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国家发展和改革委员会关于优化办理外商投
资项目《国家鼓励发展的内外资项目确认书》
的通知

外商投資プロジェクトの「国が発展を奨励する内
資及び外資プロジェクト確認書」取扱い最適化に
関する国家発展改革委員会による通知

【发布单位】国家发展和改革委员会
【发布文号】发改外资〔2021〕368 号
【发布日期】2021-03-16
【实施日期】2021-03-16
【内容提要】根据该通知，对于投资总额 3000 万
美元以上（含）
、3 亿美元以下的鼓励
类外商投资项目确认书，由国家发展
和改革委员会下放给省级发展改革部
门办理。
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202103/t202
10322_1269960.html

【発布機関】国家発展改革委員会
【発布番号】発改外資〔2021〕368 号
【発 布 日】2021-03-16
【実 施 日】2021-03-16
【概
要】本通知によると、投資総額が 3,000 万米ド
ル以上、3 億米ドル以下の奨励類外商投
資プロジェクト確認書の取扱について、国家
発展改革委員は、その権限を省級発展改
革部門に委譲する。
【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/202103/t202
10322_1269960.html





国务院关于落实《政府工作报告》重点工作分
工的意见

【发布单位】国务院
【发布文号】国发〔2021〕6 号
【发布日期】2021-03-25
【内容提要】国务院将《政府工作报告》提出的
2021 年工作任务分解为 12 个部分、
38 个方面、44 项重点，明确国务院
有关部门和有关地方的分工责任及完
成时限。部分内容介绍如下：



重点工作
完成时限
将小规模纳税人增值税起征点从 4 月底前
月销售额 10 万元提高到 15 万元。



延续执行企业研发费用加计扣除
75%政策（详见下文【备注一】
），
将制造业企业加计扣除比例提高
到 100%（详见下文【备注二】
）。



延续降低失业和工伤保险费率，
扩大失业保险返还等阶段性稳岗
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「政府活動報告」重点活動の分担を貫徹すること
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〕6 号
【発 布 日】2021-03-25
【概
要】国務院は、「政府活動報告」において提起
された 2021 年の任務を 12 の部分、38 の
方面、44 項目の重点内容として分け、国
務院関連部門及び関連地方の責任分担
及び完成期限を明確にした。一部の内容
を以下の通り紹介する。
重点活動
完成期限

小規模納税者の増値税課税最低 4 月末まで
徴税対象額を、月間売上高を 10
万元から 15 万元に引き上げる。

企業研究開発費用の 75%追加控
除政策（具体的には、以下の【備考
一】を参照する）を引き続き実施し、
製造業企業の追加控除比率を
100%に引上げる（具体的には、以
下の【備考二】を参照する）。

失業及び労災保険の料率を引き続
き引き下げ、失業保険還付等の段
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政策惠及范围，延长以工代训政
策实施期限。
对先进制造业企业按月全额退还 6 月底前
增值税增量留抵税额。
进一步缩减外资准入负面清单。 10 月底前





推动服务业有序开放，增设服务
业扩大开放综合试点，制定跨境
服务贸易负面清单。





推进汽车、电子电器等行业生产 12 月底前
准入和流通管理全流程改革。





提高制造业贷款比重，扩大制造
业设备更新和技术改造投资。






2021 年
内持续
推进



階的な雇用安定化政策の対象範囲
を拡大し、作業をもって訓練に代替さ
せる政策の実施期間を延長する。
先進製造業企業に対して、月ごとに
増値税留保税額を全額還付する。
外商投資参入ネガティブリストをさら
に削減する。
サービス業の秩序ある開放を推進
し、サービス業開放拡大総合試行拠
点を増設し、クロスボーダーサービス
貿易ネガティブリストを制定する。
自動車、電子電器等の業界生産参
入及び流通管理フロー全般の改革
を推進する。
製造業貸付の比率を引き上げ、製
造業設備更新及び技術改造投資
を拡大する。

