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当所動向／本所动态

1. 市政協立法協商、安翊青委員から「上海市外商

投資条例（草案）」に関する建言を

1. 市政协立法协商，安翊青委员建言《上海

市外商投资条例（草案）》

8月 27日、上海市政協対外友好委員会、社会及び

法制委員会は座談会を共同開催し、今年の市政協立

法協商の重点プロジェクトである「上海市外商投資

条例（草案）」の立法をめぐる協商を行いました。

リーグ法律事務所首席パートナー、市政協委員の安

翊青弁護士が協商に参加しました。

座談会に出席した委員は、上海は外国投資の重要

な目的地であり、外資は上海の開放型経済建設を推

進する重要な地位を占め、重要な役割を果たしてい

ると述べました。国際投資経済貿易情勢に深刻な変

化が起きている中で、上位法の精神に沿った、上海

の対外開放に相応しい、外資活動を促進する地方法

規の制定は、外国投資家の信頼感を強め、上海の開

放型経済をより高い水準、高い品質に引き上げるう

えで不可欠であると述べました。

8月 27日，上海市政协对外友好委员会、社

会和法制委员会联合召开座谈会，邀请部分政协

委员围绕今年市政协立法协商重点项目《上海市

外商投资条例（草案）》参与立法协商。里格律

师事务所首席合伙人、市政协委员安翊青律师参

加座谈协商。

委员们表示，上海是外商投资中国的重要

目的地，外资在加快推进上海开放型经济建设

中具有重要地位和作用。在当前国际投资经贸

形势发生深刻变化的大背景下，制定一部符合

上位法精神、适应上海对外开放和促进外资工

作实际的地方性法规，进一步增强外国投资者

的信心，推动上海开放型经济继续向更高水平、

更高质量发展，是十分必要的。
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2. 市リーダーが両岸シンポジウムをスタートし、

リーグ弁護士が「オンライン交流」に参加

2. “台商台青创业成长”两岸云上见 | 里格合

伙人专题分享

8月 20日午後、2020年静安区「台湾青年法律人材

実践基地」シリーズ活動の第 2弾――「台湾商人・

台湾青年創業成長」上海―台北セミナーが順調に開

催されました。市台湾弁公室の副主任の李驍東、静

安区委員会の凌恵康、関係部門の責任者が会議に出

席しましま。リーグ法律事務所のシニアパート

ナーの張駿弁護士、広報部ディレクターの洪

毓琦がリーグを代表し、暦年の参加者として「台青

基地」の建設活動に招かれました。

会議では、当事務所のシニアパートナーの張駿弁

護士から、両岸の個人情報保護に係わる法制を

巡る講演がありました。今回の会議を通じて、両岸

の台湾商人・台湾青年と、両岸の法制度の整備に関

する交流と意見交換が推進されました。リーグは台

湾青年・法律人材実践基地の順調な発展を祈り、市・

区の関連部門の指導の下で、両岸の青年たちの相互

学習、理解深化のため、台湾青年に夢を追う舞台を

立てていくつもりです。

8 月 20 日下午，2020 年静安区“台湾青年

法律人才实践基地”系列活动第二场——“台商

台青创业成长”上海—台北视频研讨会顺利举

行。市台办副主任李骁东，静安区委常委凌惠

康等领导，市区相关部门负责人出席会议。里

格律师事务所高级合伙人张骏，公共关系总监

洪毓琦代表里格所，作为历届参与“台青基地”

建设的 11 家律所之一应邀出席。

会上，本所高级合伙人张骏律师代表里格

所，就两岸个人信息保护相关法律制度进行专

题分享与交流。此次会议进一步加强了两岸台

商台青和两岸法制建设的交流与沟通。同时，

里格所也期许未来的台青法律人才实践基地项

目能顺利开展，一定会在市、区有关部门的领

导下，继续发挥好自身作用，助力搭建两岸青

年互相学习，增进了解的交流成长平台，让更

多的台湾专业领域青年来大陆找到追梦、筑梦、

圆梦的舞台。
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■ 法令急送便／新法速递

1. 権利侵害品・模倣品の廃棄業務の強化に関する

意見

1. 多部门联合印发《关于加强侵权假冒商品销

毁工作的意见》

関連主体:全ての企業

公布機関: 複数の部門

公布日：2020年 8月 13日

施行日：2020年 8月 13日

主な内容:

