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法令急送便／新法速递

1. 「中華人民共和国監察法実施条例」
1. 国家监察委员会发布《中华人民共和国监察

法实施条例》

関連主体：一般企業

公布機関：国家監察委員会

公布日：2021年 9月 20日

施行日：2021年 9月 20日

主な内容:

総則、監察機関とその職責、監察範囲と管轄、監

察権限、監察手続、腐敗防止国際協力、監察機関と

監察員に対する監督、法的責任、附則などの 9章か

らなり、総計 287条で、監察法の各章に対応する。

監察法の関連規定に基づいて、公職者の外延を更に

画定し、監察法で規定された 6種の監察対象を列挙

する方式で規定し、監察の範囲を明確にする。監察

機関の調査範囲を明確にし、監察機関の調査違法と

犯罪責任をそれぞれ規定し、職務違法の客観的行為

類型を並べ、監察機関が管轄する 101の職務犯罪の

罪名を掲示した。

相关主体：一般企业主体

发布机关：国家监察委员会

发布日期：2021年 9月 20日

实施日期：2021年 9月 20日

主要内容：

《中华人民共和国监察法实施条例》（以下

简称“《条例》”）分为总则、监察机关及其职责、

监察范围和管辖、监察权限、监察程序、反腐败

国际合作、对监察机关和监察人员的监督、法律

责任、附则等 9章，共 287条，与《监察法》各

章相对应。《条例》在《监察法》相关规定的基

础上，进一步廓清公职人员外延，对《监察法》

规定的六类监察对象逐项进行细化，以明文列举

的方式作出规定，明确监察全覆盖的对象范围。

《条例》明确监察机关调查范围，分别对监察机

关调查违法和犯罪职责作出规定，列出了职务违

法的客观行为类型，列举了监察机关有权管辖的

101个职务犯罪罪名。

原文リンク：

https://www.ccdi.gov.cn/toutiao/202109/t20210919_250

954.html

原文链接：

https://www.ccdi.gov.cn/toutiao/202109/t20210919_

250954.html

2. 国家発展と改革委員会が「市場参入ネガティブ

リスト（2020 年版）（改訂意見公募案）」を

公布

2. 发改委发布《关于向社会公开征求对<市场准

入负面清单（2020年版）>修订意见的公告》

関連主体：外商投資主体

公布機関：国家発展と改革委員会

公布日：2021年 9月 16日

締切日：2021年 9月 22日

主な内容：

全部で 152項目あり、同 2019年版 21項目増えて

いる。

2020年版には、禁止と許可の 2種類が含まれてい

相关主体：外商投资企业主体

发布机关：发改委

公布日期：2021年 9月 16日

截止日期：2021年 9月 22日

主要内容：

共列入事项 152项，相比 2019年的版本增加

了 21项。

2020年版本中分为禁止和许可两类。对于禁

https://www.ccdi.gov.cn/toutiao/202109/t20210919_250954.html
https://www.ccdi.gov.cn/toutiao/202109/t20210919_250954.html
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る。禁止事項では、審査手続きを開始しない。許可

事項では、関係資格と手続き、技術基準と許可条件

などについて、行政機関が申請に対し、参入につい

て許可をするか、事業者が政府の規定する参入条件

と参入方式に基づいて参入する。市場参入ネガティ

ブリスト以外の業種、業務などについては、誰も法

に基づいて平等に参入することができる。

止准入事项，不得进行审批手续。对于许可准入

事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和

许可要求等，由行政机关对申请进行审批、或由

市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合

规进入。对市场准入负面清单以外的行业、业务

等，各类市场主体皆可依法平等进入。

原文リンク：

https://hd.ndrc.gov.cn/yjzx/yjzx_add.jsp?SiteId=368

原文链接：

https://hd.ndrc.gov.cn/yjzx/yjzx_add.jsp?SiteId=368

3. 国家発展改革委員会 生態環境部が「「十四五」

プラスチック汚染対策行動案を印刷発行する

通知」を公布

3. 国家发展改革委 生态环境部发布《关于印发

“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》

関連主体：プラスチック関連企業

公布機関：国家発展改革委員会 生態環境部

公布日：2021年 9月 15日

実施日：2021年 9月 15日

主な内容:

