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アジア経済法令ニュースアジア経済法令ニュースアジア経済法令ニュースアジア経済法令ニュース No.19-27 

 添付法令資料 1：    モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律    

        第第第第81818181----00000000号号号号を施を施を施を施行する行する行する行する2001200120012001年年年年8888月月月月30303030日日日日付勅令付勅令付勅令付勅令第第第第1111----01010101----205205205205号号号号（目次） 

 添付法令資料 2：    韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律（目次） 

 添付法令資料 3：    ロシア連邦法令ニュースレターロシア連邦法令ニュースレターロシア連邦法令ニュースレターロシア連邦法令ニュースレター    

        ～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げ～～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げ～～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げ～～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げ～ 

 添付法令資料 4：    広告広告広告広告、パンフレット、パンフレット、パンフレット、パンフレット又は又は又は又は公公公公衆向衆向衆向衆向けのそのけのそのけのそのけのその他の伝達を含む証他の伝達を含む証他の伝達を含む証他の伝達を含む証券マーケティング・券マーケティング・券マーケティング・券マーケティング・    

        プロモーションに関するプロモーションに関するプロモーションに関するプロモーションに関する2019201920192019 年年年年2222 月月月月8888 日付インドネシア共和国金融日付インドネシア共和国金融日付インドネシア共和国金融日付インドネシア共和国金融    

        サービス庁規則サービス庁規則サービス庁規則サービス庁規則 No.7/POJK.04/2019No.7/POJK.04/2019No.7/POJK.04/2019No.7/POJK.04/2019（目次） 

 添付法令資料 5：    建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム    

        建設省の合一文書建設省の合一文書建設省の合一文書建設省の合一文書（目次） 

                    弁護士法人 瓜生･糸賀法律事務所 

                             2019 年 7 月 5 日（金） 
 

第 1 日本国 主要新法令及び改正法令 

1 セネガル共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とセネガル共和国政府

との間の書簡の交換に関する件（外務省告示第 58 号） 
19.07.01 公布 

2 食糧援助に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の書簡の交換に関

する件（外務省告示第 59 号） 
19.07.01 公布 

3 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府と東ティモール民主共和

国政府との間の書簡の交換に関する件（外務省告示第 60 号） 
19.07.01 公布 

4 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の一部を改正する件（厚生

労働省告示第 54 号） 
19.07.01 公布／同日適用 

5 肥料を登録した件（農林水産省告示第 482 号） 
19.07.01 公布 

6 船舶安全法に基づく型式承認等をした件（国土交通省告示第 248 号） 
19.07.02 公布 

7 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部を改正する告示（厚生労働省第 57 号） 
19.07.02 公布／19.07.03 施行 

8 種苗法第十三条第一項の規定に基づき品種登録出願を公表する件（農林水産

省告示第 499 号） 
19.07.04 公布 

9 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準
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を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣

が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件（法務省告示第 74 号） 
19.07.05 公布 

10 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部

を改正する件（法務省、厚生労働省告示第 2 号） 
19.07.04 公布／20.01.01 施行 

 

第２-1 中国 主要新法令及び改正法令 

1 中华人民共和国疫苗管理法 
19.06.29 発布 国家主席令第 30 号／19.12.01 施行 

2 外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版） 
19.06.30 発布 国家発展及び改革委員会 商務部令第 25 号／19.07.30 施行 

3 自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版） 
19.06.30 発布 国家発展及び改革委員会 商務部令第 26 号／19.07.30 施行 

4 鼓励外商投资产业目录（2019 年版） 

19.06.30 発布 国家発展及び改革委員会 商務部令第 27 号／19.07.30 施行 
5 禁止垄断协议暂行规定 

19.06.26 発布 国家市場監督・管理総局令第 10 号／19.09.01 施行 
6 禁止滥用市场支配地位行为暂行规定 

19.06.26 発布 国家市場監督・管理総局令第 11 号／19.09.01 施行 
7 制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定 

19.06.26 発布 国家市場監督・管理総局令第 12 号／19.09.01 施行 
 

第 2-2 中国会計・税務法令 

1 国家税务总局关于修订《纳税服务投诉管理办法》的公告 

19.06.26 発布 国家税務総局公告 2019 年第 27 号／19.08.01 施行 
2 国家税务总局、工业和信息化部关于加强车辆配置序列号管理有关事项的公告 

19.06.21 発布 国家税務総局 工業及び情報化部公告 2019 年第 25 号／

19.07.01 施行 
3 关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告 

19.06.21 発布 国家税務総局公告 2019 年第 26 号／19.07.01 施行 
4 财政部、税务总局关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告 

19.06.28 発布 財政部 国家税務総局公告第 75 号／19.07.01 施行 
 

第 2-3 中国金融（Banking, Securities & Insurance）法令 

掲載すべき法令は、ありません。 
 

第 3 ロシア 
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その最新法令リストは、当事務所のホームページにて御覧下さい。 

