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国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一
步做好“放管服”改革有关工作的意见

【发布单位】国务院办公厅
【发布文号】国办发〔2021〕10 号
【发布日期】2021-04-15
【内容提要】该意见提出进一步推动优化就业环
境、推动减轻市场主体负担、推动扩
大有效投资、推动激发消费潜力、推
动稳外贸稳外资等主要任务。其中包
括：

「6 つの安定」、「6 つの維持」を支援し、「放管服
（行政簡素化と行政権限の委譲、行政権限の委
譲と管理の両立、サービス向上）」改革関連作業
を更に貫徹することに関する国務院弁公庁による
意見

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-04/15/c
ontent_5599655.htm

【発布機関】国務院弁公庁
【発布番号】国弁発〔2021〕10 号
【発 布 日】2021-04-15
【概
要】本意見では、就業環境の最適化の更なる
推進、事業主の負担軽減、有効な投資拡
大と推進、消費潜在力の引出し、対外貿
易・外資利用の安定化の推進などの主要
任務を打ち出した。それには、以下の内容
が含まれる。
外商投資環境を引き続き最適化する

外商投資参入前内国民待遇＋ネガティブリスト
管理制度を整備し、外資企業が平等に諸支援
政策を享受することを確実に保証する。

外資企業が国及び業界基準の制定に一層着実
に参与することを支持する。

外商投資情報報告制度を最適化する。
通関利便化を引き続き推進する

国際貿易「単一窓口」と港湾、鉄道、民航等の
情報プラットフォーム及び銀行、保険等の機構と
の接続を推進する。

税関リスク制御規則を最適化し、科学的且つラ
ンダムなリスク管理を普及させ、人工分析・制御
の精度を引き上げ、法令遵守企業及び低リスク
商品の検査率を引き下げる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-04/15/c
ontent_5599655.htm





持续优化外商投资环境

完善外商投资准入前国民待遇加负面清单
管理制度，确保外资企业平等享受各项支持
政策。

支持外资企业更好参与国家和行业标准制
定。

优化外商投资信息报告制度。
持续推进通关便利化

推动国际贸易“单一窗口”同港口、铁路、
民航等信息平台及银行、保险等机构对接。


优化海关风险布控规则，推广科学随机布
控，提高人工分析布控精准度，降低守法合
规企业和低风险商品查验率。

国家市场监督管理总局关于调整企业登记前
置审批事项目录的通知

【发布单位】国家市场监督管理总局
【发布文号】国市监注发〔2021〕17 号
【发布日期】2021-04-15
【内容提要】根据该通知：
《企业登记前置审批事项目录（2021 年）》（共
35 项）

烟草专卖生产企业许可证核发

金融控股公司设立审批

危险化学品经营许可

生产、储存危险化学品建设项目安全条件审
查
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企業登記の事前審査許可事項リスト調整に関す
る国家市場監督管理総局による通知

【発布機関】国家市場監督管理総局
【発布番号】国市監注発〔2021〕17 号
【発 布 日】2021-04-15
【概
要】本通知によると、以下の通りである。
「企業登記の事前審査許可事項リスト（2021 年）」
（計 35 項目）

たばこ専売生産企業許可証の審査・発行

金融持ち株会社の設立審査許可

危険化学品経営許可

危険化学品生産・保管建設プロジェクト安全条
件審査
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外资银行营业性机构及其分支机构设立审
批
外国银行代表处设立审批
融资担保公司设立审批
外国证券类机构设立驻华代表机构核准



外国保险机构驻华代表机构设立审批



外国证券类机构驻华代表机构名称变更核
准

外国保险机构驻华代表机构重大事项变更
审批
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202104/t20210
415_327855.html

外資銀行営業的機構及びその分支機構の設立
審査許可

外国銀行代表処設立審査許可

融資担保会社設立審査許可

外国証券類機構による中国駐在員事務所の設
立に関する審査認可

外国保険機構の中国駐在員事務所設立審査
許可
「企業変更登記、抹消登記の事前審査許可事項リ
スト（2021 年）」（計 29 項目）

外資銀行の登録資本または運営資金変更等に
関する審査許可

外国銀行代表処の変更及び終了に関する審査
許可

外国証券類機構中国駐在員事務所名称変更
認可

外国保険機構中国駐在員事務所重大事項変
更に関する審査許可
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202104/t20210
415_327855.html





