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 当所動向／本所动态

1. ポストコロナ、企業の労働雇用の新動向と新対

応
1. 疫情之后，企业劳动用工新趋势和新应对

2020年 5月 27日午後、上海リーグ法律事務所の

シニアパートナー弁護士、労務コンプライアンスチ

ーム責任者の曽立圻弁護士は法律専門情報の提供サ

イト、威科先行法律情報プラットフォームと協力し、

企業の経営管理、人事、法務、コンプライアンスの

担当者向けに“ポストコロナ時代の労働雇用の新動

向および企業の対応”をテーマのオンラインセミナ

ーを開催しました。

国内で感染が安定しつつあるが完全に収まってい

ない状況で、コロナの予防と制御は常態化となり、

政府は企業の活動再開を支援する政策とコロナの影

響に直面している中、どのように労働力と雇用の動

向が展開され、また、どのように企業が対応する必

要があるでしょうか、曽弁護士は 90分間の講演を通

じて、視聴者の皆さんに解説しました。

講演の後、曽弁護士はオンラインで視聴者と交流

し、視聴者からの質問に詳細かつ適切な解答をしま

した。

2020 年 5 月 27 日下午，上海里格律师事

务所高级合伙人、劳动合规团队负责人曾立圻

律师与全球领先的专业信息服务提供商威科先

行法律信息平台合作，为企业管理人员、人力

资源、法务、合规等专业人员带来一场主题为

“后疫情时代劳动用工发展新趋势及企业应对”

的线上讲座。

在国内疫情趋于平稳但尚未完全消退的当

下，疫情防控进入常态化，政府支持企业复工

复产的大环境和企业受疫情影响的困难面前，

劳动用工方面趋势将如何发展，企业又应如何

应对呢？曾律师通过 90 分钟的讲座，为大家进

行了解读。

讲座结束后，曾律师与线上听众进行了互

动，对听众提出的问题给出了细致专业的解答。
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2. リーグの環境法チームは固形廃棄物のコンプラ

イアンスリスク管理をテーマにしたセミナーを

主催

2. 里格环境法团队举办固废合规风险管

理专题讲座

5月 26日、リーグの環境法チームは蘇州林易思企

業管理有限公司と共催で、203名の参加者に固形廃

棄物コンプライアンス管理をテーマとしたセミナー

を開催しました。

当該セミナーは二部構成で行われ、第一部は法律

リスクの対策を中心に弁護士の張秀秀が解説し、第

二部は運営統括の戚志強によりコンプライアンス管

理について説明しました。

張秀秀弁護士はトングリ砂漠事件、東莞の李某に

よりメッキ廃棄物の非法処分事件、浙江省二社の省

を跨がる危険物非法廃棄事件を通して、環境保護の

責任追及の典型的な類型とその特徴を分析すると同

時に、固形廃棄物や有害廃棄物の不法投棄の排除を

提唱しました。

今回のセミナーは参加者から好評を得て、これか

らリーグ環境法チームは専門性を生かしより多くの

方々に貢献できるよう、今後も同様のセミナーを開

催したいと考えています。

5 月 26 日，里格环境法团队，与苏州

林易思企业管理有限公司为 203 名公众开

放分享了固废合规风险管理专题讲座。

本次活动分为两个环节，第一个环节由张

秀秀律师和戚志强运营总监为大家作主题分

享，前者侧重法律风险防范，后者侧重合规管

理。

张秀秀律师通过腾格里沙漠案件、东莞李

某非法处置电镀废料案、浙江两公司跨省非法

处置危废案，分析典型的环境责任追究类型及

特点，同时倡议杜绝违规处置固废甚至是危废

的侥幸心理。

此次沙龙获得了好评，今后里格环境法团

队还将充分发挥和贡献专业优势，继续举办类

似活动，与更多的朋友分享，与大家携手共进。
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■ 法令急送便／新法速递

