里兆法律资讯

Leezhao Newsletters

中国上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层
29F, Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Shanghai, China
Tel (86-21) 68411098
Fax (86-21) 68411099
Postal Code 200120



《里兆法律资讯》由里兆律师事务所编制（请



「里兆法律情報」は里兆法律事務所が作成した
ものであり（中国語の内容が原文であり、日本語
訳は参考用とします）、書面での許可なしに、転
載、編集等してはなりません。
「里兆法律情報」の購読、著作権声明及び免責
声明等の内容は、里兆法律事務所ウェブサイト
の法律情報の受信をご覧ください。
「里兆法律情報」のこれまでの内容をご覧になり
たい場合は、里兆法律事務所ウェブサイトの「里
兆法律情報」の欄をご覧ください。
ご意見やご提案等ございましたら、或いは「里兆
法律情報」を受信できていない又は受信をご希
望されない場合には、私共にご連絡ください。
WeChat 公式アカウント「里兆法律情報」から
「里兆法律情報」の要旨を逸早くご覧いただけま
す（左の WeChat・QR コードを読み取っていただ
きますと、入力の手間が省けます）。

以中文内容为准，日本语译文仅供参考），未
经书面许可，不得转载、摘编等；



关于《里兆法律资讯》的订阅规则、版权声明
及免责声明等内容，详见里兆律师事务所网站



的订阅法律资讯；



如果您想阅读《里兆法律资讯》的以往内容，



请访问里兆律师事务所网站中的“里兆法律资
讯”栏目；



如果您有任何意见与建议或者您没有收到或希



望不再收到《里兆法律资讯》，请与我们联系；



您还可关注微信公众号“里兆



法律资讯”（微信二维码见右
侧），更便捷地阅读《里兆法
律资讯》的重点内容。

                                                

Issue 754·2021/12/14～2021/12/20
目录
（点击目录标题，可转至相应主文；点击主文标题，
可返回目录。
）

目次
（目次のタイトルをクリックすると該当する本文が表示されま
す。本文中のタイトルをクリックいただくと目次に戻ります。）

一、最新中国法令

一、最新中国法令



国家卫生健康委员会等关于印发国家职业
病防治规划（2021-2025 年）的通知.......... 2
国家发展改革委、工业和信息化部关于振作
工业经济运行 推动工业高质量发展的实施
方案的通知................................................ 3
国家发展和改革委员会关于建立违背市场
准入负面清单案例归集和通报制度的通知.. 3



工业和信息化部等关于印发“十四五”促进
中小企业发展规划的通知...........................
国务院关税税则委员会关于 2022 年关税调
整方案的通知.............................................
工业和信息化部等五部门关于调整重大技
术装备进口税收政策有关目录的通知.........
国家发展改革委办公厅等四部门关于印发
《反食品浪费工作方案》的通知.................
海关总署关于《中华人民共和国进口食品境
外生产企业注册管理规定》和《中华人民共
和国进出口食品安全管理办法》实施相关事
宜的公告
海关总署关于实施《中华人民共和国海关经
核准出口商管理办法》相关事项的公告

















4

4

5

5

海关总署关于《区域全面经济伙伴关系协
定》实施相关事项的公告........................... 6
国家知识产权局关于印发《商标一般违法判
断标准》的通知.......................................... 6

Leezhao Law Office · All rights reserved.