6 月末まで
10 月末ま
で

12 月末ま
で

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-03/25/c
ontent_5595644.htm

2021 年内
において引
き続き推進
する。
【備 考 一】3 月 23 日に、財政部、国家税務総局は、
「一部租税優遇政策実施期限の延長に
関する公告」を公布し、16 の文書で定める
租税優遇政策の期限が到来した場合、そ
の実施期限を 2023 年 12 月 31 日まで延
長することを明確にした。具体的には、以下
のものが含まれる。

「設備・器具の関連企業所得税を控
除する政策に関する財政部、国家税
務総局による通知」

「研究開発費用税引前追加控除比
率の引き上げに関する財政部、国家
税務総局、科学技術部による通知」

「研究開発機構設備調達増値税政
策の継続実施に関する財政部、商務
部、国家税務総局による通知」
【備 考 二】3 月 24 日に開催された国務院常務会議で
は、以下の通り決定した。

2021 年 1 月 1 日から、製造業企業
の研究開発費用の追加控除比率を、
従来の 75%から 100%に引き上げる。
つまり、企業が 100 万元の研究開発
費用を投入するごとに、課税所得額か
ら 200 万元を控除することができる。

研究開発費用の追加控除の計算方
式を改革し、企業が半年ごとに追加
控除の優遇を享受する方式を自ら選
択することを認め、上半期の研究開発
費用について、「翌年度所得税確定
申告の際に 控除される」方式 か ら、
「当年度 10 月予納の際に控除され
る」方式へと変更する。
【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/2021-03/25/c
ontent_5595644.htm





【备 注 一】03 月 23 日，财政部、国家税务总局
发布《关于延长部分税收优惠政策执
行期限的公告》
，明确 16 个文件规定
的税收优惠政策凡已经到期的，执行
期限延长至 2023 年 12 月 31 日。其
中包括：


《财政部、国家税务总局关于设
备 器具扣除有关企业所得税政
策的通知》

《财政部、国家税务总局、科技
部关于提高研究开发费用税前
加计扣除比例的通知》

《财政部、商务部、国家税务总
局关于继续执行研发机构采购
设备增值税政策的公告》
【备 注 二】03 月 24 日召开的国务院常务会议决
定：

2021 年 01 月 01 日起，将制造
业企业研发费用加计扣除比例
由 75%提高至 100%，相当于企
业每投入 100 万元研发费用，可
在应纳税所得额中扣除 200 万
元。

改革研发费用加计扣除清缴核
算方式，允许企业自主选择按半
年享受加计扣除优惠，上半年的
研发费用由次年所得税汇算清
缴时扣除改为当年 10 月份预缴
时即可扣除。

中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步深
化税收征管改革的意见

【发布单位】中共中央办公厅、国务院办公厅
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租税徴収管理改革をさらに推進することに関する中
国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁による意見

【発布機関】中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁
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【发布日期】2021-03-24
【内容提要】该意见提出“全面推进税收征管数字
化升级和智能化改造”、“不断完善税
务执法制度和机制”、“推行优质高效
智能税费服务”
、
“精准实施税务监管”
等主要任务。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/2021-03/24/content_5
595384.htm

【発 布 日】2021-03-24
【概
要】本意見では、「租税徴収管理デジタル化グ
レードアップ及び知能化改造を全面的に推
進する」、「税務法執行制度及びメカニズム
を絶えずに整備する」 、「質の高い効率化
知能化租税サービスを実施する」、「税務
監督管理を精確に実施する」等の主要任
務を打ち出した。

ビッグデータ、クラウドコンピューティング、
AI、モバイル・インターネット等の現代情
報技術を活用し、内部及び外部租税
関連データの統合、オンラインとオフライ
ンの融合の推進に力を入れ、税務法
執行、サービス、監督管理制度のイノ
ベーション及び業務変革を駆動する。

租税徴収管理法、資金洗浄防止
法、発票管理弁法等の改正を推進
する。

租税手続き・費用納付方式を全面的
に改善し、2021 年に、企業租税手続
きのオンライン化を基本的に実現する。

租税ビッグデータの役割を十分に果た
し、税務ネットワーク本人確認システム
を利用した発票の発行、使用等につ
いて、全段階のリアルタイム検証及びモ
ニタリングを実施し、発票の虚偽発行
及び税務詐欺等の違法犯罪行為に
対する制裁を、事後取締りから事前・
事中の確実な未然防止への切換えを
実現させる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gov.cn/zhengce/2021-03/24/content_5
595384.htm







