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一、最新中国法令 
 
 
 

 国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强

化稳就业举措的实施意见 

 

 
【发布单位】国务院办公厅 

【发布文号】国办发〔2020〕6 号 

【发布日期】2020-03-20 

【内容提要】该意见提出推动企业复工复产、加快

实施阶段性、有针对性的减税降费政

策等。 

 

 
 坚持分区分级精准防控，提高复

工复产服务便利度，取消不合理

审批，坚决纠正限制劳动者返岗

的不合理规定。 

 

 

 
 加快重大工程项目、出口重点企

业开复工，以制造业、建筑业、

物流业、公共服务业和农业生产

等为突破口，全力以赴推动重点

行业和低风险地区就业。 

 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/20/c
ontent_5493574.htm 
 
 
 

 国家发展和改革委员会、司法部关于加快建立

绿色生产和消费法规政策体系的意见 

 

 
【发布单位】国家发展和改革委员会、司法部 

【发布文号】发改环资〔2020〕379 号 

【发布日期】2020-03-11 

【内容提要】该意见提出，到 2025 年，绿色生产

和消费方式在“重点领域、重点行业、

重点环节全面推行”等主要目标；并

明确了推行绿色设计、加强工业污染

治理、扩大绿色产品消费等 9 项主要

 中国は「外商投資奨励産業リスト（2019 年度

版）」の修正についてパブリックコメントを募集して

いる.............................................................. 5 

 
三、里兆解説 
  

 企業の「ホイッスルブロワー」制度についての考察. 5 

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

 新型コロナウィルス肺炎の影響に対処し、雇用安

定策を強化することに関する国務院弁公庁による

実施意見 

 

【発布機関】国務院弁公庁 

【発布番号】国弁発〔2020〕6 号 

【発 布 日】2020-03-20 

【概    要】本意見では、企業の事業・生産再開を推

進し、特定の地域、企業の個々の状況に

配慮した減税・費用減額政策の段階的な

実施を加速化させること等について提言し

ている。 

 各エリアにおける状況ごとに等級をつけ

て感染拡大防止措置を引き続き講

じ、事業・生産再開に対するサポート

の利便性を向上させ、不合理な審査

許可手続きを取り消し、労働者の職

場復帰を制限する不合理な規定を断

固として是正する。 

 重大工事プロジェクト、輸出重点企業

の事業再開を加速化させ、製造業、

建築業、物流業、公共サービス業及

び農業生産等を突破口として、重点

業種及び低リスク地域における雇用促

進に全力を注ぐ。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/20/c
ontent_5493574.htm 
 
 
 

 環境配慮型生産・消費の法規政策体系構築の

加速化に関する国家発展改革委員会、司法部

による意見 

 

【発布機関】国家発展改革委員会、司法部 

【発布番号】発改環資〔2020〕379 号 

【発 布 日】2020-03-11 

【概    要】本意見では、2025 年までに、環境配慮型

生産・消費方式を「重点分野、重点業

種、重点プロセスにおいて全面的に推進す

る」こと等を主な目標として掲げ、環境配慮

設計、工業汚染防止の強化、環境配慮

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/20/content_5493574.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/20/content_5493574.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/20/content_5493574.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/20/content_5493574.htm
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任务。包括： 

 

 
 完善优先控制化学品名录，引导

企业在生产过程中使用无毒无

害、低毒低害和环境友好型原

料。 

 以电器电子产品、汽车产品、动

力蓄电池、铅酸蓄电池、饮料纸

基复合包装物为重点，加快落实

生产者责任延伸制度，适时将实

施范围拓展至轮胎等品种，强化

生产者废弃产品回收处理责任。 

 
 全面推行污染物排放许可制度，

强化工业企业污染防治法定责

任。 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t202
00317_1223470.html 
 
 
 

 财政部、税务总局关于提高部分产品出口退税

率的公告 

 

【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 2020 年

第 15 号 

【发布日期】2020-03-17 

【实施日期】2020-03-20 

【内容提要】将瓷制卫生器具等 1084 项产品出口

退税率提高至 13%；将植物生长调节

剂等 380 项产品出口退税率提高至

9%。 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0755/c5146338/content.html 
 
 
 

 信息安全技术  个人信息安全规范（GB/T 

35273-2020） 

 

【发布单位】国家市场监督管理总局、国家标准化

管理委员会 

【发布文号】国家标准公告 2020 年第 1 号 

【发布日期】2020-03-06 

【实施日期】2020-10-01 

【内容提要】此次修订主要涉及个人生物识别信息

方面的要求。 

【备    注】2020 年 02 月，全国金融标准化技术

委员会发布了《个人金融信息保护技

术规范》（JR/T 0171-2020），作为监

管执法活动的重要参考性文件。 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?h
cno=4568F276E0F8346EB0FBA097AA0CE05E 
 
 

製品の消費拡大等9つの主要任務を遂行

することについても明確にしている。具体的

には以下のものが含まれる。 

 「優先的に規制する化学品のリスト」を

整備し、企業が製造過程において無

毒無害、低毒低害及び環境に優しい

原料を使用するよう誘導する。 

 電器電子製品、自動車製品、駆動

用バッテリー、鉛バッテリー、飲料紙複

合包装物を重点的対象として、拡大

生産者責任制度の実施を加速化さ

せ、実施範囲をタイヤ等品目にも適時

拡充し、廃棄製品の回収処理に対す

る生産者の責任を強化する。 

 汚染物排出許可制度を全面的に推

進し、工業企業汚染防止に対する法

定責任を強化する。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t202
00317_1223470.html 
 
