〔2019〕155 号 

【发布日期】2019-06-10 

【实施日期】2019-08-01 

【内容提要】央行决定在全国范围内开展空头支票

违规行为（含签发与预留银行印鉴不

符的支票）综合治理，要求银行加强

空头支票违规行为源头治理。包括强

化客户资信审查、合理确定出售支票

凭证数量、加强空头支票事中管理等。 

 
 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3
848784/index.html 
 
 
 

 上海市人民政府关于支持浦东新区改革开放

再出发实现新时代高质量发展的若干意见 

 

 
【发布单位】上海市人民政府 

【发布日期】2019-06-25 

【内容提要】该意见提出 20 条支持举措全方位支

持浦东新区。包括： 

 
依法赋予浦东新区市级经济管理权限 

对法律、法规和规章中规定由市政府及市有关部

门行使的经济领域行政管理职权，除确需由市级

行政机关统一协调管理的事项外，原则上依法授

权或委托浦东新区实施。 

深化重点领域开放先行先试 

支持浦东新区率先落实国家重大开放举措，对自

贸试验区探索实施的对外开放举措，具备条件的

在浦东新区范围内全面实施。 

其他 

 赋予浦东新区国内人才引进直接落户审批

权和留学人员落户审批权。 

 

 
 争取国家有关部门支持，放宽自贸试验区用

人单位引进高科技领域外国人才的年龄、学

历和工作经历限制，在自贸试验区探索实行

外国人来华工作许可差异化流程（信用优质

的用人单位适用便利化流程）。 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319
/nw12344/u26aw59426.html 
 

 空手形による反則行為に対する総合整備作業の

最適化に関する中国人民銀行による通知 

 

【発布機関】中国人民銀行 

【発布番号】銀発〔2019〕155 号 

【発 布 日】2019-06-10 

【実 施 日】2019-08-01 

【概    要】中央銀行は空手形による反則行為（銀行

届出印とは異なる印鑑を押印して手形を

振り出したことを含む）に対する総合整備作

業を全国範囲で展開することを決定し、空

手形による反則行為を根本から整備してい

くよう銀行に要求している。これには、顧客

に対する信用審査、売り出す手形の数量

を適正に確定すること、空手形の事中管理

の強化等が含まれる。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3
848784/index.html 
 
 
 

 浦東新区の改革開放の再出発を後押し、新時

代における高度経済成長を実現することに関する

上海市人民政府による若干意見 

 

【発布機関】上海市人民政府 

【発 布 日】2019-06-25 

【概    要】本意見では、全方位から浦東新区を後押

しするための 20 条の措置を打ち出してい

る。具体的には以下のものが含まれる。 

浦東新区に市級経済管理権限を法に依拠し付与する 

法律、法規及び規則において市級政府及び市の関係

部門が行使することになっている経済分野の行政管理

権限を、市級行政機関が統一して調整・管理する必

要が確かにある事項を除き、原則として浦東新区にそ

の権限を付与するか、又は委任し実施させる。 

重点分野において対外開放のための新たな政策を他

に先駆けて試行する 

浦東新区において国の対外開放重大措置を他地域

に先駆けて実施し、自由貿易試験区において実施を

検討している対外開放措置については、条件が整って

いれば、浦東新区内において全面的に実施することを

後押しする。 

その他 

 国内において人材を誘致し直接戸籍登録するに

あたっての審査許可権限及び留学から帰国した

人員の戸籍登録の審査許可権限を浦東新区に

付与する。 

 国の関係部門の支持を得るよう努力し、自由貿

易試験区の雇用主がハイテク分野の外国人材を

誘致するにあたっての年齢、学歴、勤歴に対する

制限を緩和し、自由貿易試験区において、信用

状況が優良な雇用主には利便性向上措置を適

用する外国人中国就業許可手続きを模索し実

施する。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319
/nw12344/u26aw59426.html 
 

http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3848784/index.html
http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3848784/index.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw59426.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw59426.html
http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3848784/index.html
http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3848784/index.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw59426.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw59426.html
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 北京市人力资源和社会保障局等部门关于进

一步加强招聘活动管理促进妇女就业工作的

通知 

 

