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I. 環境法規 

1. 法制度に起因する問題 

（1）環境法規の中長期的な計画 

近年、国民生活水準の絶え間ない向上に伴い、美しい生態環境を含む各種の

要求が日増しに高まり、生態環境保護の各種の取り組みへの要求とその高まり

も次第に強まりつつある。国レベルでは、中央政府は美しい中国の建設を全体

目標として打ち出し、小康社会の全面的な実現を目指す「三大戦場」の一つと

して、汚染防止が掲げられた。生態環境部も排出総量のコントロール、排出量

制限などの環境保護への取り組みを整備しつつある。上海市レベルに目を向け

れば、生態環境のクオリティーは依然として卓越都市の建設における欠点とし

て突出し、大気、水質は総体的には未だ国家基準に達しておらず、他の同種の

グローバル都市との差も顕著となっている。上海市環境保護局は、地方行政部

門として国の環境保護要求を徹底すると同時に、上海市の都市発展のニーズに

応え、経済・社会・環境などの要素を総合的に考慮しつつ統括的な計画を策定

する。その過程において、日本商工クラブの意見を真摯に聴取し、企業と公衆

の実態の充分な調査・研究により、各方の利益を可能な限りバランスよく調整

し、より良質なサービス・指導を提供していく。 

新時代における長江デルタ地域の一体化発展を効果的に推進するため、三省

一市（江蘇省、浙江省、安徽省、上海市）は、長江デルタ地域一体化発展の 3

カ年行動計画を急ぎ制定している。そのうち、環境保護分野における発展・協

力が重要なテーマとして取り上げられ、グリーン・美しい長江デルタ地域づく

りの協働を目指し、区域内生態保護の強化、大気・水質汚染に対する合同での

防止・コントロール、区域内環境への合同での監督・管理、環境保護提携メカ

ニズムの完備などの具体的な目標と措置を組み入れる方針である。  

 

（2）環境法規に係る費用対効果の再検討、並びに法規の可能な限りの適正化 

汚染物排出基準の制定プロセスにあたり、国内外の関連基準に関する調査・

研究、先進的基準との対比・分析を行い、また国と本市の汚染物防止処理計画

に基づき、既存の汚染物処理技術を踏まえたうえで、汚染物項目の規制値を初

歩的に確定する。その後、意見公募および広範的な意見聴取・採択を行い、技

術審査と行政審査・決定を経たうえで、同市の品質技術監督局と共同で上海市

政府に報告し、その承認後に公布する。 

印刷業界基準の 1 項目であるトルエンは、高活性、強毒性などの特徴から、

国の「第 13 次 5 カ年計画」の汚染防止処理計画における厳格制限項目とされ、

現在、本市の印刷業界大手のほとんどがその代替物を使用することとなった。 

https://cjjc.weblio.jp/content/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3
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（3）悪質コンサルタントおよび不合格の環境保護設備に対する取り締まり 

悪質業者や瑕疵ある環境設備のようなこの種の問題は企業の関連ライセン

スと契約履行に関連し、また環境保護部による環境影響評価機構に対するライ

センスの統一的な認定・発行にも関連するため、上海市の環境保護局は上海で

登記された環境影響評価機構に対し日常管理を行い、また年に 2 回の集中検査

を実施する。検査には環境影響評価機構の管理制度の確立・実施、ライセンス、

認定技士資格の管理、記録管理および環境保護評価関連書類の品質等を含む。 

環境保護設備に係る上海市場の管理に対する提言については、ライセンス認

定・管理を扱う行政部門、工商局、品質技術監督局などへフィードバック頂き

たい。 

  

（4）自主規制基準、立ち入り検査時の身分証の携行などの法律法規の制定の

加速 

2017 年 11 月 20 日、環境保護部が「建設プロジェクト竣工時の環境保護検

収暫定弁法」（国環規環評〔2017〕4 号）を公布し、行政部門の規章レベルで

の環境保護評価自主検収に係る関連規定を明確化した。同年 12 月 4 日、上

海市の環境保護局による「『建設プロジェクト竣工時の環境保護検収暫定弁法』

の実施徹底に関する通知」（滬環保評〔2017〕425 号）が公布された。これに

より、「環境保護措置実施情況報告書」の作成要求、プロジェクトの試験的稼

働前の許可証申請に係る関連規定、「検収監査（調査）報告書」および「検収

報告書」の作成要求、自主的な検収情報の公開要求などを含め、環境保護部に

よる公告の実施徹底のための操作手順が明確化された。 

今後、上海市の環境保護局は国レベルの環境保護評価の自主検収に係る細則

を速やかに公布するよう生態環境部に提言する一方、各区の環境保護局に対し

ても政策の宣伝・解読などを実施させる。制度設計段階でのウィークポイント

を発見すべく、日系企業の具体的な事例の提供を歓迎する。 

 

2. 政府職員等の運用プロセスに起因する問題 

（1）一部職員および行政指導における問題点の改善、人材育成および資格制

度の強化 

①指定設備に係る購入命令の撤廃 

環境法を執行する職員は、法律に基づき検査を実施する際、法執行証明書を

提示しなければならない。証明書が提示されない場合、企業は同検査を拒否で

きる。 
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②設備設置命令、測定命令に係る根拠の提示、必要最小限の行政指導の実施 

「上海市環境保護に関わる公務員清廉就業規範」（2017 版）第 4 条の規定に

基づき、環境保護に関わる公務員は法律法規に違反して環境保護行政許可事項

の審査・認可をしてはならず、職権を利用して環境保護製品、環境保護設備、

環境保護仲介機関、汚染管理機関の指定もしくは紹介をしてはならない。また、

上海市および区の環境保護部門に行政許可事項の受付窓口が設置されており、

政策に関する企業と市民からの問い合わせにも対応する。 

 

③認定された検査機構検査員向けの資格認証制度の導入 

上海市環境保護局は 2016 年 8 月、「上海市環境監視測定社会化サービス機関

管理弁法」（滬環保総〔2016〕284 号）を公布し、2016 年 10 月 1 日より正式に

施行した。当該弁法の趣旨は、本市において環境監視測定サービスまたは自動

監視測定・監視制御施設の稼働・メンテナンスサービスに従事する社会組織に

対して、統括的な監督管理を行うことにある。当該弁法は、制定目的、根拠、

適用対象、管理原則、サービス範囲、職責の分担、届出の要件、届出の効力、

届出機関と委託者の義務、情報開示要件、支援と監督管理、責任追究、信用シ

ステムの構築などに明確な規定を設けた。 

現在、上海市環境科学学会環境監視測定分会の設立を計画準備中であり、当

該分会の業務条例によると、分会メンバーに向けた「各種研修会、職務遂行能

力の評価、技術コンペなどの活動の展開、必要に応じた就業資格証書などの関

連証明書の発給」が主な任務の一つとなっている。 

 

（2）生産設備の増設申請に必要な審査期間の短縮 

現在、上海市環境保護局は、国家環境影響評価分類管理目録に厳格に則って

建設プロジェクトの分類管理を実施している。管理目録に該当しない生産設備

については、上海市環境保護局が個別に検討するため、日系企業より具体的な

事例の提供をお願いしたい。また、「建設プロジェクト環境保護管理条例」第

11 条において環境影響評価報告の認可されない場合が明確化された。 

 