権利侵害品 ・模倣品を廃棄するに当たって、「法

による処分」、「無害化処理」、「再流通途絶」の

原則に基づき、権利侵害品・模倣品の分類廃棄体制

の更なる健全化、無害化処理水準の更なる向上、社

会的抑止効果の更なる顕在化を促進する。

権利侵害品・模倣品の廃棄範囲、廃棄期限、分類

処分、汚染防止、物品保管、全プロセスの監督等を

規定した。

権利侵害品・模倣品の廃棄では、組織指導を強化

し、提携を深化し、宣伝・指導を重視し、監督・評

価を強化する。

原文リンク：

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-08/22/conte

nt_5536677.htm

相关主体：所有企业

发布机关：多部门

公布日期：2020年 8月 13日

实施日期：2020年 8月 13日

主要内容：

《意见》提出，各地加强侵权假冒商品销毁

工作，坚持依法处置、无害化处理、杜绝再流通

原则，推动侵权假冒商品分类销毁机制进一步健

全，无害化处置水平进一步提升，社会震慑效应

进一步显现。

《意见》明确，销毁侵权假冒商品的销毁范

围、销毁时限、分类处置、污染防控、物品保管、

全程监督等主要内容。

《意见》要求，各地在进行侵权假冒商品销

毁工作，加强组织领导，深化共同协作，注重宣

传引导，强化监督考核。

原文链接：

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-08/22/c

ontent_5536677.htm

2. 対外貿易安定・外資安定業務に関する意見
2. 国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资

工作的意见

関連主体:外資企業、対外貿易企業

公布機関：国務院弁公庁

公布日：2020年 8月 5日

施行日：2020年 8月 5日

主な内容:

対外貿易・外資の安定を図る 15の措置を挙げた。

一、輸出信用保険を一段と活用する

二、条件ある地域で「信用保証プラス担保」の融資

方式の展開または拡大を支援する

相关主体：外商投资、外贸企业

发布机关：国务院办公厅

公布日期：2020年 8月 5日

实施日期：2020年 8月 5日

主要内容：

《意见》提出十五项稳外贸稳外资政策措施，

主要内容包括：

一、更好发挥出口信用保险作用。

二、支持有条件的地方复制或扩大“信保+担

保”的融资模式。
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三、いろいろな方法で対外貿易企業の融資を支援す

る

四、中小・零細企業向け輸出与信を増やす

五、貿易新業態の発展を支援する

六、加工貿易の段階的移転を誘導する

七、労働集約型企業へのサポートを強化する

八、大手貿易企業の問題解決に助力する

九、オンライン対外貿易を開拓する

十、通関の便利化を向上させる

十一、外国ビジネスパーソンの渡航の便利化を図る

十二、金融面で重点外資企業を支援する

十三、重点外資案件への支援を強化する

十四、ハイテク産業への外資投資を推奨する

十五、外資研究開発センターの優遇適用基準を緩和

する

原文リンク：

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-08/12/content_

5534361.htm

三、以多种方式为外贸企业融资提供增信支

持。

四、进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷

投放。

五、支持贸易新业态发展。

六、引导加工贸易梯度转移。

七、加大对劳动密集型企业支持力度。

八、助力大型骨干外贸企业破解难题。

九、拓展对外贸易线上渠道。

十、进一步提升通关便利化水平。

十一、提高外籍商务人员来华便利度。

十二、给予重点外资企业金融支持。

十三、加大重点外资项目支持服务力度。

十四、鼓励外资更多投向高新技术产业。

十五、降低外资研发中心享受优惠政策门槛。

原文链接：

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-08/12/cont

ent_5534361.htm

3. 上海臨港エリアにおける競争強化政策を実施 3. 上海临港新片区开展强化竞争政策实施试点

関連主体：上海臨港エリアに所在している企業、上

海臨港エリアにて事業活動を展開している企業

公布機関： 上海市市場監督管理局 中国（上海）自

由貿易区臨港エリア管理委員会

公布日：2020年 8月 17日

施行日：2020年 9月 1日

主な内容:

2020年 9月 1日、中国（上海）自由貿易試験区臨

港エリアは競争強化政策の試験的実施の打ち上げ式

を行い、下記の 11の項目の措置を発表した。

一、経営者集中に係わる独占禁止審査制度

二、独占協定責任免除制度の模索

三、公平的競争審査仕組みの革新

四、第三者審査評価体制の健全化

相关主体：上海临港新片区企业、在上海临港新

片区开展活动的企业

发布机关：上海市市场监督管理局 中国（上海）

自由贸易试验区临港新片区管理委员会

公布日期：2020年 8月 17日

实施日期：2020年 9月 1日

主要内容：

2020年 9月 1日，中国（上海）自由贸易试

验区临港新片区举行强化竞争政策实施试点工作

启动仪式，试点共有 11项具体措施，包括：

一、经营者集中反垄断审查制度。

二、探索实施垄断协议豁免制度。

三、创新公平竞争审查工作机制。

四、健全第三方审查评估机制。

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-08/12/content_5534361.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-08/12/content_5534361.htm
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五、公平的競争に対する社会監督体制の整備

六、公平的競争審査制度による制約の強化

七、競争政策とその他の経済政策との協調メカニ

ズムの確立

八、独占禁止法執行の強化と改善

九、競争政策実施評価メカニズムの確立

十、競争政策制度の供給の革新

十一、公平的競争の環境づくりのアピール

原文リンク：

http://scjgj.sh.gov.cn/919/20200817/2c9bf2f673ec89990

173fa413fe7178e.html

五、完善公平竞争社会监督机制。

六、强化公平竞争审查制度刚性约束。

七、建立竞争政策与其他经济政策协调机制。

八、着力加强和改进反垄断执法。

九、建立竞争政策实施评估机制。

十、创新竞争政策制度供给。

十一、倡导弘扬公平竞争文化。

原文链接：

http://scjgj.sh.gov.cn/919/20200817/2c9bf2f673ec89

990173fa413fe7178e.html

4. 「外資企業苦情処理業務管理規定」の改訂
4. 商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办

法》

関連主体： 外資企業、外国投資者

公布機関： 商務部

公布日：2020年 8月 25日

施行日：2020年 10月 1日

主な内容：

苦情処理の対象項目の範囲を広げた。外資企業、

外国人投資家は苦情処理機関に対し、行政権による

侵害について調停を申し入れ、または投資環境に関

わる問題について政策措置の改善を提案できる。

苦情処理メカニズムを改善した。中央政府レベル

では、外資企業の苦情処理に当たる各部による連席

会議制度、及び全国外資企業苦情処理センターを設

立する。地方政府レベルでは、県以上の政府は担当

する機関を指定する。

苦情処理のルールを明確にした。苦情の申し立て、

受理、処理方法、処理期限、処理結果に対する異議

申立てなどのルールを明確に規定し、部門間の協働

により力を入れ、苦情項目の適切な解決を推進する。

権利保護により力を入れた。苦情処理における申

立人の権利保護を重視し、苦情を申し立てたことで

法律に基づいて行政再審査と行政訴訟を提起する権

相关主体：外商投资企业、外国投资者

发布机关：商务部

公布日期：2020年 8月 25日

实施日期：2020年 10月 1日

主要内容：

《办法》拓宽了投诉事项范围，明确外商投

资企业、外国投资者可以就其合法权益受到行政

行为侵害，向投诉工作机构申请协调解决，或者

向投诉工作机构反映投资环境方面存在问题，建

议完善相关政策措施。

《办法》健全了投诉工作机制。在中央层面，

建立外商投资企业投诉工作部际联席会议制度，

设立全国外资投诉中心；在地方层面，县级以上

地方人民政府应当指定有关部门或者机构负责本

地区投诉工作。

《办法》明晰了投诉工作规则，对投诉的提

出、受理、处理方式、处理时限、处理结果异议

等方面的工作规则作了清晰的规定，加大协调处

理力度，积极推动投诉事项妥善解决。

《办法》加大了权益保护力度，高度重视投

诉处理过程中投诉人的权益保护问题，规定投诉

不影响投诉人依法提起行政复议和行政诉讼的权

http://scjgj.sh.gov.cn/919/20200817/2c9bf2f673ec89990173fa413fe7178e.html
http://scjgj.sh.gov.cn/919/20200817/2c9bf2f673ec89990173fa413fe7178e.html
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利が影響を受けることはない。苦情処理機関は効果