1. 「中華人民共和国民法典」 1. 《中华人民共和国民法典》

関連業種：すべての企業

公布機関：全国人民代表大会

公布日：2020年 6月 2日

施行日：2021年 1月 1日

主な内容：

相关主体：全部企业

发布机关：全国人民代表大会

公布日期：2020年 6月 2日

实施日期：2021年 1月 1日

主要内容：

 「民法典」は全７編、1260条から構成され、各

編順次で総則、物権、契約、人格権、婚姻・家

庭、相続、権利侵害責任と附則からなり、2021

年 1月 1日から施行される。同時に、婚姻法、

相続法、民法通則、養子組法、担保法、契約法、

物権法、権利侵害責任法、民法総則を廃止する。

 「民法典」の各編の中で契約や担保などの内容

改正について、企業の業務おいては注意しなけ

ればならない。契約の分野では、契約の主な具

体的規定及び多くの基本理論に対し改訂、改善

されている。例えば、担保契約の内容改正では、

保証方式の前提が連帯責任から一般責任に変更

され、この改正は企業の債権回収において一定

の影響を与えることになる。また、契約の具体

規定の改正には、約款のさらなる記述説明が必

要となり、企業の契約の効力などに影響を及ぼ

すことになる。

⮚ 《民法典》共 7编、1260条，各编依次为总

则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、

侵权责任和附则，自 2021年 1月 1日起施行。

婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保

法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总

则同时废止。

⮚ 《民法典》各编中对合同、担保等内容的修

订，企业在工作中都需要相应注意。在合同

方面，对于有名合同的具体规定以及不少基

本理论都做了修订和完善。例如担保合同内

容的修改中，对于保证方式的推定，由连带

责任转化为一般责任，这一修改对于企业债

权的实现有着一定影响。以及合同具体规定

的修改，例如对格式条款的进一步说明等，

对于企业合同的效力等都有相应影响。

原文リンク：

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8

344591abd07917e1d25cc8.shtml

原文链接：

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba648

3b8344591abd07917e1d25cc8.shtml

2. 「新時代における社会主義市場経済体制の加速

改善に関する意見」

2. 中共中央、国务院发布《关于新时代加快完

善社会主义市场经济体制的意见》

関連業種：すべての企業

公布機関：中共中央、国務院

公布日： 2020年 5月 18日

主な内容：

相关主体：全部企业

发布机关：中共中央、国务院

公布日期：2020年 5月 18日

主要内容：

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml
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 あらゆる所有体制のすべての企業に対し、情報

の獲得、参入許可、経営運営、政府関係の購買

や入札などの面で平等に扱うとともに、市場競

争を制限する各種の障害や隠れた障壁を取り除

く、各所有体制が平等に資源の利用、公正公平

な競争、同等の法整備の市場環境を構築する。

 製造業、サービス業、農業の開放拡大を進め、

より多くの領域で外資による経営支配或は独資

経営を認め、外資参入のネガティブリスト以外

の制限をすべて撤廃する。外資参入の国民待遇

とネガティブリスト管理制度を改善する。

 2019年「外商投資法」の公布を受け、健全な外

資政策とサービス体制を支援する政策をさらに

明確にし、対外開放政策を推進する方向を示し

た。

原文リンク：

http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512696.

