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一、最新中国法令

一、最新中国法令





国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低
市场主体制度性交易成本的意见

【发布单位】国务院办公厅
【发布文号】国办发〔2022〕30 号
【发布日期】2022-09-15
【内容提要】该意见从五个方面部署了重点任务：
一、进一步破除隐性门槛，推动降低市场主体准
入成本


全面实施市场准入负面清单管理。
深入实施外商投资准入前国民待遇加负面
清单管理制度，推动出台全国版跨境服务贸
易负面清单。



优化工业产品管理制度。
取消或优化不必要的行政许可、检验检测和
认证。2022 年 10 月底前，选择部分领域探
索开展企业自检自证试点。



持续便利市场主体登记。
 2022 年 10 月底前，编制全国统一的企
业设立、变更登记规范和审查标准，逐
步实现内外资一体化服务，有序推动外
资企业设立、变更登记网上办理。






全面清理各地区非法设置的企业跨区
域经营和迁移限制。
简化企业跨区域迁移涉税涉费等事项
办理程序，2022 年底前，研究制定企
业异地迁移档案移交规则。
健全市场主体歇业制度，研究制定税
务、社保等配套政策。
进一步提升企业注销“一网服务”水平，
优化简易注销和普通注销办理程序。

二、进一步规范涉企收费，推动减轻市场主体经
营负担

严格规范政府收费和罚款。

推动降低物流服务收费。
三、进一步优化涉企服务，推动降低市场主体办
事成本

全面提升线上线下服务能力。


全面提高线下“一窗综办”和线上“一
网通办”水平。



依托全国一体化政务服务平台，加快构
建统一的电子证照库，明确各类电子证
照信息标准，推广和扩大电子营业执
照、电子合同、电子签章等应用。
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ビジネス環境のさらなる最適化及び事業者におけ
る制度的取引コストの引下げに関する国務院弁
公庁による意見

【発布機関】国務院弁公庁
【発布番号】国弁発〔2022〕30 号
【発 布 日】2022-09-15
【概
要】本意見は 5 つの方面から重点任務の態勢
を整えた。
一、暗黙のハードルをさらに取り除き、事業者参入コス
トの引下げを推進する

市場参入ネガティブリストの管理を全面的に実施
する。
外商投資参入前内国民待遇+ネガティブリストの
管理制度をさらに掘り下げて実施し、全国版クロ
スボーダーサービス貿易ネガティブリストの発布を
推進する。

工業製品の管理制度を最適化する。
不必要な行政許可、検査検測と認証を廃止し、
又は最適化する。2022 年 10 月末までに、一部
の分野を選択して、企業の自己検査及び自己
認証の試行実施を模索する。

事業者の登記手続きを持続的に利便化する。
 2022 年 10 月末までに、全国統一の企業
設立、変更登記規範と審査基準を編制し、
内資企業と外資企業の一体化サービスを
徐々に実現させ、外資企業の設立、変更登
記手続きのライン化を秩序立てて推進する。
 各地域に不法に設置された区域を跨がる企
業経営と移転の制限を全面的に整理する。
 企業が区域を跨いで移転する場合の租税
関連事項などの取扱手続きを簡略化し、
2022 年末までに、企業の他地域移転にお
けるファイル移管規則の制定を検討する。
 事業者の休業制度を健全化し、税務、社
会保障などの関連政策の制定を検討する。
 企業抹消の「オンライン・ワンストップサービ
ス」の水準をさらに向上させ、簡易抹消と一
般抹消の取扱手続きを最適化する。
二、企業に係る費用の徴収をさらに規範化し、事業
者経営負担の軽減を推進する

政府による費用徴収と罰金を厳格に規範化する。

物流サービス費用徴収の引き下げを推進する。
三、企業に係るサービスをさらに最適化し、事業者事
務コストの削減を推進する

オンライン・オフラインサービス能力を全面的に向
上させる。
 オフラインサービスの「総合窓口・ワンストップ
化」とオンラインサービスの「オンライン・ワンス
トップ化」水準を全面的に向上させる。
 全国一体化行政サービスプラットフォームに
よる画一的な電子化許可証書ライブラリの
構築を加速させ、各種類の電子化許可証
書の情報基準を明確にし、電子化営業許
可書、電子化契約、電子印鑑などの応用
を普及し、拡大する。
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优化跨境贸易服务。
2022 年底前，在国内主要口岸实现进出口
通关业务网上办理。
提升办税缴费服务水平。
 推动出口退税全流程无纸化。


