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一、最新中国法令

一、最新中国法令





鼓励外商投资产业目录（2022 年版）

【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部
【发布文号】国家发展和改革委员会、商务部令第
52 号
【发布日期】2022-10-28
【实施日期】2023-01-01
【内容提要】本次修订在保持已有鼓励政策基本稳
定的基础上，按照“总量增加、结构
优化”原则进一步扩大鼓励外商投资
范围。总条目 1474 条，与 2020 年版
相比净增加 239 条、修改 167 条。主
要变化包括：

《全国鼓励外商投资产业目录》继续将制造业作
为鼓励外商投资的重点方向


终端产品领域，新增或修改航空地面设备、
辉光放电质谱仪、透射电子显微镜、工业节
水相关装备等条目。



零部件领域，新增或修改盾构机轴承、自动
驾驶相关关键零部件、高性能轻金属等条
目。
原材料领域，新增或修改高纯电子化学品、
高性能涂料、有机高分子材料等条目。



《全国鼓励外商投资产业目录》将促进服务业和
制造业融合发展作为修订重点

技术服务领域，新增低碳环保绿色节能节水
的先进系统集成技术及服务，环境友好型技
术开发应用，海上风电装备和海洋新能源装
备设计研发等条目。



商务服务领域，新增或修改退役风电叶片及
废弃光伏组件回收处理，传统能源清洁运
营、工程施工与技术服务，语言服务等条目。

结合各地劳动力、特色资源等比较优势扩大《中
西部地区外商投资优势产业目录》鼓励范围
（略）
【备
注】外资鼓励类项目享受的支持政策主要
包括：
一是对于鼓励类外商投资项目，在投
资总额内进口自用设备，除《进口不
予免税的重大技术装备和产品目录》
《外商投资项目不予免税的进口商
品目录》外，实行免征关税政策；

二是对于符合条件的西部地区和海
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外商投資奨励産業目録（2022 年度版）

【発布機関】国家発展・改革委員会、商務部
【発布番号】国家発展・改革委員会、商務部令第 52
号
【発 布 日】2022-10-28
【実 施 日】2023-01-01
【概
要】今般の改正では、既存の奨励政策をほぼ
据え置いた上で、「総量増加、構造最適
化」原則のもとで、外国投資者の対中投資
が奨励される対象範囲をさらに拡大してい
る。項目数は合計で 1474 項目ある（2020
年度版と比べて、追加項目は 239 項目あ
り、修正項目は 167 項目ある）。変更点に
は主として以下のものがある。
「全国外商投資奨励産業目録」において、製造業に
対する外国投資者の対中投資を重点的に奨励する
方向性を明確にしている

最終製品分野において、航空地上設備、グロー
放電質量分析装置、透過型電子顕微鏡、工業
節水関連装置などの項目が新たに追加又は修
正された。

部品分野において、シールドマシン軸受け、自動
操縦関連部品、高性能軽金属などの項目が新
たに追加又は修正された。

原材料分野において、高純電子化学品、高性
能塗料、有機高分子材料などの項目が新たに
追加又は修正された。
「全国外商投資奨励産業目録」において、サービス業と
製造業の融合的な発展の促進に重点を置き修正した

技術サービス分野において、低炭素化・環境配
慮型省エネ節水のための先進的なシステムインテ
グレーション技術・サービス、環境にやさしい技術の
開発応用、海上風力発電設備及び海洋新エネ
ルギー設備設計研究開発などの項目が新たに追
加された。

ビジネスサービス分野において、使用廃止になって
いる風力発電ブレード及び不要になったソーラー
パネルの回収処理、旧来型のクリーンエネルギー
の運営、工事施工・技術サービス、言語サービス
などの項目が新たに追加又は修正された。
各地の持つ労働力、特色ある資源など、それぞれの地
方が持つ強みに視点を置き、「中西部地区外商投資優
勢産業目録」において奨励の対象となる範囲を拡大した
（省略）
【備
考】外資奨励類項目に適用される支援策の主
な内容：
一、外商投資奨励類項目において、投資
総額内で自家用設備を輸入するに際して
は、「輸入において免税の対象とならない重
大技術設備・製品目録」、「外商投資プロ
ジェクトにおいて免税の対象とならない輸入
商品目録」内のものである場合を除き、関
税免除政策を実行する。
二、条件に適合する西部地区及び海南省
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南省鼓励类产业的外商投资企业，减
按 15%征收企业所得税；