（3）過剰な生産制限命令の抑制と十分な周知措置 

上海市は、大気汚染の改善を非常に重要視し、大気汚染防止に取り組んでい

る。2013 年より「クリーン空気行動計画」に従い、エネルギー、産業、交通、

建築、農業、生活との 6 つの分野において、クリーンエネルギーへの代替、産

業構造の転換、環境汚染自動車の淘汰、工事現場の粉塵防止、わら焼きの禁止
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などの対策を講じることにより、大気環境を効果的に改善しつつある。しかし、

不利な拡散条件などの影響により、深刻な大気汚染が稀に発生する。従って、

上海市民の健康を守るため、「中華人民共和国大気汚染防止法」第 96 条、「上

海市環境保護条例」第 46 条、「上海市大気汚染防止条例」第 28 条などの法律

法規に基づき、本市は企業の生産停止や制限、工事現場の作業停止、土砂運搬

車両の通行禁止、路上清浄の回数増加などの対策を含む重度大気汚染緊急時対

策要綱の制定により、重度の大気汚染による影響の低減を図り、その内容を一

般に公開する。企業は政府部門の公告に従って事前の手配を行い、より大きな

影響を回避しなければならない。 

 

3.産業廃棄物処理場の不足 

ここ数年間、上海市環境保護局は危険廃棄物の処理を非常に重要視しており、

危険廃棄物の処理施設の建設および情報化管理の促進、収集サービスシステム

の改善、省を跨ぐ運搬の促進などの効果的な措置を講じた。これらにより、処

理能力の不足分が補完され合理的な処理コストへの抑制が可能となり、企業負

担が軽減されるなど、一定の成果を収めた。 

長年にわたる努力により、本市の危険廃棄物処理能力は 2013 年の 53 万トン

から 2017 年の約 80 万トンにまで大幅に上昇した。危険廃棄物の外部委託処分

量は 2013 年の 43 万トンから 2017 年の約 68 万トンにまで急速に増加し、年平

均の増加率は 10%以上に達した。そのうち、上海市内の外部委託処分量と省を

跨ぐ外部委託処分量は、それぞれ 2013 年の 29 万トンと 8.6 万トンから 2017

年の約 49 万トンと 18.6 万トンに拡大した。処分量が急速に拡大し、企業管理

コストが絶えず増加しつつある中で、廃酸、重金属汚泥、廃塗料タンクなどの

リサイクル可能な危険廃棄物の処分価格が安定もしくは下落の傾向を見せて

おり、危険廃棄物の環境リスクのコントロールが基本的には可能となった。但

し、調査・研究により、危険廃棄物の焼却能力は依然として不十分であり、ま

た価格上昇のスピードが速く、更に中小企業の収集ネットワークにも整備を要

するなどの問題点が見受けられており、一段の研究・解決が必要となっている。 

今後、上海市環境保護局は物価管理局などと共同で、産業廃棄物の排出企業

に再資源化や排出削減に対する責任を履行させ、経済業界関連部門による産業

発展への支援を促進すると同時に、発生し得る危険廃棄物の処分計画を適時に

策定し、「行政簡素化と権限委譲、監督管理の強化、サービスの最適化（所謂“放

管服”）」の要求、特に「三つの促進、二つの向上」の要求に従ってビジネス環

境の最適化を進展させる予定である。具体的な対策は次の通りである。一、潜

在的な内部処理能力を発掘する。宝山鋼鉄の廃タンク収集事業を上海市全域の
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廃塗料タンク（金属タンク）にまで拡大させ、廃タンク処分との難題を解決す

る。宝山鋼鉄集団が現有する危険廃棄物焼却炉の社会化運営要件を研究し、危

険廃棄物処分サービスを社会に提供する。2.本市の零細企業の危険廃棄物収集

システムを構築する。「上海市産業園区における危険廃棄物の収集貯蔵積替施

設管理方法（試行）」を研究・改訂すると同時に、嘉定区の安亭、松江区、宝

山区などの地域の危険廃棄物の収集範囲や収集対象などを重点的に拡大し、区

域内における中小企業の危険廃棄物を収集するとの難題を更に解決する。3.

価格管理部門との合同での監督を実施する。一部の焼却類危険廃棄物を処分す

る際のコストが高額となる問題については、上海市発展改革委員会と合同で廃

棄物処分市場の秩序と廃棄物処分業者のサービス要求を更に規範化した文書

を公布する（公布済み）。処分価格を移転システムの記入項目とし、廃棄物処

分業者の残余能力のリアルタイム更新や、危険廃棄物の処分価格の公開などの

対策の検討により、産業廃棄物の排出企業が優れた危険廃棄物処分業者を選択

できるよう誘導する。4.危険廃棄物の処理能力を大幅に向上させる。奉賢区奕

茂、長盈などにある焼却処分施設の建設を積極的に推進する。当該施設は 2018

年より稼働が可能であり、焼却処理能力が約 6.5 万トン増加すると想定され、

焼却処分との課題の緩和につながる。区域と工業園区自己による、危険廃棄物

処分の需要に基づいた危険廃棄物の処分施設の建設を支援し奨励する。5.長江

デルタ地域との連携レベルを大きく向上させる。浙江省、江蘇省など周辺の省

/市にある危険廃棄物の残余処理能力を活用し、本市の危険廃棄物の処分価格

を抑制する。 

 

4. サプライチェーンへの影響に配慮し、完備された対策措置の構築 

「環境保護法」第 60 条では、企業や事業体その他の生産経営者が汚染物質

の排出基準や重点汚染物質の排出総量規制指数を超過して排出した場合、県級

以上の人民政府の環境保護主管部門が生産制限、生産停止・是正などの措置を

講じることが可能である。更に状況が深刻な場合は、承認権を有する人民政府

の承認を得て生産停止、閉鎖を命じることが可能と定めている。「上海市環境

保護条例」においても相応の定めがある。これらの問題に対応し、企業の正常

な生産と経営に影響が生じないよう、原料サプライヤーの環境保護法の遵守状

況を定期的に確認されるよう勧める。 

 

5. 資源リサイクルビジネスの促進 

ここ数年間、上海市は工業企業のモデル転換とグレードアップを力強く推進

し、資源再生産業の育成と拡大に注力し、廃棄物の再資源化レベルを絶えず向
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上させる。1.クリーン生産の規模の拡大を図ることにより、産業固体廃棄物の