充分运用大数据、云计算、人工
智能、移动互联网等现代信息技
术，着力推进内外部涉税数据汇
聚联通、线上线下有机贯通，驱
动税务执法、服务、监管制度创
新和业务变革。



推动修订税收征收管理法、反洗
钱法、发票管理办法等。



全面改进办税缴费方式，2021
年基本实现企业税费事项能网
上办理。
充分发挥税收大数据作用，依托
税务网络可信身份体系对发票
开具、使用等进行全环节即时验
证和监控，实现对虚开骗税等违
法犯罪行为惩处从事后打击向
事前事中精准防范转变。



国家发展和改革委员会等十三部门关于加快
推动制造服务业高质量发展的意见

【发布单位】国家发展和改革委员会等十三部门
【发布文号】发改产业〔2021〕372 号
【发布日期】2021-03-16
【内容提要】该意见提出从提升创新能力、优化供
给质量、提高生产效率、支撑绿色发
展等六方面加快推动制造服务业发
展，以高质量的服务供给引领制造业
转型升级和品质提升。其中包括：

积极引进全球优质服务资源，鼓
励研发设计、节能环保、环境服
务等知识技术密集型服务进口。

持续完善检验检测和认证认可
国际合作交流体系，加快推进与
重点出口市场认证证书和检验
结果互认。

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202103/t202
10323_1270129.html
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製造サービス業の高品質発展の促進加速に関す
る国家発展改革委員会等 13 部門による意見

【発布機関】国家発展改革委員会等 13 部門
【発布番号】発改産業〔2021〕372 号
【発 布 日】2021-03-16
【概
要】本意見ではイノベーション能力の向上、供
給品質の最適化、生産効率の向上、グリ
ーン発展の支援等の 6 つの方面から、製造
サービス業の発展推進を加速し、高品質の
サービス供給で、製造業モデル転換・グレー
ドアップ及び品質向上を引導することを打ち
出した。具体的には、以下のものが含まれ
る。世界中の質の高いサービス資源を積極
的に導入し、研究開発・設計、省エネルギ
ー・環境保護、環境サービス等知識技術
集約型サービスの輸入を奨励する。検査検
測及び認証認可国際提携交流システムを
引き続き整備し、重点輸出市場との間の
認証証書及び検査結果の相互承認の推
進を加速させる。
【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/202103/t202
10323_1270129.html
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国家互联网信息办公室秘书局等四部门关于
印发《常见类型移动互联网应用程序必要个人
信息范围规定》的通知



「共通型モバイルインターネットアプリケーションプロ
グラム必要個人情報範囲規定」の印刷・配布に
関する国家インターネット情報弁公室秘書局等４
部門による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.cac.gov.cn/2021-03/22/c_1617990997
054277.htm

【発布機関】国家インターネット情報弁公室秘書局等４
部門
【発布番号】国信弁秘字〔2021〕14 号
【発 布 日】2021-03-22
【実 施 日】2021-05-01
【概
要】本規定では、地図ナビゲーション類、インタ
ーネット配車類、インスタントメッセンジャー
類等 39 種類の共通型のモバイルインターネ
ットアプリケーションプログラム（App）に必要
な個人情報の範囲を明確にし，利用者が
不必要な個人情報の提供に同意しないこ
とを理由として、App の基本機能であるサー
ビスの利用を拒否してはならないことを運営
者に求める。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.cac.gov.cn/2021-03/22/c_1617990997
054277.htm





【发布单位】国家互联网信息办公室秘书局等四部
门
【发布文号】国信办秘字〔2021〕14 号
【发布日期】2021-03-22
【实施日期】2021-05-01
【内容提要】该规定明确了地图导航、网络约车、
即时通信等 39 类常见类型移动互联
网应用程序（App）必要个人信息范
围，要求其运营者不得因用户不同意
提供非必要个人信息，而拒绝用户使
用 App 基本功能服务。