 
 

 一部製品の輸出税還付率引上げに関する財政

部、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 2020 年第

15 号 

【発 布 日】2020-03-17 

【実 施 日】2020-03-20 

【概    要】衛生陶器等 1084 品目製品の輸出税還

付率を13％に引上げる。植物生長調節剤

等380品目製品の輸出税還付率を 9％に

引上げる。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0755/c5146338/content.html 
 
 
 

 情報セキュリティ技術 個人情報安全規範（GB/T 

35273-2020） 
 

【発布機関】国家市場監督管理総局、国家標準化管

理委員会 

【発布番号】国家標準公告 2020 年第 1 号 

【発 布 日】2020-03-06 

【実 施 日】2020-10-01 

【概    要】今般の修正は主に個人生物識別情報に

関わる要求に及んでいる。 

【備    考】2020年 2月、全国金融標準化技術委員

会が「個人金融情報保護技術規範」

（JR/T 0171-2020）を公布し、これは監督

管理・法執行活動にとって重要な参考文

書となるものである。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?h
cno=4568F276E0F8346EB0FBA097AA0CE05E 
 
 

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t20200317_1223470.html
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t20200317_1223470.html
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http://www.cfstc.org/bzgk/gk/view/bzxq.jsp?i_id=1856
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=4568F276E0F8346EB0FBA097AA0CE05E
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 国家税务总局关于延长 2019 年度代扣代收代

征税款手续费申报期限的通知 

 

 
【发布单位】国家税务总局 

【发布文号】税总函〔2020〕43 号 

【发布日期】2020-03-13 

【内容提要】2019 年度代扣代缴、代收代缴和委托

代征税款手续费申报期限，由 2020

年 03 月 30 日延长至 05 月 30 日。 

 

 
【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0755/c5146328/content.html 
 
 
 

 上海企业复工指南 4.0 版 

 

【发布单位】上海市人民政府 

【发布日期】2020-03-17 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw3241
9/nw48614/nw48636/u21aw1432478.html 
 
 
 

 上海市商务委员会关于应对新冠肺炎疫情支

持外贸企业稳定发展的政策措施 

 
 

【发布单位】上海市商务委员会 

【发布日期】2020-03-13 

【实施日期】2020-03-13 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319
/nw12344/u26aw64441.html 
 
 
 

 北京市人民政府办公厅关于全力做好疫情防

控工作保障企业有序复工复产的若干措施 

 

 
【发布单位】北京市人民政府办公厅 

【发布文号】京政办发〔2020〕10 号 

【发布日期】2020-03-16 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.beijing.gov.cn/... 
 
 
 

 江苏省人民政府办公厅关于加快推进社会信

用体系建设构建以信用为基础的新型监管机

制的实施意见 

 

【发布单位】江苏省人民政府办公厅 

【发布文号】苏政办发〔2020〕10 号 

【发布日期】2020-03-04 

【法令全文】请点击以下网址查看： 

http://www.jiangsu.gov.cn/... 

 2019 年度税金の代理控除・代理収受・代理徴

収にかかる手数料の申告期限を延長することに関

する国家税務総局による通知 

 

【発布機関】国家税務総局 

【発布番号】税総函〔2020〕43 号 

【発 布 日】2020-03-13 

【概    要】2019 年度の税金の代理控除・代理納

付、代理収受・代理納付及び代理徴収の

委託にかかる手数料の申告期限を従来の

2020年 3月 30日から、5月 30日に延長

する。 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0755/c5146328/content.html 
 
 
 

 上海企業事業再開ガイドライン 4.0 版 

 

【発布機関】上海市人民政府 

【発 布 日】2020-03-17 

【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/nw3241
9/nw48614/nw48636/u21aw1432478.html 
 
 
 

 新型コロナウィルス肺炎に対応し、対外貿易企業

の安定した発展をバックアップするための政策措置

に関する上海市商務委員会による政策措置 

 

【発布機関】上海市商務委員会 

【発 布 日】2020-03-13 

【実 施 日】2020-03-13 

【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/u26aw64441.html 
 
 
 

 感染症拡大防止に全力をあげて取組み、企業の

秩序ある事業・生産の再開を保障することに関す

る北京市人民政府弁公庁による若干措置 

 

【発布機関】北京市人民政府弁公庁 

【発布番号】京政弁発〔2020〕10号 

【発 布 日】2020-03-16 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.beijing.gov.cn/... 
 