排出削減、発生源における廃棄物排出削減を促進する。2.一般的な産業固体廃

棄物の統合的利用を促進し、資源統合利用に係る優遇税制を実施に移し、産業

固体廃棄物の再資源化のレベルを絶えず向上させる。3.重要分野における廃棄

物処分・利用産業チェーンの構築に焦点を当て、電子廃棄物、廃プラスチック、

ガラスくず、（厨房の）食用廃油などの分野においては、より完備した産業チ

ェーンを形成し、代表的な産業を多く育成した。今後、上海市は産業配置の最

適化に注力し、資源の総合利用企業を集積し秩序ある推進を通じて、産業集中

区と重点工業区を支柱とし、大手企業を旗振り役として、中小企業の専業化と

協力を組み合わせて産業を拡張し、それぞれが特色ある資源の総合利用産業モ

デル拠点を形成する。技術革新と技術革新による牽引の強化、廃棄物利用の分

野の拡大を進めることにより、廃棄物利用のハイテク化、深化、処理能力の規

模化、高付加価値化の方向へと導き、科学技術の成果を産業化する模範的な運

用を加速させていく。インターネット利用の推進、情報化の活用により、統一

的かつ効率的な公共取引プラットフォームの構築を試み、「インターネット+

回収」という新しいモデルを普及させていく。資源リサイクル分野での海外企

業と本市企業との協力関係を強化し、先進的技術と管理モデルに関する情報共

有を行い、産業のよりよい発展を共同で推進することを期待している。 

 

6. 土壌汚染防止法の施行後の市政府による体制整備 

ここ数年間、上海市の環境保護事業は終始エコ文明の建設を旗頭に、「環境

保護により発展の最適化を図る」との理念に基づき、環境保護による発展モデ

ル転換の推進の内在的要素と事業分野の模索、拡大、深化を図り、土壌環境保

護の体制・メカニズムを絶えず完備しつつ、限りある土地資源の環境保護レベ

ルを高めている。 

一、土地移転プロジェクト審査管理の主要プロセスの把握 

1.汚染された土地の譲渡移転とプロジェクト審査認可を厳格に管理する。工

業企業用地と経営性用地の移転（譲渡、保有、回収、契約更新）の前に、環境

調査とリスク評価作業により汚染用地と確定された場合、汚染処理・修復の責

任者と修復案が明確化されていない限り、土地の移転と新設プロジェクトを認

可しない。上海市環境保護局は、同市の計画と国土資源管理局、経済と情報化

委員会、建設管理委員会とともに「工業企業および行政用地の再開発利用時の

環境安全の保障に関する管理方法」を公布し、同市の計画と国土資源管理局と

共同で「工業用地および経営性用地に対するフルライフサイクルの実施に関す

る管理方法」を公布した。工業用地、行政用地、経営性用地の再開発利用に関
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する土壌環境の監督管理体制を構築し、土地の譲渡や割当前に土壌汚染を処

分・修復するよう責任者を督促する。2.所在地の監督管理責任を徹底し、複数

部門が連携し土壌汚染の監督管理体制を確立する。土壌汚染管理を所在する各

区の環境保護局に義務付け、所在地別に管理を実施する。区の計画と国土資源

管理局は、土地移転の審査認可前に、区の環境保護局の意見を求め、土壌汚染

状況の評定意見を土地譲渡契約書に記載しなければならない。 

二、標準・規範および第三者による管理保証システムの確立 

1.本市における汚染場所の環境保護基準システムを絶えず整備しつづける。

上海市の環境保護局は国の関連基準・規範を踏まえ、上海の実情に応じて汚染

場所の環境監視測定、調査、リスク評価、修復、監理、スクリーニング値など

の 8 つの地方技術規範を制定した。2.第三者が土壌修復に参与する市場化運営

メカニズムを規範化する。上海市の環境保護局は 2015 年より、汚染場所の土

壌環境調査、評価、修復、監理、検収を行う第三者専門機構に対し、年次評価

を定期的に実施し、その評価結果を一般に開示するようになった。また同時に、

全市の土壌環境保護の評価審査専門家データベースの作成により、パソコンを

通じて適宜、評価審査専門家の抽出を実現し、専門家の評価審査行為が規範化

されている。 

 

II. 安全規制 

I. 危険化学品の取り扱い 

（1）輸入通関手続きの停止 

先般、外高橋保税区にある慧瞻材料科技（上海）有限公司などの企業による

危険化学品の倉庫保管業務の従事について、上海税関と上海市経済と情報化委

員会、自由貿易試験区管理委員会が意思疎通を行った。現時点では、当該企業

が安全監督管理の関連要求を充足すべく是正を行い、危険化学品の倉庫保管業

務を既に再開しており、他の企業はその経験を参照しつつ関連業務の従事が可

能となった。同時に、上海税関は上海市安全生産監督管理局、消防局などの主

管部門との連絡・コミュニケーションを強化しつつあり、危険化学品の監督管

理活動の近況を公開する。また、許可証や資格の完備を前提に、危険化学品の

保税倉庫の設立を認可し、倉庫の更新・変更手続きを速やかに行う。これらに

より、企業による危険化学品の倉庫保管業務の展開を支持するとともに、関連

業界の安全かつ安定的な発展を確保する。 

上海市安全生産監督管理局は 2017 年に「危険化学品安全法（意見募集案）」

について、元国家安全生産監督管理総局の政策法規司に対し、危険化学品に対

する目録管理制度を実施するよう、即ち政府部門が目録をもとに行政許可や日
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常法執行の検査の範囲などを含む危険化学品への監督管理を行うよう提言し

た。 

 

（2）少量化学品の取り扱い 

小ロットの危険化学品の取り扱いについて、「危険貨物の例外数量および包

装要求」と「危険貨物の有限数量および包装要求」との国レベルの規定が定め

られており、免除条項も含まれている。もし特別なニーズがある場合、名称、

希望する免除数量および関連する安全検査報告書の提出を勧める。上海市交通

委員会は国家交通運輸部に報告し、関連する国家基準の改定の提言が可能であ

る。「危険化学品安全法」などの関連立法にあたり、中国の立法プロセスに基

づけば、民意を踏まえ、立法手続き規定により意見募集を広く実施すると考え

る。意見募集の際には、直接的に立法部門への提言が可能と考える。上海市交

通委員会も関連制度の整備を呼び掛けていく。 

上海市安全生産監督管理局は 2017 年、「危険化学品安全法（意見募集稿）」

について、元国家安全生産監督管理総局の政策法規司に関連対策を提言した。

危険化学品目録管理制度の定義や、危険化学品ごとの一つ当たりの包装物の重

量または容積が一定数量未満であれば、例えば登記を免除するなどの、免除容

認の明確化を提言する。また、海外の安全管理経験を参考にして、数量の差異

を反映させた明確な危険化学品管理措置を提言した。 

 

II. 消防規制 

消防法律法規、技術基準の制定、改定、公布・実施が厳格な手続きにより行

われている。企業からの提言について、今後、消防局は中国版ツイッター（微

博/ウェイボー）の公式アカウント、ウィーチャット（微信）の公式アカウン

ト、ショートメッセージなどを通じて、消防法律法規、消防技術基準を周知さ

せ、速やかに各事業体に伝達すべく努め、情報公開を推し進める。 

消防部門は厳格に消防法律法規、消防技術基準および上級機関からの文書の

要求に基づき、規定通りに必要な消防施設、設備を配置するよう各事業体に促

す。明確な定めがない場合、企業は状況に応じて暫定的に配置せず、所在地の

消防部門か管轄部門の意見を求めることができる。 

 

