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一、最新中国法令

一、最新中国法令





全国人大常委会 2021 年度立法工作计划

全国人民代表大会常務委員会 2021 年度立法
作業計画

2. 制定危险化学品安全法；
3. 做好民法典实施，优化营商环境促进公平竞争
等相关立法工作。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202104/1968a
f4c85c246069ef3e8ab36f58d0c.shtml

【発布機関】全国人民代表大会常務委員会
【発 布 日】2021-04-21
【概
要】本作業計画には、以下の内容が含まれる。
（一） 審議を続ける法案（17 件）
1. 行政処罰法（改正）
（可決済み）
2. データセキュリティ法
（4 月）
3. 個人情報保護法
（4 月）
（二） 初回審議する法案（37 件）
1. 安全生産法（改正）
（審議要請済み）
2. 印紙税法
（審議要請済み）
3. 独占禁止法（改正）
4. 会社法（改正）
5. 企業破産法（改正）
6. 行政不服審査法（改正）
7. 婦女権益保障法（改正）
8. 関税法等租税法律
（三） 審議項目として暫定的に挙げられているもの
1. 商業銀行法、保険法、資金洗浄防止法、工会法
等の改正
2. 危険化学品安全法等の制定
3. 民法典の実施、ビジネス環境を最適化し、公平競
争を促進すること等に関する立法作業の貫徹
【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/c30834/202104/1968a
f4c85c246069ef3e8ab36f58d0c.shtml





【发布单位】全国人民代表大会常务委员会
【发布日期】2021-04-21
【内容提要】该工作计划内容包括：
（一）继续审议的法律案（17 件）
1. 行政处罚法（修改）
（已通过）
2. 数据安全法
（4 月）
3. 个人信息保护法
（4 月）
（二）初次审议的法律案（37 件）
1. 安全生产法（修改）
（已提请审议）
2. 印花税法
（已提请审议）
3. 反垄断法（修改）
4. 公司法（修改）
5. 企业破产法（修改）
6. 行政复议法（修改）
7. 妇女权益保障法（修改）
8. 关税法等税收法律
（三）预备审议项目
1. 修改商业银行法、保险法、反洗钱法、工会法；

国务院关于同意在天津、上海、海南、重庆开
展服务业扩大开放综合试点的批复

【发布单位】国务院
【发布文号】国函〔2021〕37 号
【发布日期】2021-04-20
【内容提要】国务院同意在天津市、上海市、海南
省、重庆市开展服务业扩大开放综合
试点，试点期为自批复之日起 3 年。
【备

注】经国务院同意，商务部于 2021 年 04
月 21 日分别印发了 4 省市试点的总
体方案（天津、上海、海南、重庆）
。
方案试点主要内容介绍如下（根据本
地定位不同，各省市具体试点内容有
所不同）
：

在产业开放方面，设置充分竞争、有限竞争、自
然垄断领域竞争性业务、特定领域服务业 4 个类
别，纳入科技、金融、教育等 12 类重点服务行
业，分类施策，提出试点任务 111 项。
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天津、上海、海南、重慶におけるサービス業対外
開放拡大総合試行実施に同意することについての
国務院による回答書

【発布機関】国務院
【発布番号】国函〔2021〕37 号
【発 布 日】2021-04-20
【概
要】国務院は、天津市、上海市、海南省、重
慶市において、サービス業対外開放拡大総
合試行を実施することに同意し、試行期間
は回答日から 3 年間とされる。
【備
考】国務院の同意を経たうえで、商務部は、
2021 年 4 月 21 日にそれぞれ 4 省市の試
行全体方案（天津、上海、海南、重慶）を
印刷・配布した。方案の主な試行内容につ
いて下表にて簡潔に紹介する（現地の位置
付けごとに、各省市の具体的な試行内容
は若干異なる）。
産業開放の方面において、十分な競争、限りある競
争、自然独占分野における競争性を有する業務、特
定分野サービス業という 4 つのカテゴリーを設置し、科
学技術、金融、教育等 12 種類の重点サービス業を
組み込み、種類ごとに政策を実施し、111 項目の試行
任務を打ち出した。
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对外资开放方面：
 支持设立外商独资财务公司；
 放宽外商捐资举办非营利性养老机构
的民办非企业单位准入；