 
 

 社会信用システムの構築を加速化させ、信用をベ

ースとする新型の監督管理メカニズムを構築すること

に関する江蘇省人民政府弁公庁による実施意見 

 

【発布機関】江蘇省人民政府弁公庁 

【発布番号】蘇政弁発〔2020〕10号 

【発 布 日】2020-03-04 

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。 

http://www.jiangsu.gov.cn/... 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5146328/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5146328/content.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw32419/nw48614/nw48636/u21aw1432478.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw32419/nw48614/nw48636/u21aw1432478.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw64441.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw64441.html
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202003/t20200315_1706857.html
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/3/19/art_46144_9016484.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5146328/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5146328/content.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw32419/nw48614/nw48636/u21aw1432478.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw32419/nw48614/nw48636/u21aw1432478.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw64441.html
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw64441.html
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202003/t20200315_1706857.html
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2020/3/19/art_46144_9016484.html
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1 《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》第 5 条第 16 款：发挥社会监督作用。建立“吹哨人”、内部举报人等制

度，对举报严重违法违规行为和重大风险隐患的有功人员予以重奖和严格保护。畅通群众监督渠道，整合优化政府投诉举报平

台功能，力争做到“一号响应”。依法规范牟利性“打假”和索赔行为。培育信用服务机构，鼓励开展信用评级和第三方评估。

发挥会计、法律、资产评估、认证检验检测、公证、仲裁、税务等专业机构的监督作用，在监管执法中更多参考专业意见。强

化舆论监督，持续曝光典型案件，震慑违法行为。 
1 「事中・事後監督管理の強化及び規範化に関する国務院の指導意見」第 5条第 16項：社会の監督の役割を発揮させる。「ホイッスルブロ

ワー」、内部通報者等の制度を構築し、重大な法律法規違反行為及び重大な潜在的リスクを通報した功労者を大いに報奨し且つ厳格に保

護する。大衆による監視ルートを確保し、政府苦情申立・通報プラットフォーム機能の統一化、最適化を行い、「一つの電話番号による応答」

が実現できるよう尽力する。法に依拠して利益の取得を目的とした「偽物摘発」及び賠償請求行為を規範化する。信用サービス機構を育成し、

信用格付け及び第三者評価の展開を奨励する。会計、法律、資産評価、認証検査検測、公証、仲裁、税務等の専門機構の監督役として

の役割を発揮させ、監督管理、法執行の過程において、さらに多くの専門性の高い意見を参考にする。世論による監督を強化し、典型的な事

案を持続的に開示し、違法行為を畏怖させる。 

【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。 

 
 
 

二、最新资讯 
 
 
 

 中国就《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》

的修订公开征求意见 

 

为进一步扩大鼓励范围，国家发展和改革委员

会会同商务部等部门启动了《鼓励外商投资产业目

录（2019 年版）》修订工作，现就修订事宜公开征

求意见。有关单位和社会各界人士可以根据《鼓励

外商投资产业目录（2019 年版）》，提出需增加的条

目建议并说明理由。 

 

 
（里兆律师事务所 2020 年 03 月 20 日编写） 

 
 
 

三、里兆解读 
 
 
 

 企业“吹哨人”制度初探 

 

2019 年 09 月 06 日，国务院颁布了《关于加

强和规范事中事后监管的指导意见》（以下简称“《指

导意见》”），明确提出：建立“吹哨人”、内部举报

人等制度1，对举报违法违规行为和重大风险隐患的

有 功 人 员 予 以 重 奖 和 严 格 保 护 。“ 吹 哨 人

（whistleblower）”一词起源于英国，警察在发现有

罪案发生时会吹响哨子以引起同事和民众注意，现

在通常指对违法违规行为进行举报的内部知情人。

《指导意见》是中国首次在国务院层面规定并部署

“吹哨人”制度，这表明中国政府希望建立相关的制

度，鼓励知情人举报、检举违法违规行为，以此发

挥社会监督作用、形成协同监管格局。 

 
 
 
 

【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。 

 
 
 

二、新着情報 
 

 
 

 中国は「外商投資奨励産業リスト（2019 年度版）」

の修正についてパブリックコメントを募集している 

 

奨励範囲をさらに拡大するために、国家発展改革委

員会は商務部等部門と共同で「外商投資奨励産業リ

スト（2019 年度版）」修正作業に取り掛かった。本修正

についてパブリックコメントを募集している。関係企業及び

社会の各分野における関係者は「外商投資奨励産業リ

スト（2019 年度版）」に基づき、追加する必要のある項

目について理由を添えて提案することができる。 

 

（里兆法律事務所が 2020 年 3月 20 日付で作成） 
 
 
 

三、里兆解説 
 
 
 

 企業の「ホイッスルブロワー」制度についての考察 

 

2019年 9月 6日、国務院は「事中・事後監督管理

の強化及び規範化指導意見」（以下「『指導意見』」と

いう）を公布し、「ホイッスルブロワー」、内部通報者等の

制度を構築し 1、法律法規違反行為及び重大な潜在

的リスクを通報した功労者を大いに奨励し、且つ厳格に

保護することを明確に提起した。「ホイッスルブロワー

（whistleblower）」という言葉はイギリスを起源としてお

り、警官が事件を発見した際に警笛を吹き、同僚や周り

の人々の注意を引いたことに由来するものだが、現在

は、通常、法律法規違反行為を通報する内部不正を

知る者を指す。「指導意見」は、中国で国務院レベルで

最初に制定され且つ方針として示された「ホイッスルブロ

ワー」制度であり、係る制度を構築し、不正を知る者によ

る法律法規違反行為の通報、告発を奨励することによ

り、監視社会化を進め、共同で監督管理する局面を形

成させたいという中国政府の姿勢を示している。 

http://www.leezhao.com/cn/contact.aspx
http://www.leezhao.com/cn/contact.aspx
http://www.leezhao.com/cn/contact.aspx
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/f/202003/20200302946560.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/f/202003/20200302946560.shtml
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/12/content_5429462.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/12/content_5429462.htm
http://www.leezhao.com/contact.aspx
http://www.leezhao.com/contact.aspx
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/f/202003/20200302946560.shtml
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/12/content_5429462.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/12/content_5429462.htm
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 “吹哨人”制度的法律探索： 

