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一、最新中国法令

一、最新中国法令





国务院关于开展营商环境创新试点工作的意
见

【发布单位】国务院
【发布文号】国发〔2021〕24 号
【发布日期】2021-11-25
【内容提要】在北京、上海、重庆、杭州、广州、
深圳 6 个城市开展营商环境创新试
点。重点任务包括：
破除区域分割和地方保护等不合理限制

清理对企业跨区域经营、迁移设置的不合理
条件，全面取消要求企业在特定区域注册的
规定（有法律法规依据的除外）
。



破除招投标、政府采购等领域对外地企业设
置的隐性门槛和壁垒。
探索企业生产经营高频办理的许可证件、资
质资格等跨区域互认通用。

健全开放透明、规范高效的市场主体准入和退出
机制

进一步提升市场主体名称登记、信息变更、
银行开户等便利度。

建立健全市场准入评估制度，定期排查和清
理在市场准入方面对市场主体资质、资金、
股权比例、人员、场所等设置的不合理条件。


推行企业年报“多报合一”改革。



完善市场主体退出机制，全面实施简易注
销，建立市场主体强制退出制度。
持续提升投资和建设便利度

推进社会投资项目“用地清单制”改革。


推动分阶段整合规划、土地、房产、交通、
绿化、人防等测绘测量事项，优化联合验收
实施方式。
支持市场主体创新发展

探索适应新业态、新模式发展需要的准入准
营标准。
持续提升跨境贸易便利化水平


加快推动“单一窗口”服务功能由口岸通关
向口岸物流、贸易服务等全链条拓展，推进
全流程作业无纸化。



推动与东亚地区主要贸易伙伴口岸间相关
单证联网核查。
优化外商投资和国际人才服务管理

加强涉外商事法律服务，建设涉外商事一站
式多元解纷中心。

探索制定外籍“高精尖缺”人才地方认定标
准。
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ビジネス環境革新試行作業の展開に関する国務
院による意見

【発布機関】国務院
【発布番号】国発〔2021〕24 号
【発 布 日】2021-11-25
【概
要】北京、上海、重慶、杭州、広州、深センの
6 都市でビジネス環境の革新のための試行
措置を展開する。重点任務には、以下のも
のが含まれる。
区域分割及び地方保護等の不合理な制限を撤去する

企業の区域の枠を超える経営、移転について設
けた不合理な条件を見直し、特定区域での登録
を企業に求める規定（法律、法規の根拠がある
場合を除く）を全面的に廃止する。

入札募集、政府調達等の分野において、外地企
業に対して設けた暗黙の制限と障壁を撤去する。

企業の生産経営においてよくある許可証、条件
資格等の区域間の相互承認及び共通使用を探
索する。
開放的で透明性のある、規範的で効率の高い事業
者の市場への参入及び撤退メカニズムを整備する

事業者の名称登記、情報変更、銀行口座の開
設等の利便性をさらに向上させる。

市場参入評価制度を構築し、整備し、市場参
入の面で事業者の条件資格、資金、持分比
率、人員、場所等について設けた不合理な条件
を定期的に調査し、見直す。

企業年次報告の「複数の年次報告書一本化」
改革を推進する。

事業者撤退メカニズムを整備し、簡易抹消を全面
的に実施し、事業者の強制撤退制度を構築する。
投資と建設の利便性を持続的に向上させる

社会投資プロジェクト「用地リスト制」改革を推進
する。

計画、土地、不動産、交通、緑化、民間防空等
の製図・測量事項の段階的な統合を推進し、共
同検収の実施方式を最適化する。
事業者のイノベーション、発展を支援する

新業態、新モデルの発展に適応するために必要
な参入許可・経営許可の基準を探索する。
クロスボーダー貿易円滑化改革レベルを持続的に引き
上げる

「単一窓口」サービス機能の通関地通関から通
関地物流、貿易サービス等へのフルチェーン型の
展開推進を加速し、全プロセスのペーパーレス化
作業を推進する。

東アジア地域の主要貿易パートナーの通関地と
の間の関連書類のオンライン照合を推進する。
外商投資及び国際人材サービス管理を最適化する

渉外商事法律サービスを強化し、渉外商事ワン
ストップ式多元型紛争解決センターを構築する。

「高精尖缺（高次元、精鋭、先端的、不足分野
の）」外国籍人材の地方認定基準の制定を模索
する。
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优化经常性涉企服务

