
講義タイトル 
講師 

講義のポイント 
こんな会社、 
人にオススメ 

こんな事例を 
紹介します！ 

1日目1限 
 
「米中貿易戦争と 
      中国産業構造高度化の可能性」 
 

東京財団政策研究所 
          主席研究員  柯 隆 氏  

米中貿易戦争の影響は米中両国の経済に
とどまらず、世界経済にも大きな不安をも
たらしています。 

他方で中国が貿易戦争の危機を、停滞し
ている経済改革を加速させるチャンスへと
転換することができれば中国経済を再び成
長の軌道に乗せることができます。 

本講義では米中貿易戦争や中国経済の今
後、日系企業が立てるべき投資戦略などに
ついてご説明いたします。 

今後の中国経済の行方
にご関心のある企業。 

米中貿易戦争により自
社のビジネスが影響を
受ける企業。 

中国における「改革・開
放」の歴史と今後の課
題。 

中国の自動車産業戦略。
米中貿易戦争における
米国の制裁措置と効果。 

米中貿易戦争の中国経
済への影響と今後等。 

1日目2限 
 

「デジタルイノベーションと一帯一路開発 
     で安定成長に挑戦する中国経済」  
 

丸紅（中国）有限公司  
経済調査総監  鈴木 貴元 氏 

中国経済は内需主導型成長へ転換してき
ており、21世紀半ばの中国の完全な復興

に向けて動いている。そのコアとなるのは
デジタル経済。デジタル経済は、技術的な
課題などを多く残しているものの、すでに生
活、政府、企業の隅々にまで浸透し、中国
経済を強化しようとしている。一帯一路を
キーワードに国内の様子も大きく変わって
きている。    

中国市場を開拓したい
企業。中国のスタート
アップ、ベンチャーの実
態を知り、デジタル時代
の企業の生き残りを考
えたい企業。一帯一路
を知り、国際的な戦略を
再考したい企業。 

中国の地域経済の状況。
年齢階層別の状況。デ
ジタル経済の現状と将
来予測。中国のデジタ
ル生活の現状。米中摩
擦の原因ともなっている
中国製造2025。爆発す

る起業の状況。一帯一
路都市の状況等。 

1日目3限 
 

「日本本社による中国現地法人の 
   管理体制とコンプライアンスチェック」 
 
森・濱田松本法律事務所 
        パートナー 射手矢 好雄 氏  
 

日本本社が中国現地法人をどう管理すべ
きか、中国現地法人のコンプライアンスを
どのようにチェックしていくべきかを解説し
ます。特に独禁法違反、贈収賄違反など中
国で起こりやすい違反事例を検討します。 

日本と異なる中国法の特色を踏まえて中
国におけるリスク管理を考えます。 

現地法人で何が起こっ
ているかを把握できてい
ない日本本社、中国法
人のコンプライアンスリ
スクが気になる日本本
社の実務担当者にお勧
めです。 

最新の独禁法違反事例
や贈収賄事例（刑事事
件、商業賄賂事件）を紹
介します。 
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2日目1限 
 
「中国で求められている 
         グローバル駐在員とは？」 
 
パーソルホールディングス株式会社 
                              フェロー 金 鋭 氏 

経済成長を伴うマーケットの変化を含め中
国における日本企業は事業戦略の再構築
を迫られています。日本企業が中国で生き
残り勝ち抜くための赴任者の役割と責任と
は？中国を含めた海外における駐在員の
現状と求められる能力及びグローバル人
材とは？を在中国22年の知見を踏まえ解
説させていただきます。 

中国及び海外に現地法
人があり現地化を含め
日本本社としてまた人事
として海外における現地
法人の経営や人事戦略
に課題を持たれている会
社の経営者及び人事責
任者の方々。 

22年の在中国経験の中
で3万人を超える駐在員

及び現地の社員との交
流を通じて駐在員がぶ
つかるギャップと壁及び
その乗り越え方につい
ての事例を数多くご紹
介します。 

2日目2限 
 
「外貨管理からみたビジネスモデル（中国
ビジネス・商流構築を実現するための外
貨管理・税務のポイント）」 
 
Mizuno Consultancy Holdings Limited  

代表取締役社長  水野 真澄 氏 

ユーザンス、前受・前払い、クレーム処理、
保税取引が絡む決済、etc.、実務において、

対応可否に疑問が生じる取引は少なくない
と思います。また、外貨管理制度はめまぐ
るしく変化するため、直近の状況把握も重
要になります。この様な取引の具体例を取
り上げ、対応可否、その理由、リスクの所
在点を、法律だけでなく、実務対応も踏ま
えて詳細に解説します。 

