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一、最新中国法令

一、最新中国法令





行政处罚法（修订）

【发布单位】全国人民代表大会常务委员会
【发布文号】主席令第七十号
【发布日期】2021-01-22
【实施日期】2021-07-15
【内容提要】此次修订内容包括：

将部分行政处罚权下放到乡镇街
道；

明确行政机关实施行政处罚时，
有违法所得的，应当予以没收；

行政処罰法（改正）

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202101/49b50
d96743946bda545ef0c333830b4.shtml

【発布機関】全国人民代表大会常務委員会
【発布番号】主席令第七十号
【発 布 日】2021-01-22
【実 施 日】2021-07-15
【概
要】今般の改正には以下の内容が含まれる。

一部の行政処罰権を「郷・鎮・街道」
に移譲した。

行政機関が行政処罰を実施するに際
して、違法所得がある場合には、それ
を没収する必要があることを明確にし
た。

行政処罰の自由裁量権行使を規範
化し、法定の範囲内で軽目に処罰し
又は軽減して処罰する法定の情状を
整備し、また当事者に主観的過失が
なかったことを証明する証拠がある場
合は行政罰に処せず、法律、行政法
規に特段の定めがある場合、その規定
に従うとする規定を追加した。

違法所得とは、違法行為を実施し取
得した金額をいうが、法律、行政法
規、部門規則に別途定めがある場合
を除くとする規定を追加した。

違法行為が公民の生命、健康の安
全、金融の安全に係るものであり、且
つ危害の影響をもたらしている場合、
責任を追及できる期間を 5 年間に延
長することを明確にした等。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202101/49b50
d96743946bda545ef0c333830b4.shtml







规范行政处罚自由裁量权行使，
完善从轻、减轻的法定情形，增
加规定，当事人有证据证明没有
主观过错的，不予行政处罚，法
律、行政法规有特别规定的，依
照其规定；



增加规定，违法所得是指实施违
法行为所取得的款项，法律、行
政法规、部门规章另有规定的除
外；
明确违法行为涉及公民生命健康
安全、金融安全且有危害后果的，
追责期限延长至五年；等等。



企业名称登记管理规定

【发布单位】国务院
【发布文号】国务院令第 734 号
【发布日期】2021-01-19
【实施日期】2021-03-01
【内容提要】此次修订的主要内容包括：
建立企业名称自主申报制度并明确具体要求
申请人应当承诺因其企业名称与他人企业名称
近似侵犯他人合法权益的，依法承担法律责任。
完善企业名称的基本规范

细化企业名称的禁止性要求，明确外商投资
企业、企业分支机构、企业集团名称登记规
则。

使用外国投资者字号的外商独资或者控股
的外商投资企业，企业名称中可以含有“（中
国）
”字样。
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企業名称登記管理規定

【発布機関】国務院
【発布番号】国務院令第 734 号
【発 布 日】2021-01-19
【実 施 日】2021-03-01
【概
要】今般の改正には主に以下の内容が含まれる。
企業名称自主申告制度を制定し、具体的要求を明
確にした
申請者は、自己の企業名称が他人の企業名称と近
似することにより、他人の適法な権益を侵害した場
合、法的責任を法に依拠し負わなければならない。
企業名称に係る基本的な規範を整備した

企業名称の禁止要件を詳細化し、外商投資企
業、企業の分支機構、企業グループの名称登記
規則を明確にした。

外国投資者の屋号を使用し、外国投資者が完
全出資する若しくは支配株主である外商投資企
業は、企業名称に「（中国）」の字句を含めること
ができる。
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建立企业名称争议处理机制
企业认为其他企业名称侵犯本企业名称合法权
益的，可以向法院起诉或者请求为涉嫌侵权企业
办理登记的企业登记机关处理。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/19/c
ontent_5581091.htm

企業名称をめぐる紛争の処理体制を構築した
企業は、他の企業名称によって自己の企業名称に係
る適法な権益が侵害されたと判断した場合、裁判所に
提訴するか、又は権益侵害が疑われる企業の登記を
受理した企業登記機関に処理を求めることができる。
事中、事後の監督管理を強化する
企業登記機関は企業登記を受理する際に、企業名
称が規定に適合していないことを発見した場合、登記
しないものとし、書面にてその理由を明示する。登記済
みの企業名称が規定に適合しないことを発見した場
合、速やかに是正させなけれればならない。
【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/2021-01/19/c
ontent_5581091.htm