厚さが 0.025ミリメートル未満の超薄型プラスチ

ックの買物袋、厚さが 0.01ミリメートル未満のポリ

エチレンの農業用マルチフィルム、プラスチックの

マイクロビーズを含む日化製品など、環境や健康に

害を及ぼす一部の製品の生産を禁止する。

また、「使い捨てプラスチック製品の使用・報告

管理弁法」を制定し、使い捨てプラスチック製品の

使用・回収状況報告制度を整備し、商品の小売、電

子商取引、飲食、宿泊などの業者の責任を明確にす

る。電子商取引、テイクアウトなどのプラットフォ

ーム企業と速達企業に使い捨てプラスチック製品

の減量を促す。

相关主体：塑料相关企业主体

发布机关：国家发展改革委 生态环境部

发布日期：2021年 9月 15日

实施日期：2021年 9月 15日

主要内容：

《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案

的通知》（以下简称《通知》）明确，禁止生产

厚度小于 0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小

于 0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化

产品等部分危害环境和人体健康的产品。

《通知》还提出，要制定《一次性塑料制品

使用、报告管理办法》，建立健全一次性塑料制

品使用、回收情况报告制度，督促指导商品零售、

电子商务、餐饮、住宿等经营者落实主体责任。

督促指导电子商务、外卖等平台企业和快递企业

制定一次性塑料制品减量平台规则。

原文リンク：

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202109/t20210915

_1296580.html?code=&state=123

原文链接：

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202109/t2021

0915_1296580.html?code=&state=123

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202109/t20210915_1296580.html?code=&state=123
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202109/t20210915_1296580.html?code=&state=123
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4. 「税関登録と届出企業信用管理弁法」
4. 海关总署发布《海关注册登记和备案企业信

用管理办法》

関連主体：税関登録と届出企業

公布機関：税関総署

公布日：2021年 9月 13日

実施日：2021年 11月 1日

主な内容：

税関は企業の信用状況に関する下記の情報を収

集できる。

（一）登録または届出情報及び企業関係者基本情

報

（二）輸出入及び輸出入に関する経営情報

（三）行政許可情報

（四）企業及び関係者の行政処罰及び刑事処罰情報

（五）税関と国家関係部門が共同激励と共同懲戒情

報を実施する

（六）AEO相互承認情報

（七）その他企業信用状況の関連情報。

相关主体：海关注册登记和备案企业主体

发布机关：海关总署

公布日期：2021年 9月 13日

实施日期：2021年 11月 1日

主要内容：

《海关注册登记和备案企业信用管理办法》

提出，海关可以采集反映企业信用状况的下列信

息：

（一）企业注册登记或者备案信息以及企业相关

人员基本信息；

（二）企业进出口以及与进出口相关的经营信息；

（三）企业行政许可信息；

（四）企业及其相关人员行政处罚和刑事处罚信

息；

（五）海关与国家有关部门实施联合激励和联合

惩戒信息；

（六）AEO互认信息；

（七）其他反映企业信用状况的相关信息。

原文リンク：

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/38

71763/index.html

原文链接：

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/248014

8/3871763/index.html

5. 広東省衛健委員会が国家衛生健康委員会によ

る「中共中央 国務院による生育政策を改善

し、人口の長期的な調和発展を促進する決定」

に関する通知を転送

5. 广东省卫健委转发《国家卫生健康委关于贯

彻落实〈中共中央 国务院关于优化生育政策

促进人口长期均衡发展的决定〉的通知》

関連主体:一般企業

公布機関:広東省衛健委員会

公布日：2021年 9月 13日

施行日：2021年 9月 13日

主な内容：

9月 13日、広東省衛健委員会が国家衛生健康委員

会による「中共中央 国務院による生育政策を改善

し、人口の長期的な調和発展を促進する決定」に関

相关主体：一般企业主体

发布机关：广东省卫健委

公布日期：2021年 9月 13日

施行日期：2021年 9月 13日

主要内容：

9月 13日，广东省卫健委转发《国家卫生健

康委关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于优化生

育政策促进人口长期均衡发展的决定〉的通知》，

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3871763/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3871763/index.html
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する通知を転送し、関連意見を提出した。