允许外商投资旅行社经营出境游业务
（赴台湾地区除外）
；
 允许外资银行参与进出口环节税款缴
纳和保函业务等。
对内外资同等适用的政策措施：
 探索取消商业特许经营备案；



优化营业性演出审批管理；
深化属地网络游戏内容审核试点；



支持符合条件的金融机构获得结售汇
业务及衍生品交易业务资格等。

在区域发展方面，提出 33 项试点任务，建设重
点示范园区、促进区域协同开放。


在上海的虹桥商务区提供跨境发债、跨境并
购服务，在浦东软件园布局 3D 打印、大数
据产业和数字贸易；等。

在体制机制建设方面，提出 23 项试点任务，完
善规则体系、促进贸易投资便利化。


试行跨境服务贸易负面清单管理模式；



下放中资邮轮、国际客轮运输相关业务的许
可权限；
全面实行不动产登记以及交易和缴税线上
线下一窗受理、并行办理等。



在政策和要素保障方面，提出 36 项试点任务，
提供资金和数据流动、人才服务、知识产权保护
等方面支持。

探索允许符合条件的境外人员担任法定机
构、事业单位、国有企业的法定代表人；




试点开展外籍人才配额管理制度，探索推荐
制人才引进模式；
优化高新技术企业认定程序；
探索建设离岸科技创新中心等。

【法令全文】请点击以下网址查看：
国务院关于同意在天津、上海、海南、重庆开展服
务业扩大开放综合试点的批复
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-04/20/c
ontent_5600751.htm
商务部召开新闻发布会
http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20210423.shtml
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外国資本に対する開放について
 外商独資財務会社の設立を後押しする。
 外国投資家の寄付により設立される非営利
性老人ホームの民間非企業組織の参入を
緩和する。
 外商投資旅行会社による海外旅行業務
（台湾地区を除く）の取扱を認める。
 外資銀行が輸出入段階における税金納付
及び保証状業務等に参与することを認める。

内資と外資に共通して適用される政策措置
 商業フランチャイズ事業届出の取消しを模
索する。
 営業性公演の審査許可管理を最適化する。
 所在地のオンラインゲームコンテンツ審査許
可試行を推進する。
 条件を満たす金融機構が外貨転決済業務
及びデリバティブ取引業務資格等を取得す
ることを支持する。
区域発展の方面において、 33 項目の試行任務を打
ち出し、重点モデル園区を建設し、区域の共同開放を
促進する。

上海の虹橋商務区において、クロスボーダー債券
発行、クロスボーダー買収サービスを提供し、浦東
軟件園において 3D プリント、ビッグデータ産業和
デジタル貿易等を配置する。
体制メカニズム建設方面において、23 項目の試行任
務を打ち出し、規則システムを整備し、貿易投資利便
化を促進する。

クロスボーダーサービス貿易ネガティブリスト管理ス
キームを試行する。

中国資本定期客船、国際客船輸送に関する業
務の許可権限を委譲する。

不動産登記及び取引・納税オンライン/オフライン
手続きの窓口を一本化し、並行して取り扱うとい
うスキームを全面的に実施する。
政策及び要素保障の方面において、36 項目の試行
任務を打ち出し、資金及びデータの流動、人材サービ
ス、知的財産権保護等の方面の支援を提供する。

条件を満たす国外人員が法定機構、事業団
体、国有企業の法定代表者を務めることの許可
を模索する。

外国籍人材割当管理制度を試行し、「推薦制」
人材登用モデルを模索する。

ハイテク企業認定手続きを最適化する。

オフショア科学技術イノベーションセンター等の建
設を模索する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
天津、上海、海南、重慶におけるサービス業対外開放
拡大総合試行実施に同意することについての国務院に
よる回答書
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-04/20/c
ontent_5600751.htm
商務部が記者会見を開催した
http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20210423.shtml
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国家市场监督管理总局等六部门关于进一步
加大改革力度不断提升企业开办服务水平的
通知

【发布单位】国家市场监督管理总局等六部门
【发布文号】国市监注发〔2021〕24 号
【发布日期】2021-04-21
【内容提要】该通知提出提高企业开办“一网通办”
平台使用效率、推动企业开办要素电
子化、提高企业开办身份验证服务水
平、优化社会保险费和住房公积金账
户代扣代缴服务模式、推进企业开办
标准化规范化等六方面内容。其中包
括：



