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一、最新中国法令

一、最新中国法令





国家互联网信息办公室发布《数据出境安全评
估申报指南（第一版）
》

【发布单位】国家互联网信息办公室
【发布日期】2022-08-31
【内容提要】该指南旨在指导和帮助数据处理者规
范、有序申报数据出境安全评估。其
对数据出境安全评估申报方式、申报
流程、申报材料等具体要求作出说明。

国家インターネット情報事務室による「データ国外
移転安全評価申請の手引き（第一版）」の公布

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.cac.gov.cn/2022-08/31/c_1663568169
996202.htm

【発布機関】国家インターネット情報事務室
【発 布 日】2022-08-31
【概
要】本手引きは、データ取扱者によるデータ国
外移転の安全評価の申請が適正に、秩序
立てて行われるよう導き、そして安全評価を
申請する際の助けとなることを目的としたも
のであり、データ国外移転安全評価の申請
方法、申請プロセス、申請材料などの具体
的要件を明確に示している。

データ取扱者は、業務で必要なために
海外へデータを提供する必要が確かに
あり、データ国外移転の安全評価の実
施対象となる状況にあてはまる場合、
「データ国外移転安全評価弁法」の
定めに基づき、本「手引き」に従い、デ
ータ国外移転安全評価を申請しなけ
ればならない。

データ取扱者が海外へデータを提供す
るに際して、「重要情報インフラ施設の
運営者並びに 100 万人以上の個人
情報を取り扱うデータ取扱者が海外へ
個人情報を提供する場合」など、いず
れかの状況に該当する場合、所在地
の省級インターネット情報事務室を通
じて国家インターネット情報事務室へ
データ国外移転の安全評価を申請し
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.cac.gov.cn/2022-08/31/c_1663568169
996202.htm







数据处理者因业务需要确需向
境外提供数据，符合数据出境安
全评估适用情形的，应当根据
《数据出境安全评估办法》规
定，按照该《指南》申报数据出
境安全评估。



数据处理者向境外提供数据，有
“关键信息基础设施运营者和
处理 100 万人以上个人信息的数
据处理者向境外提供个人信息”
等情形之一的，应当通过所在地
省级网信办向国家网信办申报
数据出境安全评估。

自然资源部关于促进智能网联汽车发展维护
测绘地理信息安全的通知

【发布单位】自然资源部
【发布文号】自然资规〔2022〕1 号
【发布日期】2022-08-30
【内容提要】根据该通知：

需要从事相关数据收集、存储、
传输和处理的车企、服务商及智
能驾驶软件提供商等，属于外商
投资企业的，应委托具有相应测
绘资质的单位开展相应测绘活
动。



地面移动测量、导航电子地图编
制等属外资禁入领域。



目前已在提供智能网联汽车售
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インテリジェント・コネクテッド・ビークルの発展を促
し、地理情報の安全性を確保することに関する自
然資源部による通知

【発布機関】自然資源部
【発布番号】自然資規〔2022〕1 号
【発 布 日】2022-08-30
【概
要】本通知によると、以下の通りである。

当該データの収集、保存、伝送及び
処理を行う自動車メーカー、サービス
業者及びインテリジェント・ドライブ用ソ
フトウェアのプロバイダーなどは外商投
資企業に該当する場合、係る測量・
製図資格を有する業者に委託して測
量製図活動を行うようにしなければな
らない。

地上移動測量、ナビゲーション用電子
地図の作成などは、外資の参入が禁
止されている分野である。

インテリジェント・コネクテッド・ビークルの
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后和运营服务的企业，存在向境
外传输相关空间坐标、影像等测
绘地理信息数据行为或计划的，
应依法履行对外提供审批或地
图审核程序等，在此之前应停止
数据境外传输行为。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gk.mnr.gov.cn/zc/zxgfxwj/202208/t2022083
0_2757960.html

アフターサービス及び運営サービスを現
在すでに提供している企業において、
空間座標、映像など、地理情報の測
量製図データを国外へ伝送する行為
若しくはそのような計画がある場合、国
外提供の審査許可手続き若しくは地
図審査手続きを法に依拠し行わなけ
ればならず、これら手続きが完成するま
では、データの国外への伝送行為を停
止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://gk.mnr.gov.cn/zc/zxgfxwj/202208/t2022083
0_2757960.html