完善动产和权利担保统一登记制度。

深化“多税合一”申报改革，试行代征税款
电子缴税并开具电子完税证明。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-11/25/co
ntent_5653257.htm

企業に関連する経常的サービスを最適化する

動産及び権利保証の統一登記制度を整備する。

「複数租税の一本化」申告改革を推進し、税金
代理徴収の電子納税を試行し、且つ電子納税
証明書を発行する。

電子証明書、電子捺印の銀行口座開設、貸付、
貨物通関、プロジェクト申告、入札募集等の分野
での全面的な応用及び相互承認を推進する。

企業関連事項の「一照通弁（1 つの営業許可証
で複数手続きを行うことができる）」を推進し、企
業への優遇政策について「免申即享（申請を免
除し、即時に享受できる）」という政策を全面的に
実施し、速やかに優遇を与える。
【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/2021-11/25/co
ntent_5653257.htm









推进电子证照、电子签章在银行开户、贷款、
货物报关、项目申报、招投标等领域全面应
用和互通互认。
推行涉企事项“一照通办”，全面实行惠企
政策“免申即享”
、快速兑现。

商务部关于印发《“十四五”对外贸易高质量
发展规划》的通知

【发布单位】商务部
【发布日期】2021-11-23
【实施期间】2021-2025
【内容提要】该规划明确 45 项重点任务。其中包
括：

优化进出口商品结构。降低进口
关税和制度性成本。鼓励优质消
费品进口，扩大先进技术、重要
设备、关键零部件进口，增加能
源资源产品和国内紧缺农产品
进口。

「『第 14 次五か年計画』対外貿易の高品質発展
計画」の印刷配布に関する商務部による通知

规范进出口环节运输、物流、港
口、码头、口岸、国际货代等经
营行为。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkgztz/20
2111/20211103220081.shtml

【発布機関】商務部
【発 布 日】2021-11-23
【実施期間】2021-2025
【概
要】本計画では、45 項目の重点任務を明確に
しており、それには、以下の内容が含まれる。

輸出入商品の構造を最適化する。輸
入関税及び制度的コストを削減する。
良質な消費財の輸入を奨励し、先進
技術、重要設備、重要部品の輸入を
拡大し、エネルギー資源製品及び国
内の不足している農産物の輸入を増
やす。

輸出入段階における輸送、物流、港
湾、埠頭、検問所、国際貨物輸送代
理等の経営行為を規範化する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkgztz/20
2111/20211103220081.shtml







海关总署关于公布《中华人民共和国海关报关
单位备案管理规定》的令

【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署第 253 号令
【发布日期】2021-11-19
【实施日期】2022-01-01
【出台背景】国务院已于 2021 年 04 月取消“报关
企业注册登记”，进出口货物收发货
人、报关企业由“注册登记管理”改
为“备案管理”
。
【内容提要】相对于本次废止的《中华人民共和国
海关报关单位注册登记管理规定》
（以
下简称《注册登记管理规定》）
，该规
定主要修订内容包括：
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「中華人民共和国税関通関業者届出管理規
定」の公布に関する税関総署令

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署第 253 号令
【発 布 日】2021-11-19
【実 施 日】2022-01-01
【発布背景】国務院は、2021 年 4 月に「通関企業登録
登記」を廃止し、輸出入貨物の荷受人・荷
送人、通関企業は、「登録登記管理対
象」から「届出管理対象」へと変更された。
【概
要】この度廃止される「中華人民共和国税関
通関組織登録登記管理規定」（以下「登
録登記管理規定」という）と比べ、本規定で
の主な改正内容には、以下のものが含まれ
る。
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固化海关“放管服”改革成果