広東省が産休以外に、規定通りに子供を産む夫婦

は、女性が 80日の報奨休暇、男性が 15日の出産休

暇を享受すると明確した。また、修正した「広東省

人口と計画出産条例」が施行される前に、各使用者

は既存の規定に従って三児を出産する労働者に育

児休暇を提供しなければならない。

また、三児出産出産登録業務のモジュールは、す

でに 8月に広東省の全人口情報システムにラインア

ップしたが、現在は現場での手続きのみ許可でき

る。

并提出了相关的意见。

广东省目前除了产假外，符合规定生育子女

的夫妻，女方享受八十日的奖励假，男方享受十

五日的陪产假。在《广东省人口与计划生育条例》

修改完善实施前，各用人单位应按照现有规定为

生育第三个子女的职工提供生育假期。

另外，三孩生育登记业务办理模块，已于 8

月上线广东全员人口信息系统，但目前仅支持现

场办理。

原文リンク：

http://wsjkw.gd.gov.cn/zwgk_bmwj/content/post_351761

9.html

原文链接：

http://wsjkw.gd.gov.cn/zwgk_bmwj/content/post_35

17619.html

6. 山西省政府が「最低賃金の調整に関する通知」

を公布

6. 山西省政府发布《关于调整我省最低工资标

准的通知》

関連主体：一般企業

公布機関:山西省政府

公布日：2021年 9月 3日

施行日：2021年 10月 1日

主な内容:

最低月賃金を現行の 4区間から 3区間に改訂した

上、それぞれ 1,880元、1,760元、1,630元とする。

最低時給はそれぞれ 10.8元、10.1元、9.4元である。

また、最低賃金は次の各項目を含まない。（一）時

間外勤務に支給する賃金、（二）遅番、夜勤、高温、

低温、坑内、有毒有害、運転などの特殊な労働環境、

条件のための手当、（三）法規と国家が規定する労

働者福利待遇など。

相关主体：一般企业主体

发布机关：山西省政府

发布日期：2021年 9月 3日

施行日期：2021年 10月 1日

主要内容：

《通知》明确，山西省最低月工资标注由现

行的 4 档调整为 3 档，其中一类 1,880元、二类

1,760元、三类 1,630元，全日制小时最低工资标

准依次为一类 10.8元、二类 10.1元、三类 9.4元。

省最低工资标准，是剔除下列各项后用人单位支

付给劳动者的货币性工资：(一）加班加点工资；

（二）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有

害、行车等特殊工作环境、条件下的津贴；（三）

法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。

原文リンク：

http://rst.shanxi.gov.cn/zwyw/zcfg/zfgz/202109/t202109

10_216092.html

原文链接：

http://rst.shanxi.gov.cn/zwyw/zcfg/zfgz/202109/t202

10910_216092.html

http://wsjkw.gd.gov.cn/zwgk_bmwj/content/post_3517619.html
http://wsjkw.gd.gov.cn/zwgk_bmwj/content/post_3517619.html
http://wsjkw.gd.gov.cn/zwgk_bmwj/content/post_3517619.html
http://wsjkw.gd.gov.cn/zwgk_bmwj/content/post_3517619.html
http://rst.shanxi.gov.cn/zwyw/zcfg/zfgz/202109/t20210910_216092.html
http://rst.shanxi.gov.cn/zwyw/zcfg/zfgz/202109/t20210910_216092.html
http://rst.shanxi.gov.cn/zwyw/zcfg/zfgz/202109/t20210910_216092.html
http://rst.shanxi.gov.cn/zwyw/zcfg/zfgz/202109/t20210910_216092.html
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7. 3部門は『医療機器の唯一表示業務の第 2 回実