III. 貿易 

1. 事前相談確認制度の確立 

「税関総署による『中華人民共和国税関事前裁定管理暫定弁法』の関連事項

の実施に関する公告」（総署公告〔2018〕14 号）によると、税関は今年 2 月 1
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日より税関事前裁定制度の実施を開始し、関連企業は貨物通関の前に事前裁定

の申請ができる。 

 

2. 通関一体化 

中国税関は、統一的な情報化システムを利用して一般貨物の通関業務を取り

扱っている。2017 年 7 月 1 日より、税関総署の実施した「全国税関の通関一

体化」改革が全ての輸送方式をカバーし、「中華人民共和国輸出入税則」の全

対象製品に適用されることとなった。当該改革に合わせた措置として貨物通関

の「一次申告、段階的処理」制度と「自主申告、自己納税」モデルにより、大

部分の貨物が自動的審査・許可により通関手続を完了できる。 

2015 年に公布された「中華人民共和国上海税関、中華人民共和国上海出入

国検査検疫局、上海市湾岸サービス弁公室の公告」（滬関公告〔2015〕12 号）

では、自由貿易試験区内での「ワンストップ」による申告検査作業の展開が明

確化された。企業は上海国際貿易「単一窓口」プラットフォームを通じて「一

次申告」を行い、「共同検査」作業制度の実施により外高橋保税区日桜南路、

日桜北路にある検査場での貨物検査が可能となった。 

最近、国家機構改革の活動計画により、税関と出入国検査検疫局の責務と業

務の最適化・統合を実施しつつある。そして、「全国通関一体化税関検査業務

の全面的融合に関する枠組方案」に従い、税関検査業務の融合を積極的に推進

し、通関一体化プロセスの最適化を図り、通関効率を向上させつつある。これ

らの詳細情報をタイムリーに公開・宣伝していくため、企業が積極的に関連動

向を注視されるよう勧める。 

 

3. 制度の通知等に係る制度の透明化 

国家行政部門として、従来、税関と検査検疫局が法執行の透明化を非常に重

視し、利用者の権利を尊重している。政務の情報公開との観点では、部門の公

式サイト、ホットライン 12360/12365、地方電子化通関システムまたは「単一

窓口」プラットフォームを十分に利用し、更にラジオやテレビ、新聞雑誌およ

び中国版ツイッター（微博/ウェイボー）、ウィーチャット（微信）などのニュ

ーメディアのプラットフォームを活用して法規の公布、政策の宣伝を行い、事

務処理マニュアルを提供している。同時に、各種のフィードバックのチャンネ

ルを通して企業のニーズ、および各種の相談および要望を広範に収集し、速や

かに返答している。 

制度変更がある場合、規定通り事前に公告し、上記チャンネルを通じて情報

を掲載するほか、業界協会を介する説明会の開催により輸出入企業に政策制度
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を十分に理解させる。内部に対しては業務研修を実施し、本部門の業務担当職

員が法規内容と事務処理手順を把握できるよう指導する。 

同時に、動物検疫と植物検疫に係る動植物衛生措置の変更について、税関総

署（元質量監督検査検疫総局）は WTO の「衛生植物検疫措置の適用に関する

協定」（SPS 協定）における透明性の関連規定（第 7 条および付属書類 B）に

従って公布している。関連する変更は中国の SPS 国家コンサルティングセン

ター－基準と技術法規研究センターに問い合わせるかその公式サイトにて確

認できる。疫病の状況/警告通報情報は元質量監督検査検疫総局動植物検疫監

督管理司の公式サイトにて更新されている。上海税関（元上海市検査検疫局）

も内容の一部を同時に更新するとともに、最新措置に従うよう同分局に通知す

る。 

 

4. 通関手続付属書類の簡素化 

近年、ビジネス環境の最適化、通関効率の向上のために、税関総署は終始企

業の負担軽減に取り組んでおり、度重なる公告の公布により通関手続時に提出

が必要な付属書類の簡素化を図っている。 

通関業務：輸入加工貿易および保税貨物の場合、契約書、パッキングリスト、

積荷明細書（積荷目録）などの付随書類は申告時には税関に提出しなくてもよ

い。輸入非加工貿易および保税貨物の場合、パッキングリスト、積荷明細書（積

荷目録）などの付随書類は申告時には税関に提出しなくてもよい。輸出貨物の

場合、契約書、インボイス、パッキングリスト、積荷明細書（積荷目録）など

の付随書類は申告時には税関に提出しなくてもよい。上記書類は税関審査時に

必要に応じその際に提出すればよい。また、税関は優遇貿易協定に基づく貨物

申告のペーパーレス化、検査のペーパーレス化など、複数の措置を積極的に講

じてペーパーレス化改革に取り組んでいる。 

検査業務：企業の検査申告手続き時に提出を要する紙ベースの書類か電子化

付属書類に対し、整理と一層の簡素化を図る。特にメーカー検査報告書、信用

状、製品適合性声明書などの書類の精査・簡素化を通じて、検査申告手続き時

の提出が不要となった。上海市湾岸サービス弁公室と共同で「上海市湾岸にお

ける越境貿易ビジネス環境最適化の若干措置の公布に関する通知」を打ち出し、

原産地証明書、CCC 認証証明書およびその他の申告付随書類の処理手続きと

提出方法が簡素化され、輸出検査申告の際に信用状の提出が不要となった。 

 

5. 三国間貿易 

1996 年より経常収支の兌換が実現され、真実性かつ適法性を有する取引に
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対する経常国際収支と移転の制限が取り払われた。国家外貨管理局の関連規定

によると、企業は契約書、インボイス、真実かつ有効な船積書類、船荷証券、

倉荷証券など貨物代表証券等の証明書類を銀行宛に提出後、銀行にて三国間貿

易（オフショアでのインボイススウィッチ取引）に対する決済が可能である。

個別企業の要請について、外管局上海分局は企業とのコミュニケーションを通

じて具体的な解決策を検討できる。 

 

