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一、最新中国法令

一、最新中国法令





法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）

【发布单位】中共中央、国务院
【发布日期】2021-08-11
【实施日期】2021-2025
【内容提要】该文件内容包括：
健全政府机构职能体系

深入推进“放管服”改革。



分级分类推进行政审批制度改革。



依托全国一体化政务服务平台等渠道，
全面推行审批服务“马上办、网上办、
就近办、一次办、自助办”
。




推行行政审批告知承诺制。
大力归并减少各类资质资格许可事项，
降低准入门槛。
有序推进“证照分离”改革全覆盖，将
更多涉企经营许可事项纳入改革。







积极推进“一业一证”改革，探索实现
“一证准营”
、跨地互认通用。

持续优化法治化营商环境。
 健全外商投资准入前国民待遇加负面
清单管理制度，推动规则、规制、管理、
标准等制度型开放。


加强和改进反垄断与反不正当竞争执
法。
健全依法行政制度体系，加快推进政府治理规范
化程序化法治化

加强生物安全、反垄断、涉外法治等重要领
域立法。
健全行政执法工作体系

加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态
环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交
通运输、金融服务、教育培训等重点领域执
法力度。
【法令全文】请点击以下网址查看：
法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）
http://www.gov.cn/zhengce/2021-08/11/content_5
630802.htm
官方答记者问
http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/qmyfzg/202108/
t20210811_434238.html

Leezhao Law Office · All rights reserved.

法治政府構築実施概要（2021-2025 年）

【発布機関】中国共産党中央委員会、国務院
【発 布 日】2021-08-11
【実 施 日】2021-2025
【概
要】本文書の内容には以下のものが含まれる。
政府機関の職能体系の健全化

「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
を推進する。
 行政審査許可制度改革を等級、分類別に
推進する。
 全国一体化行政サービスプラットフォーム等
の方法により、審査許可サービスの「すぐに行
う、オンライン上で行う、最寄りの場所で行
う、ワンスオンリー、セルフサービス」を全面的
に推進する。
 行政審査許可告知承諾制を推進する。
 各種の資質資格許可事項の統合、削減に
注力し、参入ハードルを引下げる。
 「証照分離」改革を秩序立てて推進し、全
体に行き渡るようにし、より多くの企業の経営
に係る許可事項を改革の対象に組み入れ
る。
 「一業一証」改革に積極的に推進し、「1 枚
の許可証により経営を認める」、地域の枠を
超えて相互に承認する制度の実現方法につ
いて検討する。

ビジネス環境の法治化、最適化を続行する。
 外国投資者の対中投資に対する参入前の
内国民待遇+ネガティブリストによる管理制
度を健全化し、規則、規制、管理、標準等
の制度型対外開放を推進する。
 独占禁止法及び不正競争防止法の法執
行を強化し、改善する。
法に基づく行政制度体系を整備し、政府統治の規範
化、ルーティン化、法治化の推進を加速させる

バイオセーフティ、独占禁止、渉外法治等重要分
野の法整備を強化する。
行政法執行作業体系を健全化する

食品及び医薬品、公衆衛生、自然資源、生態
環境、安全生産、労働保障、都市管理、交通
運輸、金融サービス、教育訓練等重点分野にお
ける法執行を強化する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
法治政府構築実施概要（2021-2025 年）
http://www.gov.cn/zhengce/2021-08/11/content_5
630802.htm
記者からの質問に対する公式回答
http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/qmyfzg/202108/
t20210811_434238.html
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国家发展和改革委员会等六部门关于加强投
资数据资源共享持续深化投资审批“一网通
办”的指导意见

【发布单位】国家发展和改革委员会等六部门
【发布文号】发改投资〔2021〕1119 号
【发布日期】2021-08-10
【内容提要】该意见提出：推进跨层级、跨地域、
跨部门的审批数据共享和业务协同，
2021 年底争取实现各级自然资源、生
态环境、交通运输、水利等部门审批
系统与投资在线平台的互联共享，并
持续深化投资审批权责“一张清单”
、
投资数据“一体共享”
、审批事项“一
网通办”
，并为此提出完善审批工作机
制、健全共享标准、拓展平台功能、
深化“一网通办”等方面措施。其中
包括：



投資データリソースの共有を強化し、投資に係る
審査許可手続きの「オンライン・ワンストップ化」を
引き続き推進することに関する国家発展・改革委
員会等 6 部門による指導意見