的措置を取って苦情申立人の営業秘密、経営情報、

プライバシーを保護しなければならない。また苦情

申立人に圧力をかけたり攻撃や報復をしてはならな

い。

原文リンク：

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/f/202008/20200802

996409.shtml

利；要求投诉工作机构采取有效措施保护投诉人

的商业秘密、保密商务信息和个人隐私；任何单

位和个人不得压制和打击报复投诉人。

原文链接：

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/f/202008/2020

0802996409.shtml

5. 経常勘定外貨業務ガイドライン（2020年版） 5. 国家外汇管理局关于印发《经常项目外汇业

务指引（2020年版）》的通知

関連主体: 外貨収支のある企業

公布機関：国家外貨管理局

公布日：2020年 8月 28日

施行日：2020年 8月 28日

主な内容:

経常勘定の外貨業務に関する規定を整理し、業務

の流れ及び所要書類を簡素化し、関連法規 29本を廃

止したことにより、外貨業務の便利化を図る。

（一）業務の流れ及び所要書類を簡素化した。対

外貿易経営者届出確認書の提出、貿易外貨の収支あ

る企業リストの登録変更、抹消を不要にする。銀行

は物品貿易、サービス貿易等の業務を審査する際、

業務展開原則に基づき、必要な提出書類を自ら決め

ることができる。

（二）銀行と企業により多くの自主権を与えた。

銀行に真実性審査を形式的審査から実質的審査に、

事前から事後に転換するよう促し、遵法記録•信用状

況のよい企業の外貨手続きを便利にする。

原文リンク：

http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0831/17002.html

相关主体：外汇收支企业

发布机关：国家外汇管理局

公布日期：2020年 8月 28日

实施日期：2020年 8月 28日

主要内容：

《指引》全面整合经常项目外汇业务现有法

规，精简部分业务流程和办理业务所需材料，同

步废止法规 29件，进一步便利市场主体办理外汇

相关业务，包括：

（一）进一步精简有关业务流程和材料。取

消提供对外贸易经营者备案回执要求。取消贸易

外汇收支企业名录变更、注销登记手续。银行审

核货物贸易、服务贸易等业务，可按照展业原则

自主决定所需凭证。

（二）赋予银行和企业更多自主权。推动银

行真实性单证审核从形式向实质、从事前向事后

转变。让遵纪守法、信用良好企业的外汇业务办

理更加便利。

原文链接：

http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0831/17002.html

http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0831/17002.html
http://scjgj.sh.gov.cn/shaic/html/govpub/2019-12-31-0000009a201912250001.html
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6. 薬品登録審査評価結論に関する異議解決手順