【发布单位】北京市人力资源和社会保障局等部门 

【发布文号】京人社市场发〔2019〕79 号 

【发布日期】2019-06-26 

【内容提要】该通知要求用人单位和人力资源服务

机构在拟定招聘计划、发布招聘信息、

招用人员过程中，不得限定性别（国

家规定的女职工禁忌劳动范围等情况

除外）或性别优先，不得以性别为由

限制妇女求职就业、拒绝录用妇女，

不得询问妇女婚育情况，不得将妊娠

测试作为入职体检项目，不得将限制

生育作为录用条件，不得差别化地提

高对妇女的录用标准。 

 
 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.beijing.gov.cn/zhengce/wenjian/192/33
/50/438650/1574835/index.html 
 
 
 

 江苏省人力资源社会保障厅、江苏省财政厅、

江苏省医疗保障局关于发布 2019 年度社会保

险有关基数的通知 

 

【发布单位】江苏省人力资源社会保障厅、江苏省

财政厅、江苏省医疗保障局 

【发布文号】苏人社发〔2019〕137 号 

【发布日期】2019-06-21 

【内容提要】根据该通知： 

 2019 年 07 月 01 日至 2020 年

06 月 30 日，全省企业职工基本

养老保险缴费工资上限按 16842

元执行，缴费工资下限按 3368

元执行。期间参保人员的缴费工

资大于等于 3368 元的，相应年

度的最低缴费系数按 1.0 计算。 

 
 

 医疗、生育、失业、工伤保险缴

费工资上下限按照上述标准执

行，执行时间为 2019 年 07 月

01 日至 2020 年 06 月 30 日。 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2019/6/24/art_572
42_5426.html 
 
 
 

【注】 

 如果需要了解法律、法规或政策的全文内容或

需要相关日文翻译服务，请与我们联系； 

 本栏目所公布的网址通常为官方网址，如果无

法访问，您可以通过搜索引擎查阅或与我们联

系。 

 人材募集行為の管理を一層強化し、女性の就

業を促進するための取り組みに関する北京市人的

資源・社会保障局等部門による通知 

 

【発布機関】北京市人的資源・社会保障局等部門 

【発布番号】京人社市場発〔2019〕79 号 

【発 布 日】2019-06-26 

【概    要】本通知では、採用計画の作成、採用情報

の掲示、人材の募集・採用過程において、

性別を限定したり（国の規定により、女子従

業員が従事することが禁止されている労働

範囲等の場合を除く）又はどちらか一方の

性別を優先してはならず、性別を理由に女

性の求職・就業を制限したり、女性の採用

を拒否したり、女性の婚姻・出産状況を聞

いてはならず、妊娠テストを入社時の健康

診断項目としてはならず、また出産制限を

採用条件としてはならず、女性の採用基準

を不公平に引き上げてはならないとしてい

る。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.beijing.gov.cn/zhengce/wenjian/192/33
/50/438650/1574835/index.html 
 
 
 

 2019 年度社会保険基数公表に関する江蘇省

人的資源社会保障庁、江蘇省財政庁、江蘇省

医療保障局による通知 

 

【発布機関】江蘇省人的資源社会保障庁、江蘇省財

政庁、江蘇省医療保障局 

【発布番号】蘇人社発〔2019〕137 号 

【発 布 日】2019-06-21 

【概    要】本通知によると、以下の通りである。 

 2019 年 7 月 1 日から 2020 年 6 月

30 日まで、全省の企業に勤務する労

働者の基本養老保険料計算の基数

となる賃金の上限を 16842 元とし、下

限を 3368 元とする。この間、保険加

入者の保険料計算の基数となる賃金

が 3368 元以上の場合、対応する年

度の費用納付最低係数を 1.0 にて計

算する。 

 医療、出産、失業、労災保険費用計

算の基数となる賃金の上・下限を上述

の基準にて取扱い、実施期間は 2019

年 7 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日

までとする。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2019/6/24/art_572
42_5426.html 
 
 
 