【法令全文】请点击以下网址查看：
鼓励外商投资产业目录（2022 年版）
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202210/
t20221028_1339662.html?code=&state=123
官方答记者问
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202210/t20221
028_1339631.html?code=&state=123

における奨励類産業の外商投資企業に対
して、15％の軽減税率で企業所得税を徴
収する。
三、集約用地における奨励類外商投資工
業プロジェクトは土地の供給を優先的に受
けることができ、土地払下げ最低価格は、
立地する土地のランクに対応する全国工業
用地払下げ最低価格基準の 70％を下回
らない価格で設定することができる。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
外商投資奨励産業目録（2022 年度版）
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202210/
t20221028_1339662.html?code=&state=123
記者からの質問に対する公式回答
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202210/t20221
028_1339631.html?code=&state=123





三是对于集约用地的鼓励类外商投
资工业项目优先供应土地，在确定土
地出让底价时可按不低于所在地土
地等别相对应全国工业用地出让最
低价标准的 70%执行。

国家发展和改革委员会等六部门关于以制造
业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若
干政策措施

【发布单位】国家发展和改革委员会等六部门
【发布文号】发改外资〔2022〕1586 号
【发布日期】2022-10-13
【内容提要】该法令明确了当前和今后一段时期中
国利用外资工作的方向和重点任务。
包括：
优化投资环境，扩大外商投资增量。


深入实施外资准入负面清单，继续清理负面
清单之外的限制性措施。



高标准落实外资准入后国民待遇，保障外商
投资企业依法依规平等享受支持政策。



推动外资项目签约落地，加大项目政策支持
和服务保障力度。
强化土地要素保障，保障制造业外资项目合
理需求。
开展国际产业投资合作系列活动，加强与外
商投资企业、有关商会和国际组织的对话交
流。
提升国际投资公共服务平台效能，强化重点
展会投资促进服务功能。






加强投资服务，稳定外商投资存量。


便利国际商务人员往来，用好用足中外人员
往来“快捷通道”
。



加强货运物流保通保畅，保障外商投资企业
生产物资和产品运输通畅。
强化外商投资企业金融支持，按照市场化原
则为符合条件的外商投资企业提供优质金
融服务和融资支持。
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製造業を重点的対象として、外資流入を拡大し、
外国投資者による対中投資の規模を安定させ、
外資利用の質を向上させることに関する国家発
展・改革委員会などの 6 つの部門による政策措置

【発布機関】国家発展・改革委員会等 6 つの部門
【発布番号】発改外資〔2022〕1586 号
【発 布 日】2022-10-13
【概
要】本法令において、中国における外資利用に
係る目下及び今後一定期間内における方
向性及び重点任務を明確にしている。具
体的には、以下のものが含まれる。
投資環境を最適化し、外国投資者による対中投資の
規模を拡大する。