强化事中事后监管
企业登记机关在办理企业登记时，发现企业名称
不符合规定的，不予登记并书面说明理由；发现
已经登记的企业名称不符合规定的，应当及时纠
正。

人力资源社会保障部等四部门关于做好严寒
天气下劳动者权益维护有关工作的通知

【发布单位】人力资源社会保障部等四部门
【发布文号】人社部发〔2021〕5 号
【发布日期】2021-01-15
【内容提要】该通知要求：

高度重视严寒天气下劳动者权益
维护工作。

指导企业与劳动者协商合理安排
工作时间。

厳寒天候下における労働者の権益保護に取組む
ことに関する人的資源社会保障部等 4 部門によ
る通知

督促企业履行劳动保护的主体责
任。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mohrss.gov.cn//xxgk2020/fdzdgknr/zcf
g/gfxwj/ldgx/202101/t20210119_407951.html

【発布機関】人的資源社会保障部等 4 部門
【発布番号】人社部発〔2021〕5 号
【発 布 日】2021-01-15
【概
要】本通知では以下の通り要求している。

厳寒天候下における労働者の権益保
護に最優先で取組む。

企業が労働者と協議により労働時間
を合理的に配分するよう企業を指導
する。

労働者の労働報酬を受ける権益を着
実に保障する。厳寒天候の影響を受
けて、労働者の労働時間又は作業任
務が減少しても、労働者の賃金待遇
を引下げないよう企業を指導する。

労働保護主体責任を着実に果たすよ
う企業を監督し促す。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mohrss.gov.cn//xxgk2020/fdzdgknr/zcf
g/gfxwj/ldgx/202101/t20210119_407951.html







切实保障劳动者劳动报酬权益。
指导企业因受严寒天气影响安排
劳动者减少工作时间或工作任务
时保障劳动者工资待遇不降低。



冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案

【发布单位】国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联
防联控机制综合组等两部门
【发布文号】联防联控机制综发〔2021〕11 号
【发布日期】2021-01-19
【内容提要】该方案从早预防（减少人员流动等）
、
早发现、早报告、早隔离、早救治等
五方面提出要求。其中包括：从事进
口物品搬运、运输、存储和销售环节
的工作人员，原则上在工作地休假或
工作。
【备

注】根据官方答问，该工作方案所指返乡
人员是指从外地返回农村地区的人
员，主要包括：
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冬季及び春季の農村地区新型コロナウィルス肺
炎感染拡大防止対策方案

【発布機関】国務院の新型コロナウィルス肺炎感染拡大
防止連携組織総合組等の 2 部門
【発布番号】聯防聯控機制総発〔2021〕11 号
【発 布 日】2021-01-19
【概
要】本方案では、早期予防（人の移動の抑制
等）、早期発見、早期報告、早期隔離、
早期治療等の 5 つの方面から要求を掲げ
ている。それには、輸入品の運搬、輸送、
保存及び販売に携わるスタッフは勤務地に
留まり休暇を取る若しくは作業にあたること
を原則とすること等が含まれる。
【備
考】公式回答によると、本対策方案における帰
省者とは、他地域から農村地区に戻る人員
を指し、主に以下の者が含まれるとされる。
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跨省份返乡人员；
来自本省内中高风险区域所在地
市的返乡人员（中高风险区域内
部人员原则上不流动）
；
本省内的进口冷链食品从业人
员、口岸直接接触进口货物从业
人员、隔离场所工作人员、交通
运输工具从业人员等重点人群。

【法令全文】请点击以下网址查看：
冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案
http://www.nhc.gov.cn/jkj/dongt/202101/4378bd2d
d76b4d9a8d995660e90fb4a6.shtml
官方答问
http://www.nhc.gov.cn/jkj/s7915/202101/f1590bbf
c60a43ab81564061bc7e14fc.shtml