【法令全文】请点击以下网址查看：
中华人民共和国海关报关单位备案管理规定
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4011062/index.html
官方解读
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/3022
70/302272/4016474/index.html

税関における「放管服（行政の簡素化と権限委譲、
権限委譲と管理の両立、サービス向上）」改革成果を
固定させる

通関業者が中国国内で通関業務を取り扱うこと
ができることを明確にした。

「登録登記管理規定」の中の幾つかの通関業務
管理、企業信用管理等の内容を削除した。

「登録登記管理規定」における通関人員に対す
る届出要求を削除した。

「輸出入検査検疫申告企業管理弁法」（旧国
家質検総局令第 161 号）を廃止した。
通関業者届出手続きを簡素化し、最適化する

申請書類を大幅に簡素化する。企業の届出申
請の際には「通関業者届出情報表」だけを提出
すればよく、企業が窓口で紙媒体の書類を提出
する必要はなくなる。

完結期日を大幅に前倒しする。通関企業届出の
法定処理期限を 20 営業日から 3 営業日へと短
縮し、輸出入貨物荷受人・荷送人届出は、法
定処理期限無しから 3 営業日以内へと短縮す
る。届出結果は、「中国税関企業輸出入信用
情報公示プラットフォーム」を通じてリアルタイムで
検索できる。

通関企業及び輸出入貨物荷受人・荷送人とい
う二重の立場での届出制限を廃止する。通関業
者は、全国範囲内で輸出入貨物荷受人・荷送
人及び通関業者という二重の立場を持つことがで
きる。

通関業者届出の有効期限を延長する。臨時届
出業者に限り有効期間は 1 年とし、通関業者の
届出は長期に亘り有効である。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
中華人民共和国税関通関業者届出管理規定
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4011062/index.html
公式解説
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/3022
70/302272/4016474/index.html







明确报关单位可以在中国境内办理报关业
务。

删除了《注册登记管理规定》中若干报关业
务管理、企业信用管理等内容。

删除《注册登记管理规定》对报关人员的备
案要求。

废止《出入境检验检疫报检企业管理办法》
（原国家质检总局令第 161 号）。
简化优化报关单位备案程序

大幅精简申请材料。企业申请备案只需提交
《报关单位备案信息表》，不再需要企业现
场提交纸面材料。


大幅压缩办结时限。报关企业备案法定办结
时限由 20 个工作日减少至 3 个工作日，进
出口货物收发货人备案从没有法定办结时
限要求缩减至 3 个工作日以内；备案结果可
以通过“中国海关企业进出口信用信息公示
平台”实时查询。



取消报关企业、进出口货物收发货人双重身
份备案限制。报关单位在全国范围内均可拥
有进出口货物收发货人和报关企业双重身
份。



延长报关单位备案有效期。除临时备案单位
有效期 1 年，报关单位备案长期有效。

海关总署关于公布《中华人民共和国海关经核
准出口商管理办法》的令

【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署第 254 号令
【发布日期】2021-11-23
【实施日期】2022-01-01
【内容提要】根据该办法，经海关依法认定的经核
准出口商，可以对其出口或者生产的、
具备相关优惠贸易协定项下原产资格
的货物开具原产地声明。


申请成为经核准出口商的，应当
向其住所地直属海关提交书面
申请。



经核准出口商认定的有效期为 3
年。
经核准出口商依据该办法开具
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「中華人民共和国税関の認可を受けた輸出業者
管理弁法」の公布に関する税関総署の令

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署第 254 号令
【発 布 日】2021-11-23
【実 施 日】2022-01-01
【概
要】本弁法によると、税関が法に依拠して認定
した、認可を受けた輸出業者は、その輸出
し又は生産する関連優遇貿易協定のもと
で原産資格を持つ貨物に対し、原産地声
明を発行することができる企業をいう。