进一步优化留抵退税办理流程。



2022 年 11 月底前，实现 95%税费服务
事项“网上办”
。



2022 年底前，实现电子发票无纸化报
销、入账、归档、存储等。

四、进一步加强公正监管，切实保护市场主体合
法权益

保障市场主体公平竞争。
细化垄断行为和不正当竞争行为认定标准，
加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。
五、进一步规范行政权力，切实稳定市场主体政
策预期
——



クロスボーダー貿易サービスを最適化する。
2022 年末までに、国内の主要通関地での輸出
入通関業務オンライン化を実現する。

税務・費用納付サービスのレベルを向上させる。
 輸出税還付手続きの全プロセスのペーパー
レス化を推進する。
 未控除税額還付手続きのプロセスをさらに
最適化する。
 2022 年 11 月末までに、税務・費用納付サ
ービス事項の 95%の「オンライン化」を実現さ
せる。
 2022 年末までに、電子発票による経費精
算、記帳、ファイリング、保存などのペーパー
レス化を実現させる。
四、公正な監督管理をさらに強化し、事業者の適法
権益を確実に保護する

事業者の公平な競争を保障する。
独占行為と不正競争行為の認定基準を詳細化
し、独占禁止と不正競争禁止の法執行を強化
し、改善する。
五、行政権力をさらに規範化し、事業者の政策に対
する期待を着実に安定させる
——

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-09/15/c
ontent_5709962.htm

【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/2022-09/15/c
ontent_5709962.htm





国家税务总局、财政部关于制造业中小微企业
继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告

【发布单位】国家税务总局、财政部
【发布文号】国家税务总局 财政部公告 2022 年第
17 号
【发布日期】2022-09-14
【实施日期】2022-09-14
【内容提要】自 2022 年 09 月 01 日起，按照规定
已享受延缓缴纳税费 50%的制造业
中型企业和延缓缴纳税费 100%的制
造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴
期限届满后继续延长 4 个月。
【法令全文】请点击以下网址查看：
国家税务总局、财政部关于制造业中小微企业继续
延缓缴纳部分税费有关事项的公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0825/c101434/c5181400/content.html
官方解读
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0760/c5181408/content.html
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製造業中小零細企業が一部租税公課を引き続
き延納することに関する国家税務総局、財政部に
よる公告

【発布機関】国家税務総局、財政部
【発布番号】国家税務総局 財政部公告 2022 年第
17 号
【発 布 日】2022-09-14
【実 施 日】2022-09-14
【概
要】2022 年 9 月 1 日から、規定に従い租税公
課の 50%をすでに延納をしている製造業中
型企業及び租税公課の 100%を延納して
いる製造業零細企業は、すでに延納した
租税公課の延納期限が満了した後、さらに
4 か月延長する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
製造業中小零細企業が一部租税公課を引き続き延
納することに関する国家税務総局、財政部による公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0825/c101434/c5181400/content.html
公式解説
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0760/c5181408/content.html

3/6



工业和信息化部办公厅等四部门关于印发《原
材料工业“三品”实施方案》的通知



「原材料工業における『三品』実施方案」の印刷
配布に関する工業情報化部弁公庁など 4 部門に
よる通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.miit.gov.cn/...

【発布機関】工業情報化部弁公庁など 4 部門
【発布番号】工信庁聯原〔2022〕24 号
【発 布 日】2022-09-14
【実施期間】2022-2025
【概
要】「原材料工業における『三品』実施方案」
は、品種の増加、品質の向上、ブランド（品
牌）の創造という 3 方面から 9 項目の重点
任務を打ち出した。具体的には以下のもの
が含まれる。
 高温合金、高性能特殊合金、希土
類の機能材料、バイオベースとバイオマ
テリアルなどの重要な基礎材料を重点
的に発展させる。
 石化化学工業、鉄鋼、非鉄金属、建
築材料などの業界を取り巻く省エネ・
炭素削減及びグリーンモデルチェンジ・
グレードアップ改造を実施する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.miit.gov.cn/...