《企业变更登记、注销登记前置审批事项目录
（2021 年）》
（共 29 项）

外资银行变更注册资本或营运资金等审批


外国银行代表处变更及终止审批



中华人民共和国进出口食品安全管理办法
中华人民共和国进口食品境外生产企业注册
管理规定

【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署第 249、248 号令
【发布日期】2021-04-12
【实施日期】2022-01-01
【内容提要】根据上述两项法令：


进出口食品生产经营者对其生产
经营的进出口食品安全负责。



进口食品应当符合中国法律法规
和食品安全国家标准；进口尚无
食品安全国家标准的食品，应当
符合国务院卫生行政部门公布的
暂予适用的相关标准要求；海关
依据进出口商品检验相关法律、
行政法规的规定对进口食品实施
合格评定。



进口食品境外生产企业应当获得
海关总署注册。已获得注册的企
业向中国境内出口食品时，应当
在食品的内、外包装上标注在华
注册编号或者所在国家（地区）
主管当局批准的注册编号。



【释

进出口食品添加剂、食品相关产
品的生产经营活动按照海关总署
相关规定执行。
义】“进出口食品生产经营者”
：向中国境
内出口食品的境外生产企业、境外出
口商或者代理商、食品进口商、出口
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中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法
中華人民共和国輸入食品国外生産企業登録
管理規定

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署第 249、248 号令
【発 布 日】2021-04-12
【実 施 日】2022-01-01
【概
要】上述の 2 つの法令によれば、以下の通りで
ある。

輸出入食品の生産経営者は、その生
産経営している輸出入食品の安全に
ついて責任を負う。

輸入食品は中国の法律、法規及び
食品安全国家基準に合致しなければ
ならない。まだ食品安全国家規準の
ない食品を輸入する場合、国務院衛
生行政部門が公布する一時的に適
用される基準の要求に合致しなけれ
ばならない。税関は、輸出入商品検
査に関する法律、行政法規の規定に
基づき、輸入食品について合格評定
を実施する。

輸入食品国外生産企業は、税関総
署にて登録しなければならない。既に
登録した企業が中国国内に食品を輸
出する場合、食品の内側及び外側包
装に、中国における登録番号又は所
在国家（地区）主管当局が認可した
登録番号を表示しなければならない。

食品添加剤、食品関連製品を輸出
入する生産経営活動は、税関総署の
関連規定に従って実施する。
【注
釈】「輸出入食品の生産経営者」とは、中国国
内に食品を輸出する国外生産企業、国外
輸出業者又は代理店、食品輸入業者、
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食品生产企业、出口商以及相关人员
等。
“进口食品境外生产企业”
：向中国境
内出口食品的境外生产、加工、贮存
企业。
【法令全文】请点击以下网址查看：
中华人民共和国进出口食品安全管理办法
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/3619657/index.html
中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规
定
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/3619591/index.html

輸出食品生産企業、輸出業者及び関連
人員等をいう。
「輸入食品国外生産企業」とは、中国国内
に食品を輸出する国外で生産、加工、貯
蔵を行う企業をいう。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/3619657/index.html
中華人民共和国輸入食品国外生産企業登録管理規
定
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/3619591/index.html





应急管理部关于加强安全生产执法工作的意
见

【发布单位】应急管理部
【发布文号】应急〔2021〕23 号
【发布日期】2021-04-15
【内容提要】地方各级应急管理部门要将危险化学
品、金属冶炼、涉爆粉尘等重点行业
领域安全风险等级较高的企业纳入年
度执法计划，确定为重点检查企业，
每年至少进行一次“全覆盖”执法检
查，其他企业实行“双随机、一公开”
执法抽查。

安全生産法執行作業の強化に関する応急管理
部による意見

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202
104/t20210415_383246.shtml

【発布機関】応急管理部
【発布番号】応急〔2021〕23 号
【発 布 日】2021-04-15
【概
要】地方各級応急管理 部門は、 危険化学
品、金属製錬、爆発性粉じん等重点業種
分野における安全リスクレベルが高い企業を
年度法執行計画に組み込み、重点検査
対象企業として確定し、毎年少なくとも 1
回「全体に行き渡る」ような法執行検査を
実施する。その他の企業は、「二重の無作
為抽出検査、全過程公開」（検査対象の
無作為な抽出検査、無作為な法執行検
査員派遣、抽出検査状況・取締結果の迅
速な一般公開）による法執行抽出検査を
実施する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202
104/t20210415_383246.shtml