 

在此之前，“吹哨人”制度不仅在中国的其他

法律、法规有雏形，而且在相关领域已经在探索、

推行，例如： 

 
 劳动法领域：《劳动合同法》第 79 条规定：

“任何组织或者个人对违反本法的行为

都有权举报，县级以上人民政府劳动行政

部门应当及时核实、处理，并对举报有功

人员给予奖励。” 

 
 反垄断法、反不正当竞争法领域：《反垄

断法》第 38 条规定“对涉嫌垄断行为，

任何单位和个人有权向反垄断执法机构

举报。反垄断执法机构应当为举报人保

密。”《反不正当竞争法》第 16 条规定：

“对涉嫌不正当竞争行为，任何单位和个

人有权向监督检查部门举报，监督检查部

门接到举报后应当依法及时处理。……监

督检查部门应当向社会公开受理举报的

电话、信箱或者电子邮件地址，并为举报

人保密。对实名举报并提供相关事实和证

据的，监督检查部门应当将处理结果告知

举报人。” 

 

 
 
 

 
 证券、金融法领域：《证券期货违法违规

行为举报工作暂行规定》第 3 条规定：“举

报人可以通过证券期货违法线索网络举

报系统、信函方式，向举报中心举报有关

个人或单位涉嫌违反证券期货法律和行

政法规的行为。”第 9 条及第 12、13 条

还规定了严格保密举报人的身份信息并

可按照罚没款的一定比例奖励举报人等。 

 
 

 
 此外，2019 年 11 月，市场监管总局制定

出台的《市场监督管理投诉举报处理暂行

办法》第 24 条规定：“鼓励经营者内部人

员依法举报经营者涉嫌违反市场监督管

理法律、法规、规章的行为。”同时第 15

条规定“不是为生活消费需要购买、使用

商品或者接受服务”进行的投诉，市场监

管部门“不予受理”（这意味着过去以“打

假”为名实施的恶意投诉、举报、索赔将

得不到支持）。 

 
 

 
 

除对上述相关领域已有立法规定建立“吹哨

人”制度外，针对企业内部的合规管理，也有相应

的举报制度，例如： 

 

 针对上市公司颁布的《企业内部基本控制

 「ホイッスルブロワー」制度の法的側面からの探究： 
 

これまで、「ホイッスルブロワー」制度は中国の法律、法

規において骨組みができているだけでなく、すでに係る分

野において、例えば以下のような探求と推進が行われて

いる。 

 労働法分野：「労働契約法」第 79 条によれば、

「いずれの組織又は個人も本法に違反する行為

に対し通報する権利を有し、県レベル以上の人

民政府の労働行政部門は遅滞なく事実確認と

処理を行い、通報した功労者には奨励金を与え

なければならない。」と規定している。 

 独占禁止法、不正競争防止法分野：「独占禁

止法」第 38 条によれば、「独占の疑いのある行

為に対して、いずれの組織及び個人も独占禁止

法執行機構に通報する権利を有する。独占禁

止法執行機構は通報者のために秘密を保持し

なければならない。」と規定しており、「不正競争

防止法」第 16 条によれば、「不正競争の疑いの

ある行為に対して、いずれの組織及び個人も監

督検査部門に通報する権利を有する。監督検

査部門は通報を受けた場合、法に依拠して遅

滞なく処理しなければならない。……監督検査

部門は通報を受理するための電話番号、郵便

受け又は電子メールアドレスを社会に向けて公

開し、且つ通報者のために秘密を保持しなけれ

ばならない。実名で通報し、係る事実と証拠を提

供した者に対しては、監督検査部門は処理結

果を通報者に告知しなければならない。」としてい

る。 

 証券・金融法分野：「証券先物法律法規違反

行為通報作業暫定規定」第 3 条では、「通報

者は証券先物違法情報オンライン通報システ

ム、書簡といった方式により、係る個人又は組織

の証券・先物に関する法律及び行政法規に違

反する疑いある行為を通報センターに通報するこ

とができる。」と定められており、第 9 条及び第

12、13 条では、通報者の本人情報について厳

格に秘密保持し、且つ過料として没収した金額

の一定比率をもってして、通報者を奨励する等

ができるとも規定している。 

 また、2019 年 11 月に、市場監督管理総局が

制定し公布した「市場監督管理苦情申立・通

報処理暫定弁法」第 24 条では、「経営者内部

の者が法に依拠して経営者の市場監督管理法

律法規・規則違反の疑いのある行為を通報する

ことを奨励する。」とされており、また第 15 条の規

定では、「暮らしののための消費を目的として購

入し若しくは使用したのではない商品、又は受け

たサービス」について苦情を申し立てる場合、市

場監督管理部門は「受理しない」とされている（つ

まり、過去において「偽物摘発」の名のもとに実施

されていた悪意ある苦情申立、通報、賠償請求

は支持されなくなる）。 

 