改革に一層力を入れ、企業の設立運営に係るサ
ービス水準を絶えず向上させることに関する国家市
場監督管理総局等六部門による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202104/t20210
421_328072.html

【発布機関】国家市場監督管理総局等六部門
【発布番号】国市監注発〔2021〕24 号
【発 布 日】2021-04-21
【概
要】本通知では、企業設立運営手続きの「オン
ライン・ワンストップ化」プラットフォームの利用
効率を引き上げ、企業設立運営手続きの
電子化を推進し、企業設立運営における
本人確認サービスのレベルを向上させ、社
会保険料及び住宅積立金口座での源泉
徴収サービススキームを最適化し、企業設
立運営の基準化規範化を推進すること等
六方面の内容を打ち出した。具体的には
以下の内容が含まれる。

企業登記登録後の初回の公印作
成、発票及び税金統制装置の取得
申請、従業員の社会保険加入登記、
住宅積立金に係る企業の積立登記
等の企業設立運営業務を、企業設
立運営「オンライン・ワンストップ化」プラ
ットフォームの対象範囲に組み込む。

外商投資企業の設立運営手続きを
「オンライン・ワンストップ化」プラットフォ
ームに組み込み、情報共有を通じて各
部門の申告内容を統合し、外商投資
企業設立運営手続きの利便化レベル
を引き上げることを模索する。

電子版営業許可証の各分野における
利用を普及させ、企業の営業許可証
掲示経営方式（企業が経営場所にお
いて、電子版営業許可証を公に掲示
することは、紙ベースの営業許可証の
掲示に相当する）を明確にし、電子版
発票及び電子印鑑の利用を引き続き
推進する。
【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
421_328072.html







将企业登记注册后首次办理公
章刻制、申领发票和税控设备、
员工参保登记、住房公积金企业
缴存登记等企业开办业务纳入
企业开办“一网通办”平台覆盖
范围。



探索将外商投资企业开办纳入
“一网通办”平台，通过信息共
享整合各部门申报内容，提升外
商投资企业开办便利化水平。



推广电子营业执照在各领域的
应用、明确企业亮照经营方式
（企业在经营场所中公开展示
电子营业执照，等同于悬挂纸质
营业执照）、继续推动电子发票
和电子印章应用。

国家税务总局关于简并税费申报有关事项的
公告

【发布单位】国家税务总局
【发布文号】国家税务总局公告 2021 年第 9 号
【发布日期】2021-04-12
【内容提要】根据该公告：

自 2021 年 06 月 01 日起，纳税
人申报缴纳城镇土地使用税、房
产税、车船税、印花税、耕地占
用税、资源税、土地增值税、契
税、环境保护税、烟叶税中一个
或多个税种时，使用《财产和行
为税纳税申报表》。纳税人新增
税源或税源变化时，需先填报
《财产和行为税税源明细表》
。
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租税申告関連事項の簡素化に関する国家税務
総局による公告

【発布機関】国家税務総局
【発布番号】国家税務総局局公告 2021 年第 9 号
【発 布 日】2021-04-12
【概
要】本公告によると以下の通りである。

2021 年 6 月 1 日から、納税者が都市
土地使用税、不動産税、車船税、印
紙税、耕地占用税、資源税、土地増
値税、不動産譲渡税、環境保護税、
タバコ税のうちいずれか１つ又は複数の
税目を申告する際には、「財産及び行
為税納税申告表」を使用する。納税
者が税源を新規追加し又は税源を変
更する場合、まずは「財産及び行為税
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自 2021 年 05 月 01 日起，海南、
陕西、大连和厦门开展增值税、
消费税分别与城市维护建设税、
教育费附加、地方教育附加申报
表整合试点。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0825/c101434/c5163487/content.html

税源明細表」を記入しなければならな
い。

2021 年 5 月 1 日から、海南、陝西、
大連及び厦門で、増値税、消費税と
都市維持建設税、教育費付加、地
方教育付加申告表との統合試行をそ
れぞれ実施する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0825/c101434/c5163487/content.html