资本项目外汇业务指引（2020 年版）




省をまたいで帰省する者
本省内の高リスク区域のある市から帰
省する者（中リスク、高リスク区域内の
人員は移動しないことを原則とする）

本省内における輸入コールドチェーン
食品のスタッフ、出入国検査場におい
て輸入品に直接触れるスタッフ、隔離
場所のスタッフ、交通輸送機関に勤務
する者などの重点対象者
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
冬季及び春季の農村地区新型コロナウィルス肺炎感染
拡大防止対策方案
http://www.nhc.gov.cn/jkj/dongt/202101/4378bd2d
d76b4d9a8d995660e90fb4a6.shtml
公式回答
http://www.nhc.gov.cn/jkj/s7915/202101/f1590bbf
c60a43ab81564061bc7e14fc.shtml



資本項目外貨業務ガイドライン（2020 年度版）

【发布单位】国家外汇管理局综合司
【发布文号】汇综发〔2020〕89 号
【发布日期】2020-11-13
【实施日期】2020-11-13
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.safe.gov.cn/safe/2021/0122/18098.ht
ml

【発布機関】国家外貨管理局総合司
【発布番号】匯総発〔2020〕89 号
【発 布 日】2020-11-13
【実 施 日】2020-11-13
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.safe.gov.cn/safe/2021/0122/18098.ht
ml





工作场所职业卫生管理规定

【发布单位】国家卫生健康委员会
【发布文号】国家卫生健康委员会令第 5 号
【发布日期】2021-01-20
【实施日期】2021-02-01
【内容提要】原《工作场所职业卫生监督管理规定》
同时废止。此次修订的主要内容包括：

作業場所職業衛生管理規定

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/202101/2a5be92
cd14449caaa2ea685cc44ea64.shtml

【発布機関】国家衛生健康委員会
【発布番号】国家衛生健康委員会令第 5 号
【発 布 日】2021-01-20
【実 施 日】2021-02-01
【概
要】旧「作業場所職業衛生監督管理規定」を
同時に廃止する。今般の改正には主に以
下の内容が含まれる。

旧規定における有毒品を使用する作
業場所の職業衛生安全許可に係る
内容を削除した。

職業病防護施設の「三つの同時」によ
る管理規定。

労働者の労働衛生を確保することを
前提として、職業病危害が普通レベル
である雇用者に対する職業病危害要
素の検査頻度を適宜減らす（少なくと
も三年に 1 回）。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/202101/2a5be92
cd14449caaa2ea685cc44ea64.shtml










删除了原规定中涉及使用有毒物
品作业场所职业卫生安全许可的
有关内容。
关于职业病防护设施“三同时”
的管理规定。
在保障劳动者职业健康的前提
下，对职业病危害一般的用人单
位适当降低职业病危害因素检测
频次（每三年至少进行一次）
。

工伤预防五年行动计划（2021-2025）

【发布单位】人力资源社会保障部等八部门
【发布文号】人社部发〔2020〕90 号
【发布日期】2021-01-21
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労災予防五か年行動計画（2021-2025）

【発布機関】人的資源社会保障部等 8 部門
【発布番号】人社部発〔2020〕90 号
【発 布 日】2021-01-21
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【内容提要】该计划提出“工伤事故发生率明显下
降，重点行业 5 年降低 20%左右”等
目标，并提出加强工伤预防的若干任
务。包括：

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/shehuib
aozhang/zcwj/202101/t20210121_408053.html

要】本計画では、「労災事故の発生率を顕著
に減少させ、重点業種においては 5 年間で
20％前後減少させる」等の目標を掲げ、労
災発生予防強化に向けた任務をいくつか
打ち出している。具体的には以下の内容が
含まれる。

本計画は、主に労災事故及び職業
病の発生率が高い危険化学品、鉱
山、建築施工、交通運輸、機械製造
等の重点業種企業を対象とする。

各地において業種別労災リスクの程
度に応じて労災保険料の業種別基
準料率を確定した上で、料率変動に
よる促進、抑制効果を十分に 発揮
し、労災予防、労災事故と職業病の
発生抑制に向けた雇用者の自主的な
取り組みを促す。各地において実情に
応じて、3 年単位で料率を変動させる
ことを奨励する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/shehuiba
ozhang/zcwj/202101/t20210121_408053.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









