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今 月 の 内 容 

 

協会通知  一部企業の入会に関する通知 

     《情報サービス管理規範》の印刷配布に関する通知 

業界情報  《情報サービス管理規範》簡単紹介 

     大連市サービスアウトソーシング業従業者収入調査 

     わが市ソフトウェア企業が計画配置内重点ソフトウェア企業

に審査認定 

     大連が「中国サービスアウトソーシング模範都市」に選定 

業界活動 システムインテグレーション分科会が年度業務会議及び年末

座談会を開催 

     インタネット分科会が年末会議を開催 

     日系企業分科会が 09 年一回目の会議を開催 

資質認証  2008 年度大連市第六期軟件製品登録承認についての通知 

     2008 年度大連市第七期軟件製品登録認証についての通知 
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一部企業の入会に関する通知 
 

各会員企業： 

《大連ソフトウェア産業協会定款》第十八条の規定に基づき、大連ソフトウェ

ア産業協会理事会の討論を経て、下記の企業を大連ソフトウェア産業協会会員

企業とする。 

大連龍邦信息技術有限公司    中企動力科技集団股分有限公司大連分公司 

通維空間電子商行        大連明威科技有限公司 

中鼎資訊有限公司        大連凌宇科技発展有限公司 

中盛聯合（大連）有限公司    大連真如意礼儀慶典有限公司 

大連陽光之旅文化傳媒有限公司  大連億聯網絡科技有限公司 

大連華企互聯科技有限公司    大連諭聖信息有限公司 

大連生活網           大連千千樹花芸設計有限公司 

大連雷鳴傳媒策劃有限公司    大連網盟網有限公司 

大連中之傑物流有限公司     大連沃野傳媒発展有限公司 

大連長福網絡科技有限公司    大連世好酒店預訂有限公司 

大連四方衆慧管理顧問有限公司  大連網太信息科技有限公司 

大連銘格網訊科技有限公司    大連沃徳伝媒広告有限公司 

 

大連ソフトウェア産業

協会 

2009 年 2 月 

 

 

わが市ソフトウェア企業 8 社が計画配置内重点ソフトウェ
ア企業に審査認定 

 近日、国家発展と改革委員会、工業と情報化部、商務部及び国家税務総

局が共に文書を出し、2008 年度国家計画配置内においての重点ソフトウ

ェア企業名簿を公布した。わが市の英極軟件開発（大連）有限公司、海輝

軟件（大連）有限公司、大連遠東数碼有限公司、大連華信計算機技術股份

有限公司、松下電器軟件開発（大連）有限公司、大連華暢電子通信有限公

司、大連東軟金融信息技術有限公司、博涵前鋒科技（大連）有限公司 8社

が入った。 

 国家の企画配置内の重点ソフトウェア企業は毎年一度の認定を行い、認

定された企業で当年の免税優遇を享受していない企業に対して、10％減で

企業所得税を徴収する。 
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《情報サービス管理規範》の印刷配布に関する通知 
大信化弁発[2009]1 号 

 

各区市県人民政府、市直轄各部門情報化機構、各関連単位： 

 《情報サービス管理規範》普及と実施のため、大連ソフトウェア産業協

会の編成した《情報サービス管理規範 第二部 コンピュータ情報システ

ムインテグレーション管理規範》(試行)及び《情報サービス資費標準 コ

ンピュータ情報システムインテグレーション類》（試行）、を印刷公布する。

参考の上、実施のこと。 

 

大連市信息化弁公室 

2009 年 1 月 4日 

 

 

《信息服務管理規範》簡単紹介 
 大連ソフトウェア産業協会が編集した《信息服務管理規範》は、既に大

連市情報化弁公室より（《信息服務管理規範》普及実施について））正式

に公布し、2008 年 1 月 25 日より実施された。規範編集グループの専門家

が一年の努力を通して、《信息服務管理規範 第二部分 コンピュータ情

報システムインテグレーション管理規範》（試行）及び《情報サービス管

理規範資費標準 コンピュータ情報システムインテグレーション類》（試

行）を編成し、2009 年 1 月 4日より公布する。 

 情報技術の不断の発展につれて、情報システムの開発、運用保守、イン

テグレーション、監督管理などが代表となる情報サービス業も日増しに成

熟し、業界の自律行為の強化、市場秩序を整えるため、大連市情報産業局

の委託を受け、大連ソフトウェア産業協会で《情報サービス管理規範》を

編成した。この規範は情報化の建設、情報サービス管理の規範化、標準化、

科学化、専門化を実現するため、そして、“大連をグローバルソフトウェ

アと情報サービスアウトソーシングのニューパイオニア都市建設”に向け

て、適時に公布したものである。《情報サービス管理規範》は大連市情報

サービス業の分布する規則、需要と特徴により、9の専門分野に分類した。

今回公布したのは《情報サービス管理規範》の第二部分であるコンピュー

タ情報システムインテグレーション及びそれに相応する料金標準である。 

 今回公布した《情報サービス管理規範 第二部分 コンピュータ情報シ
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ステムインテグレーション管理規範》（試行）では、コンピュータ情報シ

ステムインテグレーションの業務を提供する各事業者がシステムインテ

グレーションの常務を実施する範囲、目的、性質、原則を規定している。

《情報サービス管理規範資費標準 コンピュータ情報システムインテグ

レーション類》（試行）では、情報サービス料金徴収の原則と根拠を規定

した。当規範及び料金の標準はコンピュータ情報システムインテグレーシ

ョンサービス活動に従事している各関連事業者に適する。 

 《情報サービス管理規範》のその他の専門部分は引き続き出る予定であ

る。 

詳細は協会のサイト 

詳細は協会のサイトを参照のこと：www.dlsia.org.cn    

 