网络直播营销管理办法（试行）

【发布单位】国家互联网信息办公室等七部门
【发布日期】2021-04-23
【实施日期】2021-05-25
【内容提要】在中国境内，通过互联网站、应用程
序、小程序等，以视频直播、音频直
播、图文直播或多种直播相结合等形
式开展营销的商业活动，适用该办法。

インターネットライブ配信マーケティング管理弁法
（試行）

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.cac.gov.cn/2021-04/22/c_1620670982
794847.htm

【発布機関】国家インターネット情報弁公室等七部門
【発 布 日】2021-04-23
【実 施 日】2021-05-25
【概
要】中国国内において、ウェブサイト、アプリケー
ションプログラム、ミニアプリ等を通じて、動画
ライブ配信、音声ライブ配信、イラスト文字
ライブ配信又は複数形態のライブ配信の組
み合わせ等の形式でマーケティングを実施す
るビジネス活動には、本弁法を適用する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.cac.gov.cn/2021-04/22/c_1620670982
794847.htm





人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025
年）

【发布单位】最高人民法院
【发布文号】法发〔2021〕14 号
【发布日期】2021-04-22
【内容提要】该规划提出加强科技创新成果保护、
加强著作权和相关权利保护、加强商
业标志保护、加强反垄断和反不正当
竞争审判、加大对知识产权侵权行为
惩治力度等。其中包括：







加大对关键核心技术、新兴产
业、重点领域及种源等知识产权
司法保护力度，严格落实集成电
路布图设计和计算机软件保护
制度。
适时制定有关司法解释，明确规
制各类垄断和不正当竞争行为。
妥善处理互联网领域垄断纠纷，
完善平台经济反垄断裁判规则。

正确把握惩罚性赔偿构成要件，
确保惩罚性赔偿制度在司法裁
判中精准适用，提高侵权成本，
依法惩处严重侵害知识产权行
为。
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人民法院知的財産権司法保護計画
（2021-2025 年）

【発布機関】最高人民法院
【発布番号】法発〔2021〕14 号
【発 布 日】2021-04-22
【概
要】本計画では、科学技術イノベーション成果
の保護強化、著作権及びかかる権利の保
護強化、商業ロゴの保護強化、独占禁止
及び不正競争防止に関する審判の強化、
知的財産権侵害行為への制裁の強化等
を打ち出した。それには、以下のものが含ま
れる。

肝心な核心技術、新興産業、重点
分野及び起源等の知的財産権に対
する司法保護を強化し、集積回路の
回路配置及びコンピュータソフトウェア
保護制度を厳格に貫徹する。

かかる司法解釈を適宜制定し、各種
の独占行為及び不正競争行為を明
確に規制する。インターネット分野にお
ける独占紛争を適切に処理し、プラッ
トフォーム経済独占禁止裁判規則を
整備する。

懲罰的賠償の構成要件を正確に把
握し、司法裁判における懲罰的賠償
制度の正確な適用を確実に保証し、
不法行為のコストを引き上げ、深刻な
知的財産権侵害行為については法に
依拠して制裁を科す。
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【法令全文】请点击以下网址查看：
人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025 年）
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-297981.ht
ml
2020 年中国法院 10 大知识产权案件和 50 件典型
知识产权案例
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-297991.h
tml
官方答记者问
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-298201.h
tml

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
人民法院知的財産権司法保護計画（2021-2025 年）
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-297981.ht
ml
2020 年中国法院における 10 大知的財産権事案及び
50 件の典型的知的財産権判例
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-297991.h
tml
記者からの質問に対する公式回答
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-298201.h
tml





最高人民法院关于修改《关于上海金融法院案
件管辖的规定》的决定

【发布单位】最高人民法院
【发布文号】法释〔2021〕9 号
【发布日期】2021-04-22
【实施日期】2021-04-22
【内容提要】该决定增加了上海金融法院的金融民
商事案件管辖范围、涉金融行政案件
管辖范围，并明确了上海金融法院的
执行案件管辖范围。其中包括：