IV. 通信 

WTO の枠組みの下、外資企業に対する中国全土での付加価値電信業務の参

入制限の緩和が提言されたと理解しているが、2015 年 6 月、工業と情報化部

は付加価値電信業務に含まれるオンライン取引処理とデータ処理業務（経営類

電子商取引）における外国投資者の持分比率の上限を 100%にまで引き上げた。 

なお、2014 年 1 月 6 日、工業と情報化部と上海市人民政府は共同で「中国

（上海）自由貿易試験区における付加価値電信業務の参入制限に係る更なる緩

和に関する意見」（工信部聯〔2013〕410 号）を公布し、上海自由貿易区では 7

項目の付加価値電信業務の参入制限を一層緩和する旨を明らかにした。2015

年 1 月 13 日、工業と情報化部が「中国（上海）自由貿易試験区におけるオン

ラインデータ処理と取引処理業務（経営類電子商取引）の外国投資者の持分比

率の制限撤廃に関する通告」（工信部通〔2015〕1 号）を公布し、上海自由貿

易区での外商独資による経営類電子商取引が容認された。オンライン取引処理

とデータ処理における経営類電子商取引、情報サービスにおけるアプリケーシ

ョン・ストア、国内のマルチパーティ通信、オンラインストレージ転送サービ

ス、コールセンターサービス、インターネット接続サービスとの 6 項目では外

国投資者の持分比率の上限が 100%に達し、WTO による同比率制限の 50%を

上回っている。 

上海自由貿易区が要求する付加価値電信業務の登録資本金は、業務発展のニ

ーズに相応できる 100 万人民元であり、内資企業に対する要求と一致している。

現在、上海自由貿易区での付加価値電信業務の参入制限を更に緩和するとの上

海市委員会、上海市政府の要求に従い、上海市通信管理局は積極的に工業と情

報化部などの関連部門との意見交換を実施し、中国の国情と市場発展に沿った、

より多くの政策を実施すべく推進に努めている。 

クラウドサービスの制限緩和について 

クラウドは、サービス形態の一つというよりはむしろ、概念的には一つの業

界と考えられるようになったが、ネット上では、クラウドサービスはビジネス

コンピューティングモデルと定義されている。その計算タスクはインターネッ
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トを通じて大量のコンピューターから構築されるリソースプールに点在し、ニ

ーズに基づく授権の下で、各種アプリケーションシステムの計算能力、メモリ

空間と情報サービスを実現させた。市場におけるいわゆるクラウドサービスは

必ずしも付加価値電信業務の対象になるとは限らない。2015 年の「電信業務

分類目録」では、データセンターサービスにインターネットによるリソース連

携サービスが組み入れられた。これがデータセンターサービスの具体的な業務

形態の一つであり、データセンターに架設されたデバイスとリソースを利用し、

インターネットやその他のネットを通じて、柔軟性、ニーズに応じた使用、拡

張性、連携共有などにより、ユーザーにデータ記憶、アプリ開発環境、アプリ

配置と運行管理などのサービスを提供する。WTO 加盟時のコミットメントに

より、IDC（データセンター）サービスの外資参入制限は未だ撤廃されていな

い。「中国大陸と香港の経済貿易緊密化協定」（略称：CEPA）により、香港の

サービス提供者が大陸側で合弁会社を設立し IDC サービスを展開するのは認

められるが、香港のサービス提供者による出資持分は合弁会社の総出資持分の

50%を超えてはならない。プライベートクラウドの許可取得が必要か否かにつ

いては、以下の二つの場合に分けて考える必要がある。自社構築かつ自社利用

の IaaS の場合、企業自身がクラウド技術とクラウドサービスの利用者である

ため、ライセンスは不要となる。複数の第三者にプライベートクラウドサービ

スを提供する場合、クラウドサービス運営者となるため、ライセンスの取得を

要する。 

アジア・太平洋地域のデータセンターサービスが急増するにつれ、IDC サー

ビス、インターネットによるリソース連携サービス（クラウドサービス）の参

入制限の撤廃に関する海外からの要望がますます高まっている。近年、法律法

規の整備とともに、データセンターサービス、インターネットによるリソース

連携サービス分野の開放条件が整っている。2017 年の年初、上海市通信管理

局は工業と情報化部に対し、制限緩和を求める提案を提出した。工業と情報化

部は、上海市政府と共同で上海自由貿易区におけるデータセンターサービス、

インターネットによるリソース連携サービスの参入制限の撤廃の可能性を研

究討論する意向を表明し、上海市通信管理局に対し架け橋となるべくその役割

を果たすよう指示した。現時点では、上海市通信管理局は中国情報通信研究院、

上海自由貿易試験区管理委員会の政策研究局と共同で、浦東新区で IDC サー

ビスの参入制限を試験的に撤廃する課題を研究し始めた。 

 

V. 都市計画 

上海市は一貫して、国家および本市の関連規定に従い、産業構造調整の影響
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を受ける企業の立ち退きを適法的かつ合理的に実施するよう求めている。上海

市レベルの産業主管部門も各区と産業園区に対する督促と政策徹底を強化し、

企業が調整・立ち退きの際に直面する課題の解決に注力していく。上海市の産

業構造調整活動計画によれば、各鎮と産業園区が産業構造調整の推進の責任主

体として、管轄地域内の対象企業との交渉、契約締結を行い、企業による適切

な従業員整理、関連施設・設備の稼働停止と除去を促す。 

対象企業に対する補償にあたり、鎮または産業園区は従業員整理への補償、

設備資産の損失補償、操業停止・生産停止による損失の補償、および省エネ・

エネルギー消費削減・汚染物質排出削減・危険化学品要素の低減に対する補償

などをその主要な内容としている。支給を必須とする従業員整理への補償以外

は、対象企業（プロジェクト）の実情に合わせた補償が認められる。 

実務プロセス：各鎮または産業園区は、産業構造調整計画の対象となった企

業について、双方で確認した補償対象項目の評価と計算を行い、具体的な補償

額の算出後、評価・計算結果を企業に通知し確認させる。企業は異議申し立て

が可能であり、合理的な異議に対しては、再評価・再計算を行う。確認後、鎮

政府または産業園区は企業と契約を締結し、企業自身が生産停止・操業停止を

手配する。 

 

VI. 企業運営 

1. 研修制度 

（1）食品 

上海市食品薬品監督管理局は、「中華人民共和国食品安全法」、「上海市食品

安全条例」等の法律法規に従い、上海市の実情に合わせて「上海市飲食サービ

ス従業員研修・評価考課管理弁法」（滬食薬監法〔2012〕704 号）をベースと

して、「上海市食品従業員食品安全知識研修・考課管理弁法」（以下、「弁法」

という）に改訂した。同第 3 条は、「食品生産経営者は食品安全知識研修の管

理制度を完備し、自社の食品従業員に対する食品安全知識研修を自ら実施する

か外部の研修機構や業界協会に依頼して実施させ、研修記録ファイルを作成後、

食品安全管理者、重要工程作業者その他関係者を評価しなければならない」と

定めている。即ち、当該「弁法」において、食品安全管理者、重要工程作業者

その他関係者を含むあらゆる食品従業員が研修実施・評価の対象となることが

明確化された。なお、食品生産経営者が自ら実施するか、外部の研修機構や業

界協会に依頼して自社従業員向けの食品安全知識研修を実施させ、評価結果が

不合格となった従業員には職場で就業させない旨の明確化により、食品生産経

営者の主体責任を強調した。 
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「上海市食品従業員食品安全知識研修・考課管理弁法」の実施を推進すべく、

上海市の食品薬品監督管理局は同市食品安全作業連合会などと共同で、新たな

「上海市食品従業員食品安全知識研修要領」および研修用教科書を改訂し、各

業種、各職場の食品従業員が把握すべき食品安全関連法律法規と基準、基本知

識、食品生産経営過程のコントロールなどの知識の明確化に取り組んでいる。

現時点では、検討稿の作成が完成し、専門家による討論会も数回行われその内

容も充実されつつあり、今後、速やかに社会全体に向けて統一的に公布する。

上海市の食品薬品監督管理局の関係部署と各区の市場監督管理局は、企業に対

して食品安全の主体責任を徹底させ、食品安全知識研修を行うよう指導・督促

し、従業員の食品安全意識と専門化レベルを高めていく。 

 