 

第 4 ベトナム 

掲載すべき法令は、ありません。 
 

第 5 韓国 

1 法人税法施行令一部改正令 
19.07.01 公布 大統領令第 29933 号／同日施行 

2 小商工人保護及び支援に関する法律施行令一部改正令 
19.07.01 公布 大統領令第 29932 号／同日施行 

3 最貧開発途上国に対する特恵関税供与規定一部改正令 
19.07.01 公布 大統領令第 29934 号／同日施行 

4 北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する法律施行規則一部改正令 
19.07.01 公布 統一部令第 104 号／同日施行 

5 特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則 
19.07.02 公布 産業通商資源部令第 340 号／19.07.09 施行 

6 証券取引税法施行規則一部改正令 
19.07.03 公布 企画財政部令第 740 号／同日施行 

7 新医療技術評価に関する規則一部改正令 
19.07.04 公布 保健福祉部令第 651 号／同日施行 

 

第 6 台湾 

1 增訂並修正國家安全法條文 
19.07.03 公布 総統府 華總一義字第 10800068301號 

2 增訂產業創新條例條文 
19.07.03 公布 総統府 華總一經字第 10800068291號 

 

第 7 シンガポール 

1 ACTIVE MOBILITY (REGISTRATION OF REGISTRABLE PERSONAL 
MOBILITY DEVICES) (AMENDMENT) REGULATIONS 2019 

First published in the Government Gazette, Electronic Edition, on 28 
June and come into operation on 1 July 2019;No.S471/2019 

2 ACTIVE MOBILITY (DEALING IN PERSONAL MOBILITY DEVICES 
AND MOBILITY VEHICLES) (AMENDMENT NO. 2) REGULATIONS 
2019 

First published in the Government Gazette, Electronic Edition, on 28 
June and come into operation on 1 July 2019;No.S472/2019 

3 ACTIVE MOBILITY (AMENDMENT NO. 2) REGULATIONS 2019 
First published in the Government Gazette, Electronic Edition, on 28 
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June and come into operation on 1 July 2019;No.S474/2019 
 

第 8 タイ 

1 王国への輸入を禁止しなければならず、又は許可がなければならない商品中

古車を定める仏暦 2562 年（西暦 2019 年）の商務省令 
19.06.12 制定／官報掲載日（19.06.18）から 180 日が経過した日から施行 

 

第 9 インドネシア 

その最新法令リストは、当事務所のホームページにて御覧下さい。 

 

第 10 フィリピン 

掲載すべき法令は、ありません。 
 

第 11 インド 

その最新法令リストは、当事務所のホームページにて御覧下さい。 

 

第 12 モンゴル 

掲載すべき法令は、ありません。 
 

第 13 カザフスタン 

1 準国家部門の主体の設置に対するモラトリアムの導入に関するカザフスタン

共和国大統領令 
2019 年 7月 3 日付No.51／公布の日から施行 

2 集団安全保障条約の加盟国間の軍事・技術協力の基本原則に関する 1992 年 5
月 15 日付条約への変更の導入に関する第 4 号議定書の批准に関するカザフス

タン共和国法律 
2019 年 7月 3 日付No.260-VI ZRK 

3 核兵器の禁止に関する条約の批准に関するカザフスタン共和国法律 
2019 年 7月 3 日付No.261-VI ZRK 

 

第 14 ウズベキスタン 

1 調達手続の実施の組織化手続に係る規程への変更の導入に関するウズベキス

タン共和国財務相の命令 
2019 年 6月 26 日付No.79 同年 7月 4 日法務省登録 No.3016-2／同日施
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行 
2 外国投資家との協働の更なる改善に係る措置に関するウズベキスタン共和国

内閣決定 
2019 年 7月 2 日付No.547／同月 3 日施行 

3 社会・労働問題に係る三者間委員会に関するウズベキスタン共和国内閣決定 
2019 年 7月 3 日付No.553／同日施行 

4 ウズベキスタン共和国の会計院に関するウズベキスタン共和国法律 
2019 年 7月 1 日付No.ZRU-546／2020 年 1月 1 日から施行 

5 個人情報に関するウズベキスタン共和国法律 
2019 年 7月 2 日付No.ZRU-547／同年 10月 1 日から施行 

 

第 15 トルコ 

1 殺生物性製品の利用の方法及び原則に関する保健省の規則 
2019 年 7月 4 日官報 No.30821／同日施行 

 

第 16 メキシコ 

その最新法令リストは、当事務所のホームページにて御覧下さい。 
 

第 17 ミャンマー 

掲載すべき法令は、ありません。 
 

第 18 添付法令資料 

   1 モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律第モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律第モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律第モロッコにおける大学の社会・文化作品局の創設に関する法律第81818181----00000000号を号を号を号を