htm

⮚ 《意见》提出，在要素获取、准入许可、经

营运行、政府采购和招投标等方面对各类所

有制企业平等对待，破除制约市场竞争的各

类障碍和隐性壁垒，营造各种所有制主体依

法平等使用资源要素、公开公平公正参与竞

争、同等受到法律保护的市场环境。

⮚ 《意见》提出，推动制造业、服务业、农业

扩大开放，在更多领域允许外资控股或独资

经营，全面取消外资准入负面清单之外的限

制。健全外商投资准入前国民待遇加负面清

单管理制度。

⮚ 继 2019年发布的《外商投资法》后，《意见》

进一步明确了支持健全外商投资政策与服务

体系，促进对外开放的政策方向。

原文链接：

http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_551

2696.htm

3. 「貿易新業態の発展を支持する通知」
3. 国家外汇管理局发布《关于支持贸易新业态

发展的通知》

関連業種：国内のクーリエ企業、物流企業、越境電

子商取引企業、貿易総合サービス企業

公布機関：国家外貨管理局

公布日： 2020年 5月 20日

主な内容：

相关主体：境内国际寄递企业、物流企业、跨境

电子商务平台企业、外贸综合服务企业

发布机关：国家外汇管理局

公布日期：2020年 5月 20日

主要内容：

 まず、貿易新業態の取引における決済チャネル

の拡大。第二に、越境電子商取引の業務資金決

済の利便性を上げる。第三に、越境電子商取引

関税の立て替えを最適化する。第四に、個人の

対外貿易への決済需要に対応する。第五に、貿

易の資金決済業務の改善。第六に、貿易総合サ

ービス企業の輸出代行を支援する。第七に、企

業よる外貨業務の遠隔手続きを容易にする。第

八に、小口渉外取引の入出金申告を最適化する。

最後に、貿易新業態における革新的な展開を継

⮚ 《通知》主要内容包括：一是拓宽贸易新业

态结算渠道。二是便利跨境电商出口业务资

金结算。三是优化跨境电商相关税费的跨境

代垫。四是满足个人对外贸易结算需求。五

是完善市场采购贸易资金结算。六是支持外

贸综合服务企业代办出口收汇。七是便利企

业远程办理外汇业务。八是优化小额交易涉

外收付款申报。九是持续跟踪贸易新业态的

创新发展。

http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512696.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512696.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512696.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512696.htm
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続的にモニタリングすること。