（試行）

6. 国家药监局发布《药品注册审评结论异议解

决程序（试行）》

関連主体:薬品登録申請者

公布機関：国家薬品監督管理局

公布日：2020年 8月 26日

施行日：2020年 8月 26日

主な内容：

相关主体：药品注册申请人

发布机关：国家药品监督管理局

公布日期：2020年 8月 26日

实施日期：2020年 8月 26日

主要内容：

薬品登録申請者が国家薬品監督管理局薬品審査セ

ンター（以下は「薬審センター」と略称する）によ

る登録拒否の審査評価結論について申し立てた異

議、薬審センターが行う異議の処理に適用される。

申請者は通知書を受け取った日から 15 日以内に

薬審センターのホームページを通じて異議を申し立

てることができる。薬審センターは申請者の異議を

受けてから 15日以内に、異議に基づいて規定通りに

総合評価を行うべきである。薬審センターは総合評

価を経て審査評価結論を変更する必要があると判断

した場合、20日以内に技術的審査評価を再開し、変

更内容を薬審センターのホームページを通じて申請

者に通知しなければならない。

原文リンク：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/2020090110

5332176.html

《程序》适用于药品注册申请人对国家药品

监督管理局药品审评中心（以下简称药审中心）

作出的不予通过的审评结论提出异议，药审中心

组织进行异议处理。

申请人可以在收到告知书之日起 15 日内通

过药审中心网站提出异议意见。药审中心收到申

请人的异议意见后，应当在 15日内结合异议意见

按要求组织进行综合评估。药审中心经综合评估，

认为需要调整审评结论的，应当在 20日内重新进

行技术审评，并将调整结果通过药审中心网站告

知申请人。

原文链接：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/202009

01105332176.html

7. 商業秘密保護規定（意見募集稿） 7. 国家市场监督管理总局发布《商业秘密保护

规定（征求意见稿）》

関連主体：全ての企業

公布機関：国家市場監督管理総局

公布日：2020年 9月 4日

意見募集締め切り：2020年 10月 18日

主な内容：

主な改訂内容は以下の 6つある。

（一） 基本原則、適用範囲、作業要求などの追加

（二）商業秘密に関連する概念の解釈。①商業秘密、

相关主体：所有企业

发布机关：国家市场监督管理总局

公布日期：2020年 9月 4日

征求意见截止日期：2020年 10月 18日

主要内容：

《征求意见稿》主要修订如下六方面的内容如下：

（一）增加了基本原则、适用范围、工作要

求等内容。

（二）解释、细化商业秘密相关概念。一是

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20200901105332176.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20200901105332176.html
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技術情報、経営情報、ビジネス情報などの概念の定

義、②商業秘密の最も重要な 3要件、すなわち「公

衆に知られていない」、「商業価値」、「相応する

秘密保持措置をとる」の定義、③商業秘密の権利者、

権利侵害者及び権利帰属などの明確化。

（三）商業秘密侵害行為に関する詳細な規定。①窃

盗などによる商業秘密の不正取得の定義、②「開示」、

「使用」などの概念の定義、③「守秘義務または権

利者の商業秘密保持に関する要求への違反」の定義、

④「商業秘密の制限的使用」の定義、⑤教唆、誘引、

幇助などの形による商業秘密の侵害の定義、⑥第三

者による商業秘密侵害の明確化、⑦「顧客リスト」

を商業秘密として保護することの明確化、⑧商業秘

密侵害とならないリバースエンジニアリング等の明

確化。

（四）商業秘密侵害の疑いのある行為に対する調査・

処分の手順の規定。権利者による資料提出の要求、

鑑定依頼、事件中止などの内容を追加した。

（五）法的責任の更なる明確化。「情状が重い」の

認定、違法所得および権利者に与えた損害の計算な

どの内容を追加した。

（六）商業秘密保護の例外事情の明確化。渉外事件

の管轄を明確にし、「規定」の施行日及び関連規則

の廃止を規定した。

原文リンク：

http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-09/04/zlk_32

55345.html

对商业秘密、技术信息、经营信息、商业信息等

概念进行界定。二是对商业秘密最重要的三个构

成要件，即“不为公众所知悉”、“商业价值”、“采

取相应保密措施”予以界定和细化。三是对商业秘

密权利人、侵权人以及权利归属等问题予以明确。

（三）细化侵犯商业秘密的行为方式。一是

对以盗窃等方式非法获取商业秘密的情形予以细

化。二是对“披露”“使用”等概念予以界定。三是

对“保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密

要求”予以界定。四是对“限制性使用商业秘密”予

以界定。五是对通过教唆、引诱、帮助等方式侵

犯他人商业秘密的情形予以细化。六是对第三人

构成侵犯商业秘密的情形予以明确。七是对“客户

名单”作为商业秘密保护的情形予以明确。八是对

反向工程等不构成侵犯商业秘密的情形予以明

确。

（四）细化对涉嫌侵犯商业秘密行为的查处

程序，增加了对权利人提交材料的要求、委托鉴

定、案件中止等内容。

（五）进一步明确法律责任，增加了对“情节

严重”认定、违法所得及造成权利人损害的计算等

内容。

（六）明确了商业秘密保护的例外情形；明

确了涉外案件的层级管辖规定；对《规定》的施

行日期和相关规章的废止问题作出明确规定。

原文链接：

http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-09/04/zlk

_3255345.html

http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-09/04/zlk_3255345.html
http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-09/04/zlk_3255345.html
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■ 情報ファイル／商务信息