【注】 

 法令・政策の全文の内容や相応の日本語訳のサ

ービスが必要な場合には、私共にご連絡ください。 

 ご案内する URL は政府筋の公式サイトですが、リ

ンクできない場合は、検索エンジンで検索いただく

か、私共にご連絡いただければと思います。 

http://www.beijing.gov.cn/zhengce/wenjian/192/33/50/438650/1574835/index.html
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/wenjian/192/33/50/438650/1574835/index.html
http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2019/6/24/art_57242_5426.html
http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2019/6/24/art_57242_5426.html
http://www.leezhao.com/cn/contact.aspx
http://www.leezhao.com/cn/contact.aspx
http://www.leezhao.com/cn/contact.aspx
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/wenjian/192/33/50/438650/1574835/index.html
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/wenjian/192/33/50/438650/1574835/index.html
http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2019/6/24/art_57242_5426.html
http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2019/6/24/art_57242_5426.html
http://www.leezhao.com/contact.aspx
http://www.leezhao.com/contact.aspx
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二、最新资讯 
 
 
 

 上海市政府新闻发布会介绍 2019 年上海市减

轻企业负担措施的有关情况 

 

日前，上海市政府举行新闻发布会，介绍了

2019 年上海市减轻企业负担措施的有关情况，包括

七方面 15 项措施。涉及： 

 增值税改革措施； 

 降低养老保险单位缴费比例，继续阶段性

降低失业保险和工伤保险的费率，继续暂

停征收企业欠薪保障费； 

 
 降低政府性基金和经营服务性收费（包括

文化事业建设费、港口收费等）负担； 

 

 降低用能成本； 

 降低融资成本，完善融资担保政策； 

 
 降低用地成本；存量优质企业增容扩产由

各区政府根据产业项目的绩效、能级等情

况确定增容土地价款收取比例，对达到绩

优标准的企业免缴增容土地价款。 

 

 
 降低制度性交易成本（再取消调整一批行

政审批事项、推进“证照分离”改革等），

深化降成本区域试点，鼓励浦东、普陀、

松江和宝山等区先行先试，进一步降低制

度性交易成本、融资成本等。 

 
 

 
（里兆律师事务所 2019 年 06 月 28 日编写） 

 
 
 

三、里兆解读 
 
 
 

 《市场轻微违法违规经营行为免罚清单》的解

读（连载之三/共三篇） 

 

 
在第 634 期、第 635 期《里兆法律资讯》中，

我们对“第一类 轻微违法行为，及时纠正，没有造

成危害后果的，不予行政处罚”进行了解读。接下

来继续介绍“第二类 符合下列情形的轻微违法行

为，不予行政处罚”。 

 
 

 
第二类 符合下列情形的轻微违法行为，不予行政

处罚 

 

九、《上海市合同格式条款监督条例》规定的两类行为 

（监管部门：市场监督管理局） 

 

二、新着情報 
 

 
 

 上海市政府記者会見において、2019 年上海市

企業負担軽減措置に関する状況が紹介された 

 

先頃、上海市政府は記者会見を開き、2019年上海

市企業負担軽減措置に関する状況について紹介してい

る。以下の 7 方面の 15 項目の措置が含まれる。 

 増値税改革措置。 

 養老保険の企業負担率を引き下げ、失業保険

及び労災保険の料率を引き続き段階的に引き

下げ、企業に対する賃金未払い保障費用の徴

収を引き続き一時的に停止する。 

 政府基金及び営利目的のサービス費用（文化

事業建設費、港湾費用等を含む）の負担を軽

減する。 

 エネルギー利用コストを引き下げる。 

 資金調達コストを引き下げ、資金調達の担保政

策を整備する。 

 土地利用コストを引き下げる。既存する優良企

業の容量拡大・生産拡大について、各区政府が

産業プロジェクトの実績、能力レベル等状況によ

り、容量を拡大する土地代金の徴収率を確定

し、優良基準に達している企業については容量

拡大する土地代金の徴収を免除する。 

 制度的な取引コストを削減し（一部の行政審査

許可事項をさらに取消・調整し、「証書・許可証

分離」改革等を推進する）、コスト削減対象区

域における試行を推進し、浦東、普陀、松江、

宝山等区域において他に先駆けて試行し、制度

的な取引コスト、資金調達コスト等をさらに削減

する。 

 

（里兆法律事務所が 2019 年 6月 28 日付で作成） 
 
 
 

三、里兆解説 
 
 
 

 「処罰が免除される市場における軽微な違法・反

則事業行為リスト」について読み解く（連載の三/全

三回） 
 

第 634期、第 635期「里兆法律情報」において、「第

一類 軽微な違法行為に該当し、速やかに是正され、

結果として危害をもたらさなかった場合、行政処罰を行

わない」について解説した。以下では「第二類 以下の状

況に該当する軽微な違法行為に対しては、行政処罰を

行わない」について引き続き紹介する。 

 
 