在管辖的民事案由方面，新增了
包括独立保函、保理、储蓄存款
合同、银行结算合同纠纷。
在管辖的金融业务纠纷类型方
面，涵盖了资产管理业务、资产
支持证券业务、外汇业务、金融
产品销售和适当性管理、征信业
务、支付业务及经有权机关批准
的其他金融业务引发的金融民
商事纠纷案件，并新增管辖涉金
融机构的与公司有关的纠纷。
上海金融法院负责执行其作出
的第一审民商事案件和涉金融
行政案件生效裁判、金融仲裁裁
决，办理执行过程中的相关执行
异议、执行异议之诉案件。

【法令全文】请点击以下网址查看：
最高人民法院关于修改《关于上海金融法院案件管
辖的规定》的决定
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-297951.ht
ml
官方答记者问
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-297961.h
tml
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「上海金融法院事案管轄に関する規定」の改正
に関する最高人民法院による決定

【発布機関】最高人民法院
【発布番号】法釈〔2021〕9 号
【発 布 日】2021-04-22
【実 施 日】2021-04-22
【概
要】本決定において、上海金融法院の金融民
事・商事事案の管轄対象範囲、金融にか
かわる行政事案の管轄対象範囲を追加
し、且つ上海金融法院の執行事案の管轄
対象範囲を明確にした。それには、以下の
ものが含まれる。

管轄している民事事由において、独立
保証状、ファクタリング、預貯金契約、
銀行決済契約紛争を新規追加した。

管轄している金融業務紛争のタイプに
おいて、資産管理業務、資産担保証
券業務、外貨業務、金融商品販売
及び適切性管理、信用リスク管理業
務、支払業務及び権限ある機関が承
認したその他金融業務により生じた金
融民商事紛争事案を網羅し、金融
機構と会社とにかかわる紛争を管轄対
象として新規追加した。

上海金融法院は、自己が下した第一
審民商事事案及び金融にかかわる行
政事案の効力の生じた判決、金融仲
裁判断の執行において責を負い、執
行過程におけるかかる執行異議、執
行異議申し立ての訴えに対応する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
「上海金融法院事案管轄に関する規定」の改正に関す
る最高人民法院による決定
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-297951.ht
ml
記者からの質問に対する公式回答
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-297961.h
tml
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国家税务总局上海市税务局等十六部门关于
推进纳税缴费便利化改革优化税收营商环境
若干措施的通知



納税・費用納付の利便化改革を推進し、ビジネス
環境を最適化するための若干措置に関する国家
税務総局上海市税務局等十六部門による通知

【发布单位】国家税务总局上海市税务局等十六部门
【发布日期】2021-04-22
【法令全文】请点击以下网址查看：
关于推进纳税缴费便利化改革优化税收营商环境若
干措施的通知
http://www.shanghai.gov.cn/nw49248/20210421/b
03967e1ba8b4e8290a1247a4590e4d8.html
官网图解
http://www.shanghai.gov.cn/nw49248/20210421/9
8de3e21802b455586adfadc967c552e.html

【発布機関】国家税務総局上海市税務局等十六部門
【発 布 日】2021-04-22
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
納税・費用納付の利便化改革を推進し、ビジネス環境
を最適化するための若干措置に関する通知
http://www.shanghai.gov.cn/nw49248/20210421/b
03967e1ba8b4e8290a1247a4590e4d8.html
公式サイトでの図解
http://www.shanghai.gov.cn/nw49248/20210421/9
8de3e21802b455586adfadc967c552e.html





北京市社会保险基金管理中心等两部门关于
深入推进企业开办便利化进一步优化员工参
保登记办理流程有关事项的通知

企業設立運営の利便化を更に推進し、従業員の
社会保険加入登記手続きを一層最適化すること
に関する事項についての北京市社会保険基金管
理センター等 2 部門による通知

【发布单位】北京市社会保险基金管理中心、北京
市医疗保险事务管理中心
【发布文号】京社保发〔2021〕6 号
【发布日期】2021-04-23
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://rsj.beijing.gov.cn/csibiz/improtant/notice/202
104/t20210423_2367512.html

【発布機関】北京市社会保険基金管理センター、北京
市医療保険事務管理センター
【発布番号】京社保発〔2021〕6 号
【発 布 日】2021-04-23
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://rsj.beijing.gov.cn/csibiz/improtant/notice/202
104/t20210423_2367512.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、近期热点话题

二、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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