1. 国家知的財産権局：知財権業務に係わる「一窓

通弁」システムの発展を推進
1. 国知局：稳步推进知识产权业务“一窗通办”

知的財産権機関の改革による総合的管理効果の発

揮、企業の便利化のために、知的財産権業務に係わ

る「一窓通弁」（ワンストップサービスシステム）

の推進について、下記事項に取り組む。

一、知的財産権業務の受理システムである「一窓

通弁」の着実な発展を推進する。同一の機関が同一

の都市において特許代理業務と商標受理業務を同時

に引き受ける場合、同一場所での対応、同一窓口で

の受理を早急に実現しなければならない。

二、地方の業務受理窓口名称の適正化を図る。特

許も商標業務も受け付ける総合窓口について、「国

家知的財産権局××業務受理窓口」とする。地方の業

務受理窓口名称の適正化を図り、既存の特許・商標

の受理などの業務委託関係と手続は変更しない。

三、念入りに実施し、地方知的財産権管理部門の

改革方針の実施を加速する。

为释放知识产权机构改革的综合管理效能，

释放知识产权机构改革的综合管理效能，更大程

度方便企业办事，就推动知识产权业务受理“一窗

通办”，规范有关事项如下：

一是稳步推进知识产权业务受理“一窗通

办”。对于同一个机构在同一个城市同时承担专利

代办和商标受理业务委托的，应尽快实现同一地

点办公、同一窗口受理。

二是规范地方业务窗口对外名称。对于同时

开展专利商标受理业务的综合性窗口，名称应为

“国家知识产权局××业务受理窗口”。规范地方业

务窗口对外名称，不改变现有专利商标受理等业

务委托关系和办理方式。

三是认真组织实施，加快各有关地方知识产

权管理部门落实机构改革要求。

2. 三部門：20種類商品にかかる税減免停止規定の

実施を中止
2. 三部门：不再执行 20种商品停止减免税规定

8月 5日から、関税税則委員会、財政部、国家税

務総局による「第 2段階の関税整理及び輸入段階税

減免規定の意見に関する通知」（国発〔1994〕64号）

における 20種類商品にかかる「貿易手段・地域・企

業・組織・個人を問わず、税減免を停止する」との

規定は実施しないことになりました。

20種類の商品には、テレビ、ビデオカメラ、ビデ

オレコーダー、オーディオ設備、エアコン、冷蔵庫

と冷凍庫、洗濯機、カメラ、コピー機、プログラム

制御電話交換機、マイクロコンピュータと外部装置、

電話機、ワイヤレスページシステム、ファックス機、

電子計算機、タイプライター及びワープロ、家具、

照明器具、食材（調味料、肉・鶏肉・卵・野菜、水

産物、果物、飲み物、酒、乳製品）が含まれます。

自 8月 5日起，不再执行《国务院批转关税

税则委员会、财政部、国家税务总局关于第二步

清理关税和进口环节税减免规定意见的通知》（国

发〔1994〕64号）中关于 20种商品“无论任何贸

易方式、任何地区、企业、单位和个人进口，一

律停止减免税”的规定。

20种商品包括电视机、摄像机、录像机、放

像机、音响设备、空调器、电冰箱和电冰柜、洗

衣机、照相机、复印机、程控电话交换机、微型

计算机及外设、电话机、无线寻呼系统、传真机、

电子计算器、打字机及文字处理机、家具、灯具、

餐料（指调味品、肉禽蛋菜、水产品、水果、饮

料、酒、乳制品）。
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3. 上海：「重要五項目」に基づき臨港新区の建設