国家職業病防止計画（2021-2025 年）公布に
関する国家衛生健康委員会等による通知....... 2
工業及び経済を活性化し、工業の良質な発展
を後押しするための実施方案に関する国家発展
改革委員会、工業・情報化部による通知........ 3
市場参入ネガティブリスト違反事例の集約及び
通報制度構築に関する国家発展・改革委員会
による通知.................................................... 3
「第 14 次五か年計画」中小企業の発展促進計
画公布に関する工業・情報化部等による通知..... 4
2022 年関税調整方案に関する国務院関税税
則委員会による通知...................................... 4
重大技術設備輸入税収政策に係る目録調整に
関する工業・情報化部等 5 つの部門による通知.. 5
「食品浪費禁止作業方案」公布に関する国家発
展改革委員会弁公庁等４つの部門による通知... 5
「中華人民共和国輸入食品海外生産企業登
録管理規定」及び「中華人民共和国輸出入食
品安全管理弁法」の実施に関する税関総署に
よる公告
「中華人民共和国税関の承認を得ている輸出
業者管理弁法」実施に関する税関総署による
公告
「地域的な包括的経済連携協定」実施に関す
る税関総署による公告................................... 6
「商標一般違法判断基準」公布に関する国家
知的財産権局による通知.............................. 6

1/8



最高人民检察院关于印发《企业合规典型案
例（第二批）
》的通知................................. 6



「企業コンプライアンスの典型的判例（第二弾）」
公布に関する最高人民検察院による通知....... 6

二、最新资讯

二、新着情報



国务院常务会议：部署进一步采取市场化方
式加强对中小微企业的金融支持 确定加大
对制造业支持的政策举措........................... 7





112 个世贸组织成员就投资便利化谈判发
布联合声明................................................ 7



三、近期热点话题........................................ 8

国務院常務会議：市場化を推進し、中小零細
企業に対する金融サポートを強化する旨の方針
を示し、また製造業に対する支援を拡大するた
めの政策措置を確定した................................ 7
世界貿易組織の加盟国 112 カ国が投資円滑
化について交渉し、共同声明が発出した.......... 7

三、トピックス.................................................... 8

一、最新中国法令

一、最新中国法令





国家卫生健康委员会等关于印发国家职业病
防治规划（2021-2025 年）的通知

【发布单位】国家卫生健康委员会等多部门
【发布文号】国卫职健发〔2021〕39 号
【发布日期】2021-12-17
【实施期间】2021-2025
【内容提要】该规划明确了改善工作场所劳动条
件、
严格监管执法等 8 方面主要任务。

深化源头预防，改善工作场所劳动条件


强化用人单位主体责任，严格落实职业病危
害项目申报、建设项目职业病防护设施“三
同时”、职业病危害因素检测评价、劳动者
职业健康检查和健康培训等制度。



以粉尘、化学毒物、噪声和辐射等职业病危
害严重的行业领域为重点，持续开展职业病
危害因素监测和专项治理。

严格监管执法，提高职业健康监管效率



规范用人单位劳动用工，加强劳动合同、工
作时间、工伤保险等监督管理。
继续在重点行业中推行集体协商和签订劳
动安全卫生专项集体合同，督促用人单位和
劳动者认真履行防治责任。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.nhc.gov.cn/zyjks/s7786/202112/0aab1
083f4e94d199312f22ffc2a6ce6.shtml
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国家職業病防止計画（2021-2025 年）公布に関
する国家衛生健康委員会等による通知

【発布機関】国家衛生健康委員会等複数部門
【発布番号】国衛職健発〔2021〕39 号
【発 布 日】2021-12-17
【実施期間】2021-2025
【概
要】本計画では、労働場所の労働条件を改善
すること、監督管理及び法執行を厳格に実
行することなど、8 つの面に係る主要任務を
明確にしている。
根源的な予防を推進し、労働場所の労働条件を改
善する

雇用者の主体責任を強化し、職業病危害項目
の申告、建設プロジェクト職業病防護施設の「三
同時」、職業病危害要素検測評価、労働者の
労働衛生検査及び衛生訓練等の制度を厳格に
着実に実施する。

粉塵、化学毒物、騒音及び放射などの職業病
危害が深刻な業種分野を重点対象とし、職業
病危害要素のモニタリング及び特別防止措置を
持続的に展開する。
監督管理、法執行を厳格に実行し、労働衛生監督
管理の効率を向上させる