第二類 以下の状況に該当する軽微な違法行為に対

しては、行政処罰を行わない 

 

九、「上海市契約約款監督条例」に定める 2 つの行為 

（監督管理部門：市場監督管理局） 
 

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw59414.html
http://www.leezhao.com/upload/201961719270987930.pdf
http://www.leezhao.com/upload/201962710040639260.pdf
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw59414.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw59414.html
http://www.leezhao.com/upload/201961719270987930.pdf
http://www.leezhao.com/upload/201962710040639260.pdf
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违法

行为 

（二十七）违反《上海市合同格式条款监督

条例》第十一条第一款，提供方未将含有格

式条款的合同文本报送备案，责令限期改正

后及时改正的。 

（二十八）违反《上海市合同格式条款监督

条例》第十一条第二款，提供方未将变更后

的含有格式条款的合同文本报送备案，责令

限期改正后及时改正的。 

解读 

1. 根据《上海市合同格式条款监督条例》

的规定，企业存在此二类行为的，会被

责令限期改正、未改正会受到罚款处

罚。 

2. 《免罚清单》同样规定给予企业一定宽

限期，在宽限期内必须纠正，否则仍然

会受到罚款处罚。 

 

十、《中华人民共和国公司登记管理条例》规定的

两类行为 

（监管部门：市场监督管理局） 

 

违法

行为 

（二十九）违反《中华人民共和国公司登记

管理条例》第二十九条，公司未依法办理住

所变更登记，责令限期登记后及时登记的。 

（三十）违反《中华人民共和国公司登记管

理条例》第三十二条，公司未依法办理经营

范围变更登记，责令限期登记后及时登记

的。 

解读 

1. 根据《中华人民共和国公司登记管理条

例》的规定，公司登记事项发生变更时，

未办理有关变更登记的，会被责令限期

登记；逾期不登记的，会予以罚款处罚。 

2. 《免罚清单》单独罗列出“住所”和“经

营范围”变更登记，企业在市场监督管

理局变更登记限期内及时登记的，不予

处罚，但对于其他变更事项，如名称、

注册资本等变更事项则不属于免罚范

畴。 

 

十一、《认证机构管理办法》规定的一类行为 

（监管部门：市场监督管理局） 

 

违法

行为 

（三十一）违反《认证机构管理办法》第十

六条，认证机构增加、减少、遗漏程序要求，

情节轻微且不影响认证结论的客观、真实或

者认证有效性，责令限期改正后及时改正

的。 

 

解读 

1. 根据《中华人民共和国认证认可条例》

的规定，此行为会受到罚款、没收违法

所得（如有）、责令停业整顿、直至撤

销批准文件等处罚。 

原文 

（二十七）「上海市契約約款監督条例」第十一

条第一項に違反し、提出元は約款を含む契約

書の届出を行っていなかったが、期限付きで是正

するよう命じた後、速やかに是正した場合。 

（二十八）「上海市契約約款監督条例」第十一

条第二項に違反し、提出元は約款を含む変更

後の契約書の届出を行っていなかったが、期限付

きで是正するよう命じた後、速やかに是正した場

合。 

解説 

1. 「上海市契約約款監督条例」によると、企

業に当該 2 つの行為が認められた場合、期

限付きでの是正が命じられ、是正しなかった

場合には、過料に処される。 

2. 「処罰免除対象リスト」は同じく、企業に一

定の猶予期間を与えると定めており、猶予

期間内に是正しなければならず、さもなけれ

ば、やはり過料に処される。 

 