该计划主要围绕工伤事故和职业
病高发的危险化学品、矿山、建
筑施工、交通运输、机械制造等
重点行业企业开展。
各地要在依据行业工伤风险程度
确定工伤保险费行业基准费率基
础上，充分发挥浮动费率的激励
和约束作用，促进用人单位主动
做好工伤预防，减少工伤事故和
职业病的发生。鼓励各地结合实
际，以 3 年为一个周期进行费率
浮动。

国务院常务会议：强化措施完善制度坚决制止
涉企乱收费等

国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会
议，部署强化措施、完善制度，坚决制止涉企乱收
费，有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业
和群众不合理负担。

制止涉企乱收费

在全国开展涉企违规收费专项检查。


规范交通、税务、应急等领域执法，科学制
定裁量基准，对轻微交通违法、一般交通违
法初犯偶犯等更多采取警告方式，慎用或不
适用罚款，在税务执法领域研究推广“首违
不罚”清单制度。

Leezhao Law Office · All rights reserved.

【概

国務院常務会議：企業に関わる費用の不当徴収
等を断固として阻止するための措置を強化し、制
度を整備する

国務院の李克強首相は先頃、国務院常務会議を
主宰し、措置を強化し、制度を整備し、企業に関わる
費用の不当徴収を断固として阻止し、税金徴収、納付
を法に依拠して秩序立てて着実に行い、企業と一般大
衆の負担を不当に増やさないようにする旨の方針を示し
た。
企業に関わる費用の不当徴収を阻止する

企業に関わる費用の不当徴収に対する特別検
査を全国範囲で展開する。

交通、税務、応急等の分野における法執行行為
を規範化し、裁量基準を科学的根拠に基づき制
定し、軽微な交通違法行為、普通レベルの交通
違法行為の初犯若しくは偶発犯等においては多
くの場合、警告処分に処するようにし、過料の適
用には慎重に対応し又は過料を適用しない。また
税務の法執行分野において研究の上、「初犯に
より処罰が免除される情状」リスト制度を推進す
る。
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继续清理规范重点领域收费。新设向企业收
费的政府性基金必须严格遵循法定程序，到
期基金能取消的一律取消，一时难以取消的
也要降低征收标准。加强行政事业性收费项
目管理，对收费标准明显偏高的要采取降标
措施，取消体现一般性管理职能的收费项
目。



加强海运口岸收费监管，依法查处报关、物
流、仓储、货物装卸等环节强制服务收费和
明码标价不规范等违规行为。



加快修订价格违法行为行政处罚等方面法
规，及时修改或废除不合理的行政处罚事
项，从制度上防止涉企乱收费。

做好法定税费征缴工作

不得自行对历史欠费进行集中清缴，不得因
社保费征收职责划转使企业特别是中小微
企业增加缴费负担。


2021 年所有省份要保持社保费现行征收方
式不变。优化社保缴费业务流程，扩大“非
接触式”服务范围，7 月底前实现企业缴社
保费基本能网上办理。



重点分野における費用徴収行為を引き続き見
直し、規範化する。企業から費用を徴収する政
府性基金を新設するに際しては、法定の手続き
に厳格に従わなければならず、期限が到来してい
る基金であり、取り消し可能であるものについては
一律取り消し、当面の間取り消すことが難しいも
のについても、徴収基準を引下げる必要がある。
行政事業性費用徴収項目の管理を強化し、費
用徴収基準が顕著に高いものについては、基準
引下げ措置を講じ、一般管理に係る費用項目を
取り消す。

海運の出入国検査場における費用徴収に対す
る監督管理を強化し、通関申告、物流、倉庫保
管、貨物の積卸し等プロセスにおいてサービスを強
制的に受けさせ費用を徴収する行為及び料金の
不当表示等の反則行為を法に依拠し調査し処
分する。

価格の違法行為に対する行政処罰等に係る法
規改正を加速させ、不合理な行政処罰事項を
速やかに改廃し、制度面から企業に関わる費用
の不当徴収を防止する。
税金徴収、納付を法に依拠し秩序立てて着実に行う