（2）保険 

2016 年に日系企業 4 社、日本人 2 名を含む、計 310 人が研修を受けた。研

修にあたり、研修効果の向上のため、上海市保険監督管理局は外資機構と研修

を受ける外国人高級管理職に対し、次のような便宜を図った。一、高級管理職

全員での研修参加が不必要な会社に対し、中国人高級管理職が代表として参加

することを認める。二、外国人高級管理職が参加した場合、研修内容を同時に

母国語へ通訳する通訳者の同行を認める。今後、保険監督管理局は積極的に関

連会社の意見を求め、関連措置とその取り組みをさらに充実し、制度の要求を

遂行するとともに研修効果を一層高める。なお、中国銀行保険監督管理委員会

に対しても速やかに報告し、制度整備と活動展開のための参考を提供する。 

 

2. 労働法制 

労働法制の整備に関する提言について、上海市人的資源と社会保障局は適時

に国家の人的資源と社会保障部に伝達する。労使間の労働紛争が回避し難いだ

が、企業内部での調停や外部組織または仲裁・訴訟により解決を求めることが

できる。企業内部において、「労働契約法」に基づき労働紛争の防止・解決に

向けた調停メカニズムを確立する一方、労働関連法規の学習と企業制度の整備

の強化により、労働紛争を根源的に予防するよう勧める。企業内部で解決でき

ない場合、町内（中国語：街道鎮）・鎮または市、区レベルの労働紛争調停機

構に委ねることも考えられる。現在、調停組織による調停成功率は約 7 割であ

る。調停を経ても和解できない場合、いずれか一方が労働紛争仲裁機構に仲裁

を申し立てることができ、仲裁機構は「労働法」、「労働契約法」およびその実

施条例、「労働紛争調停仲裁法」、「労働人事紛争仲裁処理規則」などの関連法

律法規により、法的手続きに従う審議を行い、証拠などを依拠にして事実と法
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律に基づいて裁決を下す。労働紛争事件の当事者の仲裁請求としては、経済補

償金、労働報酬、賠償金などの支払いが挙げられ、仲裁手続には事後監督など

の救済措置も含まれる。 

 

3. 新たな就業許可制度 

サービス品質の改善、事務処理の効率とサービス満足度の向上のために、上

海市の人的資源と社会保障局は全市統一の最適化措置と操作細則を策定し、市

と区の職員向けの統一研修を強化し、外国人の中国就業許可サービスの提供に

全力を尽している。一、2017 年 12 月 1 日より、本市の各受付窓口で「一回目

での通知、二回目での発行、三回目での企業訪問」との「123」サービスの承

諾を全面的に実施し始め、一連のサービス措置を講じた。即ち、「一回で漏れ

なく、わかりやすく説明する」との事前審査メカニズムの実施、「先行での承

認、事後での追加提出」に基づく書類不備を許容する受理の実行、特別窓口の

開設、「オンライン・オフライン」との新たなサービスモデル、「12333」電話

相談専用窓口の開設との措置を指す。二、市レベルの職員が各区の受付窓口の

職員とタッグを組み、対面式で日常業務における問題をめぐるパネルディスカ

ッション、意見交換を行い、サービスの更なる規範化、ミス発生率の低減など

に関する指導・コミュニケーションにより、優れたチームワークを形成し、操

作基準を一致させることを図っている。現時点では、徐匯区、長寧区、楊浦区、

浦東新区、宝山区、虹口区、黄浦区などを訪問し、顕著な成果が収められたと

のフィードバックを得た。三、上海市の人的資源と社会保障局は、定着化・制

度化された学習研修体制を構築する。外国人の中国就業許可は政治マターでも

あり政策に左右され、また非常に高い専門性も要求されるため、同市の人的資

源と社会保障局は研修資料を速やかに修正し、多様な方法での市と区の職員に

対する研修を繰り返し実施し、定期的・不定期的の学習研修を通して市と区の

現場職員の業務レベルと習熟度を向上させる。 

 

VII. 自由貿易試験区 

1. 市場開放の拡大 

（1）国有企業改革 

  産業園区開発は準備段階での投資が多大であり、影響要因も複雑であるため、

一般的には「国有開発会社＋管理委員会」の管理モデルを採用する。数十年来、

産業園区の開発はすでに成熟期に入り、完全に市場に基づく運営を採用してい

る。大部分の土地と物権は企業に属し、自ら不動産管理会社に委託し関連業務

の展開も可能だが、管理委員会は介入しない。自由貿易試験区のネガティブリ
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ストでは、国は外資経営の CFS（混載貨物専用倉庫）に制限を設けていない。

また、上半期、ビジネス環境を改善するため、上海市政府の関係部門は、港の

埠頭、倉庫などの国有企業が主導する業界に対し、その不適切な費用の徴収を

精査し、企業の経営活動の規範化をより一層強化した。 

 

（2）現行規定の調整後の「先行的試行、先行的実行」 

  商務部の「外商投資による投資性公司設立に関する規定」（商務部令 2004

年第 22 号）第 9 条において、外資の投資性公司に対し融資額と払込登録資本

金の比率が定められている。「設立」要件については、投資性公司の最低登録

資本金と外国投資家の資産総額および中国国内での投資企業数と出資総額が

規定されている。2015 年 10 月、「一部の規定と規範文書の改正に関する決定」

（商務部令 2015 年第 2 号）において、「外商投資による投資性公司設立に関す

る規定」の一部条項を改正し、外資による投資性公司に対する最低登録資本金

の要件を取り消し、「2 年以内の払い込み」を不要にした。もし参入要件をさ

らに引き下げる必要がある場合、上海市の商務委員会を通じて国家商務部に報

告できる。 

 

（3）自由貿易港 

  上海自由貿易港建設案および関連政策は、上海市改革委員会が主導し推進中

であり、関連改革措置について国の関係部・委員会へ意見を求めているが、こ

れには外貨政策の革新についての内容が含まれている。 

 

（4）輸入規制の緩和 

①食品 

「中華人民共和国出入国動植物検疫法」とその実施条例により、中国は動植

物疫病の流行国と地域からの関連の動植物および製品の入国を禁止している。

現在、日本の狂牛病、スクレイピー、口蹄疫、鳥インフルエンザなどの疫病の

ため、中国政府はすでに禁止令を出し、関連する肉類製品の中国への輸出を禁

止した。もし日本側がすでに関連する疫病の発生を有効にコントロールしてい

るならば、中国の関係主管部門に申請を提出し、禁止令を解除させ、肉類製品

の市場参入を推進するよう提案する。 

  2007 年 4 月、元国家質量監督検査検疫総局と日本の農林水産省は、「中華人

民共和国の国家質量監督検査検疫総局と日本国農林水産省の、日本から中国へ

の精米植物の輸出における衛生要求に関する議定書」（以下、「議定書」という）

に調印した。また 2008 年 5 月 7 日に「日本の精米の中国への輸出に関する公
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告」（質検総局 2008 年第 47 号）を公布し、「議定書」の要件を満たす日本の精