雇用者の労働雇用を規範化し、労働契約、労
働時間、労災保険などの監督管理を強化する。

重点業種において、団体交渉及び労働安全衛
生に関する労働協約の締結を引き続き推進し、
防止責任を真摯に履行するよう雇用者及び労働
者に促す。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.nhc.gov.cn/zyjks/s7786/202112/0aab1
083f4e94d199312f22ffc2a6ce6.shtml
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国家发展改革委、工业和信息化部关于振作工
业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案
的通知

【发布单位】国家发展改革委、工业和信息化部
【发布文号】发改产业〔2021〕1780 号
【发布日期】2021-12-14
【内容提要】该通知提出推进能源安全保供、大宗
原材料保供稳价、推动企业技术改造、
释放重点领域消费潜力、提高外资利
用水平、加大制造业融资支持等 16
项措施。包括：



工業及び経済を活性化し、工業の良質な発展を
後押しするための実施方案に関する国家発展改
革委員会、工業・情報化部による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202112/t202
11214_1307766.html?code=&state=123

【発布機関】国家発展改革委員会、工業・情報化部
【発布番号】発改産業〔2021〕1780 号
【発 布 日】2021-12-14
【概
要】本通知において、エネルギーの安全な供給
確保、大口原材料の供給確保及び価格
安定化を推進すること、企業の技術革新
促進、重点分野における消費ポテンシャル
の放出、外資利用水準の向上、製造業の
資金調達支援強化等 16 項目の措置を打
ち出している。具体的には以下のものが含
まれる。

産業構造調整指導目録を修正し、
企業が技術革新及び設備更新を加
速させるように方向づける。鋼鉄、非
鉄金属、建材、石油化学、石炭発
電等の重点分野において、技術革新
を展開する。

新エネルギー自動車の普及を加速さ
せ、その附帯施設の建設を加速させ
る。家電の回収処理体系を健全化
し、家電生産者回収目標責任制を
実施する。

2021 年版の外資参入ネガティブリスト
を公布し、製造業等の分野に対する
制限を更に緩和する。「外国投資者
による対中投資を奨励する産業目
録」を適時に修正し、外国投資者に
よる製造業への投資を奨励する。
【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/202112/t202
11214_1307766.html?code=&state=123







修订产业结构调整指导目录，引
导企业加快技术改造和设备更
新。在钢铁、有色、建材、石化、
煤电等重点领域组织开展技术改
造。



加快新能源汽车推广应用，加快
其配套设施建设。健全家电回收
处理体系，实施家电生产者回收
目标责任制。



出台 2021 年版外资准入负面清
单，进一步放宽制造业等领域限
制。适时修订《鼓励外商投资产
业目录》
，鼓励外商投资制造业。

国家发展和改革委员会关于建立违背市场准
入负面清单案例归集和通报制度的通知

【发布单位】国家发展和改革委员会
【发布文号】发改体改〔2021〕1670 号
【发布日期】2021-12-16
【内容提要】该通知提出：对违背市场准入负面清
单情况进行归集排查，建立案例归集
和定期通报制度。
案例归集范围

地方政府及有关机构违背市场准入负面清
单禁止准入类或许可准入类事项要求进行
审批的。

市场主体违规进入市场准入负面清单禁止
或限制进入的行业、领域、业务的。


地方政府及有关机构设置市场准入隐性壁
垒的；等。
建立典型案例通报机制
对违背市场准入负面清单的典型案例情况进行
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市場参入ネガティブリスト違反事例の集約及び通
報制度構築に関する国家発展・改革委員会によ
る通知

【発布機関】国家発展・改革委員会
【発布番号】発改体改〔2021〕1670 号
【発 布 日】2021-12-16
【概
要】本通知において、市場参入ネガティブリスト
違反状況に対する厳重検査を行い、それを
集約すること、事例集約及び定期的通報
制度を構築することについて、提言している。
集約する事例の対象範囲