 条件に適している銀行の電子情報による外貨業

務の手続きを支援する。越境電子商取引は国外

の在庫、物流、税収などの費用と輸出代金との

差額決済を可能にする。なお、監督管理を強化

し、銀行と決済機構に対し内部統制の改善やリ

スクマネジメントの強化を指導する。

原文リンク：

http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0520/16232.html

⮚ 《通知》明确，支持符合条件的银行凭交易

电子信息办理外汇业务。跨境电商可将境外

仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结

算。此外，国家外汇局将加强事中事后监管，

并指导银行和支付机构完善内控，强化风险

防范。

原文链接：

http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0520/16232.html

4. 「小規模零細企業と個人事業主の 2020 年度所

得税の納付猶予に係る関連事項の公告」

4. 国家税务总局《关于小型微利企业和个体工

商户延缓缴纳 2020 年所得税有关事项的公

告》

関連業種：小規模零細企業、個人事業主

公布機関：国家税務総局

公布日： 2020年 5月 19日

主な内容：

相关主体：小型微利企业、个体工商户

发布机关：国家税务总局

公布日期：2020年 5月 19日

主要内容：

 小規模零細企業と個人事業主の活動再開にさら

に支援、その生産・運営資金の圧迫を緩和し、

市場主体の活性化を図るため、小規模零細企業

と個人事業主に対し 2020 年度の所得税納付猶

予に係る関連事項を公告する：まず、小規模零

細企業と個人事業主の所得税納付を猶予する政

策。二つ目は個人事業主の所得税納付を猶予す

る政策。

 小規模零細企業は 2020 年残りの期間において

規定に基づき申告の後、当期の企業所得税の納

付猶予を可能とする。個人事業主は 2020年残り

の期間において規定に基づき申告の後、当期の

個人所得税の納付猶予を可能とすることを明確

にした。

原文リンク：

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5150528/con

tent.html

⮚ 《公告》提出，为进一步支持小型微利企业

和个体工商户复工复产，缓解其生产经营资

金压力，激发市场主体活力，现就小型微利

企业和个体工商户延缓缴纳 2020 年所得税

有关事项公告如下：一是小型微利企业所得

税延缓缴纳政策。二是个体工商户所得税延

缓缴纳政策。

⮚ 《公告》明确，小型微利企业在 2020年剩余

申报期按规定办理预缴申报后，可以暂缓缴

纳当期的企业所得税。个体工商户在 2020年

剩余申报期按规定办理个人所得税经营所得

纳税申报后，可以暂缓缴纳当期的个人所得

税。

原文链接：

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c515052

8/content.html

http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0520/16232.html
http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0520/16232.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5150528/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5150528/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5150528/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5150528/content.html
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5. 「企業の雇用安定・拡大に係る専用支援計画の

実施に関する通知」

5. 人力资源社会保障部、财政部《关于实施企

业稳岗扩岗专项支持计划的通知》

関連業種：すべての企業

公布機関：人力資源社会保障部、財政部

公布日： 2020年 5月 9日

主な内容：

相关主体：全部企业

发布机关：人力资源社会保障部、财政部

公布日期：2020年 5月 9日

主要内容：

⮚ 《通知》提出，为有效应对国内外疫情形势

和经济下行压力对就业的影响，做好常态化

疫情防控中的稳就业工作，人力资源社会保

障部、财政部决定启动实施企业稳岗扩岗专

项支持计划。

⮚ 《通知》提出主要政策举措：一是加大稳岗

返还力度。加快落实失业保险稳岗返还政策，

支持参保企业不裁员、少裁员。二是拓宽以

工代训范围。支持企业面向新吸纳劳动者开

展以工代训，扩岗位、扩就业。各地可结合

实际情况，将受疫情影响较大的外贸、住宿

餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售等行

业补贴范围扩展到各类企业。

原文链接：

http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202005/

t20200515_368726.html

 国内外の感染と景気悪化による雇用への影響に

効果的に対処し、予防抑制の常態化の中で、雇

用の安定化を図るため、企業の雇用安定・拡大

に係る専用支援計画を実施する。

 第一に、雇用を安定させる取り組みを強化する。

失業保険金の還付で、保険加入企業の人員削減

の回避、最小化を支援する。第二に、職業訓練

の範囲を広げる。新規採用した労働者に対して

職業訓練を行い、雇用拡大を支援する。各地の

実際状況に合わせて、影響の大きい貿易、宿泊・

飲食業、文化・観光業、運送業、卸売・小売業

などへの補助手当を各種の企業に広げる。

原文リンク：

http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202005/t202

00515_368726.html

6. 「2020 年国家の医療機器製品の抜き取り検査

に係る方案に関する通知」

6. 国家药监局综合司《关于印发 2020年国家医

疗器械抽检产品检验方案的通知》

関連業種：医療機器関連企業

公布機関：国家薬品監督局総合司

公布日： 2020年 5月 11日

主な内容：

相关主体：医疗器械相关企业

发布机关：国家药监局综合司

公布日期：2020年 5月 11日

主要内容：

 主な内容に検査、再検査、異議申立、その他の

要件の四つの部分が含まれる。薬品監督管理部

門が「2020年国家の医療機器製品の抜き取り検

査（中央補助地方項目）に係る方案」「2020年

国家の医療機器製品の抜き取り検査（国家級予

算項目）に係る方案」により、関連の検査機構

と医療機器基準及び登録・申告の製品技術基準

⮚ 《通知》主要包含检验工作、复检工作、异

议申诉工作、其他要求四部分内容。其中，

《通知》要求，药品监督管理部门应当按照

《2020年国家医疗器械抽检（中央补助地方

项目）产品检验方案》、《2020年国家医疗

器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案》

组织相关检验机构按医疗器械强制性标准以

http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202005/t20200515_368726.html
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202005/t20200515_368726.html
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202005/t20200515_368726.html
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202005/t20200515_368726.html
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（登録製品基準）に基づき、検査業務を遂行す