中国银行保险监督管理委员会办公厅等三部
门关于防止经营用途贷款违规流入房地产领
域的通知

【发布单位】中国银行保险监督管理委员会办公厅
等三部门
【发布日期】2021-03-26
【内容提要】该通知要求银行业金融机构加强借款
人资质核查、信贷需求审核、贷款期
限管理、贷款抵押物管理等，防止经
营用途贷款违规流入房地产领域。

経営用途貸付金が規則に違反して不動産分野
に流れることを防止することに関する中国銀行保
険監督管理委員会弁公庁等 3 部門による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.
html?docId=973455&itemId=926

【発布機関】中国銀行保険監督管理委員会弁公庁等
3 部門
【発 布 日】2021-03-26
【概
要】本通知では、経営用途貸付金が規則に違
反して不動産分野に流れることを防止する
ため、借入人の資格検査、貸 付需要審
査、貸付期限管理、貸付抵当目的物管
理等を強化するよう銀行業金融機構に求
めている。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.
html?docId=973455&itemId=926





商务部等六部门关于扩大跨境电商零售进口
试点、严格落实监管要求的通知

【发布单位】商务部等六部门
【发布文号】商财发〔2021〕39 号
【发布日期】2021-03-18
【实施日期】2021-03-18
【内容提要】该通知将跨境电商零售进口试点扩大
至所有自贸试验区、跨境电商综试区、
综合保税区、进口贸易促进创新示范
区、保税物流中心（B 型）所在城市
（及区域）
。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/zcfb/2021
03/20210303046247.shtml
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越境電子商取引小売輸入試行を拡大し、監督
管理要求を厳格に貫徹することに関する商務部
等 6 部門による通知

【発布機関】商務部等 6 部門
【発布番号】商財発〔2021〕39 号
【発 布 日】2021-03-18
【実 施 日】2021-03-18
【概
要】本通知では、越境電子商取引小売輸入
の試行を全ての自由貿易試験区、越境
EC 総合試験区、総合保税区、輸入貿易
促進イノベーションモデル区、保税物流セン
ター（B 型）所在都市（及び区域）に拡大す
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/zcfb/2021
03/20210303046247.shtml
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国家知识产权局关于印发《打击商标恶意抢注
行为专项行动方案》的通知



「悪意による商標出願・登録行為取締り特別行
動方案」の印刷・配布に関する国家知的財産権
局による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/24/art_75_15
7972.html

【発布機関】国家知的財産権局
【発布番号】国知発弁函字〔2021〕35 号
【発 布 日】2021-03-24
【概
要】2021 年 3 月から、国家知的財産権局は、
悪意による商標出願・登録行為取締り特
別行動を集中的に展開し、「国家又は区
域戦略、重大活動、重大政策、重大工
事、重大科技プロジェクト名称を悪意により
商標出願・登録すること」、「商品又はサー
ビスの通称、業界専門用語等の公共ビジ
ネス資源を悪意により商標出願・登録する
こと」、「他人の知名度の高い又は顕著性
が高い商標又はその他商業標識を悪意に
より登録し、他人の在先権を損なうこと」
等、悪意による商標出願・登録行為の 10
形態について重点的に取締る。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/24/art_75_15
7972.html





【发布单位】国家知识产权局
【发布文号】国知发办函字〔2021〕35 号
【发布日期】2021-03-24
【内容提要】自 2021 年 03 月起，国家知识产权局
将集中开展打击商标恶意抢注行为专
项行动，重点打击“恶意抢注国家或
区域战略、重大活动、重大政策、重
大工程、重大科技项目名称”、
“恶意
抢注商品或服务的通用名称、行业术
语等公共商业资源”、“恶意抢注他人
具有较高知名度或者较强显著性的商
标或者其他商业标志，损害他人在先
权益”等十类商标恶意抢注行为。

国家税务总局上海市税务局关于做好 2020 年
度本市居民企业所得税汇算清缴工作的通知

【发布单位】国家税务总局上海市税务局
【发布日期】2021-03-22
【内容提要】根据该通知：

2020 年度内从事生产、经营（包
括试生产、试经营）
，或在 2020
年度中间终止经营活动的本市
居民企业所得税纳税人，无论是
否在减税、免税期间，也无论盈
利或亏损，均应按规定进行企业
所得税汇算清缴。