地方政府及び関係機関が市場ネガティブリスト
の参入禁止類又は参入許可類事項に反して、
審査許可手続きを経るよう要求した場合。

事業者が規定に違反して、市場ネガティブリスト
において参入が禁止又は制限されている業種、
分野、事業に参入した場合。

地方政府及び関係機関が市場参入に対して
潜在的障壁を設けた場合など。
典型的事例の通報メカニズムを構築する
市場参入ネガティブリストに反している典型的事例の
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通报，在国家发展改革委门户网站和“信用中国”
网站向社会公示，同步纳入全国城市信用状况动
态监测。
完善市场准入效能评估指标体系

福建、云南、宁夏等第一批试点地区在现有
工作基础上，进一步完善市场准入效能评估
指标体系，将案例归集情况作为评估重要内
容。

将北京、河北、上海、浙江、安徽、广东、
重庆纳入第二批试点范围。
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202112/t202
11216_1307998.html?code=&state=123

状況を報告し、国家発展改革委員会のポータルサイ
ト及び「信用中国」ウェブサイトを通じて一般公開する
と同時に、全国都市信用状況の動的監視を実施す
る対象範囲に組み入れる。
市場参入効果評価指標体系を整備する

福建、雲南、寧夏など試行地区（第一陣）にお
いて、既存の取り組みをベースにして、市場参入
効果評価指標体系を更に改善し、事例の集約
状況を評価の重要項目とする。

北京、河北、上海、浙江、安徽、広東、重慶を
試行の対象範囲（第二陣）に組み入れる。
【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/202112/t202
11216_1307998.html?code=&state=123





工业和信息化部等关于印发“十四五”促进中
小企业发展规划的通知

「第 14 次五か年計画」中小企業の発展促進計
画公布に関する工業・情報化部等による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/gzdt/art/2021/art_
ade0a87b63aa4c54be6c635a01f0de8b.html

【発布機関】工業・情報化部等複数部門
【発布番号】工信部聯規〔2021〕200 号
【発 布 日】2021-12-17
【実施期間】2021-2025
【概
要】本計画において、事業者の育成及び強大
化、政策による支援体系の改善、効率的
なサービス体系の構築、公平な競争環境
の整備、融資獲得可能性の向上、適法権
益の保護強化、イノベーション能力及び専
業化水準の向上といった 7 つの主要任務を
設けている。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/gzdt/art/2021/art_
ade0a87b63aa4c54be6c635a01f0de8b.html





【发布单位】工业和信息化部等多部门
【发布文号】工信部联规〔2021〕200 号
【发布日期】2021-12-17
【实施期间】2021-2025
【内容提要】该规划确立了包括培育壮大市场主
体、健全政策支持体系、建立高效服
务体系、完善公平竞争环境、提高融
资可得性、加强合法权益保护、提升
创新能力和专业化水平七个主要任
务。

国务院关税税则委员会关于 2022 年关税调整
方案的通知

【发布单位】国务院关税税则委员会
【发布文号】税委会〔2021〕18 号
【发布日期】2021-12-15
【内容提要】自 2022 年 01 月 01 日起，对 954 项
商品实施低于最惠国税率的进口暂定
税率。此次调整内容包括：


降低部分消费品的进口关税，包
括鲑鱼等优质水产品等。



为改善环境质量，对可提高车辆
燃油效率、减少尾气排放的汽油
机颗粒捕集器以及可用于土壤修
复的泥煤等，降低进口关税。



助力制造业优化升级，降低高纯
石墨配件等关键零部件的进口关
税等。
降低国内短缺的黄铁矿、纯氯化
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2022 年関税調整方案に関する国務院関税税
則委員会による通知

【発布機関】国務院関税税則委員会
【発布番号】税委会〔2021〕18 号
【発 布 日】2021-12-15
【概
要】2022 年 1 月 1 日から、954 品目の商品に
対して、最恵国税率を下回る輸入暫定税
率を実施する。今般の調整には以下の内
容が含まれる。

一部消費財の輸入関税を引き下げ
る。それには、サケ等の良質な水産品
等が含まれる。

環境の質を改善するために、車両の
燃料効率を向上させ、排気ガスの排
出を減少させることが可能なガソリンエ
ンジン微粒子捕集フィルター及び土壌
修復に使用可能な泥炭等の輸入関
税を引き下げる。