る。電動車いすなどの製品の試験基準、検査項

目と総合判断原則を附属書に掲載している。リ

スクモニタリング製品の試験結果を行政処分や

公表の根拠としない。医療機器の登録者や申請

者は、モニタリングの結果を基に、リスクを評

価管理しなければならない。

原文リンク：

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2197/377389.html

及经注册或者备案的产品技术要求（注册产

品标准）开展检验工作；并在附件部分对前

述两个方案规定的例如电动轮椅车等产品的

检验依据、检验项目和综合判定原则加以明

确。此外，《通知》还指出，风险监测产品

的检测结果不作为行政处罚和公告依据。医

疗器械注册人、备案人应当根据监测提示，

主动评估和消除风险。

原文链接：

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2197/377389.ht

ml

7. 「貿易輸出製品の国内販売の特殊管理に関する

措置」

7. 多部门联合印发《关于支持上海市外贸产品

出口转内销实施特殊管理的若干措施》

関連業種：上海市の各貿易関連企業

公布機関：上海市商務委員会、上海市市場監督管理

局、上海市知識財産権局、国家税務総局上海市税務

局、上海税関

公布日： 2020年 5月 28日

主な内容：

相关主体：上海各外贸企业

发布机关：上海市商务委员会、上海市市场监督

管理局、上海市知识产权局 、国家税务总局上海

市税务局、上海海关

公布日期：2020年 5月 28日

主要内容：

感染の影響で一時的に中国語の表示に変更できな

い貿易商品は、貿易企業が中国語の表示を貼付ける

ことができ、中国語の表示と原文のとの整合性につ

いて企業が責任を負えなければならない。

 「税関特殊監督管理区域内で（保税区、保税物

流園区を除く）生産、加工、又は“二線”を経て

国内向けに商品を販売する企業の申請に基づ

き、税関はその輸入材料或は実際検査の申告状

況に応じて、輸入増値税、消費税を徴収する。

同時に、加工貿易企業の国内市場開拓を支援し、

国内販売の加工貿易商品に対し、一時的に繰延

利息を免除する。

原文リンク：

http://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20200528/b933a686f27a4d

c5ac7fa7b6a6f60be4.html

《通知》中明确，对因疫情影响临时无法变

更为中文标签、标识的外贸产品，允许外贸企业

加贴中文标签、标识，外贸企业应当对中文和外

文标签、标识一致性负责。

⮚ 对于海关特殊监管区域内（保税区、保税物

流园区除外）生产、加工并经“二线”内销货

物的企业，《通知》明确，海关根据企业申

请，按其对应进口料件或按实际报验状态征

收关税，进口环节增值税、消费税照章征收。

同时，《通知》支持加工贸易企业开拓国内

市场，对内销加工贸易货物，暂免征收内销

缓税利息。

原文链接：

http://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20200528/b933a686f2

7a4dc5ac7fa7b6a6f60be4.html

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2197/377389.html
http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2197/377389.html
http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2197/377389.html
http://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20200528/b933a686f27a4dc5ac7fa7b6a6f60be4.html
http://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20200528/b933a686f27a4dc5ac7fa7b6a6f60be4.html
http://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20200528/b933a686f27a4dc5ac7fa7b6a6f60be4.html
http://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20200528/b933a686f27a4dc5ac7fa7b6a6f60be4.html
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■ 情報ファイル／商务信息

1. 貿易安定策を組合せて打ち出す 1. 多部门发力：稳外贸再迎政策“组合拳”