海南自由贸易港旅游业、现代服务业、高新技
术产业企业所得税优惠目录

【发布单位】财政部、国家税务总局
【发布文号】财税〔2021〕14 号
【发布日期】2021-04-09
【实施日期】2020-01-01 至 2024-12-31
【内容提要】针对旅游业等三大产业，该《目录》
分别根据产业结构调整指导目录中的
产业、鼓励外商投资产业目录中的产
业、海南自由贸易港新增鼓励类产业
中的产业等 3 大部分进行逐一细分：
旅游业共包含 6 类 14 项，现代服务
业共包含 22 类 131 项，高新技术产
业共包含 36 类 324 项。
【备

注】根据《财政部、国家税务总局关于海
南自由贸易港企业所得税优惠政策的
通知》
：对在海南自由贸易港设立的旅
游业、现代服务业、高新技术产业企
业新增境外直接投资取得的所得，免
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海南自由貿易港観光業、現代サービス業、ハイ
テク産業企業所得税優遇目録

【発布機関】財政部、国家税務総局
【発布番号】財税〔2021〕14 号
【発 布 日】2021-04-09
【実 施 日】2020-01-01 から 2024-12-31 まで
【概
要】観光業等 3 つの産業について、「目録」は、
それぞれ産業構造調整指導目録における
産業、外商投資奨励産業目録における産
業、海南自由貿易港の新規増加奨励類
産業における産業という 3 大部分に基づき、
逐一で細分化した。観光業は 6 類 14 項目
に分け、現代サービス業は 22 類 131 項目
に分け、ハイテク産業は 36 類 324 項目に
分けた。
【備
考】「海南自由貿易港企業所得税優遇政策
に関する財政部、国家税務総局による通
知」によると、海南自由貿易港に設立され
た観光業、現代サービス業、ハイテク産業
企業の新規増加の国外直接投資により取
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征企业所得税。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.hnftp.gov.cn/zcfg/zcwj/bwzc/202104/t2
0210409_3317287.html

得する所得について、企業所得税の徴収を
免除する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.hnftp.gov.cn/zcfg/zcwj/bwzc/202104/t2
0210409_3317287.html





上海市市场监督管理局等七部门关于加快打
造数字化开办企业服务体系的意见

デジタル化企業設立サービスシステム構築の加速
化に関する上海市市場監督管理局等七部門に
よる意見

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://scjgj.sh.gov.cn/007/20210406/2c9bf2f67882
977e0178a4c98b70711b.html

【発布機関】上海市市場監督管理局等七部門
【発布番号】滬市監規範〔2021〕7 号
【発 布 日】2021-04-06
【実 施 日】2021-04-06（有効期間 5 年）
【概
要】本意見では、企業設立登記ペーパーレス
化全プロセス電子化を筆頭に、発票、従業
員就業保険加入登記及び住宅積立金の
企業に係るサービスのオンラインでの申請を
中継ぎとし、営業許可証、印鑑、発票電
子化受領を末端とした企業開設デジタル化
サービスチェーンの構築を打ち出した。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://scjgj.sh.gov.cn/007/20210406/2c9bf2f67882
977e0178a4c98b70711b.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





【发布单位】上海市市场监督管理局等七部门
【发布文号】沪市监规范〔2021〕7 号
【发布日期】2021-04-06
【实施日期】2021-04-06（有效期 5 年）
【内容提要】该意见提出打造以企业设立登记无纸
全程电子化为先导，发票、员工就业
参保登记和住房公积金涉企服务在线
申办为中继，营业执照、印章、发票
电子化领用为终端的开办企业数字化
服务链。

国务院常务会议通过《中华人民共和国市场主
体登记管理条例（草案）
》

日前召开的国务院常务会议通过《中华人民共
和国市场主体登记管理条例（草案）》。草案整合已
出台的关于市场主体登记管理的行政法规，对在中
国境内以营利为目的从事经营活动的各类企业、个
体工商户、农民专业合作社等登记管理作出统一规
定。主要包括：
提升登记便利度

推行当场办、一次办、限时办、网上办、异
地可办。

登记机关对申请材料符合法定要求的应予
当场登记；不能当场登记的，一般应在 3 个
工作日内予以登记。


电子与纸质营业执照具有同等法律效力。

Leezhao Law Office · All rights reserved.