上記した分野において、法により「ホイッスルブロワー」

制度の構築が定められているほか、企業内部のコンプラ

イアンス管理に対しても、例えば以下のような係る通報

制度が設けられている。 

 上場会社を対象に公布された「企業内部基本

http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zcfg/flfg/fl/201605/t20160509_239643.html
http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732591.htm
http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732591.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201905/9a37c6ff150c4be6a549d526fd586122.shtml
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202001/t20200121_370353.htm
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202001/t20200121_370353.htm
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/201912/t20191202_308963.html
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/201912/t20191202_308963.html
http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/neibukongzhibiaozhunjianshe/200807/t20080704_55983.html
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zcfg/flfg/fl/201605/t20160509_239643.html
http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732591.htm
http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732591.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201905/9a37c6ff150c4be6a549d526fd586122.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201905/9a37c6ff150c4be6a549d526fd586122.shtml
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202001/t20200121_370353.htm
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202001/t20200121_370353.htm
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/201912/t20191202_308963.html
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/201912/t20191202_308963.html
http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/neibukongzhibiaozhunjianshe/200807/t20080704_55983.html
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规范》第 43 条规定：“企业应当建立举报

投诉制度和举报人保护制度，设置举报专

线，明确举报投诉处理程序、办理时限和

办结要求，确保举报、投诉成为企业有效

掌握信息的重要途径。” 

 

 
 针对企业内部的会计行为，《中华人民共

和国会计法》第 30 条规定：“任何单位和

个人对违反本法和国家统一的会计制度

规定的行为，有权检举。收到检举的部门

有权处理的，应当依法按照职责分工及时

处理；无权处理的，应当及时移送有权处

理的部门处理。收到检举的部门、负责处

理的部门应当为检举人保密，不得将检举

人姓名和检举材料转给被检举单位和被

检举人个人。” 

 
 

 
可见，“吹哨人”制度目前在一些重点监管领域

已经具备相应的法律依据，但是，这些法律、法规

较为原则，目前中国还没有一部像日本的《公益通

报者保护法》一样的、从程序上、实体上提出切实

可行方案并予以法律保障的实施法案。建立“吹哨

人”制度，还有待政府、企业以及其他各类机构的

不断摸索、尝试和实践。 

 
 

 
 
 对企业的建议： 

 

事实上，中国的不少企业、尤其是一些大型的

跨国企业已经开始在内部设立“吹哨人”制度，进

行有益的尝试和实践。在企业的合规管理实践中，

“吹哨人”通常是启动企业合规管理措施的首要环

节，通过“吹哨人”的投诉、举报，企业开始对相

关不当行为进行调查并采取相应的应对措施。因此，

企业作为市场监管的参与者，应当对建立、健全“吹

哨人”制度予以关注和重视。通常，在“吹哨人”

制度的试验和实践中，需要注意以下几方面： 

 
 
 

 
一、 设置合理的举报途径 

 

一些企业通过设置专门的举报电话、信函邮箱、

电子邮箱等，由专门的法务部门或合规部门管理、

负责接待举报投诉人员，或者设置“总经理接待日”、

开设“总经理信箱”等方式，由总经理直接负责接

待内部员工对企业内违法违规行为的举报。但实践

证明，知情人往往因为对企业内部管理部门的公正

性、中立性、保密性持有怀疑，担心被打击报复等，

导致不敢举报、不愿举报。为解决这一问题，已有

不少企业、尤其是一些集团型的大中型企业选择委

托律师事务所、会计师事务所等专业的第三方机构，

由公司总部的股东会、董事会或者监事会直接授权

第三方机构作为接待知情人举报的“窗口”，在该等

ガバナンス規範」第 43 条によれば、「企業は通

報・苦情申立及び通報者保護制度を構築し、

通報専用ホットラインを設置し、通報・苦情申立

の処理手順、処理期限及び処理完了の要求を

明らかにし、通報・苦情申立を企業が情報を有

効に把握するための重要なルートになるよう確保

しなければならない。」とされている。 

 企業内部の会計行為については、「中華人民共

和国会計法」第 30 条によれば、「いずれの組織

及び個人も、本法及び国家統一の会計制度の

規定に違反する行為を告発する権利を有する。

告発を受けた部門が処する権利を有する場合、

法に基づき職責分担に応じて遅滞なく処理し、処

理する権利を有しない場合、処理する権利を有す

る部門に遅滞なく移送して処理を求めなければな

らない。告発を受けた部門、処理を担当する部門

は告発者のために秘密を保持し、告発者の氏名

及び告発資料を告発された組織及び告発された

個人に伝えてはならない。」と規定している。 

 

つまり、「ホイッスルブロワー」制度に関して、現在、一

部重要な監督管理分野においては、係る法的根拠が

整備されているが、これらの法律、法規は原則的なもの

であり、今のところ、中国では、日本の「公益通報者保

護法」のような、手続上、実体上、実行可能性のある方

案及び法律で保障される実施法案はまだなく、「ホイッス

ルブロワー」制度を構築するためには、政府、企業及びそ

の他各機構において引き続き模索し、試行し、実践を

重ねていく必要がある 

 
 

 企業へのアドバイス： 
 

実際には、中国の多くの企業、とりわけ大手の多国籍

企業では、すでに内部で「ホイッスルブロワー」制度の構

築に着手し、試行又は実践を進めている。企業のコンプ

ライアンス管理の実践において、通常、「ホイッスルブロワ

ー」は企業コンプライアンス管理措置を講じるうえでの最

も重要な一環であり、「ホイッスルブロワー」による苦情申

立、通報をきっかけに、企業は係る不正行為に対する調

査を開始し、しかるべき対応措置を講じる。従って、企業

は市場監督管理の関与者として、「ホイッスルブロワー」

制度の構築及び健全化に注意を払い、重要視しなけれ

ばならない。通常、「ホイッスルブロワー」制度の試行と実

践においては、以下の方面に注意する必要がある。 

 