貿易の安定は“6 つの安定”の重要な内容として、

今年の両会の焦点の一つとなっている。政府の業務

報告書では、貿易の基本的な安定を促すと表明して

いる。企業の取引増加、雇用・就業の安定を中心に、

与信の拡大、輸出信用保険の適用範囲の拡大、輸出

入のコストを削減、輸出商品の国内販売換を支援す

る。

商務部は地方商務主管部門と中国輸出信用保険と

共同で、貿易企業、特に中小零細貿易企業に輸出信

用保険政策を活用できるよう、積極的に指導すると

表明した。財政資金のレバレッジの役割をうまく活

用し、「政府＋銀行＋保険」の協力を強化し、政策

融資の規模を拡大し、中小零細貿易企業が信用保険

を通じて銀行の資金支援を受けられるように支援す

る。

また中央政府は、貿易支援政策がまだ増えると表

明した。政府業務報告書起草グループ、国務院研究

室共産党メンバー孫国君は 22日の国務院説明会で、

輸出主体の多元化を促進する必要があり、中小貿易

企業を対象として金融、保険などの支援政策を推進

する必要があると述べた。

稳外贸作为“六稳”的重要内容，成为今年两

会的焦点之一。政府工作报告明确，促进外贸基

本稳定。围绕支持企业增订单稳岗位保就业，加

大信贷投放，扩大出口信用保险覆盖面，降低进

出口合规成本，支持出口产品转内销。

日前，商务部表示，将会同地方商务主管部

门和中国出口信用保险公司，积极引导外贸企业、

特别是中小微外贸企业用足用好出口信用保险政

策；发挥好财政资金撬动作用，加强“政府+银行+

保险”合作，扩大保单融资规模，通过信保增信帮

助中小微外贸企业获得银行资金支持。

中央也表示，外贸支持政策还在加码。政府

工作报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙

国君在 22日的国新办吹风会上表示，要促进出口

主体多元化，推动金融、保险等支持政策更多向

中小外贸企业覆盖。

2. 主要 20国グループ（G20）は貿易相による新型

コロナウィルス肺炎の対応に関する第二次特別

テレビ会議を行った

2. 商务部：二十国集团（G20）举行第二次贸

易部长应对新冠肺炎特别视频会议

5月 14日夜、20ヵ国・地域（G20）は新型コロナ

ウィルス肺炎に対応について二回目の貿易相による

特別テレビ会議を行った。商務部部長鐘山が出席し

議論を行った。

以前、G20貿易相は 3月 30日に初めて新型コロナ

ウィルス肺炎対応についてテレビ会議を行い、多国

間貿易体制を維持、必要物資の越境移動の確保、疫

5月 14日晚，二十国集团（G20）举行第二

次贸易部长应对新冠肺炎特别视频会议。商务部

部长钟山出席会议并发言。

此前，G20贸易部长曾于 3月 30日举行首次

应对新冠肺炎特别视频会议并发表声明，在维护

多边贸易体制、确保必需品跨境流动、支持受疫
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病の影響を受ける発展途上国と後進国への支援など

