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大連ソフトウェア産業会報 
 

大連ソフトウェア産業協会事務室編集                2009.6 

 

 

今 月 の 内 容 

 

協会通知 一部企業の入会に関する通知 

     業界知的財産研修の開催についての通知 

2008年大連ソフトウェア産業協会情報化優秀プロジェクト選定

についての通知 

     PIPA公示 

     2009年ソフトウェアサービス企業信用評定業務についての通知 

      大連市情報化週コンピュータ知識普及研修活動についての通知 

協会活動 工業及び情報化部指導者が個人情報保護に対しての重要指示 

     大連ソフトウェア産業協会 2009年第一期審査員研修 

     システムインテグレーション分科会第二四半期業務会議開催 

資質認証 2008年度大連市第一期軟件企業年度審査名簿についての通知 

     2009年大連市第一期軟件製品登録についての公告 

     2009年大連市第一期軟件企業名簿についての通 

           

住所：大連市西崗区勝利路 38号華信大厦 520室    郵便：116011 

事務所：83643362，83655207 双軟認証：83638411，83655187 

E-mail:dsia@dsia.org.cn    HP：http://www.dlsia.org.cn 
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一部企業の入会に関する通知 
大軟協［2009］007号 

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。 

 

五甲（大連）計算機系統研発有限公司 

泰克現代教育（大連）有限公司 

大連暢思信息技術有限公司 

大連銘浩信息技術有限公司 

益合科技（大連）有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2009年 6月 

 

 

業界知的財産研修の開催についての通知 
6月 29-30日、大連心悦酒店において工業と信息化部は第三期“331工業業界

知識財産培訓”を開催し、今回の研修イベントは大連ソフトウェア産業協会の

協力の下、企業は無料参加できる。 

 工業と信息化部が 2009年 5月 6日に公布された『業界知的財産研修の開催に

ついての通知』（工信科簡函）に基づき、国の知的財産戦略実施の全面的促進の

ため、国際金融危機がわが国工業発展に対する悪影響への対応、知的財産制度

を十分に活用し、チャンスと挑戦に挑むことを引導する。工業と情報化部は全

業界内で“工業業界知的財産シリーズ研修”イベントを行う。 

 工業と情報化部知的財産センターと国内外の企業が協力して展開してきた

“311工業業界知的研修”はシリーズ研修イベントの重要な業務で、三年を通し

て中国国内で、1000 名の企業代表に対して知的財産研修を行い、知的財産法律

知識の普及、企業の知的財産管理レベルの向上を旨とする。 

 応募を希望する企業は 6 月 20 日前に、参加応募表（協会サイト

www.dsia.org.cn“重要通知”にてダウンロード可能） を以下まで送り願いま

す。 

TEL：0411-83655207 

FAX：0411-83643362 

E-mail：yinh@dsia.org.cn 
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工信部指導者が個人情報保護に対しての重要指示 
4月下旬工業と信息化部（工信部）安全協調司が大連で実施されている個人情

報保護業務の状況を視察し、《大連市個人情報保護業務の状況に関する報告》を

完成した。工信部指導者は非常に重視し、報告では個人情報保護を良くするこ

とは、経済発展、協調の取れた社会、アウトソーシングなどにとって重要な役

割を果たすことを説明している。法律制度、標準、評価、業務メカニズムなど

の面で努力する必要があり、素晴らしい意見で、できるだけ早く実現すること

に賛成をすると李毅中部長は指示を下した。また、楊学山副部長の指示では、

個人情報保護はインタネット情報安全に関係するだけでなく、外資吸収、サー

ビスアウトソーシング、貿易保護など産業発展と国際貿易と関連を持ち、重要

視する必要があり、情報安全司に政法司の個人情報保護（立法）前期業務の協

力をしてもらう予定、来年度の計画に盛りこむ；また、大連の経験を総括し、

現場会議を開き、関連地方へ広めるとも指示をした。 

 

 

2008年大連ソフトウェア産業協会情報化優秀プロジェクト
選出についての通知 

わが市情報化建設の進展を促進するため、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“情報化建設優秀プロジェクト選出イ

ベント”（略して“評優活動”）を開催することを決定した。 

 大連地域内で情報システムインテグレーション、情報サービス、情報化

工程及び関連業務に従事し、優良な社会イメージと業界影響力を持ち、顧

客の高い認知度、不良な記録が無く、重大訴訟と争いが無い企業は参加可

能である。参加の範囲は情報システムインテグレーション、情報サービス、

情報化工程及びその他関連プロジェクトである。 

 参加事業者は『信息化優秀項目評選弁法』の規定を参考し、一つか二つ

の優秀プロジェクトを選出し大連ソフトウェア産業協会に申し込むこと。

選出に参加するプロジェクトは以下の資料を提出する必要がある。 

• 『大連ソフトウェア産業協会信息化優秀項目評選申報表』 

• 選出に参加する項目の紹介。選出に参加する標準に従い、建設の
意義、開始日時、建設に参加した企業の状況、経緯紹介、重要成

果、応用効果、プロジェクト前景及び選出標準に規定されている

その他の内容。経済、社会効果利益などの内容もできるだけデー

タで説明すること。 

• 関連資料。検収と鑑定に通過したプロジェクトは検収と検定結果
原書及びコピーの提出；表彰奨励を受けたプロジェクトは関連資
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料、奨励証書原書とコピーを提出；顧客使用報告など関連材料。 