米（HS コード：1006301001、1006301090、1006309001、1006309090）の輸入

を許可した。「議定書」の規定に基づき専門家による実地調査を行った結果、

現在日本において、神奈川精米加工工場（Kanagawa Rice Milling plant）で生産

された精米のみ、中国への輸出が認められている。 

  日本の福島原子力発電所の事故発生後、日本から中国へ輸出される食品、農

産物の品質と安全を確保し、中国の消費者の健康と安全を守るために、「食品

安全法」とその施行条例、「入出国動植物検疫法」およびその実施条例の規定

に基づき、元国家質量監督検査検疫総局は 2011 年 4 月 8 日に「国家質量監督

検査検疫総局『日本からの輸入食品、農産物に対する検査検疫規制の更なる強

化に関する公告』」（総局 2011 年第 44 号）を公布した。同公告では、日本の福

島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、

埼玉県、東京都、千葉県など 12 都県からの食品の輸入、食用農産物と飼料の

輸入が禁止されている。また、日本の他の地域で生産された食品、食用農産物

と飼料の輸入では、検査申告する時に日本政府が発行した放射性物質検査の合

格証明書、原産地証明書を提供しなければならない。 

  その後、元国家質量監督検査検疫総局は、原発事故による放射性物質の流出

による周辺地域の食品、農産物への汚染の現状に基づき、リスク評価を行い、

食品安全を確保したとの前提で、2011 年 6 月 13 日に「日本から中国への輸入

食品・農産物に関する検査検疫措置の見直しに関する通知」（国質検食函〔2011〕

441 号）を公布し、日本から中国への輸入食品、農産物の検疫措置に対する見

直しを行った。日本の山梨県、山形県については、2011 年 5 月 22 日以降に生

産された中国政府の要件を満たす食品、食用農産物、飼料の輸入の再開を認め

た。中国への輸出が許可されている日本の食品、食用農産物、飼料の中で、野

菜とその製品、乳と乳製品、水産品および水生動物、茶葉とその製品、果物と

その製品、薬用植物製品以外（具体的な HS コードは添付資料を参照）、日本

側に放射性物質検査の合格証明書の発行を求めないとした。また、日本から中

国へ輸出する水産物の放射性物質検査の合格証明書と原産地証明書の発行機

関と証明書の書式を公布した。 

  現時点では、その他の食品、食用農産物と飼料に関する証明書の発行機関と

証明書の書式についてはまだ公布されていない。 

 

②化粧品、医療用品、ケア用品 

⚫ 販売実績証明書の提出 

  浦東新区で試行した初回輸入する非特殊用途化粧品の届出では、企業からの
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「原産国販売実績証明書」の提供が不要となった。 

 

⚫ 現地での検査実施 

  「上海市浦東新区の非特殊用途化粧品の輸入届出管理作業に関する手順（暫

定）」の要求に基づき、中国国内の責任者は製品の初回輸入前に製品の安全性

に関する資料を整理、保存し、届出システムを通じて資料をアップロードしな

ければならないが、これには化粧品行政許可検査機関から発行された検査報告

書と関連資料が含まれる。現在、検査検疫機関は輸入化粧品の届出プロセスを

加速化するため、メーカー自身の評価報告書を受け付け参考にしている。 

 

⚫非特殊用途化粧品の届出制度 

  国は商品の発売・流通に対して、比較的整備された監督措置を講じている。

輸出入の段階で、税関（検査検疫）部門は規定に基づき検査と認証を行う。市

場流通の段階で市場監督管理部門が無資格で経営・販売あるいは使用している

商品に対して規定に従って抜取検査を行う。調査により問題が発覚すれば、法

に従い処罰し、正常な市場秩序を維持する。 

 

③3C認証規制 

  3C 認証に必要な資料は、国家認証認可監督管理委員会が発表した具体的な

製品認証規則の規定に従い、認証依頼者が国家認証認可監督管理委員会により

授権された第三者認証機関に提供する。今年、上海自由貿易試験区管理委員会

は、企業に対して高品質なサービスを提供するために、国家認証認可監督管理

委員会と合同で認証認可検証検査を推進すべく協力覚書を締結した。この中で、

国家認証認可監督管理委員会は上海自由貿易試験区における認証認可検証検

査に係る総合改革試験の実施を支援し、貿易の利便性に尽力すべく経験を積む

と言及している。この改革試験の実施後、上海自由貿易試験区での 3C 認証プ

ロセスと要提出書類を簡素化する。 

 

（5）越境 EC 

①参入要件 

  現在、中国では電子商取引プラットフォームの設立に制限が設けられていな

い。電子商取引プラットフォームは一般的に、データ処理やオンライン取引業

務を行う必要がある。サーバーが国内に設置されている場合は、現地の通信管

理部門で付加価値電信業務に係る手続を行う必要がある。サーバーが海外に設
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置されている場合には、国内電子商取引プラットフォームではないため、EDI

（電子データ交換）申請の必要がない。 

 

②ポジティブリスト 

  越境貿易で日本の食品を輸入する場合、日本からの入国禁止地域に属しない

製品であれば、製品届出手続きを終えた後、輸入時に日本政府が発行した放射

性物質検査の合格証明書、中国へ輸出する食品の原産地証明書を添付した上で、

越境電子商取引プラットフォームで正常に販売することができる。上海港では、

リストアップされたトマトジュース、清酒、水溶性食物繊維、キャンディー、

チョコレートなどの製品の輸入が許可されない状況は発現しておらず、同問題

の解決のため、具体的な情況を企業に確認することを提案する。 

 

（6）自動車 

  習近平総書記がボアオ・アジアフォーラムで発表した一連の拡大開放の重大

な取り組みを徹底するために、上海市の発展改革委員会は現在「上海市の、党

中央の開放拡大に関する重大な取り組みを実行し全面開放の新局面を加速化

する行動計画」を制定し、上海がまず、上海自由貿易試験区で全面的に自動車

業界の製造に関する外資の出資比率制限および完成車工場の数量制限を取り

消す開放政策の試行を提起した。現在、上海自由貿易試験区内は税関特殊監督

区域と非海関特殊監督区域に分けられており、両者は設備に関する監督政策が

異なる。税関特殊監督区域内では、海外から輸出され試験区に搬入された設備

には保税政策が適用される。税関特殊監督区域外の輸入設備は、要件を満たせ

ば輸入減免税政策が適用される。 

 

（7）通信 

  上海市の発展改革委員会は現在、「上海の、党中央の拡大開放に関する重大

な取り組みを実行し全面開放の新局面を加速化する行動計画」を制定し、通信

分野において、元の自由貿易試験区の範囲（28.78 平方キロメートル）内で開

放された 7 項目の付加価値電信業務を拡大対象地域で適用し、インターネット

データセンターサービスの研究・検討を行っている。 

 

（8）建設業 

  上海市の発展改革委員会は現在、「上海の、党中央の拡大開放に関する重大

な取り組みを実行し全面開放の新局面を加速化する行動計画」を制定し、建設

分野では、外資系建設工事設計企業の外国人技術者の比率要求を取り消した。 
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（9）国際サービス貿易の納税手続き 