一、 合理的な通報ルートを設置すること 

 

専用の通報電話、投書箱、電子メールボックス等を

設置して、専門の法務部門又はコンプライアンス部門が

これらを管理し、通報者に対応し又は「総経理が相談を

受ける日」、「総経理メールボックス」等の方式を通じて、

総経理が直接に内部の従業員と向き合い、企業内部

に存在する法律法規違反行為に関する通報を受けてい

る企業もある。しかし、実践では、不正を知る者は企業

内部管理部門の公正性、中立性、守秘性に疑念を抱

き、報復を懸念し、通報を躊躇い、通報したがらないこと

が多い。この問題を解決するため、多くの企業、とりわけ

大手グループ企業では法律事務所、会計士事務所等

の専門家である第三者機構を起用し、本社の株主会、

http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/neibukongzhibiaozhunjianshe/200807/t20080704_55983.html
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201711/t20171129_2762381.html
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201711/t20171129_2762381.html
http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/neibukongzhibiaozhunjianshe/200807/t20080704_55983.html
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201711/t20171129_2762381.html
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201711/t20171129_2762381.html
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机构设置专门的举报电话、举报邮箱，并由专门的

应对人员进行管理、接待举报人，对举报事实进行

专业的甄别、调查，协助企业作出应对处理。由第

三方专业机构负责应对举报，相对更容易获得举报

人的信任，也能及时为企业提供建设性的应对意见

或建议，帮助企业及时采取应对措施，因而此种方

式日益获得了企业的认可，成为企业合规管理体制

中重要的举措。 

 
 
 
 

 
二、 采取专业的甄别和调查措施、迅速核实相

关事实 

 

企业负责管理和接待举报的部门或机构（以下

简称“合规责任人”）接到举报后的首要问题是如何

甄别被举报的事实是否存在、以及是否开展调查、

如何开展调查。通常，开展甄别和调查需要注意以

下方面： 

 

 
1. 尽可能从举报人处获得相关的证据或者

证据线索； 

2. 根据举报人提供的证据或证据线索进行

分析、鉴别，包括对被举报人的违法、违

规行为的严重程度、可能导致的后果等进

行专业的分析； 

3. 制定合法、可行的调查方案、采取相应的

调查措施，搜集、固定相应的证据； 

 
4. 对调查获得的证据进行专业分析，对相关

行为是否构成违法、违规或者是否构成刑

事犯罪，作出定性的结论，对相关行为的

危害程度作出定量的分析结论。 

 

 
在进行甄别、调查和分析时，通常需要运用专

业的法律手段，按照合法的程序，采取合法的措施，

既保护举报人的安全，也不能侵害被举报人的合法

权益；对取得的证据要从真实性、关联性、合法性

进行分析、核实，必要时需要与举报人、第三方证

人进行核实并给予被举报人充分的陈述、说明和辩

解的机会。因此，实务中，多数企业会在此阶段委

托律师、会计/审计人员、第三方调查机构等与企业

法务、合规部门合作，开展上述调查工作，以确保

调查过程的专业性以及调查结果的合法性和有效

性。 

 
 

 
三、 合法合规处理、及时反馈调查及处理结果 

 

 
为避免“吹哨人”制度流于形式或者被恶意滥

用，合规责任人应当尽可能迅速完成甄别、调查、

核实，并依据法律、规章制度迅速采取措施进行处

理，及时将甄别、调查结果向相关人员反馈。 

 

董事会又は監事会が直接、第三者機構に権限を与

え、不正を知る者からの通報を受け付ける「窓口」とし

て、専門の通報電話、通報電子メールボックスを設置

し、専ら通報を対応する者がそれらを管理し、通報者に

対応し、通報事実について専門家としての判別、調査を

行い、企業が対処するうえで協力している。専門家であ

る第三者機構が通報対応を担当すると、相対的にみ

て、通報者から信頼されやすく、企業が速やかに対応措

置を講じるうえでの建設的な対応意見又はアドバイスを

速やかに提供できることから、このような手法は日増しに

企業に認められ、企業コンプライアンス管理体制における

重要な措置となっている。 

 

二、 専門家による判別及び調査措置を講じ、速やか

に事実確認を行うこと 

 

企業における通報管理・受付担当部門又は機構（以

下「コンプライアンス責任者」という）が通報を受けた後、

率先して考えなければならない問題は、通報されたことが

事実であるかどうかをどのように判別するか、調査を展開

するか否か、どのように調査を展開していくかである。通

常、判別及び調査においては以下のポイントに注意しな

ければならない。 

1. 係る証拠又は証拠の手がかりとなる情報を可能

な限り通報者から取得すること。 

2. 通報者から提供された証拠又は証拠の手がかり

となる情報を分析し、判別すること（被通報者の

法律法規違反行為の度合い、想定される結果

等についての専門家による分析を含む）。 

3. 適法で実行可能な調査方案を策定し、しかるべ

き調査措置を講じ、係る証拠の収集・裏付けを

行う。 

4. 調査により取得した証拠について専門的な分析

を行い、係る行為が法律・規則に違反するか、

又は刑事犯罪を構成するかについて、定性的な

結論を下す。係る行為による危害の度合いにつ

いて定量的な分析結論を下す。 

 