  申請書は一式 

  住所：大連ソフトウェア産業協会弁公室 

     （大連市西岡区勝利路 38号華信大 520室） 

  連絡係：尹宏 

  電話：83643362 

  E-mail:yinh@dsia.org.cn 

 （（詳細は協会のサイト：www.dlsia.org.cn“重要通知”を参照のこと） 

 

 

PIPA公示 
[PIPA2009第 02号] 

 《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は大連絵藍科軟件有限公司が提

出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここに公示し

ます。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ちの方は、

公示期間内に PIPA事務室までご連絡ください。 

事業単位名称：大連絵藍科軟件有限公司 

受理番号：PIPA03（09） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2009年 04月 14日 

現場審査通過時期：2009 年 05月 19日 

公司期限：2009年 05月 19日から 2009年 06月 02日まで 

 

 

大連ソフトウェア産業協会 2009年第一期審査員研修 
PIPAの質量を高めるため、高質量を持つ PIPA審査員チームの築き・育

成するため、大連ソフトウェア産業協会は審査員に対して全面的な研修を

行った。研修課程は、PIPA審査システム、個人情報保護概要、『軟件及信

息服務業個人情報保護規範』要求事項及び企業個人情報保護体系の設立、

基本規定作成及び資料準備、個人情報リスク分析、個人情報保護技術物理

安全管理措置、PIPA 前期審査実務、PIPA 現場審査実務が含まれた。研修

終了後、全ての審査員に対して試験を実施し、試験合格後審査員補の資格

を有する。 

18名の審査員及び新規応募者が研修に参加した。研修を通して PIPA審

査プロセスは規範されることができ、PIPA 審査の質とレベルの絶えず向

上を促進することもできる。 
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システムインテグレーション分科会第二四半期業務会議開催 

 5 月 17 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

大連星海高夫大酒店二階会議室で、第二四半期業務会議を開催した。システム

インテグレーション分科会の 40名あまりの会員代表が会議に参加し、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の司会を取った。 

 会議では次のステップの業務計画を討論し、また、システムインテグレーシ

ョン分科会が情報化週間でのイベント方案を主として討論した；大連奥遠電子

有限公司の代表よりシステムインテグレーション分科会サイト設立方案の説明

があり、“2009年大連市情報化優秀プロジェクト評定”イベントについて通知を

行った。会議では新規及び補填した常務理事単位及び理事単位名簿を決定した。 

 最後に、会議参加者はマルチメディアと融合システム、IPView サイト協同プ

ラットフォーム、VR教学資源などの新技術の検討を行った。 

 

2009年ソフトウェアサービス企業信用評定業務についての通知 

各関連単位： 

商務部市場秩序司及び国有資産監督管理委員会業界協会連係弁公室（以下略

して“国資委協会弁”とする）の統一部署の下、工業と情報化部軟件服務業司

の業務指導の下、08 年中国ソフトウェ産業協会はソフトウェアサービス業企業

信用評価業務を実施した。ソフトウェア産業の信用建設を全面的に推進するた

め、中軟協は 09年ソフトウェアサービス業企業の信用評価業務を続けて実施す

る。軟件企業信用評価申し込み事項： 

一、応募日時 

応募締切日：2009年 6月 15日 

二、応募企業の基本条件 

1、中国国内登録、会計年度満三年、ソフトウェア及び情報サービス業に従事

している企業 

2、ここ三年来、主要業務収入のあること 

3、継続経営業況にあること。即閉鎖、停止の企業でないこと 

4、ここ三年内経営活動において違法記録、行政管理機構通行記録と重大訴訟

記録が無いこと 

中国案件ソフトウェア産業協会連絡先 

張然  TEL：010-62118505-801     E-mail：zhangran@css.com.cn 

盛傑  TEL：010-62118505-806    E-mail：shengj@css.com.cn 

（詳細内容は協会のサイト：“重要通知”を参照のこと） 
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大連市情報化週間コンピュータ知識普及研修活動について
の通知 

各培訓機構及び関連単位： 

 大連市情報化の成果を示すため、大連情報化と工業化との融合の促進、大連

情報産業発展の推進、国際一流情報化都市に建設すべく、大連市情報産業局は

今年の 9 月下旬に”大連市情報化周”を開催する。情報化週間では多数の業界

応用商談会、高級フォーラムなどのイベントを催す。大連ソフトウェア産業協

会実施の“公益性コンピュータ知識普及培訓活動”は情報化週間の重要化の一

つである。イベントでは“市民のために公益性コンピュータ知識及び技能培訓

を提供し、公衆のコンピュータ基礎知識の増加、市民の情報化応用の応用を高

める”ことを目的とし、各培訓機構は教学状況に従い、市民の無料体験可能な

プロジェクトを協会まで提出し、イベント期間（2009年 9月 21日―9月 25日）

研修課程。研修情報は情報化週間主催単位よりいっせいに対外公布し、大衆市

民の積極的な参加を激励する。 

連絡先：牟楠 電話：0411-83655181 E-mail:mun@dsia.org.cn 

（詳細内容は協会のサイト：www.dlsia.org.cn “重要通知”を参照のこと） 
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