を急ピッチに

3. 上海：以“五个重要”为统领加快临港新片区

的建设

市政府は記者会見を通じて、「重要五項目」に基

づき臨港新区の建設を加速する行動案（2020-2022

年）を紹介しました。

臨港新区の 2022年までの総目標は、「重要五項目」

の基本枠組みを構築し、高基準の投資貿易自由化利

便化制度体系を確立し、上海の「4大機能」核心地

域の総合的優位を示し、2035年の「重要五項目」の

全面的な実現のために強固な基盤を固めることで

す。一は経済力の明らかな強化、二は、発展品質の

著しい向上、三は、発展環境の持続的な改善、四は、

都市機能の改善の加速、になります。

「行動案」は大きく 6 部分、14 の重点分野、42

条の具体的な措置に分けられます。国際市場競争力

のある産業クラスターの建設において、条件に合致

する集積回路、人工知能、バイオ医薬、航空などの

重要な分野、段階の生産研究開発企業に対して、設

立日から 5年間の企業所得税に 15%の優遇税率を適

用する。

近日，市政府新闻办举行市政府新闻发布会，

介绍了《关于以“五个重要”为统领加快临港新片

区建设的行动方案（2020-2022年）》有关情况：

临港新片区到 2022年的总体目标是：初步形

成“五个重要”基本框架，初步建立高标准的投资

贸易自由化便利化制度体系，初步体现上海“四大

功能”核心承载区的综合优势，为 2035年全面建

成“五个重要”奠定扎实基础。一是经济实力明显

增强。二是发展质量显著提升。三是发展环境持

续优化。四是城市功能加快完善。

《行动方案》共分为 6大部分、14个重点领

域、42条具体措施。在建设具有国际市场竞争力

的产业集群高地方面，对符合条件的集成电路、

人工智能、生物医药、民用航空等关键领域、核

心环节生产研发企业，落实自设立之日起 5年内

减按 15%税率征收企业所得税的政策。

■ ウｲチャット公式アカウント文章／公众号文章

1. 企業はいかに一般工業固体廃棄物の全過程を

監督管理するか

1. 企业如何完善一般工业固废的全过程监

管？

作者： 里格環境法チーム 作者： 里格环境法团队

投稿概要：

2020年 4月 29日に開催された第 13期全国人民代

表大会常務委員会の第 17回会議で「固体廃棄物環境

汚染防止法」（以下「新固廃法」と略称）の改正案

が審議を通過し、2020年 9月 1日から施行された。

新固廃法は固体廃棄物に対する管理が処理の全過程

をカバーするようにはじめて規定した法律で、企業

は全新の固体廃棄物の管理法制に直面している...

原文リンク：

文章概要：

2020年 4月 29日由十三届全国人大常委会

第十七次会议审议通过新修订的《固体废物污染

环境防治法》（简称新固废法）自 2020年 9月 1

日起施行。新固废法首次建立了固废的全过程管

理，企业面对的是全新的固废管理法律体系……

原文链接：
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https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649658052&idx=1&sn=20874ea3b38af9bf

ee19865c7178f38c&chksm=f17e63d6c609eac0444ae453

8ff04f8ca147cc964f34f53764d0e287c11939046e6d1ae0

9c41&token=85084344&lang=zh_CN#rd

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

A4NQ==&mid=2649657993&idx=1&sn=d96de53f

6e244b377d91b8c450c088dd&chksm=f17e639bc60

9ea8de6891228732fa083e0d065fcca023302a14cae7

596b6fb88903f91b8b43d&token=85084344&lang=

zh_CN#rd

2. 国外薬品発売許可保有者国内代理人管理暫定

規定（意見募集稿）の解読

2. 《境外药品上市许可持有人境内代理人管

理暂行规定（征求意见稿）》解读

作者： リーグ医薬健康法チーム 作者： 里格医药健康团队

投稿概要：

NMPAより 2020 年 8 月 3 日に国外薬品発売許可

保有者国内代理人管理暫定規定（意見募集稿）を発

表し、2020年 8月 21日までの間に意見募集を行っ

ていた...

原文リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649657765&idx=1&sn=2c1f687e005802e8