製造業の最適化、高度化を後押し
し、高純度黒鉛部品など重要部品の
輸入関税などを引き下げる。

中国国内において不足している黄鉄

4/8

钾等资源产品的进口关税。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202112/t2
0211215_3775137.htm

鉱、純塩化カリウムなど資源製品の輸
入関税を引き下げる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202112/t2
0211215_3775137.htm





工业和信息化部等五部门关于调整重大技术
装备进口税收政策有关目录的通知

重大技術設備輸入税収政策に係る目録調整に
関する工業・情報化部等 5 つの部門による通知

【发布单位】工业和信息化部、财政部、海关总署、
国家税务总局、国家能源局
【发布文号】工信部联重装〔2021〕198 号
【发布日期】2021-12-13
【内容提要】该通知发布了 2021 年版的《国家支
持发展的重大技术装备和产品目录》、
《重大技术装备和产品进口关键零部
件、原材料商品目录》和《进口不予
免税的重大技术装备和产品目录》
（均
自 2022 年 01 月 01 日起执行）
，并对
新旧目录适用的过渡事宜进行了明
确。
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021
/art_e8514d1785cd41ddae3672e03729ce7f.html

【発布機関】工業・情報化部、財政部、税関総署、国
家税務総局、国家エネルギー局
【発布番号】工信部聯重装〔2021〕198 号
【発 布 日】2021-12-13
【概
要】本通知において、2021 年度版の「国が発
展を後押しする重大技術設備及び製品目
録」、「重大技術設備及び製品において輸
入する重要部品、原材料商品目録」及び
「輸入において免税扱いしない重大技術設
備及び製品目録」（いずれも 2022 年 1 月
1 日から実施する）を公布し、新旧目録適
用の経過措置についても明確にしている。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021
/art_e8514d1785cd41ddae3672e03729ce7f.html





国家发展改革委办公厅等四部门关于印发《反
食品浪费工作方案》的通知

【发布单位】国家发展改革委办公厅、商务部办公
厅、国家市场监督管理总局办公厅、
粮食和储备局办公室
【发布文号】发改办环资〔2021〕949 号
【发布日期】2021-12-17
【内容提要】该方案从遏制餐饮行业食品浪费、加
强公共机构餐饮节约、促进食品合理
利用、严格执法监督等六方面提出若
干措施。其中包括：

加强餐饮行业管理

餐饮外卖平台、餐饮服务经营者要以显著方
式提醒消费者按需适量点餐。


建立健全餐饮行业反食品浪费的制度规范。

健全临期食品销售体系

优化食品标识制度，鼓励食品生产者在食品
包装上明确标识“最佳食用日期”和“保质
日期”，支持食品生产经营者以优惠价格销
售临近“最佳食用日期”的食品。


指导超市、商场等食品经营者加强日常检
查，对临近保质期的食品分类管理，作特别
标识或者集中陈列出售。

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/...
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「食品浪費禁止作業方案」公布に関する国家発
展改革委員会弁公庁等４つの部門による通知

【発布機関】国家発展改革委員会弁公庁、商務部弁
公庁、国家市場監督管理総局弁公庁、
食糧及び備蓄局事務室
【発布番号】発改弁環資〔2021〕949 号
【発 布 日】2021-12-17
【概
要】本方案において、飲食業種における食品浪
費を抑制すること、公共機関における飲食
節約を強化すること、食品の合理的利用を
促進すること、法執行、監督を厳格に実施
することなど、6 つの面から措置を打ち出して
いる。具体的には、以下のものが含まれる。
飲食業種の管理を強化する