の分野で前向きな共同認識を示した。

鐘山商務部部長は、G20の貿易相は初回の特別会

議のもとで、共同認識の実施を継続的するべきだと

述べた、また、三つの提言を示した：第一は団結、

協力を強化。第二は開放の環境を維持すること。第

三は政策の協調を深める。マクロ経済政策において、

必要なヒトの移動を容易にし、国際物流と越境輸送

の正常運営を確保など各分野の協力を強化し、グロ

ーバル産業・サプライチェーンの開放、安定性、安

全と円滑性を確保する。

今回の会議は議長国のサウジアラビアの司会で開

催し、部長の声明を通じて、「G20の新型コロナウ

ィルス肺炎への対応、世界貿易投資を共同で支援す

る行動」を採択した。

情影响的发展中和最不发达国家等领域形成积极

共识。

商务部部长钟山表示，G20贸易部长应在首

次特别会议基础上，继续落实好领导人特别峰会

共识，并向各方提出三点建议：一是加强团结合

作。二是维护开放环境。三是深化政策协调。在

宏观经济政策、便利人员必要流动、保障国际物

流和跨境运输正常运转等方面加强合作，确保全

球产业链供应链的开放、稳定、安全和顺畅。

本次会议由主席国沙特主持召开，通过部长

声明，批准《G20应对新冠肺炎、支持全球贸易

投资集体行动》。

3. 発展改革委員会など複数の部門：新型コロナウ

ィルス肺炎に対応するため、さらに小規模零細

企業及び個人事業主に対し家賃負担を減らす指

導意見を発表

3. 发改委等多部门：关于应对新冠肺炎疫情进

一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解

房屋租金压力的指导意见

家賃減免と支払猶予の政策は主に経営困難の小規

模零細企業と個人事業主を対象とし、影響が深刻な

経営困難の飲食、宿泊、旅行、教育訓練、家政、映

画館・劇場、美容美髪などの業界を優先補助対象と

する。同時に、家賃の支払いに困難な場合は、賃借

人と賃貸人は契約遵守の前提で対等に協議の原則に

基づき、賃貸借関係の安定化を図るため、賃貸人は

家賃の徴収を適切に減額または猶予することができ

る。

国営不動産を事業目的で借りている経営困難なサ

ービス業の小規模零細企業と個人事業主に対して、

上半期 3ヶ月分の家賃を免除とする。事業目的で非

国有不動産を借りているサービス業の小規模零細企

業と個人事業主が困難な状況に陥っている場合、賃

貸人に賃借人の実質的な困難を考慮し、両者の対等

な協議を下で、家賃の減額や猶予を推奨する。

金融支援を強化する。サービス業の小規模零細企

業と個人事業主および実際に家賃を減免した賃貸人

《指导意见》明确，房屋租金减免和延期支

付政策主要支持经营困难的服务业小微企业和个

体工商户，优先帮扶受疫情影响严重、经营困难

的餐饮、住宿、旅游、教育培训、家政、影院剧

场、美容美发等行业。同时，在受疫情影响缴纳

租金确有困难时，承租人与出租人在遵守合同协

议的前提下，本着平等协商的原则稳定租赁关系，

出租人可适当减免或延期收取租金。

《指导意见》推动，对承租国有房屋用于经

营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户，

免除上半年 3个月房屋租金。对承租非国有房屋

用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工

商户，鼓励出租人考虑承租人实际困难，在双方

平等协商的基础上，减免或延期收取房屋租金。

《指导意见》里也提到，应加大金融支持力

度，对服务业小微企业和个体工商户以及实际减
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に対し生産経営用ローンの支援、感染の影響で年内