過去の未納部分を独自にまとめて徴収してはなら
ず、また社会保険料の徴収職責の移管を理由
に、企業、とりわけ中小零細企業の納付負担を
増やしてはならない。

2021 年も全ての省において、現行の社会保険
料徴収方式を維持する。社会保険料の納付手
続きを最適化し、「非対面式」によるサービス範囲
を拡大し、7 月末までに企業が大半の社会保険
料の手続きをオンライン上で行えるようにする。
（里兆法律事務所が 2021 年 1 月 22 日付で作成）

（里兆律师事务所 2021 年 01 月 22 日编写）



海关总署：促进跨境贸易便利化专项行动启动

2021 年促进跨境贸易便利化专项行动于 2021
年 01 月 19 日启动，为期 4 个月。海关总署会同国
家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市
场监管总局等部门联合推出 18 条措施，从优流程、
降成本、压时间、提效率等方面，着力解决当前市
场主体关切的“堵点”
“痛点”
“难点”问题。



全国主要海运口岸将推进集装箱设备交接
单、装箱单、提货单等单证电子化，推动
进出口环节监管证件通过国际贸易“单一
窗口”一口受理，推动港口业务线下办理
向“线上办”
“掌上办”转变。



优化海关查验作业模式，提高非侵入式检
查比例，扩大“智能审图”等覆盖范围。



在具备条件的港口深入推进进口货物“船
边直提”和出口货物“抵港直装”试点，
为企业提供更多可选择的通关模式。

Leezhao Law Office · All rights reserved.



税関総署：クロスボーダー貿易円滑化特別行動を
始動

「2021 年クロスボーダー貿易円滑化特別行動」を
2021 年 1 月 19 日から 4 か月の期間限定で開始する。
税関総署は、国家発展改革委員会、財政部、商務
部、交通運輸部、市場監督管理総局等の部門と共同
で 18 項目の措置を打ち出し、プロセス最適化、コスト削
減、時間短縮、効率向上等の方面から、事業者が現
在関心を寄せている「障壁」、「痛点」、「難点」の解決に
力を注ぐとしている。

全国の海上輸送に係る主要出入国検査場にお
いて、コンテナ設備の引渡書、パッキングリスト、
船荷証券等書類の電子化を推進し、輸出入段
階における監督管理証書を国際貿易「単一窓
口」にて一括受理する体制を推進し、港湾業務
を従来のオフライン方式から「オンライン上での処
理」、「アプリによる処理」体制へとシフトする。

税関の検査作業方法を最適化し、非立ち入り
式による検査率を引上げ、「スマート画像審査」
等の対象範囲を拡大する。

条件の整っている港湾において、輸入貨物を「船
から直接引き取る」、輸出貨物を「港に到着次
第、船に積み込み出国する」といった制度を試行
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开展长三角海关特殊货物检查一体化改革
试点，推动大湾区组合港、湾区一港通等
改革，优化“沪渝直达快线”
。





积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生
产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集
装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮
和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成
本。





整治口岸不合理收费，加强价格监督检查，
进一步落实口岸收费目录清单制度并强化
动态调整，清单之外一律不得收费。



し、企業がより多くの通関方法を選択できるよう
にする。
長江デルタ税関特別貨物検査一体化改革を
試行し、ビッグベイエリア複合港、ベイエリア・ワン
ストップ化等の改革を推進し、「上海と重慶を直
接結ぶ快速ルート」を最適化する。
国際コンテナ定期船会社とコンテナ生産メーカー
を積極的に指導して、船舶の配船能力をさらに
拡大し、コンテナの生産能力と航路の輸送量を
拡大し、国際定期船とコンテナの供給能力を向
上させ、企業の越境輸送に係るコストを削減す
る。
出入国検査場における費用の不当徴収を取締
り、価格に対する監督検査を強化し、出入国検
査場における徴収費用リスト制度の実施をさらに
徹底し、動的調整を強化し、リスト外の費用を
徴収してはならないものとする。

（里兆法律事務所が 2021 年 1 月 22 日付で作成）

（里兆律师事务所 2021 年 01 月 22 日编写）

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）







民法典司法解释
解读《个人信息保护法（草案）
》
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民法典の司法解釈
「個人情報保護法（草案）」を読み解く
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