施の徹底に関する公告』を公布

7. 三部门发布《关于做好第二批实施医疗器械

唯一标识工作的公告》

関連主体：医療機器企業

公布機関：国家薬品監督管理局、国家衛生健康委員

会、国家医療保険局

公布日：2021年 9月 18日

施行日：2022年 6月 1日

主な内容:

「試行の掘り下げた推進による 1 回目の実施

医療機器唯一表示業務の徹底に関する公告」に

規定された 9 種類・ 69 品種を基礎に、残りの第

3 類医療機器（体外診断用医薬品を含む）を 2 回

目の実施唯一表示範囲に入れる。

2022 年 6 月 1 日から、生産される第 2 回の唯

一表示実施範囲に入れられた医療機器は、医療

機器の唯一表示を有しなければならない。以前

に生産された 2 回目の唯一標識を実施した製品

は、唯一表示が必要でない。製造日は医療機器

のラベルによる。

相关主体：医械企业主体

发布机关：国家药监局、国家卫健委、国家医保

局

发布日期：2021年 9月 18日

实施日期：2022年 6月 1日

主要内容：

《公告》明确，在《关于深入推进试点做

好第一批实施医疗器械唯一标识工作的公告》

规定的 9 大类 69 个品种的基础上，将其余第

三类医疗器械（含体外诊断试剂）纳入第二批

实施唯一标识范围。

《公告》提出，2022 年 6 月 1 日起，生产

的纳入第二批实施唯一标识范围医疗器械应

当具有医疗器械唯一标识；此前已生产的第二

批实施唯一标识的产品可不具有唯一标识。生

产日期以医疗器械标签为准。

原文リンク：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/2021091717

1201171.html?GXMEUwefOdZn=1632276544328

原文链接：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/202109

17171201171.html?GXMEUwefOdZn=1632276544

328

8. 国家薬品監督管理局は『集中購買による入札医

療機器の品質監督管理業務を強化する方案』を

公布

8. 国家药监局发布《加强集中带量采购中选医

疗器械质量监管工作方案》

関連主体：医療機器企業

公布機関：国家薬品監督管理局

公布日：2021年 9月 18日

施行日：2021年 9月 18日

主な内容：

6 項目の事項が掲げられた。（一）入札企業の

責任を確実にする。（二）入札企業に対する監

督管理を強化する。（三）流通使用中の監督検

査を着実に行う。（四）入札品種の品質抜取検

相关主体：医械企业主体

发布机关：国家药监局

公布日期：2021年 9月 18日

实施日期：2021年 9月 18日

主要内容：

《方案》提出 6 项工作要求: （一）全面

落实中选企业主体责任。（二）切实加强对中

选企业监督管理。 （三）扎实做好流通使用

环节监督检查。（四）认真开展中选品种质量

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210917171201171.html?GXMEUwefOdZn=1632276544328
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210917171201171.html?GXMEUwefOdZn=1632276544328
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210917171201171.html?GXMEUwefOdZn=1632276544328
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査を実施する。（五）有害事象のモニタリング