国務院常務会議では、「中華人民共和国事業
主登記管理条例（草案）」が採択された

先頃開催された国務院常務会議では、「中華人民
共和国事業主登記管理条例（草案）」が採択された。
本草案では、公布された事業主登記管理に関する行
政法規を取りまとめ、中国国内で、営利を目的として経
営活動を取り扱う各種の企業、個人事業主、農民農
業合作社等の登記管理について一律に規定している。
これには、主に以下の内容が含まれる。
登記の利便性を引き上げる

「その場で、一回で、期間限定で、オンラインによ
り、枠を超えて実施すること」を推進する。

登記機関は、申請書類が法定要求を満たすもの
については、その場で登記するものとし、その場で
登記することができないものについては、通常、3
業務日以内に登記するものとする。

電子版の営業許可証と紙ベースの営業許可証
は、同等の法的効力を有する。

5/7

精简申请材料和登记环节

登记机关能够通过政务信息共享平台获取
的相关信息，不得要求申请人重复提供。


申请材料不齐全或不符合法定形式的，登记
机关应一次性告知申请人需补正的材料。

解决“注销难”
市场主体未发生或已清偿债权债务、职工工资、
社保费用、应缴税款等，书面承诺承担相关法律
责任并按规定公示的，可按简易程序办理注销。

设立歇业制度
因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等造成经
营困难的，市场主体可自主决定在一定时期内歇
业并向登记机关备案，歇业最长不得超过 3 年。

明确诚信和监管要求

市场主体实行实名登记，对提交材料真实
性、合法性和有效性负责，并按规定公示年
度报告和登记相关信息。


对登记时提交虚假材料或有其他欺诈行为
的，撤销其市场主体登记，直接责任人 3 年
内不得再次申请登记。



登记机关根据市场主体信用状况实施分级
分类监管，采取“双随机、一公开”方式对
登记事项进行监督检查。

明确违法行为的法律责任和处罚措施
增强处罚针对性，情节严重的吊销营业执照。

申請書類及び登記手続きを簡素化する

登記機関が行政手続情報共有プラットフォームを
通じて取得できる情報について、申請者に重複
提供を求めてはならない。

申請書類に不備があり、又は法定形式に適合し
ない場合、登記機関は、補足すべき書類につい
て申請者に一度にまとめて連絡するものとする。
「抹消難」の問題を解決する
事業主には、債権債務、従業員給与、社会保険費
用、租税公課等が発生しておらず、又は既に弁済済
みで、書面にてかかる法的責任の負担を承諾し、且つ
規定に従い公示している場合、簡易手順に基づき抹
消することができる。
休業制度の設置
天災地変、事故災難、公共衛生事件等により経営
難が生じた場合、事業主は、自らの決定により、一定
期間内において休業し、且つ登記機関にて届出を行う
ことができる。休業期間は 最大で 3 年間を超えてはな
らない。
信義誠実及び監督管理要求を明確にする

事業主は、実名登記を行い、その提出する書類
の真実性、適法性及び有効性について責任を負
い、且つ規定に基づき年度報告を公示し、かかる
情報を登記する。

登記の際に虚偽の書類を提出し、又はその他詐
欺行為があった場合、その事業主登記を取下
げ、その直接責任者は、３年間以内に再度登記
を申請してはならない。

登記機関は、事業主の信用状況に応じて級ごと
種類ごとの監督管理を実施し、「二重の無作為
抽出検査、全過程公開」（検査対象の無作為な
抽出検査、無作為な法執行検査員派遣、抽出
検査状況・取締結果の迅速な一般公開）の方
式で、登記事項について監督検査を実施する。
違法行為の法的責任及び制裁措置を明確にする
制裁対象を更に明確にし、情状が特に重い場合、営
業許可証を取り消す。

（里兆律师事务所 2021 年 04 月 16 日编写）



中国正式完成 RCEP 核准程序

（里兆法律事務所が 2021 年 4 月 16 日付で作成）



中国の RCEP 承認手続きが正式に完了した

日前，中国驻东盟大使向东盟秘书长正式交存
《区域全面经济伙伴关系协定》
（RCEP）核准书，
这标志着中国正式完成 RCEP 核准程序，成为非东
盟国家中第一个正式完成核准程序的成员国。

先頃、中国の駐東南アジア諸国連合（ASEAN）大
使は、東南アジア諸国連合事務局長に対し、「地域的
な包括的経済連携」（RCEP）の批准書を正式に渡し
た。これにより、中国の RCEP の承認手続きが正式に完
了し、加盟国以外の国のうち、初めて承認手続きを完
了させたメンバーとなった。