十、「中華人民共和国会社登記管理条例」に定める 2

つの行為 

（監督管理部門：市場監督管理局） 
 

原文 

（二十九）「中華人民共和国会社登記管理条

例」第二十九条に違反し、会社が法に依拠して

住所変更登記手続きを行っていなかったが、期

限付きでの登記を命じた後、速やかに登記した場

合。 

（三十）「中華人民共和国会社登記管理条例」

第三十二条に違反し、会社が法に依拠して経

営範囲の変更登記手続きを行っていなかったが、

期限付きでの登記を命じた後、速やかに登記した

場合。 

解説 

1. 「中華人民共和国会社登記管理条例」の

規定によると、会社登記事項に変更が生じ

た際に、係る変更登記手続きを行っていな

かった場合、期限付きでの登記が命じられ、

期限を過ぎても登記しなかった場合、過料

に処される。 

2. 「処罰免除対象リスト」では「住所」及び「経

営範囲」の変更登記を個別に列挙してい

る。企業が変更登記期限までに市場監督

管理局で速やかに登記を行った場合は処

罰しない。但し、例えば、名称、登録資本

等その他の変更事項については、処罰が免

除される範囲には該当しない。 

 

十一、「認証機構管理弁法」に定める 1 つの行為 

（監督管理部門：市場監督管理局） 
 

原文 

（三十一）「認証機構管理弁法」第十六条に違

反し、認証機構が手順要求を増減し、手順漏れ

があったが、情状が軽微で尚且つ認証結果の客

観性・真実性、又は認証の有効性には影響を及

ぼすことなく、期限付きでの是正を命じた後、速や

かに是正した場合。 

解説 

1. 「中華人民共和国認証認可条例」の規定

によると、当該行為は、過料、違法所得の

没収（もしある場合）、営業停止・是正命

令、ひいては承認文書の取り上げなどの処
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2. 《免罚清单》将处罚尺度予以放宽，情

节轻微且不影响认证结论，并在市场监

督管理部门的要求下限期将法定程序

予以补正，则不予处罚。 

 

 
 

十二、《中华人民共和国计量法》规定的一类行为 

（监管部门：市场监督管理局） 

 

违法

行为 

（三十二）违反《中华人民共和国计量法》

第九条第二款，属于非强制检定范围的计量

器具未自行定期检定或者送其他计量检定

机构定期检定，经发现后主动送检且检定合

格的。 

解读 

1. 根据《中华人民共和国计量法》规定，

强制检定范围包括县级以上人民政府

计量行政部门对社会公用计量标准器

具，部门和企业、事业单位使用的最高

计量标准器具，以及用于贸易结算、安

全防护、医疗卫生、环境监测方面的列

入强制检定目录的工作计量器具。 

2. 上述范围之外的计量标准器具和工作

计量器具属于非强制检定范围。 

 

十三、《上海市单用途预付消费卡管理规定》规定

的两类行为 

（监管部门：市场监督管理局） 

 

违法

行为 

（三十三）违反《上海市单用途预付消费卡

管理规定》第十条第二款，经营者未及时、

准确、完整地传送商务领域单用途卡发行数

量、预收资金以及预收资金余额等信息，责

令限期改正后及时改正的。 

解读 

1. 根据《上海市单用途预付消费卡管理规

定》的规定，“单用途预付消费卡”是

指经营者发行的，仅限于消费者在经营

者及其所属集团、同一品牌特许经营体

系内，兑付商品或者服务的预付凭证，

包括以磁条卡、芯片卡、纸券等为载体

的实体卡和以密码、串码、图形、生物

特征信息等为载体的虚拟卡，但兑付特

定商品或者服务除外。 

2. 对于此行为，根据《上海市单用途预付

消费卡管理规定》规定，经营者会被责

令限期改正，逾期不改的，处以罚款。 

 

违法

行为 

（三十四）违反《上海市单用途预付消费卡

管理规定》第十二条第二款，经营者未在每

季度第一个月的 25 日前在协同监管服务平

罰を受けることになる。 

2. 「処罰免除対象リスト」では、処罰の度合い

を緩和しており、情状が軽微且つ認証結果

に影響を及ぼさず、また市場監督管理部門

の要求に応じて、期限内に法定の手続きを

補完した場合、処罰しない。 

 

十二、「中華人民共和国計量法」に定める 1 つの行為 

（監督管理部門：市場監督管理局） 
 

原文 

（三十二）「中華人民共和国計量法」第九条第

二項に違反し強制検査範囲に該当しない計量

器具について、自ら定期的に検査し又は定期的

にその他の計量検定機構に送り検査を受けてい

なかったが、発見された後、自主的に検査に出し

且つその検査に合格した場合。 

解説 

1. 「中華人民共和国計量法」によると、強制

検査の範囲には、県級以上の人民政府計

量行政部門が社会で広く使用される計量

基準器具、部門・企業・事業組織で使用さ

れる最高レベルの計量基準器具、及び貿

易決済、安全防護、医療衛生、環境モニタ

リングのために使用され、強制検査リストに

記載されている業務用計量器具が含まれ

る。 

2. 上述した範囲以外の計量基準器具及び業

務用計量器具は、強制検査の範囲に該当

しない。 

 