を強化する。（六）法律違反行為を厳しく取り

締まる。

輸入医療機器登録代理人は速やかに所在地の

省級薬品監督管理部門に入札状況を報告しなけ

ればならない。各省級薬品監督管理部門は集中

購買の品種について、適切な検査方案を作成し、

管轄区域内で入札品種について、生産段階と輸

入医療機器登録者の指定代理人で全面的な品質

抜取検査を実施する。

抽检。（五）持续加强不良事件监测。（六）

严肃查处违法违规行为。

进口医疗器械注册代理人应当及时向所

在地省级药品监管部门报告中选情况。各省级

药品监管部门要持续跟踪和关注集中带量采

购中选品种，科学制定省级医疗器械抽检方

案，对辖区内中选品种在生产环节和进口医疗

器械注册人指定代理人处开展全覆盖质量抽

检。

原文リンク：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjzh/20210

918162156106.html

原文链接：

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjzh/2

0210918162156106.html

情報ファイル／商务信息

1. 上海：今後 3年間、上海市の工業ソフトウェア

の研究開発能力を全面的に高める

1. 上海：未来三年全面提高本市工业软件的研

发能力

9月 10日、上海市経済信委員会、市発改委員会、

市科学委員会などの五部門は共同で「上海市工業ソ

フトウェアの高品質な発展を促進する三年間の行動

計画（2021-2023 年）」（以下は「計画」という）

を発表した。今後 3年間、上海は絶えず革新を続け、

無から有へ、有から優へ、重要な中核技術の突破に

力を入れ、市の工業ソフトウェアの研究開発能力を

全面的に高め、産業向上の飛躍的発展を実現する。

工業ソフトウェア融合の新技術を推進する上で、

鉄鋼業界のデジタルスマートソフトウェアプラット

フォーム、石化の全プロセスクローズドループ管理

工業インターネットプラットフォーム、危険化学品

安全リスクスマート管理プラットフォームと星雲智

匯工業インターネットプラットフォームを重点的に

構築し、プラットフォームをもって業界をサポート

する。

9月 10日，上海市经信委、市发改委、市科

委等五部门联合发布《上海市促进工业软件高质

量发展三年行动计划（2021-2023年）》。《行动

计划》提出，未来三年，上海将不断创新，从无

到有，从有到优，着力突破关键核心技术，全面

提高本市工业软件的研发能力，实现产业提升的

跨越式发展。

在推进工业软件融合新技术方面，《计划》

提出，要重点打造钢铁行业数智化工业软件平台、

石化全流程闭环管控工业互联网平台、危险化学

品安全风险智能管控平台和星云智汇工业互联网

平台，支持平台面向行业赋能。

2. 商務部が「消費を促す重点業務を更に遂行する

に関する通知」を発表

2. 商务部发布《关于进一步做好当前商务领域

促消费重点工作的通知》

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjzh/20210918162156106.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjzh/20210918162156106.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjzh/20210918162156106.html
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjzh/20210918162156106.html
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9月 16日、商務部は「消費を促す重点業務を更に