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202108/t202
10810_1293417.html?code=&state=123

【発布機関】国家発展・改革委員会等 6 部門
【発布番号】発改投資〔2021〕1119 号
【発 布 日】2021-08-10
【概
要】本意見において、審査許可に係るデータを
等級、地域、部門の枠を超えて共有し、ま
た業務連携を図ること、2021 年年末を目
途に各級の自然資源、生態環境、交通運
輸、水利等の部門の審査許可システムと
投資オンラインプラットフォームの相互接続に
よる情報共有を実現させ、投資に係る審査
許可の権限及び責任を「リスト化」し、投資
データを「一元管理し共有する」こと、審査
許可事項の「オンライン・ワンストップ化」を引
き続き推進することを提言した上で、これら
の実現に向けて、審査許可作業メカニズム
の整備、共有基準の健全化、プラットフォー
ムの機能拡張、「ワンストップ・オンライン化」
推進等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。

固定資産投資プロジェクトコード及びプ
ロジェクト基本情報フォームによる運用
を強化する。

電子印鑑と電子証明書を一度ダウン
ロードするだけで、以後繰り返し利用で
きるようにする。

投資審査許可手続きの「完全オンライ
ン化」を推進する。
【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/202108/t202
10810_1293417.html?code=&state=123







强化固定资产投资项目代码和
项目信息基础表单应用。



推广电子印章和电子证照复用。



深入推进投资审批“全程网办”
。

商务部等九部门关于印发《商贸物流高质量发
展专项行动计划（2021-2025 年）
》的通知

【发布单位】商务部等九部门
【发布日期】2021-08-09
【实施日期】2021-2025
【内容提要】该计划提出：
目标
到 2025 年初步建立畅通高效、协同共享、标准
规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系，
培育一批有品牌影响力和国际竞争力的商贸物
流企业，商贸物流网络更加健全，区域物流一体
化加快推进，新模式新业态加快发展，商贸物流
服务质量和效率提升，商贸服务业和国际贸易物
流成本进一步下降。

重点任务

优化商贸物流网络布局。

建设城乡高效配送体系。
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「商業貿易物流の良質な発展のための特別行動
計画（2021-2025 年）」公布に関する商務部等 9
部門による通知

【発布機関】商務部等 9 部門
【発 布 日】2021-08-09
【実 施 日】2021-2025
【概
要】本計画では以下の通り、提言している。
目標
2025 年初めまでに円滑化及び効率化、共有・協同、
標準化・規範化、スマート化・エコ化、融和的な対外
開放を推し進める近代的な商業貿易物流体系の構
築を一通り完成させ、ブランド影響力と国際競争力を
持つ商業貿易物流企業を育て、商業貿易物流ネット
ワークを更に改善し、区域物流一体化の推進を加速
させ、新スキーム及び新業態の発展を加速させ、商業
貿易物流サービスの質と効率を向上させ、商業貿易サ
ービス業及び国際貿易物流コストをさらに引下げる。
重点任務

商業貿易物流ネットワークの配置を最適化する。

都市と農村との間に効率的な配送体系を構築す
る。

3/6





促进区域商贸物流一体化。
提升商贸物流标准化水平。
推广应用现代信息技术。
推动 5G、大数据、物联网、人工智能等现
代信息技术与商贸物流全场景融合应用，提
升商贸物流全流程、全要素资源数字化水
平。探索应用标准电子货单。