十三、「上海市単一用途プリペイドカード管理規定」に

定める 2 つの行為 

（監督管理部門：市場監督管理局） 
 

原文 

（三十三）「上海市単一用途プリペイドカード管

理規定」第十条第二項に違反し、事業者がビジ

ネス分野における単一用途カードの発行数量、

前払金及び前払金残高などの情報を遅滞なく、

正確且つ完全に伝送していなかったが、期限付き

での是正を命じた後、速やかに是正した場合。 

解説 

1. 「上海市単一用途プリペイドカード管理規

定」によると、「単一用途プリペイドカード」と

は、事業者が発行する、消費者が事業者

及びその所属先グループ、同一ブランドのフ

ランチャイズシステム内のみにおいて、商品又

はサービスと引き換える前払式証券であり、

これには、磁気カード、IC カード、紙チケット

などを媒体とする実体カード、及びパスワー

ド、コード、図形、生体情報などを媒体とす

るバーチャルカードが含まれるが、特定の商

品又はサービスと引き換える場合は除く。 

2. これらの行為に対して、「上海市単一用途

プリペイドカード管理規定」規定によると、事

業者が期限付きで是正するよう命じられ、

期限を過ぎても是正しなかった場合は、過

料に処される。 

 

原文 

（三十四）「上海市単一用途プリペイドカード管

理規定」第十二条第二項に違反し、事業者が

各四半期の 1 か月目の 25 日までに、共同監督
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台上准确、完整地填报上一季度商务领域单

用途卡预收资金支出情况等信息，责令限期

改正后及时改正的。 

 

 

解读 

1. “协同监管服务平台”的作用：同步归

集经营者的发卡信息与经营信息，由相

关政府部门共享共管；依托该平台，政

府部门、经营者、行业组织、社会公众

多方共同参与，构建单用途卡“社会共

治”模式。 

2. 对于未按规定填报单用途卡预收资金

支出情况等信息的，根据《上海市单用

途预付消费卡管理规定》规定，经营者

会被责令限期改正，逾期不改的，处以

罚款。 

3. 根据《免罚清单》，按照市场监督管理

部门要求及时纠正该行为的，免于处

罚。 

 

（里兆律师事务所 2019 年 06 月 14 日编写） 

 
 
 

四、近期热点话题 
※企业近期的关注话题（=律师近期的关注话题） 

 
 
 

 
 个人信息出境安全评估办法（征求意见稿） 

 
 “执转破”（执行程序转破产程序）在债权回

收案件中的应用与思考 

管理サービスプラットフォームにおいて、前四半期

のビジネス分野における単一用途カードの前払金

支出状況などの情報を正確且つ完全に記入、

報告していなかったが、期限付きでの是正を命じ

た後、速やかに是正した場合。 

解説 

1. 「共同監督管理サービスプラットフォーム」の

役割：事業者のカード発行情報及び事業

情報を同時並行して収集し、係る政府部

門の間で共有し、共同管理する。当該プラ

ットフォームを 1 つの場として、政府部門、事

業者、業界組織、社会公衆が共に参与

し、単一用途カードの「社会的な協治」モデ

ルを構築する。 

2. 規定に従い、単一用途カードの前払金支

出状況などの情報を記入し、報告しなかっ

た場合、「上海市単一用途プリペイドカード

管理規定」に基づき、事業者は期限付きで

の是正を命じられる。期限を過ぎても是正し

なかった場合、過料に処する。 

3. 「処罰免除対象リスト」に基づき、市場監督

管理部門の要求に従い、当該行為を速や

かに是正した場合、処罰が免除される。 

 

（里兆法律事務所が 2019 年 6月 14 日付で作成） 
 
 
 

四、トピックス 

※企業が最近注目している話題（=弁護士が最近注目

している話題） 
 
 
 

 個人情報越境移転安全評価弁法（意見募集

案） 

 債権回収事案における「執行手続きから破産手

続きへの移行」の応用と考察 