フードデリバリープラットフォーム、飲食サービス事
業者は、目立つ方式で、消費者に対し適度に
注文するよう注意喚起すること。

飲食業種の食品浪費禁止に係る制度規範を
構築し、健全化する。
賞味期限間近の食品販売体系を整備する

食品表示制度を最適化し、食品生産者が食
品包装に「賞味期限」及び「品質保証期限」を
明確に表示することを奨励し、食品生産・取扱
者がディスカウント価格で「賞味期限」間近の食
品を販売することを支持する。

スーパー、デパートなどの食品取扱者に日常検
査を強化し、品質保証期限間近の食品を分類
管理し、特別表示する又は一ヶ所に集中陳列
して販売するよう指導する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.ndrc.gov.cn/...
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海关总署关于《中华人民共和国进口食品境外
生产企业注册管理规定》和《中华人民共和国
进出口食品安全管理办法》实施相关事宜的公
告
海关总署关于实施《中华人民共和国海关经核
准出口商管理办法》相关事项的公告
海关总署关于《区域全面经济伙伴关系协定》
实施相关事项的公告



「中華人民共和国輸入食品海外生産企業登録
管理規定」及び「中華人民共和国輸出入食品
安全管理弁法」の実施に関する税関総署による
公告
「中華人民共和国税関の承認を得ている輸出業
者管理弁法」実施に関する税関総署による公告
「地域的な包括的経済連携協定」実施に関する
税関総署による公告

【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署公告 2021 年第 103 号、
105
号、106 号
【发布日期】2021-12
【法令全文】请点击以下网址查看：
103 号：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4053483/index.html
105 号：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4061727/index.html
106 号：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4061635/index.html

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署公告 2021 年第 103 号、105
号、106 号
【発 布 日】2021-12
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
103 号：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4053483/index.html
105 号：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4061727/index.html
106 号：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4061635/index.html





国家知识产权局关于印发《商标一般违法判断
标准》的通知

「商標一般違法判断基準」公布に関する国家知
的財産権局による通知

【发布单位】国家知识产权局
【发布文号】国知发保字〔2021〕34 号
【发布日期】2021-12-13
【实施日期】2022-01-01
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://sbj.cnipa.gov.cn/zcwj/202112/t20211215_33
8107.html

【発布機関】国家知的財産権局
【発布番号】国知発保字〔2021〕34 号
【発 布 日】2021-12-13
【実 施 日】2022-01-01
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://sbj.cnipa.gov.cn/zcwj/202112/t20211215_33
8107.html





最高人民检察院关于印发《企业合规典型案例
（第二批）
》的通知

【发布单位】最高人民检察院
【发布日期】2021-12-15
【内容提要】为推进第三方监督评估机制适用，最
高人民检察院将上海 J 公司、朱某某
假冒注册商标案等 6 件适用第三方监
督评估机制案例作为第二批企业合规
典型案例，供检察部门办案时参考借
鉴。

「企業コンプライアンスの典型的判例（第二弾）」公
布に関する最高人民検察院による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.spp.gov.cn/...

【発布機関】最高人民検察院
【発 布 日】2021-12-15
【概
要】第三者監督評価メカニズムの適用を推進
するために、最高人民検察院は、第三者
監督評価メカニズムが適用された上海 J
社、朱氏による登録商標の冒用等 6 件の
事案を企業コンプライアンスの典型的判例
（第二弾）として、検察部門が事案を処理
する際の参考となるよう、公示している。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.spp.gov.cn/...

【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。

Leezhao Law Office · All rights reserved.
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二、最新资讯