の返済が困難な場合には、銀行金融機構は当事者と

協議の上、必要に応じて延期、更新などの方法で、

一時的な返済の取り決めを行うべきである。

免房屋租金的出租人的生产经营性贷款，受疫情

影响严重、年内到期还款困难的，银行业金融机

构与客户协商，视需要通过展期、续贷等方式，

给予临时性还本付息安排。

■ ウィチャット公式アカウント文章／公众号文章

里格律师事务所

（リーグ法律事務所）

劳动与合规实务

（労働及びコンプライアンス実務）

1. 副産物固体廃棄物の性質認定に関する基本原則

を検討
1. 副产物固体废物的性质认定基本原则探讨

作者： 王羽 弁護士 作者：王羽 律师

投稿概要：

固形廃棄物の事件を調査・処理中、或は企業自社

の固形廃棄物のコンプライアンス管理において、ま

ず、その物体の性質が固形廃棄物であるかどうかの

判断が必要である。通常、消費或は使用後に廃棄・

放棄される物体の特定に関して、例えば家庭ごみ、

医療廃棄物、電子廃棄物、建築廃棄物などは比較的

に判断し易く、一方、一定の利用価値を有する工業

生産プロセスで発生した副産物については、その特

性を特定する原則および法律根拠が明確ではない。

本稿では、副産物塩酸を例に、副産物固形廃棄物を

特定するための基本的な法理を分析し、議論する・・・

文章概要：

固废案件调查处理中，或企业自行固废合

规管理中，首要任务必然包括对物品性质是否

为固体废物的认定。通常，对于经过消费或使

用后被抛弃、放弃的物品定性，例如生活垃圾、

医疗废物、电子废弃物、建筑垃圾，相对较为

容易，而对于工业生产过程产生的具有一定利

用价值的副产物，定性原则及其法律依据并不

清晰。本文以副产盐酸为例，分析探讨副产物

固体废物认定的基本法律原则……



EXPRESS FROM A&Z LAW FIRM Shanghai／Dalian／Beijing／Wuhan／Tokyo 13 / 13

※本「EXPRESS（法規版）」は、毎月 20日にお送

り届けております。本電子刊行物の版権は弊所に属

するもので、書面許可を得ずに、印刷、転載、抄録

編集、翻訳をすることはできません。

「EXPRESS」についてのご意見やご提案、ならび

に本誌の受信をご希望されない場合は、お手数です

が、下記の方法にて当所までご連絡ください。速や

かに対応をさせていただきます。

すでに当所のサービスをご利用のお客様につき

ましては、委託される弁護士または担当スタッフに

直接ご連絡いただいても結構です。

里格法律事務所 A&Z Law Firm

上海 Shanghai／大連 Dalian／北京 Beijing

／武漢 Wuhan／東京 Tokyo

URL：www.A-ZLF.com.cn

E-Mail：info@A-Zlf.com.cn

【上海】

上海市南京西路 1515号静安嘉里中心二座

2001-2002室

Tel ：+86-21-5466-5477

Fax ：+86-21-5466-5977

【大連】

大連市西崗区中山路 147号森茂大厦 2104室

Tel ：+86-411-8367-1183

Fax ：+86-411-8367-1283

【北京】

北京市朝陽区東方東路 19号DRC外交オフィスビル

D1座 17階

Tel：+86-10-8531-7348

Fax：+86-10-8531-7377

【武漢】

武漢市漢口解放大道 634号新世界中心 B棟

2216室

Tel&Fax：+86-27-8342-6645

【東京】

日本東京都千代田区丸の内 2-2-1岸本ビルヂング 6階

Tel ：+81-3-4590-6672

※本《EXPRESS（法规版）》在每月 20日公开发

送。本电子刊物的版权属于里格，未经里格的书面

许可，不得印刷、转载、摘抄、编辑和翻译。

如果您有任何意见与建议或者您希望不再收到

《EXPRESS》，请与我们联系。通过以下联系方式

和里格联系，里格将进行迅速的回应。

对于里格的固定客户，里格推荐其直接与所属

的负责律师或客户担当人员直接联系，里格将及时

予以应对。

里格律师事务所 A&Z Law Firm

上海 Shanghai／大连 Dalian／北京 Beijing

／武汉Wuhan／东京 Tokyo

URL：www.A-ZLF.com.cn

E-Mail：info@A-Zlf.com.cn

【上海】

上海市南京西路 1515号静安嘉里中心二座

2001-2002室

电话：+86-21-5466-5477

传真：+86-21-5466-5977

【大连】

大连市西岗区中山路 147号森茂大厦 2104室

电话：+86-411-8367-1183

传真：+86-411-8367-1283

【北京】

北京市朝阳区东方东路 19号 DRC外交办公大楼

D1座 17层

电话：+86-10-8531-7348

传真：+86-10-8531-7377

【武汉】

武汉市汉口解放大道 634号新世界中心 B栋

2216室

电话&传真：+86-27-8342-6645

【东京】

日本东京千代田区丸の内 2-2-1 岸本大厦 6F

电话：+81-3-4590-6672

http://www.a-zlf.com.cn/
mailto:info@A-Zlf.com.cn
http://www.a-zlf.com.cn/
mailto:info@A-Zlf.com.cn
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