外資参入ネガティブリストを推進し、ネガティブリス
ト外の項目に対する制限措置の見直しを引き続
き行う。

外商投資企業に法に依拠し支援策が国内企業
と等しく適用されるよう、外資参入後の内国民待
遇を高水準で実施する。

外資プロジェクトの成約、立ち上げを後押しし、プ
ロジェクトに対する支援策及サービスを拡充する。

土地要素配分の実効性を強化し、製造業外資
プロジェクトの合理的な需要を満たせるようにする。

国際産業投資提携に係る一連の活動を展開
し、外商投資企業、商会、国際組織との対話を
行い交流を深める。

国際投資公共サービスプラットフォームの機能を
向上させ、展示会の投資促進サービス機能を強
化する。
投資サービスを強化し、外国投資者の対中投資の安
定化を図る。

ビジネスパーソンの国際的な往来の利便性を向
上させ、中国と海外との間における人の往来に「フ
ァストトラック」を有効に運用する。

外商投資企業の生産物資及び製品の円滑な輸
送を確保するための貨物輸送・物流を強化する。

外商投資企業に対する金融サポートを強化し、
市場化の原則に従い、条件に適合する外商投
資企業に対して良質の金融サービス及び資金調
達のサポートを提供する。
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【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202210/t202
21025_1339087.html?code=&state=123

外商投資企業による利益での再投資を奨励し、
配当利益での直接投資に対して源泉所得税を
当面徴収しないなどの政策を着実に実行する。

製造業外商投資企業による輸出入を支持し、
企業に貿易通関などの面でサービスを提供し、助
言を行う。
投資の方向性を誘導し、外国投資者による対中投資
の質を向上させる。

外国投資者による対中投資構造を最適化し、
外商投資奨励産業目録の関連政策を着実に実
施する。

外国投資者によるイノベーションへの投資を後押
しし、中国に研究開発センターを設立することを奨
励し、科学技術における国際協力を推進する。

グリーン化・低炭素化による産業構造高度化への
対中投資を加速させ、カーボンピークアウト・ニュー
トラル戦略に積極的に参画するよう外資系企業
を誘導する。

製造業外商投資企業が投資を国内へシフトする
よう誘導し、産業発展の基盤が比較的整ってい
る中西部及び東北地区への多国籍会社の進出
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/202210/t202
21025_1339087.html?code=&state=123







鼓励外商投资企业利润再投资，落实好以分
配利润直接投资暂不征收预提所得税等政
策。
支持制造业外商投资企业进出口，为企业提
供贸易通关等方面的服务和指导。

引导投资方向，提升外商投资质量。


优化外商投资结构，实施好鼓励外商投资产
业目录配套政策。



支持外商投资创新发展，鼓励外资在华设立
研发中心，深化科技开放合作。



加快外商投资绿色低碳升级，引导外资积极
参与碳达峰碳中和战略。



引导制造业外商投资企业国内梯度转移，推
动跨国公司到产业发展基础较好的中西部
和东北地区发展。

国务院办公厅关于印发第十次全国深化“放管
服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通
知

【发布单位】国务院办公厅
【发布文号】国办发〔2022〕37 号
【发布日期】2022-10-26
【内容提要】该方案内容包括：
对各类所有制企业一视同仁，依法平等保护各类
市场主体产权和合法权益、给予同等政策支持。
（略）
继续深化通关便利化改革，推进通关业务全流程
网上办理。

2022 年底前，开展进口关税配额联网核查
及相应货物无纸化通关试点。


在有条件的港口推进进口货物“船边直提”
和出口货物“抵港直装”
。

保障外资企业国民待遇，确保外资企业同等享受
助企惠企、政府采购等政策，推动一批制造业领
域标志性外资项目落地，增强外资在华长期发展
的信心。

（已发文：国家发展和改革委员会等六部门关于
以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量
的若干政策措施）
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「行政の簡素化と権限委譲、規制緩和と管理強化
の両立、行政サービスの最適化」改革を全国で推
進することに関するテレビ電話会議の重点任務作業
分担方案公布に関する国務院弁公庁による通知

【発布機関】国務院弁公庁
【発布番号】国弁発〔2022〕37 号
【発 布 日】2022-10-26
【概
要】本方案には以下のものが含まれる。
各種所有制の企業を平等に扱い、各種事業者の財
産権及び適法権益を法に依拠し平等に保護し、支援
策を等しく適用する。
（省略）
通関利便化改革を引き続き推進し、通関業務の完
全オンライン化を推し進める。