【发布单位】工业和信息化部办公厅等四部门
【发布文号】工信厅联原〔2022〕24 号
【发布日期】2022-09-14
【实施期间】2022-2025
【内容提要】《原材料工业“三品”实施方案》从
增品种、提品质、创品牌三方面提出
9 项重点任务。其中包括：



重点发展高温合金、高性能特种
合金、稀土功能材料、生物基和
生物医用材料等关键基础材料。



围绕石化化工、钢铁、有色金属、
建材等行业，开展节能降碳和绿
色转型升级改造。

国家药品监督管理局关于加强医疗器械生产
经营分级监管工作的指导意见

【发布单位】国家药品监督管理局综合司
【发布文号】药监综械管〔2022〕78 号
【发布日期】2022-09-09
【实施日期】2023-01-01
【内容提要】该意见提出按照“风险分级、科学监
管，全面覆盖、动态调整，落实责任、
提升效能”的原则，开展医疗器械生
产经营分级监管工作，加强医疗器械
生产经营监督管理。其中包括：



结合实际制定并动态调整医疗器
械生产重点监管品种目录。



省、自治区、直辖市药品监督管
理部门结合本行政区域产业发
展、企业质量管理状况和监管资
源配备情况，制定并印发医疗器
械生产分级监管细化规定，明确
监管级别划分原则（按照风险程
度不同，最高可实行四级监管）
，
以及对不同监管级别医疗器械注
册人备案人、受托生产企业的监
督检查形式、频次和覆盖率。

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.nmpa.gov.cn/...
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医療機器の生産経営における等級別監督管理
業務の強化に関する国家薬品監督管理局による
指導意見

【発布機関】国家薬品監督管理局総合司
【発布番号】薬監綜械管〔2022〕78 号
【発 布 日】2022-09-09
【実 施 日】2023-01-01
【概
要】本意見は、「リスクを等級別化した科学的
な監督管理を実施し、全面的に網羅され
た動態的な調整を行い、責任を遂行し、効
能を向上させる」との原則に基づき、医療機
器の生産経営における等級別監督管理を
実施し、医療機器の生産経営監督におけ
る管理を強化する。具体的には以下のもの
が含まれる。
 実際状況に基づき、医療機器生産に
おける重点監督管理品目リストを制
定し、動態的に調整する。
 省、自治区、直轄市の薬品監督管
理部門は、本行政区域の産業発展、
企業品質管理状況及び監督管理資
源の配備状況に基づき、医療機器の
生産経営における等級別監督管理の
詳細化規定を制定し、印刷配布し、
監督管理等級別の区分原則（リスクレ
ベルに応じて最大 4 等級の監督管理
を実行することが可能）並びに異なる
監督管理等級における医療機器の登
録者、届出者、受託生産企業の監
督検査方式、頻度及び網羅率を明
確にする。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.nmpa.gov.cn/...
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中国证券监督管理委员会关于合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者境内证
券交易登记结算业务的规定



適格外国機関投資家及び人民元適格外国機
関投資家における国内証券取引登記決済業務
に関する中国証券監督管理委員会による規定

【发布单位】中国证券监督管理委员会
【发布文号】 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告
〔2022〕44 号
【发布日期】2022-09-09
【实施日期】2022-09-09
【内容提要】此次修订将人民币合格境外机构投资
者（RQFII）纳入适用范围。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c5642084/c
ontent.shtml

【発布機関】中国証券監督管理委員会
【発布番号】中国証券監督管理委員会公告〔2022〕
44 号
【発 布 日】2022-09-09
【実 施 日】2022-09-09
【概
要】今回の改正では、人民元適格外国機関
投資家（RQFII）を適用範囲に含めている。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c5642084/c
ontent.shtml

【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





国家发展和改革委员会对《全国公共信用信息
基础目录》等征求意见

国家発展改革委員会は「全国公共信用情報基礎
目録」などについてパブリックコメントを募集している

日前，国家发展和改革委员会编发《全国公共
信用信息基础目录（2022 年版）
（征求意见稿）》和
《全国失信惩戒措施基础清单（2022 年版）
，并向
社会征求意见（截止日期为 2022 年 10 月 09 日）
。

先頃、国家発展改革委員会は「全国公共信用情報
基礎目録（2022 年版）（意見募集案）」及び「全国信
用喪失懲戒措置基礎リスト（2022 年版）」を編纂・発
布し、パブリックコメントを募集している（締切日は 2022
年 10 月 9 日である）。