認可を受けた輸出業者になるよう申
請するためには、その住所地の直属税
関に書面による申請を提出しなければ
ならない。

認可を受けた輸出業者の認定の有効
期間は 3 年である。

認可を受けた輸出業者が本弁法に基
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的原产地声明可以用于向其他
缔约方申请享受相关优惠贸易
协定项下优惠待遇。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4015185/index.html

づき発行した原産地声明は、その他の
締約国に対し関連優遇貿易協定に
おける優遇の享受を申請するために利
用することができる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4015185/index.html





中华人民共和国海关《区域全面经济伙伴关系
协定》项下进出口货物原产地管理办法

中華人民共和国税関の「地域的な包括的経済
連携協定（RCEP）」に基づく輸出入貨物原産地
管理弁法

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4015202/index.html

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署第 255 号令
【発 布 日】2021-11-23
【実 施 日】2022-01-01
【概
要】本弁法は、中国と「地域的な包括的経済
連携協定（RCEP）」（以下、「協定」という）
のその他の締結国との間の「協定」に基づく
輸出入貨物原産地管理に適用される。

次の条件のいずれか一つに該当する
貨物は、「協定」に基づく原産貨物で
あり、「協定」に基づく原産資格を有す
る。 (一) ある締結国が完全に取得し
又は生産した。(二) ある締結国にお
いて完全に原産材料を使用して生産
した。(三)ある締結国において非原産
の材料を使用して生産したが、製品の
特定の原産地規則に定める税則分
類の変更、区域価値成分、製造加
工工程又はその他の要求に合致する

原産資格を有する輸入貨物は、その
原産国（地区）に応じて、「協定」に基
づく相応の税率を適用することができ
る。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4015202/index.html





【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署第 255 号令
【发布日期】2021-11-23
【实施日期】2022-01-01
【内容提要】该办法适用于中国与《区域全面经济
伙伴关系协定》（以下简称《协定》）
其他成员方之间《协定》项下进出口
货物原产地管理。

符合下列条件之一的货物，是
《协定》项下原产货物，具备《协
定》项下原产资格：（一）在一
成员方完全获得或者生产；
（二）
在一成员方完全使用原产材料
生产；（三）在一成员方使用非
原产材料生产，但符合产品特定
原产地规则规定的税则归类改
变、区域价值成分、制造加工工
序或者其他要求。


具备原产资格的进口货物，可以
依据其原产国（地区）适用相应
的《协定》项下税率。

上海市商务委员会关于开展 2021 年度外商投
资企业信息报告监督检查工作的通知

【发布单位】上海市商务委员会
【发布文号】沪商外资〔2021〕259 号
【发布日期】2021-11-22
【内容提要】从该通知下发之日起至 2021 年 12 月
15 日，上海市对 2021 年度外商投资
信息报告进行集中检查，分为初始、
变更报告检查和年度报告检查两种。
主要采取不定向或者定向抽查方式，
按照“双随机、一公开”的要求开展。

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://sww.sh.gov.cn/xxgkzcwjwgtzgl/20211122/3
5cf6e744952420b99aedb672f213e3e.html
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2021 年度外商投資企業情報報告監督検査作
業の展開に関する上海市商務委員会による通知

【発布機関】上海市商務委員会
【発布番号】滬商外資〔2021〕259 号
【発 布 日】2021-11-22
【概
要】本通知の発布日から 2021 年 12 月 15 日
まで、上海市は 2021 年度外商投資情報
報告について集中的な検査を行う。それに
は、初期・変更報告検査と年度報告検査
の 2 種類がある。主に非固定対象又は固
定対象抽出検査方式を採り、「二重の無
作為抽出検査、全過程公開」とう要求に
従って展開する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://sww.sh.gov.cn/xxgkzcwjwgtzgl/20211122/3
5cf6e744952420b99aedb672f213e3e.html
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广东省人民政府关于调整我省最低工资标准
的通知