2022 年年末まで、輸入関税割当額のオンライン
検査を実施し、係る貨物のペーパーレス化通関を
試行する。

条件の整っている港において、輸入貨物の「船べ
りでの直接引取り」、輸出貨物の「入港後即時に
船積みを行う」制度を推進する。
外資企業に対して中国国内企業と同等の待遇を保
障し、企業支援、政府調達などの政策措置が外資
企業にも等しく適用されるようにし、製造業分野におい
て代表的な外資プロジェクトの創出を推進し、外資系
企業が中国で長期的に事業を行う上での自信につな
がるような環境作りに取り組む。
（公布済み文書：製造業を重点的対象として、外資
流入を拡大し、外国投資者による対中投資の規模を
安定させ、外資利用の質を向上させることに関する国
家発展・改革委員会などの 6 つの部門による政策措
置）
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落实和完善行政许可事项清单制度，坚决防止清
单之外违法实施行政许可，2022 年底前省、市、
县级要编制完成本级行政许可事项清单和办事
指南。
（略）
按照构建全国统一大市场的要求，全面清理市场
准入隐性壁垒。

落实好《市场准入负面清单（2022 年版）》
，
抓紧推动清单事项全部实现网上办理，建立
健全违背市场准入负面清单案例归集和通
报制度。


加快出台细化落实市场主体登记管理条例
的配套政策文件，在全国推开经营范围规范
化登记，完善企业名称争议处理机制。

加强政务数据共享，推进企业开办注销、不动产
登记、招工用工等常办事项由多环节办理变为集
中办理，扩大企业电子营业执照等应用。


2022 年底前实现企业开办、涉企不动产登
记、员工录用、企业简易注销等“一件事一
次办”
。



加快建设全国统一的企业电子证照库，推动
电子营业执照和企业电子印章跨地区跨部
门互信互认，有序拓展电子营业执照在市场
准入、纳税、金融、招投标等领域的应用。

其他

进一步扩大营商环境创新试点范围，支持有
条件的地方先行先试。


推动阶段性缓缴社会保险费，实现“即申即
享”；增值税留抵退税等落实；推动各项助
企纾困政策第一时间落到市场主体，简化办
理程序，尽可能做到直达快享、
“免申即享”。



2022 年底前，在交通物流、水电气暖、金
融、地方财经、行业协会商会和中介机构等
重点领域，集中开展涉企违规收费专项整治
行动。



延长允许货车在城市道路上通行的时间，放
宽通行吨位限制，推动取消皮卡车进城限
制，对新能源配送货车扩大通行范围、延长
通行时间。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-10/26/c
ontent_5721739.htm

Leezhao Law Office · All rights reserved.

行政許可事項リスト制度を着実に実行し整備し、リス
ト外の事項に対して行政許可を違法に実施する行為
を断固として阻止し、2022 年年末までに、省、市、県
級において独自の行政許可事項リスト及び取扱手引
きの作成を完成させる。
（省略）
全国統一大市場構築の要求に従い、市場参入にあ
たり潜在する障壁を一掃する。

「市場参入ネガティブリスト（2022 年度版）」を着
実に実施し、リスト事項に係る手続きの完全オン
ライン化のための体制構築を急ピッチで進め、市
場参入ネガティブリスト違反事例の集約及び通
報制度の構築を行い整備する。

事業者登記管理条例についてさらに具体的に細
かく定めた政策文書の公布を急ぎ、全国において
経営範囲登記の適正化を推進し、企業名称を
めぐる争いの処理メカニズムを整備する。
行政データの共有を強化し、企業の創設・登記抹消、
不動産登記、雇用など、実施頻度の高い複数の手
続きをワンストップで行えるようにし、また企業の電子版
営業許可証などの使用場面を拡大する。

企業創設、企業の不動産登記、従業員雇用、
企業登記の簡易抹消などの複数の手続きを「ワ
ンストップ」で行える体制を 2022 年年末までに整
える。

全国統一の企業電子許可証データベースの構築
を加速し、電子版営業許可証と企業の電子印
鑑の地区・部門の枠を超えた相互承認を推進
し、市場参入、納税、金融、入札募集・応札な
どの分野における電子版営業許可証の使用場
面を秩序立てて拡大する。
その他