中国正在大力推进 RCEP（协定文本【中文、
英文】
、各章内容概览）实施相关技术准备工作，以
确保在协定生效时能够全面履行协定义务。

協定発効の際に、協定に基づく義務を全面的に履行
できるよう、中国では、 RCEP（協定案【中国語、英
語】、各章概要）の実施に関する技術上の準備作業の
推進に力を入れている。

（里兆律师事务所 2021 年 04 月 18 日编写）

（里兆法律事務所が 2021 年 4 月 18 日付で作成）
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医药行业反垄断开出最大罚单：某药业因纵向
价格垄断被罚 7.64 亿元



医薬品業界での独占禁止行為における最高額の
罰金が科された ― ある薬品事業者が垂直の
価格独占協定のため 7.64 億元の罰金が科された

日前，国家市场监督管理总局就某药业价格垄
断案做出行政处罚，责令其停止违法行为，并处以
其 2018 年销售额 254.67 亿元 3%的罚款，计 7.64
亿元。

先頃、国家市場監督管理総局は、ある薬品事業者
の価格独占事案に対し行政処罰を与え、違法行為の
停止を命じ、且つその 2018 年度の売上高 254.67 億
元の 3%に相当する罰金、計 7.64 億元を科した。

2015 年至 2019 年，
该当事人在全国范围内（不
含港澳台地区）通过签署合作协议、下发调价函、
口头通知等方式，与药品批发商、零售药店等下游
企业达成固定药品转售价格和限定药品最低转售价
格的协议，并通过制定实施规则、强化考核监督、
惩罚低价销售经销商、委托中介机构监督线上销售
药品价格等措施保证该协议实施。上述行为排除、
限制了竞争，损害了消费者合法权益和社会公共利
益，违反《反垄断法》第十四条“禁止经营者与交
易相对人达成下列垄断协议：
（一）固定向第三人转
售商品的价格；
（二）限定向第三人转售商品的最低
价格”的规定。

2015 年から 2019 年までの間に、当該当事者は、中
国全土（香港・マカオ・台湾地区を含まない）において、
合作契約の締結、価格調整書簡の通達、口頭による
通知等の方式を通じて、薬品卸売業者、小売薬店等
川下企業との間で、薬品再販売価格の設定及び薬品
最低再販売価格の制限に関する協定を取り交わし、且
つ実施規則の制定、評価監督の強化、低価格で販売
している取次販売店の制裁、オンラインでの薬品販売価
格の監督を仲介機構への委託等の措置を通じて、当該
協定が実施されるよう手配していた。上述の行為により、
競争を排除し、制限しており、消費者の適法な権益及
び社会の公共利益を損なっており、「独占禁止法」第十
四条にいう「事業者が取引相手と次に掲げる独占協定
を取り交わすことを禁止する。（一）第三者への商品の再
販価格を設定すること。（二）第三者に商品を再販する
際の最低価格を限定すること。」という規定に違反した。

案件审理过程中，某药业提出抗辩，
“排除、限
制竞争”是纵向价格垄断协议的构成要件，其产品
市场份额较低，相关行为不会产生排除、限制竞争
的影响。国家市场监督管理总局研究认为，经营者
与交易相对人达成固定转售价格和限定最低转售价
格协议目的就是为了消除竞争，具有排除、限制竞
争的影响，对此类协议的适用原则依法为原则禁止
加例外豁免。因此，对上述抗辩理由不予采纳。

事案の審理過程において、ある薬品事業者は、「『競
争の排除、制限』は、垂直の価格独占協定の構成要
件であり、その製品の市場占有率は相対的に低いことか
ら、かかる行為により、競争を排除、制限することはない」
と抗弁した。国家市場監督管理総局は、研究の結果、
「事業者と取引相手が再販売価格を設定し且つ最低
再販売価格を限定する協定を取り交わした目的は、競
争を無くすためであり、競争を排除し制限する影響があ
る。このような協定の適用原則は、法律に基づき、原則
禁止＋例外的状況に限定した免除とする、との判断を
下した。従って、国家市場監督管理総局は、上述の抗
弁理由を認めなかった。

（里兆律师事务所 2021 年 04 月 18 日编写）

（里兆法律事務所が 2021 年 4 月 18 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）





《民法典》背景下的职务代理与企业风险防范
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「民法典」を背景にした職務代理と企業のリスク対
策
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