遂行するに関する通知」を発表した。消費を促進す

る重点任務は、大口消費と重点消費を安定させ、新

型消費の急速な発展を促進し、消費プラットフォー

ムを改善することである。

新型消費の加速発展を促進するために、オンライ

ン消費の健全な発展を促進し、ブランド品の消費を

促進し、グリーンな消費を拡大し、輸入消費を拡大

する。商業圏、歩行者天国、大型商業貿易流通企業

が国内外のブランドの一番店、旗艦店、体験店を導

入する。大型商業貿易流通企業、電子商取引プラッ

トフォームに輸入品販売コーナーを設置し、輸入商

品の販売を促進する。

9月 16日，商务部发布《关于进一步做好当

前商务领域促消费重点工作的通知》（以下简称

《通知》）。《通知》明确，当前商务领域促消

费重点任务包括加力稳住大宗消费重点消费，促

进新型消费加快发展，优化提升消费平台载体。

在促进新型消费加快发展方面，《通知》提

出，要促进线上消费健康发展，促进品牌品质消

费，壮大绿色循环消费，扩大进口消费。鼓励商

圈、步行街、大型商贸流通企业引进国内外品牌

首店、旗舰店、体验店。鼓励大型商贸流通企业、

电商平台设置进口产品销售专柜、专区，促进进

口商品销售。

3. 国家薬品監督管理局は『薬品監督管理統計報告

（2021年第 2四半期）』を公布

3. 国家药监局发布《2021年第二季度药品监督

管理统计报告》

同報告書のデータ報告期間は 2021年 1月 1日から

2021年 6月 30日で、薬品、医療機器、化粧品の関

連行政受理、審査認可、監督管理などの状況をそれ

ぞれまとめて分析した。

本報告期間中に全国で薬品違法事件 20167件を調

査し、事件の商品価値金額は合計 19412.01万元であ

る。罰金額は全部で 40069.27 万元で、違法所得

8160.91万元を没収して、違法製造販売拠点 24個を

取り締まり、145社（生産企業 13社と経営企業 132

社を含む）に生産停止を命じ、許可証 13件（生産許

可証 1件と経営許可証 12件を含む）を取り消して、

司法機関に 157件を移送した。

该《报告》数据报告期为 2021年 1月 1 日

至 2021年 6月 30日，分别对药品、医疗器械、

化妆品的相关行政受理、审批、监管等情况进行

了汇总和分析。

《报告》指出，本报告期内全国共查处药品

违法案件 20167件，案件货值金额共计 19412.01

万元。罚款金额共 40069.27万元，没收违法所得

8160.91万元，捣毁制假售假窝点 24个，责令停

产停业 145 家（包括生产企业 13 家和经营企业

132家），吊销许可证 13件（包括生产许可证 1

件和经营许可证 12件），移送司法机关 157件。

ウィチャット公式アカウント文章／公众号文章

 里格 Q&A | 経済的事由による人員削減につい

て

リンク：

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

Q==&mid=2649665493&idx=1&sn=53b4d80f583c5dd9

014daa368e533a78&chksm=f17e5ec7c609d7d1155bd5d

8f8a21b5aa227fe9f1d4d993b09af8088703c8d608dbfdec

 案例分析 | 用人单位可否与劳动者约定月

工资“已包含加班工资”

链接：

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

A4NQ==&mid=2649665397&idx=1&sn=6f0bd8d1

68ac7e726da8ed9763cf8f80&chksm=f17e5e67c609

d771115750749fda0ed1130b69870634d34c51484e9

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665493&idx=1&sn=53b4d80f583c5dd9014daa368e533a78&chksm=f17e5ec7c609d7d1155bd5d8f8a21b5aa227fe9f1d4d993b09af8088703c8d608dbfdecae9b7&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665493&idx=1&sn=53b4d80f583c5dd9014daa368e533a78&chksm=f17e5ec7c609d7d1155bd5d8f8a21b5aa227fe9f1d4d993b09af8088703c8d608dbfdecae9b7&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665493&idx=1&sn=53b4d80f583c5dd9014daa368e533a78&chksm=f17e5ec7c609d7d1155bd5d8f8a21b5aa227fe9f1d4d993b09af8088703c8d608dbfdecae9b7&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665493&idx=1&sn=53b4d80f583c5dd9014daa368e533a78&chksm=f17e5ec7c609d7d1155bd5d8f8a21b5aa227fe9f1d4d993b09af8088703c8d608dbfdecae9b7&token=280463981&lang=zh_CN
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ae9b7&token=280463981&lang=zh_CN#rd