外省市总机构在沪二级分支机
构应按照《国家税务总局关于印
发〈跨地区经营汇总纳税企业所
得税征收管理办法〉的公告》
（国
家税务总局公告 2012 年第 57
号）规定进行企业所得税汇算清
缴。



纳税人应当自纳税年度终了之
日起 5 个月内，进行汇算清缴，
结清应缴应退企业所得税税款。



本市居民企业所得税汇算清缴
申报方式包括网上申报和上门
申报。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.shanghai.gov.cn/nw49248/20210318/8
8eb8712a746493b813a86c9919668ac.html
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2020 年度上海市居住者企業所得税確定申告
作業の貫徹に関する国家税務総局上海市税務
局による通知

【発布機関】国家税務総局上海市税務局
【発 布 日】2021-03-22
【概
要】本通知によると、以下の通りである。

2020 年度において生産、経営（試生
産、試経営を含む）を取り扱い、又は
2020 年度において経営活動を終了し
た上海市居住者企業所得税納税者
は、減税・免税期間にあるかどうか、利
益を得ているか又は損失が出ているか
を問わず、いずれも規定に従い企業所
得税確定申告を行わなければならな
い。

外省（市）総機構の在上海二級分支
機構は、「『地域の枠を超えた経営の
企業所得税一括納付に関する徴収
管理弁法』の印刷・配布に関する国
家税務総局による公告」（国家税務
総局公告 2012 年第 57 号）の規定に
従い、企業所得税確定申告を行わな
ければならない。

納税者は、納税年度終了日から 5 か
月以内に確定申告を行い、納付又は
払い戻すべき企業所得税税金を精算
しなければならない。

上海市居住者企業所得税確定申告
の方式には、オンライン申告及び窓口
申告が含まれる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.shanghai.gov.cn/nw49248/20210318/8
8eb8712a746493b813a86c9919668ac.html
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【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





北京、上海启动外籍人士新冠疫苗预约接种

北京市、上海市は、外国人向けの新型コロナワク
チン接種予約受付を開始する

根据国务院联防联控机制部署，北京、上海市
启动外籍人士新冠疫苗预约接种。

国務院共同予防抑制メカニズムの手配に基づき、北
京市、上海市は、外国人向けの新型コロナワクチン接種
予約受付を開始する。

在“自愿申请、知情同意、自担风险”的前提
下，北京市将适龄在京外籍人士纳入国产疫苗接种
人群范围。18 岁及以上的在京外籍人士可通过所在
机构或属地社区预约接种。相关信息，可查看北京
外事的官微信息（中英双语）
。

「自己意思による申請、関連情報を理解したうえでの
同意、リスクの自己負担」という前提のもと、北京市は、
同市に在住する外国籍の接種適齢者を国産ワクチンの
接種可能範囲に組み込む。18 歳及びそれ以上の、同
市に在住する外国人は、所属機構又は所属地のコミュ
二ティー経由で接種予約することができる。かかる情報に
ついては、北京外事の WeChat 公式アカウントの情報を
参照のこと（中国語・英語）。

自 2021 年 03 月 29 日起，上海市根据“知情、
自愿、自费、风险自担”原则，将在沪外籍人士中
的适龄人群纳入国产疫苗（上市阶段）接种人群范
围。18 岁及以上的在沪外籍人士可通过“健康云”
平台进行信息登记和预约。相关信息，可查看上海
外事的官微信息（中文、日文）
。

2021 年 3 月 29 日から、上海市は「関連情報の理
解、自由意思、費用とリスクの自己負担」の原則により、
同市に在住する外国籍の接種適齢者を国産ワクチン
（発売段階）の接種可能範囲に組み込む。18 歳及びそ
れ以上の、同市に在住する外国人は、「Health Cloud」
プラットフォームを使用して、情報登記及び予約を行うこ
とができる。かかる情報について、上海外事の WeChat
公式アカウントの情報を参照のこと（中国語、日本語）。
（里兆法律事務所が 2021 年 3 月 29 日付で作成）