経理・財務担当者だけで
なく、日々、中国ビジネス
に取り組んでいる営業担
当者、中国駐在員の
方々を幅広く対象として
います。日頃のもやもや
を晴らすために。不測の
事態を避けるために。是
非、ご聴講ください。 

ユーザンス、前受・前払
い、クレーム処理、コミッ
ションの支払い、輸出入
代金の相殺、保税区域
が絡む取引、無償取引、
非居住者の中国内取引
などの事例を、法律だ
けでなく、申告書、備案
書、申請書等の具定例
も交えて解説します。 

2日目3限 
 
「中国環境規制の厳格化による 
           経営リスクとその対応」 
 
日中環境協力支援センター㈲ 

取締役社長 大野木 昇司 氏 
 

企業の生産活動にまつわる中国の環境政
策や環境規制・取締りの最新動向、今後の
見通し等を、全体像から実務面までわかり
やすく紹介し、また制度別・分野別に対応・
順守事項を解説します。企業の環境規制
対応方法として、重点地域、情報取得方法、
現地職員管理、本社側としての注意点、サ
プライヤー管理の注意点なども解説します。 

中国に製造拠点を持つ
会社、また日本国内では
資材調達部門、海外事
業部門の環境管理の担
当者にオススメです。 

①工業企業の環境処罰
事例。例えば環境アセ
ス法違反、環境モニタリ
ング違反、危険廃棄物
保管違反、VOC/重金属

排出基準超過等。②環
境経営リスク事例。例え
ば大気汚染警報時のサ
プライチェーン寸断等。 
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3日目1限 
 
「日常的な業務に潜む 
             中国法務の注意点」 
 
TMI総合法律事務所 

弁護士  中城 由貴 氏  

契約書の注意点、労務管理、コンプライアン
ス、外商投資規制、法令相互の矛盾抵触、
行政裁量等、中国法務において常に向き合
わなければならない問題について幅広く解説
しつつ、重要な点については丁寧に説明しま
す。 

中国現地法人の管理に
不安を抱えている会社、
中国法務について基本
的な知識を得たい方、中
国赴任経験がないまま本
社で現地法人の管理を
担当している方にオスス
メです。 

中国現地法人の不正に
起因する上場企業の倒
産、持分譲渡に関する手
続の地域差、リストラ時
のトラブル事例、民事訴
訟時効に関する法令間
の矛盾等。 

3日目2限 
 
「中国の事業・就労環境変化に遅れない 
       人事労務管理の変革ポイント」 
 
コチコンサルティング（上海） 

総経理  畑 伴子 氏 

“新常態”“新時代”と称され、経済環境、社会
環境、就労環境の変化に伴い、労働者の就労
意識は著しく多様化しています。都市部での住
宅確保のための資金が必要な人材と、豊かに
なりワークライフバランスや中長期のキャリア
パスを重視する人材が、職種や職位階層とは
関係なく混在しています。人事施策は転換期を
迎えています。本講義では、人事労務に関わる
新政策、今後の方向性、企業の施策をご紹介
します。 

「最近ワーカーが採用
できない」「活力のな
いぶら下がり方社員が
増加している」「長期
就労社員が増加し、ポ
ストが用意できない」
「このまま賃金が上昇
したのでは、人件費倒
れになる」「労務管理
が不安」 

「一人っ子両親介護休
暇」、「新所得税法に
対する企業の留意点」、
「休暇制度の実態」、
「高齢化社会に備える
福利厚生」、「役職任
期制度」等。 
 

3日目3限 
 
 
「中国税務 基本解説と実務上の留意点 
             及び最新トピックス」 
 
デロイトトーマツ税理士法人 
         パートナー 安田 和子 氏 

中国ビジネスの位置付けを再考すべき時期に来
ているとの問題意識をお持ちの企業も多くなって
きました。このような事業環境のもと、中国事業の
継続的な発展を実現するための最新かつ正確な
情報に基づく戦略策定が、これまで以上に重要な
テーマとなっています。 

本講義では、中国税務の基本解説をした上で、最
新動向についてわかりやすく丁寧にご紹介します。
中国税務は運用面の理解が難しいといわれてい
ますが、基本と実務の双方向から理解することで、
今後の税務戦略にお役に立てていただけるもの
と思います。 

中国税制の基本及び実
務のポイントを整理され
たい中国事業の実務担
当者にオススメです。 
 

・ コンプライアンス対応事
例 

・中国でよく見られる調
査・課税事例 

・優遇税制の活用事例
等々 

講師からのメッセージ・講義のポイント 

≪日中投資促進機構≫ 
第２８回中国ビジネス実務セミナー 3日目 
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