海关总署关于调整必须实施检验的进出口商
品目录的公告

検査を実施しなければならない輸出入商品目録
調整に関する税関総署による公告

【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署公告 2022 年第 79 号
【发布日期】2022-08-30
【实施日期】2022-10-01
【内容提要】对涉及非危金属材料及其制品、电子
行业加工设备、干燥器设备及器具等
87 个 10 位海关商品编号的商品，取
消海关监管条件“A”
，海关对相关商
品不再实施进口商品检验。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4547725/index.html

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署公告 2022 年第 79 号
【発 布 日】2022-08-30
【実 施 日】2022-10-01
【概
要】工設備、乾燥機設備及び器具など、87 項
目の 10 桁税関品目番号に係る商品につ
いて、税関監督・管理条件「A」を取消し、
税関は当該商品について、輸入商品検査
を以後実施しない。
【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
148/4547725/index.html





国家发展和改革委员会等十三部门印发《养老
托育服务业纾困扶持若干政策措施》的通知

「高齢者介護・託児サービス業救済支援策」公布
に関する国家発展・改革委員会などの 13 部門に
よる通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202208/t202
20829_1334210.html?code=&state=123

【発布機関】国家発展・改革委員会などの 13 部門
【発布番号】発改財金〔2022〕1356 号
【発 布 日】2022-08-29
【概
要】本通知には、高齢者介護・託児サービス業
を対象とした家賃減免措置、税金減免措
置、社会保険支援措置、金融支援措置、
防疫支援措置及びその他支援措置が含ま
れる。
【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/202208/t202
20829_1334210.html?code=&state=123





【发布单位】国家发展和改革委员会等十三部门
【发布文号】发改财金〔2022〕1356 号
【发布日期】2022-08-29
【内容提要】该通知涵盖对于养老托育服务业的房
租减免措施、税费减免措施、社会保
险支持措施、金融支持措施、防疫支
持措施和其他支持措施。

北京市人民代表大会常务委员会关于修改《北
京市优化营商环境条例》的决定

【发布单位】北京市人民代表大会常务委员会
【发布文号】北京市人民代表大会常务委员会公告
〔十五届〕第 82 号
【发布日期】2022-08-30
【实施日期】2022-08-30
【内容提要】此次修订的部分内容包括：
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「北京市ビジネス環境最適化条例」改正に関する
北京市人民代表大会常務委員会による決定

【発布機関】北京市人民代表大会常務委員会
【発布番号】北京市人民代表大会常務委員会公告
〔第十五期〕第 82 号
【発 布 日】2022-08-30
【実 施 日】2022-08-30
【概
要】今般の改正の内容（一部）：

3/4



市场主体按照国家市场监督管
理总局发布的经营范围规范目
录自主选择一般经营项目和许
可经营项目，申报经营范围。



市场主体超经营范围开展非许
可类经营活动的，市场监督管理
部门不予处罚。有关部门不得以
企业登记的经营范围为由，限制
其办理涉企经营许可事项或者
其他政务服务事项。



在中国（北京）自由贸易试验区
试点商事主体登记确认制改革，
最大限度尊重市场主体登记注
册自主权。（目前限为：内资公
司制企业法人（上市公司除外）
及其分支机构；详见《中国（北
京）自由贸易试验区市场主体登
记确认制试行办法》
）
。



【法令全文】请点击以下网址查看：
关于修改《北京市优化营商环境条例》的决定
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/
202208/t20220830_2803155.html
北京市优化营商环境条例（修订后全文）
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/
202208/t20220830_2803177.html

事業者は、国家市場監督管理総局
より公示されている経営範囲の標準
表記目録に従い、一般経営項目及び
許可経営項目を自ら選択し、経営範
囲を申請する。

事業者は経営範囲を逸脱し、非許可
類経営活動を展開した場合、市場監
督管理部門は処罰を実施しない。関
係部門は、企業が登記している経営
範囲を理由に、企業に係る経営許可
事項又はその他行政サービス事項の
手続きに制限をかけてはならない。

中国（北京）自由貿易試験区におい
て、商事主体登記確認制改革を試
行し、事業者の登記登録自主権を最
大限尊重する。（現時点においては、
国内資本会社制企業法人（上場会
社を除く）及びその分支機構のみに限
られる。詳細は、「中国（北京）自由貿
易試験区事業者登記確認制試行弁
法」をご参照のこと）。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
「北京市ビジネス環境最適化条例」改正に関する決定
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/
202208/t20220830_2803155.html
北京市ビジネス環境最適化条例（改正後の全文）
http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/
202208/t20220830_2803177.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）







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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