0c6ef1fd9bb635ff&chksm=f17e60b7c609e9a10da7936c

413f0af1c94a34a264220325c7d0aa1388484f0c27440a0b

5a2a&token=85084344&lang=zh_CN#rd

文章概要：

NMPA于 2020年 8月 3日公布了《境外药品

上市许可持有人境内代理人管理暂行规定（征求

意见稿）》，并至 8月 21日公开征求了意见……

原文链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

A4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa

77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c60

9e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f196527

51b8e64da5ab3caa40cbf&token=5545133&lang=zh

_CN#rd

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649658052&idx=1&sn=20874ea3b38af9bfee19865c7178f38c&chksm=f17e63d6c609eac0444ae4538ff04f8ca147cc964f34f53764d0e287c11939046e6d1ae09c41&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649658052&idx=1&sn=20874ea3b38af9bfee19865c7178f38c&chksm=f17e63d6c609eac0444ae4538ff04f8ca147cc964f34f53764d0e287c11939046e6d1ae09c41&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649658052&idx=1&sn=20874ea3b38af9bfee19865c7178f38c&chksm=f17e63d6c609eac0444ae4538ff04f8ca147cc964f34f53764d0e287c11939046e6d1ae09c41&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649658052&idx=1&sn=20874ea3b38af9bfee19865c7178f38c&chksm=f17e63d6c609eac0444ae4538ff04f8ca147cc964f34f53764d0e287c11939046e6d1ae09c41&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649658052&idx=1&sn=20874ea3b38af9bfee19865c7178f38c&chksm=f17e63d6c609eac0444ae4538ff04f8ca147cc964f34f53764d0e287c11939046e6d1ae09c41&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657993&idx=1&sn=d96de53f6e244b377d91b8c450c088dd&chksm=f17e639bc609ea8de6891228732fa083e0d065fcca023302a14cae7596b6fb88903f91b8b43d&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657993&idx=1&sn=d96de53f6e244b377d91b8c450c088dd&chksm=f17e639bc609ea8de6891228732fa083e0d065fcca023302a14cae7596b6fb88903f91b8b43d&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657993&idx=1&sn=d96de53f6e244b377d91b8c450c088dd&chksm=f17e639bc609ea8de6891228732fa083e0d065fcca023302a14cae7596b6fb88903f91b8b43d&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657993&idx=1&sn=d96de53f6e244b377d91b8c450c088dd&chksm=f17e639bc609ea8de6891228732fa083e0d065fcca023302a14cae7596b6fb88903f91b8b43d&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657993&idx=1&sn=d96de53f6e244b377d91b8c450c088dd&chksm=f17e639bc609ea8de6891228732fa083e0d065fcca023302a14cae7596b6fb88903f91b8b43d&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657993&idx=1&sn=d96de53f6e244b377d91b8c450c088dd&chksm=f17e639bc609ea8de6891228732fa083e0d065fcca023302a14cae7596b6fb88903f91b8b43d&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=1&sn=2c1f687e005802e80c6ef1fd9bb635ff&chksm=f17e60b7c609e9a10da7936c413f0af1c94a34a264220325c7d0aa1388484f0c27440a0b5a2a&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=1&sn=2c1f687e005802e80c6ef1fd9bb635ff&chksm=f17e60b7c609e9a10da7936c413f0af1c94a34a264220325c7d0aa1388484f0c27440a0b5a2a&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=1&sn=2c1f687e005802e80c6ef1fd9bb635ff&chksm=f17e60b7c609e9a10da7936c413f0af1c94a34a264220325c7d0aa1388484f0c27440a0b5a2a&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=1&sn=2c1f687e005802e80c6ef1fd9bb635ff&chksm=f17e60b7c609e9a10da7936c413f0af1c94a34a264220325c7d0aa1388484f0c27440a0b5a2a&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=1&sn=2c1f687e005802e80c6ef1fd9bb635ff&chksm=f17e60b7c609e9a10da7936c413f0af1c94a34a264220325c7d0aa1388484f0c27440a0b5a2a&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c609e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f19652751b8e64da5ab3caa40cbf&token=85084344&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c609e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f19652751b8e64da5ab3caa40cbf&token=5545133&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c609e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f19652751b8e64da5ab3caa40cbf&token=5545133&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c609e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f19652751b8e64da5ab3caa40cbf&token=5545133&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c609e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f19652751b8e64da5ab3caa40cbf&token=5545133&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c609e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f19652751b8e64da5ab3caa40cbf&token=5545133&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649657765&idx=2&sn=39d1a5fa77cd42e041dd45fe6165e4ec&chksm=f17e60b7c609e9a1add33caa05edbc8a8e9b5bd2df81c718f19652751b8e64da5ab3caa40cbf&token=5545133&lang=zh_CN
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※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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