 「化粧品生産品質管理規範」について再度意見

を公募

リンク：

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

Q==&mid=2649665486&idx=1&sn=d70203578b12c55

3b954256f39dcfdb0&chksm=f17e5edcc609d7ca6059ffc

dbe913c3a8bd7645bb46d196c7e10ce9930d039b21f0f57

6c8fc5&token=280463981&lang=zh_CN#rd

 データ安全法・個人情報保護法など法律動向の

講演開催

リンク：

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

Q==&mid=2649665486&idx=2&sn=70383b2d53e6fed6

8776549d9efec274&chksm=f17e5edcc609d7caa07b9ca5

0ae6320940d0df544d3d7fe6598ff96978275ac7318a1e15

fd58&token=280463981&lang=zh_CN#rd

 Update | 中国各地の最低賃金基準

リンク：

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

Q==&mid=2649665435&idx=1&sn=d664bc8f794360dc

cef1df4aa2783ba7&chksm=f17e5e89c609d79fdd884932

748bc1cce065038d311409926e2db93199749b2f5f2063a

d5436&token=280463981&lang=zh_CN#rd

 国務院：上海、北京などでビジネス環境革新試

行を展開

リンク：

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

Q==&mid=2649665435&idx=2&sn=e07eaea7ebeaac68

0e6a331f767f222a&chksm=f17e5e89c609d79fe86d1161

2bc14b2f6365fb3a41e0d166ffceaf7bdcfc628623e819db6

4bc&token=280463981&lang=zh_CN#rd

c7b9410571f80da14f804&token=280463981&lang

=zh_CN#rd

 网络言论自由的法律边界（下）

链接：

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

A4NQ==&mid=2649665384&idx=2&sn=c0590e3c

37976b0aec5766c87d40e915&chksm=f17e5e7ac60

9d76cc8510622ead9d665e0710d6a2dbb1e7c282bd9

ee574f9eb57ef903942d62&token=280463981&lang

=zh_CN#rd

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665493&idx=1&sn=53b4d80f583c5dd9014daa368e533a78&chksm=f17e5ec7c609d7d1155bd5d8f8a21b5aa227fe9f1d4d993b09af8088703c8d608dbfdecae9b7&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665486&idx=1&sn=d70203578b12c553b954256f39dcfdb0&chksm=f17e5edcc609d7ca6059ffcdbe913c3a8bd7645bb46d196c7e10ce9930d039b21f0f576c8fc5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665486&idx=1&sn=d70203578b12c553b954256f39dcfdb0&chksm=f17e5edcc609d7ca6059ffcdbe913c3a8bd7645bb46d196c7e10ce9930d039b21f0f576c8fc5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665486&idx=1&sn=d70203578b12c553b954256f39dcfdb0&chksm=f17e5edcc609d7ca6059ffcdbe913c3a8bd7645bb46d196c7e10ce9930d039b21f0f576c8fc5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665486&idx=1&sn=d70203578b12c553b954256f39dcfdb0&chksm=f17e5edcc609d7ca6059ffcdbe913c3a8bd7645bb46d196c7e10ce9930d039b21f0f576c8fc5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665486&idx=1&sn=d70203578b12c553b954256f39dcfdb0&chksm=f17e5edcc609d7ca6059ffcdbe913c3a8bd7645bb46d196c7e10ce9930d039b21f0f576c8fc5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=1&sn=d664bc8f794360dccef1df4aa2783ba7&chksm=f17e5e89c609d79fdd884932748bc1cce065038d311409926e2db93199749b2f5f2063ad5436&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=1&sn=d664bc8f794360dccef1df4aa2783ba7&chksm=f17e5e89c609d79fdd884932748bc1cce065038d311409926e2db93199749b2f5f2063ad5436&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=1&sn=d664bc8f794360dccef1df4aa2783ba7&chksm=f17e5e89c609d79fdd884932748bc1cce065038d311409926e2db93199749b2f5f2063ad5436&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=1&sn=d664bc8f794360dccef1df4aa2783ba7&chksm=f17e5e89c609d79fdd884932748bc1cce065038d311409926e2db93199749b2f5f2063ad5436&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=1&sn=d664bc8f794360dccef1df4aa2783ba7&chksm=f17e5e89c609d79fdd884932748bc1cce065038d311409926e2db93199749b2f5f2063ad5436&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=2&sn=e07eaea7ebeaac680e6a331f767f222a&chksm=f17e5e89c609d79fe86d11612bc14b2f6365fb3a41e0d166ffceaf7bdcfc628623e819db64bc&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=2&sn=e07eaea7ebeaac680e6a331f767f222a&chksm=f17e5e89c609d79fe86d11612bc14b2f6365fb3a41e0d166ffceaf7bdcfc628623e819db64bc&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=2&sn=e07eaea7ebeaac680e6a331f767f222a&chksm=f17e5e89c609d79fe86d11612bc14b2f6365fb3a41e0d166ffceaf7bdcfc628623e819db64bc&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=2&sn=e07eaea7ebeaac680e6a331f767f222a&chksm=f17e5e89c609d79fe86d11612bc14b2f6365fb3a41e0d166ffceaf7bdcfc628623e819db64bc&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665435&idx=2&sn=e07eaea7ebeaac680e6a331f767f222a&chksm=f17e5e89c609d79fe86d11612bc14b2f6365fb3a41e0d166ffceaf7bdcfc628623e819db64bc&token=280463981&lang=zh_CN
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 外国籍青少年向けコロナワクチンの接種予約が