【发布单位】广东省人民政府
【发布文号】粤府函〔2021〕345 号
【发布日期】2021-11-26
【实施日期】2021-12-01
【内容提要】



広東省の最低賃金基準の調整に関する広東省
人民政府による通知

广州
深圳
珠海、佛山、东
二类 1900
18.1
莞、中山
汕头、惠州、江
三类 1720
17.0
门、湛江、肇庆
韶关、河源、梅
州、汕尾、阳江、
四类 1620
16.1
茂名、清远、潮
州、揭阳、云浮
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/p
ost_3678378.html

【発布機関】広東省人民政府
【発布番号】粤府函〔2021〕345 号
【発 布 日】2021-11-26
【実 施 日】2021-12-01
【概
要】
非全日制従業
月あたりの 員（パートタイ
最低賃金 ム従業員）
種類
適用地区
基準 1 時間あたりの
（元/月） 最低賃金基準
（元/時間）
広州
2300
一類
22.2
深セン
2360
珠海、仏山、東
二類
1900
18.1
莞、中山
汕頭、恵州、江
三類
1720
17.0
門、湛江、肇慶
韶関、河源、梅
州、汕尾、陽江、
四類
1620
16.1
茂名、清遠、潮
州、掲陽、雲浮
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/p
ost_3678378.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。

【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、最新资讯

二、新着情報





类别

一类

月最低工 非全日制小时
资标准 最低工资标准
（元/月） （元/小时）
2300
2360

适用地区

22.2

三孩政策落地半年 多省市明确延长生育假

2021 年 05 月 31 日，中共中央政治局审议《关
于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》
，作
出“一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措
施”的重大决策。截至目前，全国多省市明确延长
生育假期，包括北京、上海、浙江、江苏等。另有
多地正在起草或公开征集意见中。

规定
《北京
市人口
与计划
生育条





修订内容
按规定生育子女的夫妻，除享受
国家规定的产假外，女方享受延
长生育假六十日。
在子女满三周岁前，夫妻双方每
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３人目の出産許可政策の公布から半年余りが経
過し、多くの省・市が出産休暇の延長を明確にした

2021 年 5 月 31 日に、中国共産党中央政治局は
「生育政策を最適化し、人口の均衡のとれた長期的発
展を促進することに関する決定」を審議し、「夫婦 1 組に
つき 3 人までの出産を認める政策及びその附帯支援措
置」という重大決定を下した。現在までに、北京、上海、
浙江省、江蘇省等を含む全国の多くの省・市が出産休
暇期間の延長を明確にしている。上記の省・市以外、
多くの地区が政策起草中又はパブリックコメント募集中
である。
規定
改正内容
「北京 
規定に基づき出産をした夫婦 につい
市人口
て、国が定める出産休暇のほか、女性
及び計
側の出産休暇を 60 日延長する。
画出産 
子供が満 3 歳になるまで、夫婦ともに 1
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例》
（
自
2021 年
11 月 26
日起施
行）





《上海
市人口
与计划
生育条
例》
（
自
2021 年
11 月 25
日起施
行）

《江苏
省人口
与计划
生育条
例》
（
自
2021 年
09 月 29
日起施
行）

条例」
（ 2021
年 11 
月 26
日から
施行）




修改再生育子女的条件，简化认
定情形，不再对再婚夫妻之前生
育的子女进行合并计算。





符合法律法规规定生育的夫妻，
除享受国家规定的产假外，女方
还可以再享受生育假 60 天。



在其子女年满三周岁之前，夫妻
双方每年可以享受育儿假各 5
天。
修改再生育子女的条件，简化认
定情形，不再对再婚夫妻之前生
育的子女进行合并计算。


「上海
市人口
及び計
画出産

条例」
（ 2021
年 11

月 25
日から
施行）





《浙江
省人口
与计划
生育条
例》
（
自
2021 年
11 月 25
日起施
行）

人每年享受五个工作日的育儿
假。
夫妻双方经所在机关、企业事业
单位、社会团体和其他组织同意，
可以调整延长生育假、育儿假的
假期分配。
女方自愿减少延长生育假的，男
方享受的陪产假可以增加相应天
数；夫妻双方享受的育儿假合计
不超过十个工作日。