判別、調査、分析をするにあたっては、通常、専門家

による法的手段を駆使し、適法な手続きに基づき、適

法な措置を講じる必要があり、通報者の安全を守るだけ

ではなく、被通報者の適法な権益も侵害されてはならな

い。取得できた証拠については、信憑性、関連性、適法

性から分析と確認を行い、必要に応じて、通報者、第三

者証人に対して事実確認を行い、被通報者には陳述、

説明、弁解の機会を十分に与える。よって、調査過程に

おける専門性及び調査結果の適法性と有効性を確保

するために、実務上、多くの企業はこの段階で弁護士、

会計士/税理士、第三者調査機構等に対し、企業の法

務、コンプライアンス部門と協力し上記の調査業務を実

施するよう依頼している。 

 

三、 適法に処理し、調査と処理の結果を速やかにフィ

ードバックすること 

 

「ホイッスルブロワー」制度が形骸化し、又は悪意に濫用

されてしまうことを防ぐためにも、コンプライアンス責任者は

判別、調査、事実確認を可能な限り速やかに行い、法

律、規則制度に基づいて措置を講じて処理し、判別・調

査の結果を関係者へフィードバックしなければならない。 



 

Leezhao Law Office · All rights reserved. 9 / 10 

经调查、核实，被举报人的违法、违规行为事

实清楚、证据充分、确实的，合规责任人应当及时

向公司相关机构（总经理、监事会、董事会等）报

告，依据法律、公司的规章制度提出处理意见，对

被举报人作出相应的处分决定，并协调相关部门及

时予以执行。对于涉嫌严重违法、犯罪行为，应当

及时依法向相关国家机关进行检举、举报，协助国

家机关依法采取措施。同时，合规责任人应当将调

查、处分的结果如实告知举报人，对提供重大线索

的有功举报人应当表示感谢并予以奖励。对于被举

报人的违法、违规行为事实不清、证据不足，合规

责任人确认不能进行处分的，应当及时将不能予以

处分的原因和结果告知举报人。 

 
 
 

 

 
四、 对举报人予以保护及适当奖励 

 

中国现行法律法规对“吹哨人”制度的规定，

其核心内容之一是对“吹哨人”的严格保护，并对

有功的举报人予以奖励。企业应当建立配套的保密

制度和保密措施，并与合规责任人以及参与合规调

查、执行的员工签订严格的保密协议、落实保密措

施，在对违法、违规行为调查的全过程以及进行处

理后的任何时间，都必须对举报人的信息予以严格

保密，防止任何举报信息泄露，既然鼓励“吹哨人”

举报并协助调查，就必须对其人身安全予以足够保

障，尽可能减少举报对其工作、生活的影响；同时，

对被举报人涉嫌的违法、违规行为以及调查获取的

相关证据也应当予以严格保密，避免因为调查侵害

被举报人的合法权益。其次，企业要对敢于向举报

人进行打击报复、侮辱、威胁、歧视、骚扰的相关

人员予以严厉的处罚，杜绝打击报复现象。 

 
 

 
 
 
 

为了鼓励知情人举报、检举违法违规行为，应

当设置对有功举报人员进行奖励的制度并在企业内

部公布实施。对提供重要证据或线索、协助合规责

任人查清案件的有功举报人，依照规章制度予以适

当的奖励。其次，对于主动承认并改正错误、消除

影响，检举揭发其他违法、违规行为的被举报人，

可以酌情予以从轻、减轻或免除处分。 

 
 
 

 

 
五、 对恶意举报、诬告陷害他人的行为予以严

肃处理 

 

在接待举报时，合规责任人应当告知举报人享

有的权利以及如实反映问题、配合提供证据或证据

线索的义务，并告知举报人恶意举报、诬告陷害他

人需要承担的法律责任和法律后果。一方面表示企

調査、事実確認の結果、被通報者の法律法規違反

行為について、事実がはっきりしており、証拠が十分であ

り、事実であることが確かな場合、コンプライアンス責任者

は会社の関係機構（総経理、監事会、董事会等）へ速

やかに報告し、法律、会社の規則制度に基づき、その取

扱について意見を提供し、被通報者に対して処分の決

定を下し、係る部門を調整して速やかに実施するように

しなければならない。重大な違法、犯罪の疑いのある行

為に対しては、法に依拠して係る国家機関へ遅滞なく告

発し、通報しなければならない。また同時に、コンプライア

ンス責任者は、調査、処分の結果を事実通りに通報者

に伝えなければならず、重要な手がかりとなる情報を提

供し、功績のある通報者に対しては感謝の意を表し、奨

励しなければならない。被通報者の法律法規違反行為

について、事実がはっきりしておらず、証拠が足りず、処分

できないことをコンプライアンス責任者が確認した場合は、

その原因と結果を通報者に伝えなければならない。 

 

四、 通報者を保護し、適宜に奨励すること 

 