スタート

リンク：

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

Q==&mid=2649665417&idx=1&sn=cacb9750367e5ecc

353f53449e5da603&chksm=f17e5e9bc609d78d2f22bbe

05073f965751cbca5a1749f2d11e6c7a0c85f02a2d6a502f

df6d5&token=280463981&lang=zh_CN#rd

 各地の企業給与ガイドラインから上限ラインが

消滅

リンク：

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

Q==&mid=2649665417&idx=2&sn=69b287114a76d13f

e9e5d87ac5bc51cf&chksm=f17e5e9bc609d78dda22c62c

9a3eff3e9ef8a77b0dfe07fae8179bdafaa94967350dfcdac

4d9&token=280463981&lang=zh_CN#rd

 独自 | 帯同家族招聘状の申請条件について

リンク：

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

Q==&mid=2649665384&idx=1&sn=6bb035c5f89e1b67

585f054af2532452&chksm=f17e5e7ac609d76c1c973f2f

6e0f3ccf8e6f9b46b857c80738bec8c82398ec7986f20ca8

ebf1&token=280463981&lang=zh_CN#rd

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=1&sn=cacb9750367e5ecc353f53449e5da603&chksm=f17e5e9bc609d78d2f22bbe05073f965751cbca5a1749f2d11e6c7a0c85f02a2d6a502fdf6d5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=1&sn=cacb9750367e5ecc353f53449e5da603&chksm=f17e5e9bc609d78d2f22bbe05073f965751cbca5a1749f2d11e6c7a0c85f02a2d6a502fdf6d5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=1&sn=cacb9750367e5ecc353f53449e5da603&chksm=f17e5e9bc609d78d2f22bbe05073f965751cbca5a1749f2d11e6c7a0c85f02a2d6a502fdf6d5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=1&sn=cacb9750367e5ecc353f53449e5da603&chksm=f17e5e9bc609d78d2f22bbe05073f965751cbca5a1749f2d11e6c7a0c85f02a2d6a502fdf6d5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=1&sn=cacb9750367e5ecc353f53449e5da603&chksm=f17e5e9bc609d78d2f22bbe05073f965751cbca5a1749f2d11e6c7a0c85f02a2d6a502fdf6d5&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=2&sn=69b287114a76d13fe9e5d87ac5bc51cf&chksm=f17e5e9bc609d78dda22c62c9a3eff3e9ef8a77b0dfe07fae8179bdafaa94967350dfcdac4d9&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=2&sn=69b287114a76d13fe9e5d87ac5bc51cf&chksm=f17e5e9bc609d78dda22c62c9a3eff3e9ef8a77b0dfe07fae8179bdafaa94967350dfcdac4d9&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=2&sn=69b287114a76d13fe9e5d87ac5bc51cf&chksm=f17e5e9bc609d78dda22c62c9a3eff3e9ef8a77b0dfe07fae8179bdafaa94967350dfcdac4d9&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=2&sn=69b287114a76d13fe9e5d87ac5bc51cf&chksm=f17e5e9bc609d78dda22c62c9a3eff3e9ef8a77b0dfe07fae8179bdafaa94967350dfcdac4d9&token=280463981&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665417&idx=2&sn=69b287114a76d13fe9e5d87ac5bc51cf&chksm=f17e5e9bc609d78dda22c62c9a3eff3e9ef8a77b0dfe07fae8179bdafaa94967350dfcdac4d9&token=280463981&lang=zh_CN
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※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】

中国上海市黄浦区茂名南路 58号オークラガーデンホ

テル（上海花園飯店）6階

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：+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】

中国上海市黄浦区茂名南路 58号

上海花园饭店 6楼

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：+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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