施行する施行する施行する施行する 2001200120012001 年年年年 8888 月月月月 30303030 日付勅令第日付勅令第日付勅令第日付勅令第 1111----01010101----205205205205 号号号号（目次）    

   2 韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律韓国自由貿易地域の指定及び運営に関する法律（目次）    

   3 ロシア連邦法令ニュースレター～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げロシア連邦法令ニュースレター～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げロシア連邦法令ニュースレター～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げロシア連邦法令ニュースレター～ロシア連邦中央銀行キーレートの引下げ

～～～～ 

   4 広告、パンフレット又は公衆向けのそ広告、パンフレット又は公衆向けのそ広告、パンフレット又は公衆向けのそ広告、パンフレット又は公衆向けのその他の伝達を含む証券マーケティンの他の伝達を含む証券マーケティンの他の伝達を含む証券マーケティンの他の伝達を含む証券マーケティン

グ・プロモーションに関するグ・プロモーションに関するグ・プロモーションに関するグ・プロモーションに関する 2019201920192019 年年年年 2222 月月月月 8888 日付インドネシア共和国金融サー日付インドネシア共和国金融サー日付インドネシア共和国金融サー日付インドネシア共和国金融サー

ビス庁規則ビス庁規則ビス庁規則ビス庁規則 No.7/POJK.04/2019No.7/POJK.04/2019No.7/POJK.04/2019No.7/POJK.04/2019（目次）    

   5 建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム建設省の合建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム建設省の合建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム建設省の合建設投資プロジェクトの管理に関する議定を合一するベトナム建設省の合

一文書一文書一文書一文書（目次）    

 

【アジア経済法令ニュース編集メンバー】 

糸賀 了   弁護士 最高顧問パートナー 
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瓜生 健太郎 弁護士 マネージングパートナー 

 

宍戸 一樹  弁護士：インドネシア・マレーシア・台湾・韓国・ロシア法令担当 

 兼ラテン‐アメリカデスク主任 

穴田 功   弁護士 日本国及びニューヨーク州：タイ・香港・シンガポール・ 

インド・南アフリカ法令担当 

谷本 規   弁護士：香港・越南・フィリピン・インドネシア法令担当 

金田 繁   弁護士：インドネシア法令担当 

須永 了   弁護士：インドネシア・マレーシア・タイ法令担当 

広瀬 元康  弁護士 日本国及びフランス国：メキシコ・ブラジル・インド・バン

グラデシュ法令担当兼ヨーロッパ・アフリカ・中東デスク主

任 

森 啓太   弁護士 日本国及びニューヨーク州：租税・独占禁止・知的財産・越

南・韓国・インドネシア法令担当 

谷添 学   弁護士 日本国及びニューヨーク州：インド・パキスタン・バングラ 

デシュ・スリランカ・南アフリカ・インドネシア法令担当 

熊代 なつみ 弁護士：インドネシア法令担当 

卜部 晃史  弁護士：インドネシア法令担当 

野島 未華子 弁護士：インドネシア・フィリピン法令担当 

吉川 景司  弁護士：知的財産・韓国・モンゴル・インドネシア法令担当 

千葉 香苗  弁護士：越南法令担当 

塚本 聡   弁護士：インドネシア法令担当 

上村 遥奈  弁護士：インドネシア法令担当 

大牟田 啓  弁護士・公認会計士：財務・会計・税務・韓国法令担当兼モンゴルデ

スク主任 

梶間 茂樹  弁護士：シンガポール・インドネシア法令担当 

永井 万紀子 弁護士：インドネシア法令担当 

北中 佳恵  弁護士：インドネシア・フィリピン法令担当 

山田 重嗣  公認会計士・税理士：財務・会計・税務法令担当 

穂積 比呂子 税理士：租税法担当 

伏原 宏太  シニアコンサルタント：越南法令担当 
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山本 志織  パラリーガル：インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・ 

南アフリカ・ブラジル法令担当 

ジュロフ ロマン  外国法研究員（ロシア連邦弁護士） 

：ロシア・ウクライナ・ベラルーシ法令担当 

ヤラシェフ ノディルベック  外国法研究員（ウズベキスタン共和国弁護士） 

：ウズベキスタン・カザフスタン・トルコ・ロシア法令担当 

廣川 梓   パラリーガル：韓国・インドネシア・モンゴル・越南法令担当 

吉岡 京   パラリーガル：越南法令担当 

為川 千草  パラリーガル：韓国・インド法令担当 

 

関連ベトナム法人 

  UIVN CO.,LTD 

 

提携先中国律師事務所 

  上海堅海律師事務所  

 

（追記） 

 1 中国の主要法令の日本語訳文は、アジア経済法令速報（年 24 回発行）を通じて

有償にて提供しております。 
 