发展商贸物流新业态新模式。





鼓励批发、零售、电商、餐饮、进出口
等商贸服务企业与物流企业深化合作，
优化业务流程和渠道管理，促进自营物
流与第三方物流协调发展。



支持家电、医药、汽车、大宗商品、再
生资源回收等专业化物流发展。

提升供应链物流管理水平。
鼓励商贸企业、物流企业通过签订中长期合
同、股权投资等方式建立长期合作关系。




加快推进冷链物流发展。
健全绿色物流体系。
 鼓励使用可循环利用环保包材，减少物
流过程中的二次包装，推动货物包装和
物流器具绿色化、减量化、可循环。








大力推广节能和清洁能源运输工具与
物流装备。
支持节能环保型仓储设施建设。
加快构建新型再生资源回收体系，支持
建设绿色分拣中心。

保障国际物流畅通。
推进跨境通关便利化。
 深入推进口岸通关一体化改革，巩固压
缩整体通关时间成效。


全面推进“两步申报”“提前申报”等
便利化措施，提高通关效率。



推进经认证的经营者（AEO）国际互认
合作，鼓励符合条件的企业向注册地海
关申请成为 AEO 企业。


培育商贸物流骨干企业。
【法令全文】请点击以下网址查看：
商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025 年）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gztz/2021
08/20210803185463.shtml
官方答记者问
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gztz/2021
08/20210803186276.shtml
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区域商業貿易物流一体化を推進する。
商業貿易物流業務の標準化水準を向上させる。
近代的な情報技術の運用を普及させる。
5G、ビッグデータ、モノのインターネット、人工知能
等の近代的な情報技術と商業貿易物流の様々
な利用場面との融合による運用を推進し、商業
貿易物流の全プロセス、全要素、資源のデジタル
化水準を向上させる。標準的な積荷明細書電
子版の導入について検討する。

商業貿易物流の新業態、新スキームを発展させ
る。
 卸売、小売、電子商取引、飲食、輸出入
等の商業貿易サービス企業と物流企業との
間の高度な提携を奨励し、業務フローとルー
トの管理を最適化し、自社物流と第三者物
流との間の協調的発展を促進する。
 家電、医薬、自動車、コモディティ、再生資
源回収等、業種ごとに専門性の高いサービ
スを提供できる業種別物流の発展を支持す
る。

サプライチェーンにおける物流管理水準を向上さ
せる。
商業貿易企業、物流企業が中長期契約の締
結、株式投資等の手法により長期の提携関係を
構築することを奨励する。

コールドチェーン物流の発展を加速させる。

環境に優しい物流体系を完備する。
 繰り返し利用することができる、環境に優し
い包装材の使用を奨励し、物流過程におけ
る二次包装の使用を抑制し、貨物包装およ
び物流器具のエコ化、減量化、再利用の取
組を行う。
 省エネ及びクリーンエネルギー輸送手段及び
物流設備の普及に注力する。
 省エネ・環境保全型の倉庫施設の建設を
支持する。
 新タイプの再生資源回収体系の構築を加
速させ、環境に優しい仕分センターの建設を
支持する。

円滑な国際物流を確保する。

国境を越えた通関の利便性を向上させる。
 通関地の通関一体化改革を推進し、通関
所要時間短縮の効果が確実に表れるように
する。
 「二段階申告」、「事前申告」等の利便性
向上措置を全面的に推進し、通関の効率
を向上させる。
 承認・認定を受けた事業者（AEO）の国際
的な相互承認を推進し、条件に適合する企
業が登録地の税関に申請し AEO 企業にな
ることを奨励する。

商業貿易物流の基幹企業を育成する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
商業貿易物流の良質な発展のための特別行動計画
（2021-2025 年）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gztz/2021
08/20210803185463.shtml
記者からの質問に対する公式回答
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gztz/2021
08/20210803186276.shtml
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海关总署关于开展 2021 年度法定检验商品以
外进出口商品抽查检验工作的公告

【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署公告 2021 年第 60 号
【发布日期】2021-08-12
【内容提要】海关总署决定自本公告发布之日起，
对法定检验商品以外的部分进出口商
品实施抽查检验。抽查检验工作按照
《进出口商品抽查检验管理办法
（2018 年修订）
》执行，抽查商品的
范围涵盖进口商品和出口商品。



2021 年度法定検査商品を除く輸出入商品の抽
出検査作業展開に関する税関総署による公告

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/3813378/index.html

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署公告 2021 年第 60 号
【発 布 日】2021-08-12
【概
要】税関総署は、本公告の公布日から、法定
検査商品以外の一部の輸出入商品に対
して抽出検査を実施することを決定した。
抽出検査作業は、「輸出入商品抽出検査
管理弁法（2018 年改正）」に従い実施し、
抽出検査の対象となる商品の範囲には輸
入商品及び輸出商品が含まれる。
輸入商品
食器洗い機、空気清浄機、温水洗浄便座、生ゴミ処
理機、電磁調理器、プリンター、文具、模造装飾品、
自動車の内装パーツ、アパレル、ヘルメット、チャイルド
シート、紙又はボール紙製の大皿、小皿、ボウル、コッ
プ及びこれらに類似する製品等を含む。
輸出商品
イベント用ストリングライト、LED 照明光源、子ども用
自転車、子ども用キックスケーター、子ども用電動乗用
玩具、玩具、食品に接触するプラスチック製品等を含
む。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/3813378/index.html