ビジネス環境創出のための新試行の対象範囲を
さらに拡大し、条件の整っている地域において他に
先駆け試行する。

社会保険料の納付を段階的に猶予する制度を
推進し、「申請すれば、納付猶予の適用を受けら
れる」ようにする。増値税未控除税額還付などを
着実に実行する。企業の苦境脱却のための支援
策が迅速に該当事業者に適用されるように、手
続きを簡素化し、できる限り適時に迅速に当該
支援策の恩恵を受けられるよう、「申請不要で即
時に適用される」体制を整える。

2022 年年末まで、交通物流、水道光熱暖房、
金融、地方の財政・経済、業種協会・商会及び
仲介業者などの重点分野において、企業に係る
費用の違法な徴収行為を対象とした取締を実施
する。

トラックの市道走行可能時間を延長し、走行時
のトン数制限を緩和し、ピックアップトラックの市内
走行規制の撤廃を推進し、新エネルギー配送ト
ラックの走行範囲を拡大し、また走行時間も延長
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/2022-10/26/c
ontent_5721739.htm
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中华人民共和国妇女权益保障法（修订）

【发布单位】全国人民代表大会常务委员会
【发布文号】中华人民共和国主席令第 122 号
【发布日期】2022-10-30
【实施日期】2023-01-01
【内容提要】新修订的《妇女权益保障法》明确，
国家采取必要措施，促进男女平等，
消除对妇女一切形式的歧视，禁止排
斥、限制妇女依法享有和行使各项权
益。包括：



中華人民共和国婦女権益保障法（改正）

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202210/d8009
2ae46b24946b30b3a880c2f2be5.shtml

【発布機関】全国人民代表大会常務委員会
【発布番号】中華人民共和国主席令第 122 号
【発 布 日】2022-10-30
【実 施 日】2023-01-01
【概
要】新たに改正された「婦女権益保障法」にお
いて、男女平等を促進し、形式の如何を問
わず、女性に対する不当な扱いをなくすため
の所要の措置を国が講じ、女性に法に依
拠し与えられている各種権益の行使を排除
し、制限することを禁止することを明確にして
いる。それには以下のものが含まれる。
 雇用における性別に基づく不当な扱い
を禁止する旨の規定を設け、昇進、
昇格、専門技術職の職名・職務の評
定、研修などの面で、男女平等の原
則を守らなければならず、女性に対す
る不当な扱いを行ってはならないことを
明確にした。
 求人、採用、昇進、解雇などの過程
における性別に基づく不当な扱いを労
働保障監察範囲に組み入れる。
 女性の意向に反して、言葉、文字、
画像、身体的行為などによりセクシャ
ルハラスメントを実施することを禁止
し、また雇用者は、被害を受けた女性
が法に依拠し自己の権利を主張する
際に、これを支持しサポートしなければ
ならない。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202210/d8009
2ae46b24946b30b3a880c2f2be5.shtml







对就业性别歧视的情形作出禁
止性规定，明确在晋职、晋级、
评聘专业技术职称和职务、培训
等方面，应当坚持男女平等的原
则，不得歧视妇女。



招聘、录取、晋职、辞退等过程
中的性别歧视行为纳入劳动保
障监察范围。
禁止违背妇女意愿，以言语、文
字、图像、肢体行为等方式对其
实施性骚扰，要求用人单位支
持、协助受害妇女依法维权。



国家药品监督管理局关于全面实施医疗器械
电子注册证的公告

【发布单位】国家药品监督管理局
【发布文号】国家药品监督管理局公告 2022 年第
91 号
【发布日期】2022-10-26
【内容提要】自 2022 年 11 月 01 日起全面实施医
疗器械电子注册证。
 此次医疗器械电子注册证发放
范围为自 2022 年 11 月 01 日起，
由国家药监局批准的国产第三
类、进口第二、三类医疗器械注
册证及注册变更文件。
 医疗器械电子注册证与纸质注
册证具有同等法律效力。
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20221
026155043182.html

Leezhao Law Office · All rights reserved.