符合法律法规规定生育的夫妻，
在享受国家规定产假的基础上，
女方生育一孩延长产假 60 天，
二孩、三孩延长产假 90 天。



在子女三周岁内，夫妻双方每年
还可以各享受 10 天育儿假。



独生子女且家庭老年人年满 60
周岁，每年可以享受 5 天独生子
女陪护父母假。



修改再生育子女的条件，简化认
定情形，不再对再婚夫妻之前生
育的子女进行合并计算。



符合规定生育子女的夫妻，在享
受国家规定产假的基础上，女方
延长产假不少于三十天，男方享
受护理假不少于十五天。



推动实行父母育儿假制度。



修改再生育子女的条件，简化认
定情形，不再对再婚夫妻之前生
育的子女进行合并计算。

（里兆律师事务所 2021 年 11 月 26 日编写）
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「浙江
省人口
及び計

画出産
条例」
（ 2021

年 11
月 25
日から
施行）



「江蘇
省人口
及び計
画出産
条例」

（ 2021
年 09

月 29
日から
施行）

年間につき 5 業務日の育児休暇をそれ
ぞれ取得することができる。
夫婦双方が所属する機関、企業・事
業組織、社会団体及びその他組織の
同意を得たうえ、生育休暇、育児休暇
を調整・延長することができる。
女性側が生育休暇の延長を自主的に
減らす場合、男性側が享受する出産
介護休暇は、相応分の日数を増やす
ことができる。夫婦双方が享受する育
児休暇は、合計で 10 業務日を超えて
はならない。
再婚夫婦の出産条件を修正し、認定
状況を簡素化し、再婚夫婦の連れ子
はこの 3 人の枠には含めないとしてい
る。
法律・法規の規定に従い出産した夫
婦は、国が定める出産休暇のほか、女
性側は、更に 60 日の生育休暇を享受
することができる。
子供が満 3 歳になるまで、夫婦ともに 1
年間につき 5 日間の育児休暇をそれぞ
れ取得することができる。
再婚夫婦の出産条件を修正し、認定
状況を簡素化し、再婚夫婦の連れ子
はこの 3 人の枠には含めないとしてい
る。
法律・法規の規定に従い出産した夫
婦は、国が定める出産休暇のほか、女
性側が 1 人目の子を出産する場合、
出産休暇は 60 日延長され、2 人目の
子及び 3 人目の子を出産する場合、
出産休暇は 90 日延長される。
子供が満 3 歳になるまで、夫婦ともに
年間 10 日間の育児休暇をそれぞれ取
得することができる。
一人っ子であり且つ家庭の高齢者が満
60 歳の場合、年間 5 日間の一人っ子
の両親介護休暇を取得することができ
る。
再婚夫婦の出産条件を修正し、認定
状況を簡素化し、再婚夫婦の連れ子
はこの 3 人の枠には含めないとしてい
る。
規定に従い出産した夫婦は、国が定め
る出産休暇のほか、女性側の出産休
暇を 30 日以上延長し、男性側は、介
護休暇を 15 日以上取得することがで
きる。。
両親共に育児休暇を取得することがで
きる制度を推進する。
再婚夫婦の出産条件を修正し、認定
状況を簡素化し、再婚夫婦の連れ子
はこの 3 人の枠には含めないとしてい
る。

（里兆法律事務所が 2021 年 11 月 26 日付で作成）
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三、近期热点话题

三、トピックス

※企业近期的关注话题（=律师近期的关注话题）

※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）



《个人信息保护法》要求下，企业急需补充、
完善的规章制度、协议书、同意书等





集团内共享个人信息的应对方案



Leezhao Law Office · All rights reserved.

「個人情報保護法」の要求により、企業が急ぎ補
充、整備する必要のある規則制度、協議書、同
意書など
グループ企業内における個人情報の共有に係る対
応策
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