中国の現行する法律法規における「ホイッスルブロワ

ー」制度に関する規定を見ると、その核心の一つは、「ホ

イッスルブロワー」を厳格に保護し、且つ功績のある通報

者を奨励することである。企業は付帯する秘密保持制

度及び秘密保持措置を設け、コンプライアンス責任者及

びコンプライアンス調査・実施に参与している従業員と厳

格な秘密保持契約書を締結し、秘密保持措置を着実

に実行し、法律法規違反行為を調査する全過程及び

処置した後、いつでも通報者の情報を厳に秘密に保持

し、いかなる通報情報の漏えいも防止しなければならな

い。「ホイッスルブロワー」による通報及び調査への協力を

奨励するならば、その人身の安全を十分に保障すべきで

あり、通報したことで就業、生活に支障をきたすことを可

能な限り減少させるとともに、被通報者の法律法規違

反の疑いのある行為及び調査で得た証拠についても、

厳格に秘密を保持し、調査により被通報者の適法な権

益が侵害されないようにしなければならない。また、企業

は、通報者に対して報復、侮辱、脅迫、不当な扱い、ハ

ラスメント行為を行うような関係者を厳しく処罰し、報復

が行われるといった現象を防がなければならない。 

 

不正を知る者による法律法規違反行為の通報、告

発を奨励するために、功績のある通報者奨励制度を設

け、企業内部で公布、実施するようにしなければならな

い。重要な証拠又は手がかりとなる情報を提供し、コンプ

ライアンス責任者に協力して事案の真相を解明した、功

績のある通報者に対しては、規則制度に照らして適切に

奨励しなければならない。また、過ちを自ら認め、且つ是

正し、影響を解消し、その他法律法規違反行為を告発

した被通報者に対しては、情状を酌量して、軽きに従い

処分するか、処分を軽減するか、又は処分を免除するの

もよい。 

 

五、 悪意ある通報、他人を陥れるための誣告行為を

厳粛に処理すること 

 

通報を受けた際には、コンプライアンス責任者は通報

者の享有する権利、及び事実通りに問題を反映し、証

拠又は証拠の手がかりとなる情報の提供に協力する義

務があること、並びに悪意ある通報、他人を陥れるため
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业对如实举报的鼓励态度，另一方面也要表示企业

对举报行为和举报事实的严肃、审慎的态度。 

 
 
 

 
经调查，如果确有证据证明系举报人恶意举报，

涉嫌诬告、诽谤的情形，合规责任人应当及时向公

司相关机构报告，依据法律、公司的规章制度对举

报人作出相应的惩罚处分，并将调查和处分结果通

知被举报人，及时采取措施，消除影响，为被举报

人恢复名誉。 

 
 

 
结语：目前，中国政府出台《指导意见》，提倡建立

“吹哨人”制度，这将有利于扩大公众参与、弥补

监管缺陷，提升监管的针对性和实效性。企业作为

市场的参与者、作为社会的一份子，可以进行有益

的尝试，但应当意识到，落实这一制度仍然存在很

多的困难和障碍：一方面举报者、“吹哨人”被打击、

报复、歧视的情况时有发生；另一方面，恶意诬告

陷害屡禁不止；另外，还存在文化方面、制度方面

的差异和影响。如何建立、健全企业内部的“吹哨

人”制度，发挥制度优势，保障企业的良性合规运

作，规避其可能引发的风险，是企业合规管理的一

个重大课题。我们也将继续关注相关政策方向和导

向，协助企业建立健全并妥善运用“吹哨人”制度。 

 
 
 
 
 

 

 
（里兆律师事务所 2020 年 03 月 20 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） 

 
 

 

 
 疫情下不可抗力的适用 

 疫情对企业复工、人事管理等方面的影响 

の誣告行為に負わなければならない法的責任及び法的

結果を通報者に伝えなければならない。企業は事実通

りに通報することを奨励する姿勢を見せながら、通報行

為及び通報事実に対する厳粛且つ謹慎な態度も示す

必要がある。 

 

調査の結果、通報者に悪意ある通報、誣告、中傷の

疑いがあることを証明できる確かな証拠がある場合、コン

プライアンス責任者は遅滞なく会社の関係機構へ報告

し、法律、会社の規則制度に基づき、通報者に対してし

かるべき懲戒処分を行い、且つ調査及び処分の結果を

被通報者に通知し、影響を取り除き、被通報者の名誉

を回復させる措置を速やかに講じなければならない。 

 
 

終わりに：現在、中国政府が公布した「指導意見」で

は、「ホイッスルブロワー」制度の構築を提唱しており、この

ことは、公衆の参与を高め、監督管理上の欠陥を補い、

監督管理の的確性と実効性の向上に有益である。企

業は市場の参与者及び社会の一員として当該制度を

前向きに試行することができるが、この制度を貫徹させる

うえでは、多くの困難や障害がまだ存在していることを意

識しておかなければならない。つまり、通報者、「ホイッス

ルブロワー」が叩かれ、報復を受け、不当な扱いを受ける

ことがよくある一方で、悪意ある誣告、謀略もどれだけ禁

じてもなくなることはない。さらには、文化、制度の方面で

の違いや影響も存在していることから、企業内部の「ホイ

ッスルブロワー」制度を如何に構築し、健全化し、制度の

優位性を発揮して企業の良好なコンプライアンスの実施

を保障し、生じ得るリスクを回避できるかが、企業のコン

プライアンス管理上、一つの重要な課題である。筆者も、

係る政策の方向性及び動向に関心を払いながら、企業

が「ホイッスルブロワー」制度を構築し、適切に運用してい

くうえで協力していきたい。 

 

（里兆法律事務所が 2020 年 3月 20 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） 
 
 
 

 感染症発生状況下における不可抗力の適用 

 感染症発生による企業の事業再開、人事管理

等面に対する影響 