医療器械電子登録証の全面的実施に関する国
家薬品監督管理局による公告

【発布機関】国家薬品監督管理局
【発布番号】国家薬品監督管理局公告 2022 年第 91
号
【発 布 日】2022-10-26
【概
要】2022 年 11 月 1 日から、医療器械電子登
録証制度を全面的に実施する。
 当該医療器械電子登録証の交付対
象は、2022 年 11 月 1 日から、国家
薬品監督管理局が許可する国産第
三類、輸入第二、三類医療器械登
録証及び登録変更文書とする。
 医療器械電子登録証は、紙媒体の
登録証と同等の法的効力を有する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20221
026155043182.html
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财政部等三部门关于对电子烟征收消费税的
公告
国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有
关事项的公告

【发布单位】财政部、海关总署、国家税务总局
【发布文号】财政部、海关总署、国家税务总局公
告 2022 年第 33 号、国家税务总局公
告 2022 年第 22 号
【发布日期】2022-10
【实施日期】2022-11-01
【内容提要】将电子烟纳入消费税征收范围。在中
国境内生产（进口）
、批发电子烟的单
位和个人为消费税纳税人。


电子烟实行从价定率的办法计
算纳税。生产（进口）环节的税
率为 36%，批发环节的税率为
11%。纳税人生产、批发电子烟
的，按照生产、批发电子烟的销
售额计算纳税。



纳税人出口电子烟，适用出口退
（免）税政策。

【法令全文】请点击以下网址查看：
财政部等三部门关于对电子烟征收消费税的公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n360/c51823
42/content.html
国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项
的公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n360/c51824
08/content.html



国家市场监督管理总局关于发布《食品生产许
可审查通则（2022 版）
》的公告



電子たばこに消費税を徴収することに関する財政
部など 3 つの部門による公告
電子たばこ消費税徴収管理に関する国家税務
総局による公告

【発布機関】財政部、税関総署、国家税務総局
【発布番号】財政部、税関総署、国家税務総局公告
2022 年第 33 号、国家税務総局公告
2022 年第 22 号
【発 布 日】2022-10
【実 施 日】2022-11-01
【概
要】電子たばこを消費税の課税対象とする。中
国国内において電子たばこを生産（輸入）
する、卸売りする組織及び個人を消費税の
納税者とする。
 電子たばこに、課税価格及び所定の
税率に従い税額を計算する税制を実
行する。生産（輸入）段階における税
率は、36%とし、卸売段階における税
率は 11%とする。納税者が電子たばこ
の生産、卸売を行う場合、生産又は
卸売された電子たばこの売上高に従
い税額を計算する。
 納税者が電子たばこを輸出するにあた
っては、輸出税還付（免除）政策が適
用される。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
電子たばこに消費税を徴収することに関する財政部など
3 つの部門による公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n360/c51823
42/content.html
電子たばこ消費税徴収管理に関する国家税務総局に
よる公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n360/c51824
08/content.html



「食品生産許可審査通則（2022 年度版）」公布
に関する国家市場監督管理総局による公告

【发布单位】国家市场监督管理总局
【发布文号】国家市场监督管理总局公告 2022 年
第 33 号
【发布日期】2022-10-21
【实施日期】2022-11-01
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/spscs/202210/t2022
1021_350963.html

【発布機関】国家市場監督管理総局
【発布番号】国家市場監督管理総局公告 2022 年第
33 号
【発 布 日】2022-10-21
【実 施 日】2022-11-01
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/spscs/202210/t2022
1021_350963.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。

Leezhao Law Office · All rights reserved.
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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）







鼓励外商投资产业目录（2022 年版）
中国共产党第二十次全国代表大会报告中的
法治元素与导向

Leezhao Law Office · All rights reserved.

外商投資奨励産業目録（2022 年度版）
中国共産党第 20 回全国代表大会報告における
法治の要素及び方向性
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