《全国公共信用信息基础目录（2022 年版）
（征
求意见稿）
》共纳入公共信用信息 11 类，包括：登
记注册基本信息、司法裁判及执行信息、行政管理
信息、职称和职业资格信息、经营（活动）异常名
录（状态）信息、严重失信主体名单信息、有关合
同履行信息、信用承诺及其履行情况信息、信用评
价结果信息、诚实守信相关荣誉信息和市场主体自
愿提供的信用信息。

「全国公共信用情報基礎目録（2022 年版）（意見
募集案）」に収載した公共信用情報は計 11 種類、具
体的には、登記・登録基本情報、司法裁判及び執行
情報、行政管理情報、職名及び職業資格情報、経営
（活動）異常名簿（状態）情報、重大信用喪失主体名
簿情報、関連契約履行情報、信用承諾及びその履行
状況情報、信用評価結果情報、誠実信用に関する栄
誉情報、事業者が自主的に提供する信用情報が含ま
れている。

（里兆律师事务所 2022 年 09 月 17 日编写）

（里兆法律事務所が 2022 年 9 月 17 日付で作成）



《网络安全法（修改）
》、
《信息安全技术 网络
数据分类分级要求》公开征求意见

日前，国家互联网信息办公室发出《关于修改
〈中华人民共和国网络安全法〉的决定（征求意见
稿）
》
，并向社会征求意见（截止日期为 2022 年 09
月 29 日）
。
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「サイバーセキュリティ法（改正）」、「情報安セキュリ
ティ技術 ネットワークデータ分類・等級付け要求」
がパブリックコメントを募集している

先頃、国家インターネット情報弁公室は『「中華人民
共和国サイバーセキュリティ法」の改正に関する決定（意
見募集案）』を発布し、パブリックコメントを募集している
（締切日は 2022 年 9 月 29 日である）。
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此次修订旨在做好《中华人民共和国网络安全
法》与新实施的法律之间的衔接协调，完善法律责
任制度。包括：
一是完善违反网络运行安全一般规定的法律责
任制度。
二是修改关键信息基础设施安全保护的法律责
任制度。
三是调整网络信息安全法律责任制度。
四是修改个人信息保护法律责任制度。

今回の改正は、「中華人民共和国サイバーセキュリテ
ィ法」と新たに施行された法律と整合性をしっかりと取り、
法的責任制度を整備することを目的としている。具体的
には、以下のものが含まれる。
一、ネットワーク運用のセキュリティに関する一般的な
規定の違反に関する法的責任制度を整備すること。
二、重要情報インフラストラクチャーのセキュリティ保護
に関する法的責任制度を改めること。
三、ネットワーク情報セキュリティに関する法的責任制
度を調整すること。
四、個人情報の保護に関する法的責任制度を改め
ること。

日前，全国信息安全标准化技术委员会发布《信
息安全技术 网络数据分类分级要求（征求意见
稿）
》
，并向社会征求意见（截止日期为 2022 年 11
月 13 日）
。

先頃、全国情報安全標準化技術委員会は「情報セ
キュリティ技術 ネットワークデータ分類・等級付け要求
（意見募集案）」を発布し、パブリックコメントを募集してい
る（締切日は 2022 年 11 月 13 日である）。

《征求意见稿》提出了数据分类分级的原则和
方法。根据数据在经济社会发展中的重要程度，以
及一旦遭到泄露、篡改、破坏或者非法获取、非法
利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法
权益造成的危害程度，将数据从高到低分为核心、
重要、一般三个级别。

「意見募集案」では、データ分類・等級付けの原則と
方法を打ち出している。経済と社会の発展におけるデー
タの重要度合、及びひとたび漏洩、改ざん、破壊、又は
不正入手、不正利用されることで国の安全、公共利
益、又は個人、組織の適法権益にもたらされる危害の
度合に基づき、データの等級を高いものから低いものま
で、核心、重要、一般という 3 段階に分けている。

（里兆律师事务所 2022 年 09 月 17 日编写）

（里兆法律事務所が 2022 年 9 月 17 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）







职务侵占、利益冲突、商业秘密、商业贿赂、
性骚扰等话题的内部合规培训
滴滴巨额罚款对企业网络安全、数据安全、个
人信息保护的警示
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職務横領、利益相反、営業秘密、商業賄賂、セ
クハラなどをテーマとした社内コンプライアンス研修
配車サービス大手「滴滴」（DiDi）に科された巨額
の罰金が企業のサイバーセキュリティ、データセキュ
リティ、個人情報保護に与える警告
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