（里兆律师事务所 2021 年 03 月 29 日编写）



中国：对已接种中国生产的新冠肺炎疫苗的外
籍人员提供来华签证便利



中国：中国製新型コロナワクチン接種済み外国人
への訪中ビザ発給手続きを簡素化する

日前，外交部发言人表示，自 2021 年 03 月
15 日起，对已接种中国生产的新冠肺炎疫苗，并持
疫苗接种证明材料的外籍人员提供来华签证便利。
中国关于搭乘航班赴华人员须凭新冠病毒核酸检测
及血清抗体检测双阴性证明乘机的要求不变，有关
人员入境后应遵守中国关于隔离观察的相关规定。

先頃、外交部報道官の発言によると、2021 年 3 月
15 日から、中国製新型コロナワクチンを接種済みで、ワ
クチン接種証明書を持つ外国人に対し、訪中ビザ発給
に便宜を与えるとのことである。航空便に搭乗して中国に
渡航する人員が新型コロナウイルス PCR 検査及び血清
igM 抗体検査のダブル陰性証明を搭乗時に提出するこ
とに関する中国側の要求に変更はない。入国後、かかる
人員は、隔離観察に関する中国側の規定を遵守しなけ
ればならない。

中国驻美国、德国、西班牙、澳大利亚等大使
馆纷纷发表声明称，为有序恢复中外人员往来，将
简化已接种中国产新型冠状病毒疫苗的外籍人员办
理中国签证的流程。各使馆的具体措施不尽相同，
但便利措施主要是指：

このほか、中国在米国、在ドイツ、在スペイン、在オー
ストラリア等各中国大使館は、「中国と外国との人的往
来を段階的に再開するため、中国製新型コロナワクチン
を接種した外国人への訪中ビザ発給手続きを簡素化す
る」との声明を行った。各大使館の具体的な措置は、若
干異なるが、その便宜措置は、主に以下の通りである。

Leezhao Law Office · All rights reserved.
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赴华从事各领域必要复工复产活动的人员
及其家属，可按照疫情前要求准备材料并
递交申请。





适度扩大因“紧急人道主义需要”来华人
员签证审发范围。
符合条件的申请人包括中国公民或永久居
民的外籍家庭成员，包括配偶、父母、子
女和其他共同生活的近亲属（包括兄弟姐
妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子
女）
。来华事由可以是家庭团聚、赡养、探
亲、来华奔丧或探望危重病亲属。



中国に渡航して各分野の必要な操業再開に携
わる人員及びその家族は、新型コロナウイルス感
染症発生前の要求に基づいて書類を準備し、
申請することができる。
「人道上の緊急の必要」により中国に渡航する
人員のビザ発給範囲を適宜拡大する。
条件を満たす申請者には、中国公民または永
住権を持つ住民の配偶者、父母、子女及びそ
の他共に生活する近親者（兄弟姉妹、祖父
母、外祖父母、孫、外孫を指す）を含む外国籍
の家族が含まれる。訪中の事由には、家族と会
う、扶養、帰省、親族の喪に駆け付けるまたは危
篤の親族を見舞うこと等が含まれる。

多家媒体报道，中国驻日本国大使馆也发布了
上述声明。但目前，在中国驻日本国大使馆官网未
能发现相关信息，我们将继续关注。

多くのメディアにおいて関連記事があり、在日本中国
大使館も上述の内容を通達しているが、現時点では、
在日本中国大使館ウェブサイトにはかかる情報はなく、
引き続き注目していきたい。

（里兆律师事务所 2021 年 03 月 29 日编写）

（里兆法律事務所が 2021 年 3 月 29 日付で作成）

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）



跨国企业禁止供应链使用“新疆棉花”面临的
法律风险





《民法典》“职务代理”规定的解读、及其对
企业经营管理带来的风险与防范
《民法典》对企业经营管理及个人生活的主要
影响（社内普法培训）
《民法典》配套司法解释的解读（重点是担保
制度的变革与创新）
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多国籍企業によるサプライチェーンにおける「新疆ウ
イグル自治区産綿花」の使用禁止が直面する法
的リスク
「民法典」における「職務代理」規定の考察、企業
の経営管理にもたらし得るリスク及びその対策
「民法典」が企業の経営管理及び個人生活に与
える主な影響（社内における法普及活動）
「民法典」に伴う司法解釈に関する解説（重点
は、担保制度の変革及びイノベーションである）
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