 

システムインテグレーション分科会が年度業務会議及び年
末座談会を開催 

 09 年 1 月 10 日、大連ソフトウェア産業協会システムインテグレーショ

ン分科会は心族大酒店にて 08 年業務会議及び年末座談会を開いた。 

 大連市情報産業局班喜光副局長、軟件処伊振習副処長など幹部及びシス

テムインテグレーション分科会の 50 あまりの会員代表が会議に参加した。

システムインテグレーション分科会秘書長楊万清が会議を司会した。 

 まず、班喜光副局長より挨拶があり、班副局長はシステムインテグレー

ション分科会設立以来から実施してきた業務に対して高く評価をし、分科

会の今後の発展に厚い希望を寄せていると話した。軟件処伊振習副処長よ

り新しく公布された《大連人民政府弁公室の大連市のソフトウェアとサー

ビスアウトソーシング産業の更なる発展の促進に関する若干の規定の発

布に関する通知》新政策の紹介があり、特にシステムインテグレーション

企業に対応する部分に対して詳細に説明を行い、会議に出席する代表はこ

れを受けて大いに鼓舞された。システムインテグレーション分科会会長郎

慶斌及び《情報サービス管理規範》編集グループが新しく公布実施する《情

報サービス管理規範 第二部分 コンピュータ情報システムインテグレ

ーション管理規範》（試行）及び《情報サービス管理規範資費標準 コン

ピュータ情報システムインテグレーション類》（試行）についても詳しく

説明した。郎慶斌会長が組織して分科会の今後の業務計画を検討し、会議

に参加した代表者は新技術・新製品講座も受講した。 

 最後に、指導者及び会議参加者は主催事業者が準備したゲームなどで楽

しみ、会議は気軽で友好的な雰囲気の中で行われた。 
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インタネット分科会が年末会議を開催 

 2009 年 1 月 15 日、大連ソフトウェア産業協会インタネット情報サービ

ス分科会が年末友好会を開いた。協会幹部、分科会会長、秘書長及び 30

あまりの会員代表が会議に参加した。 

 会議では、08 年の分科会の業務について総括し、09 年分科会の“会員

企業の活動を支持し、技術と業務交流を強化”の業務目標を討論決定した。

分科会は今後数多くのプロジェクトグループを設立し、技術、市場など多

方面から会員企業に対してコンサルティングサービスを提供する。会員企

業の宣伝においては、分科会はより多くの媒体資源を統合し、会員企業の

普及業務を支援する。企業が関心を持っている、インタネット企業に関す

る支持政策について協会の方が紹介を行った。 

 

 
日系企業分科会が 09 年初回会議を開催 

 1 月 12 日、大連ソフトウェア産業協会日系企業分科会が 09 年の初回会

議を開いた。会議に参加する代表者らは主に 08 年 12 月に開かれたソフト

ウェアと情報サービスアウトソーシング産業業務会議で公布した政策に

ついて検討し、主に政府が公布した《大連人民政府弁公室の大連市のソフ

トウェアとサービスアウトソーシング産業の更なる発展の促進に関する

若干の規定の発布に関する通知》で、日系企業の享受可能な政策について

詳細に討論をした。政府の公布した政策に関して会議参加者より良好な反

響があり、今後も政府の関連政策に関心を寄せると示した。 

 

 

大連市サービスアウトソーシング業従業者収入調査 
 2008 年末、大連ソフトウェアパークは大連市サービスアウトソーシン

グ産業に従事する人材の給与を調査した。結果は下の表の示すとおりであ

る。 

  

ソフトウェア開発人材の平均月給（単位：元） 

大学卒 1500～3500 

初級プログラマー（2年キャリア） 2000～5000 

システムエンジニア（3-5 年キャリア） 4000～12000 

プロジェクトマネージャー（5-10 年キャリ 12500～25000 
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ア） 

 

ビジネスプロセスアウトソーシング人材の平均月給（単位：元） 

オペレータ 800～1600 

プロセス補佐 2000～2800 

プロセス責任者 3000～5000 

運営マネージャ 6000～12000 

移管マネージャ 8000～14000 

外国語コールセンター代表 2500～7000 

BPO 初級人員 3000～4000 

グループリーダ 6000～1,0000 

英語注文書処理マネージャ 1,0000 以上 

英語データ入力マネージャ 8000 前後 

BPO 運営分析 2,0000 以上 

従業員離職率：ITO12％前後 

       BPO20-25％前後 

年度給料伸び幅：5-10％ 

以上のデータは 2008 年 11 月までのものである。 

 
 

大連が「中国サービスアウトソーシング模範都市」に選定 
 2 月 2日、南京で開かれた全国サービスアウトソーシング業務座談会に

おいで、大連、北京、上海などの 20 の都市が国務院から「中国サービス

アウトソーシング模範都市」に選定された。 

 20 の模範都市は北京、天津、上海、重慶、大連、深セン、広州、武漢、

ハルピン、成都、南京、西安、済南、杭州、合肥、南昌、長沙、大慶、蘇

州、無錫。国はこれらの 20 の模範都市に対して一連の激励と支援処置を

実行し、それには税務徴収の優遇、財政資金の支援、実用的な人材育成、

特殊労働、金融支持、知識財産保護、融資環境改善などが含まれる。サー

ビスアウトソーシング産業の発展を促進することで、中国の産業構成を調

整し、貿易発展方式を転換し、就職機会増加の重要なルートである。 
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