二、新着情報





国务院常务会议：部署进一步采取市场化方式
加强对中小微企业的金融支持 确定加大对制
造业支持的政策举措

日前，国务院总理李克强主持召开国务院常务
会议，部署进一步采取市场化方式加强对中小微企
业的金融支持；确定加大对制造业支持的政策举措，
促进实体经济稳定发展。





构建全国一体化融资信用服务平台网络，
加快推动市场主体注册登记、行政处罚、
司法判决及执行以及纳税、社保缴费等信
息共享。



实施减税降费政策要向制造业倾斜，加大
研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政
策力度。



深化制造业领域“放管服”改革，实施涉
企经营许可事项清单管理。



发展先进制造业，
加快制造业数字化转型。



深化和拓展国际合作，支持外资企业加大
中高端制造、研发中心等投资。维护产业
链供应链稳定。

国務院常務会議：市場化を推進し、中小零細企
業に対する金融サポートを強化する旨の方針を示
し、また製造業に対する支援を拡大するための政
策措置を確定した

先頃、李克強国務院総理が国務院常務会議を主
宰し、市場化を推進し、中小零細企業に対する金融サ
ポートを強化する旨の方針を示し、また実体経済の安定
した発展を促すために、製造業に対する支援を拡大する
ための政策措置を確定した。

全国一体化資金調達信用サービスプラットフォ
ームネットワークを構築し、事業者の登録登記、
行政処罰、司法判決及びその執行並びに納
税、社会保険料納付等情報の共有に向けた取
組みを加速させる。

製造業を重点的対象として減税及び費用引下
げ政策を実施し、研究開発費用の追加控除、
増値税控除留保税額還付などの政策を強化
する。

製造業分野において、「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）」改革を推進し、企業に係る経営許可事
項リスト管理を実施する。

先進的製造業を発展させ、製造業のデジタル
化を加速させる。

国際協力を推進し、外資企業によるミドルレン
ジ・ハイエンド製造、研究開発センターなどへの
投資拡大を後押しする。産業チェーン、供給チェ
ーンの安定化を確保する。

（里兆律师事务所 2021 年 12 月 17 日编写）

（里兆法律事務所が、2021 年 12 月 17 日付で作成）

112 个世贸组织成员就投资便利化谈判发布
联合声明



世界貿易組織の加盟国 112 カ国が投資円滑化
について交渉し、共同声明が発出した

日前，中国和欧盟、俄罗斯、日本、智利、巴
西、
尼日利亚等共 112 个世贸组织成员共同联署《投
资便利化联合声明》
。各方在声明中强调将继续坚持
发展导向，并以现有谈判文本为基础推进谈判，目
标是在 2022 年底前结束文本谈判，推动最终达成
投资便利化多边协定。

先頃、中国と EU、ロシア、日本、チリ、ブラジル、ナイ
ジェリアなど世界貿易機関の加盟国計 112 カ国が共同
で、「投資円滑化に関する共同声明」に連署した。各加
盟国は声明の中で、発展の方向性を引き続き堅持し、
既存の条文をベースに交渉を進め、2022 年末までの交
渉の妥結を目指し、投資円滑化に関する多国間協定
の締結へと前進させることを強調した。

投资便利化是各方为推动 2016 年二十国集团
（G20）杭州峰会关于《G20 全球投资指导原则》
的成果转化，于 2017 年在世贸组织联合发起的谈
判议题，智利目前担任谈判协调人。该议题旨在建
立国际规则，在全球范围内提升投资政策透明度、
简化和加快投资审批程序、促进国际合作。截止目
前，参加方已就协定框架和主要规则形成初步共识。

投資円滑化は、2016 年の G20 杭州サミットの「G20
グローバル投資指導原則」に関する成果の実用化を促
進するために、2017 年に世界貿易機関が共同で立ち
上げた交渉テーマであり、現在チリが交渉の議長を務め
ているである。このテーマは、国際ルールを構築し、投資
政策の透明性をグローバル規模で向上させ、投資に係
る審査許可手続きの簡素化及び迅速化を図り、国際
協力を促進することを目的とするものである。現在まで
に、協定の枠組みや主要なルールについて、参加者間に
おいて一応のコンセンサスが成立している。

（里兆律师事务所 2021 年 12 月 17 日编写）

Leezhao Law Office · All rights reserved.

（里兆法律事務所が、2021 年 12 月 17 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）







国家安全审查常态化视角下出海企业的数据
合规
《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

Leezhao Law Office · All rights reserved.



国家セキュリティ審査常態化の視点から見た中国
進出企業のデータコンプライアンス
「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
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