进口商品
包括洗碗机、空气净化器、电子坐便器、食物垃
圾处理器、电磁炉、打印机、文具、仿真饰品、
汽车内饰件、服装、头盔、儿童安全座椅，纸或
纸板制的盘、碟、盆、杯及类似品等。
出口商品
包含节日灯串、LED 照明光源、儿童自行车、儿
童滑板车、电动童车、玩具、塑料食品接触产品
等。

工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产
企业及产品准入管理的意见

【发布单位】工业和信息化部
【发布文号】工信部通装〔2021〕103 号
【发布日期】2021-08-12
【内容提要】该意见要求企业加强汽车数据安全、
网络安全、软件升级、功能安全和预
期功能安全管理。



企业应当建立健全汽车数据安
全管理制度，依法履行数据安全
保护义务，实施数据分类分级管
理，加强个人信息与重要数据保
护。



在中国境内运营中收集和产生
的个人信息和重要数据应当按
照有关法律法规规定在境内存
储，需要向境外提供数据的，应
当通过数据出境安全评估。

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2021
/art_bf9a399907d94b8c9ac9f79f2045fe14.html
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インテリジェント・コネクテッド・ビークル生産企業及
び製品の参入管理を強化することに関する工業
情報化部による意見

【発布機関】工業情報化部
【発布番号】工信部通装〔2021〕103 号
【発 布 日】2021-08-12
【概
要】本意見において、自動車のデータセキュリテ
ィ、サイバーセキュリティ、ソフトウェアのアップ
グレード、機能の安全性及び意図した機能
の安全性に対する管理を強化するよう企業
に要求している。

企業は自動車のデータセキュリティ管
理制度を構築し健全化し、データセキ
ュリティ保護義務を法に依拠し履行
し、データの分類・等級分け管理を実
施し、個人情報及び重要データの保
護を強化しなければならない。

中国国内における運営過程において
収集した、発生した個人情報及び重
要データは法律法規規定に基づき、
中国国内において保存しなければなら
ず、中国国外へデータを提供する必要
がある場合、データ越境移転の安全
評価に合格しなければならない。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2021
/art_bf9a399907d94b8c9ac9f79f2045fe14.html
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浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准
的通知

【发布单位】浙江省人民政府
【发布文号】浙政发〔2021〕22 号
【发布日期】2021-07-28
【内容提要】从 2021 年 08 月 01 日起，将浙江省
最低月工资标准调整为 2280 元、
2070 元、1840 元三档，非全日制工
作的最低小时工资标准调整为 22 元、
20 元、18 元三档。



省全域の最低賃金基準を調整することに関する
浙江省人民政府による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.zj.gov.cn/art/2021/7/29/art_122901713
8_2313181.html

【発布機関】浙江省人民政府
【発布番号】浙政発〔2021〕22 号
【発 布 日】2021-07-28
【概
要】2021 年 8 月 1 日から、浙江省において月
給の最低賃金基準を 2280 元、2070 元、
1840 元の 3 つのランクに調整し、非全日制
労働者の時間給の最低賃金基準を 22
元、20 元、18 元の 3 つのランクに調整す
る。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.zj.gov.cn/art/2021/7/29/art_122901713
8_2313181.html





广东省职工生育保险规定

広東省労働者生育保険規定

【发布单位】广东省人民政府
【发布文号】粤府令第 287 号
【发布日期】2021-08-13
【实施日期】2021-10-01
【法令全文】请点击以下网址查看：
广东省职工生育保险规定
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfl/content/po
st_3475284.html
官方解读
http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/wjjd/content/post
_3475992.html

【発布機関】広東省人民政府
【発布番号】粤府令第 287 号
【発 布 日】2021-08-13
【実 施 日】2021-10-01
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
広東省労働者生育保険規定
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfl/content/po
st_3475284.html
公式解説
http://www.gd.gov.cn/zwgk/zcjd/wjjd/content/post_
3475992.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）







数据安全法与企业合规管理
在上海工作的外国人是否必须参加中国社会
保险
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データセキュリティ法と企業のコンプライアンス管理
上海において就労する外国人は中国の社会保険
に加入しなければならないのか
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