  2016 年 3 月、国務院の承認を経て、財務部、国家税務総局は「営業税から

増値税への徴収変更試行の全面展開に関する通知」（財税〔2016〕36 号）を公

布し、中国全土において営業税から増値税への統一化の試行を全面的に展開し

た。これにより、建設業、不動産業、金融業、生活サービス業などのすべての

営業税納税者が試行対象となり、営業税から増値税の納付に変更された。また、

付属書類 4「越境課税行為の増値税ゼロ税率と免税政策の適用規定」では、ゼ

ロ税率と免税の適用業界範囲が明確化された。浦東税務部門は国の規定に従っ

て厳格に実施し、みだりに変更する権限がない。もし日系企業が越境労務サー

ビスの提供時に具体的な問題に直面した場合には、浦東税務局に問い合わせし、

解決が可能である。 

  中国の税制は増値税の二重徴収を回避するとの特徴とこれに対応する仕組

みがある。納税者が、海外の企業あるいは個人に要件を満たす課税対象サービ

スを提供し、または海外で要件を満たす課税サービスを提供する場合、規定に

基づき増値税の免除或いはゼロ税率政策を享受できる。 

  2017 年以降、上海市税務部門は国と市の企業負担軽減作業の要求に対し、

着実に国の各減税政策を徹底し、その税収機能を積極的に発揮している。積極

的に実行し、減税政策を十分に活用するために工夫を凝らし、各減税政策措置

の実行を確保し、企業負担の軽減、ビジネス環境の最適化、発展モデル転換の

推進のために、積極的な役割を果たした。 

 

（10）承認手続きの簡素化 

①行政許可証 

  問題の所在が不明確であり、具体的な事例の提供を提案する。 

 

②文化産業について 

  職務権限区分によれば、浦東新区文化放送管理局の承認権限において文化類

の外資関連については職務権限が 2 種類ある。1 つ目は営業性麻雀荘、個室（外

資を含む）の届出、2 つ目は出版物の経営許可証（小売）の発行。その他の文

化分野の対外承認事項はすべて国あるいは市レベルの承認権限に属し、未だ区

レベルには移管していない。現在、この 2 つの事項については、いずれも日系

企業からの問い合わせや手続き申請を受けていない。 

  現在、市、区レベルの行政審査認可制度改革部門の指導のもとで、区の文化

放送管理局のすべての審査承認事項は、ネット上の「政務ホール」システムに



2018年建議書への回答（仮訳） 

21 

おいて事務処理ガイドラインを公開しており、すべての審査承認の所要日数は

法定期限をベースとして大幅に短縮され、かつ企業に対し審査承認の使用時間

も公開している。次のステップとしては、1 つ目は企業のニーズをさらに聞き

取り、積極的なコミュニケーションとサポートサービスを提供する。企業が積

極的に上海市の文化放送管理局や新聞出版局と意見交換するよう誘導し、業務

指導とサービスを提供する。2 つ目は企業の要望を同市の文化放送管理局に伝

達し、市レベルの主管部門に企業の要望をさらに理解するよう促し、関連する

行政審査承認の要件を明確化し、所要日数をさらに短縮する。 

 

（11）政府部署間の連携の推進 

  上海自由貿易試験区は「4 つの集中」と「5 つの一つ」のサービス体制を構

築・整備している。すべての市場参入審査承認事項を「単一窓口での一括処理」

に集中させ、「単一ウェブサイトでの全対応」、「単一窓口での一括受理」、「単

一番号での応答」、「単一データベース上での共有」、「一度での手続き完了」と

の「5 つの一つ」政務サービス体系を構築する。 

 

2. 通関 

（1）先行搬入、事後通関 

「上海税関の中国（上海）自由貿易試験区での輸入貨物に対する『先行搬入、

事後通関』作業モデルの実施に関する公告」（滬関公告〔2016〕2 号）に基づ

き、「先行搬入、事後通関」の公開済・統一的資格要件を満たせば、企業はこ

れに従い申請することができる。 

 

（2）試験区内での自社配送 

現在、貨物運送の「自社配送」作業モデルが、すでに上海税関のすべての税

関特殊監督区域で実施されている。「上海税関の特別監督区域および保税物流

センター（B 型）の“一線”出入国貨物通関作業フローの調整に関する公告」（滬

関公告〔2017〕3 号）に基づき、一部の状況を除き、税関特殊監督区域と港湾

間において、すでに自社配送を実現している。また、「税関総署の税関特殊監

督区域と保税監督管理場所における保税貨物の輸送管理に関する公告」（公告

〔2016〕86 号）に基づき、異なる所管税関地の税関特殊監督区域間で、同様

に自社配送を実現した。また、自由貿易試験区の“相乗り”プラットフォームを

通じて、すでに同一車両で様々な種類の貨物を積載するとの機能を実現してい

る。上海税関は、企業の需要に応じて関連規制をより一層最適化する。 
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（3）集中一括課税 

  集中課税は、税関総署が発表した、企業に対して確かなサービスを提供し通

関効率を高めるための利便性の高い措置である。現在、同措置は銀行保証状に

よる担保を主としているが、上海税関は税関総署の指導のもとで、グループ内

の財務会社による担保や関税保証保険などを含む多様な保証形態を模索して

おり、税関総署が統一的展開により関連事業を推進する予定である。これによ

り、企業のコストをさらに低減し、貿易の利便性の向上を促進する。 

 

（4）入場ゲートの電子自動化管理 

  現在、上海税関特殊監督区域の入場ゲートはすべて 7 日×24 時間体制となっ

ており、企業ニーズに応じて、通関について通常の労働時間外の予約残業制を

実施し、基本的には企業ニーズを充足した。 

 

（5）業務企業の指定 

  具体的な事例の提供を提案する。 

 

（6）税関特殊監督区域の機能の統一 

  現在、自由貿易試験区内には 4 つの税関特別監督区域がある。これらは 3

種類に分けられ、その税関監督政策と機能は部分的に異なる。税関特殊監区域

の政策と機能の統一は区域分類の統一にかかっており、現在、税関総署は関連

する税関特殊監督区域の統合・最適化作業を推進している。 

 

3. 金融 

金融分野は国の職務権限において開放されている。中国の金融業界の新たな

対外開放は、すでに正式な措置とスケジュールが公表された。上海では、上海

にある国家金融管理部門とともに、金融サービス業の開放に関連する取り組み

を先行して試行・実行し、外国投資者の出資比率の引き上げ、経営範囲の拡大

などの面で率先して突破を図る。例えば、上海に拠点を構える世界三大保険ブ

ローカーグループの一つである、イギリスのウィリス保険ブローカー会社は、

中国で初めて経営範囲の拡大に関する承認を得た外資保険ブローカー企業と

なった。5 月 2 日、上海に拠点を構える工銀安盛生命保険会社（ICBC－AXA）

に対して、資産管理会社の設立が承認された。これは保険業における開放の加

速化に対する取り組みを開始して以来、承認された中国初の合弁保険資産管理

会社である（いずれも浦東に拠点を構えている）。 

 


