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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                2009.9 

 

今 月 の 内 容 

PIPA公示 煙台創跡軟件有限公司 PIPA公示について 

     数碼林（大連）軟件有限公司 PIPA公示について 

協会通知 企業入会の通知に関して 

     ソフトウェア及び情報サービス企業税務徴収政策説明会の開催について 

     システムインテグレーション分科会第三期業務会議の通知について 

業界情報 東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟が業務会議を開催 

     情報技術サービスアウトソーシング標準化業務の発足 

     協会会員五社が“百網便民”プロジェクト模範サイトに選ばれた 

     9月の関連会議のお知らせ 

     2009年 1-7月計画的経済上単独市ソフトウェア産業主要経済指標完成状況 

教会活動 日本情報サービス産業発展情況市場調査 

     個人情報保護評価のアンケート調査状況 

     《大連市ソフトウェア及び情報サービス業発展報告》発行 

     “成功した営業チームをどのように築くか”の講座開催 

      2009年大連市産業情報化構築優秀プロジェクト選定結果 

           
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 

 

企業入会の通知に関して 
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大軟協[2009]008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。 

大連智友軟件科技有限公司 

大連市承恩商務服務有限公司 

遼寧電子口岸有限責任公司 

易文信息技術(大連)有限公司 

大連海航科技有限公司 

大連ソフトウェア産業協会 

2009年 9月 

 

 

ソフトウェア及び情報サービス企業税務徴収政策説明会の

開催について 

各会員単位： 

 企業が最新の税務徴収政策をより良く理解・把握するため、大連ソフト

ウェア産業協会と大連市高新技術創業服務センターは共同で大連ソフト

ウェア及び情報サービス企業向けに優遇対策説明会を開催する。大連建元

税務師事務所税務師を招き税務関連政策について説明する。説明会を通し

て現行の税務政策をより良く理解し、会員企業には積極的に参加していた

だきたい。 

一、 会議内容 

1、 ソフトウェア及び情報サービス企業所得税政策総括説明 
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2、 ソフトウェア及び情報サービス企業流通税政策総括説明 

3、 ソフトウェア及び情報サービス企業税優遇政策操作注意事項 

4、 ソフトウェア企業認定・年度審査の主要指標及び税務・財務処理 

5、 2009年上半期最新適用税務法規情報 

二、 日時：2009年 9月 17日 13：00―16：00 

会場：追って通知する     

連絡先：牟楠  

電話：0411-83655181 

三、 申込書送付先 

1、 Email：mun@dsia.org.cn 

2、 FAX：0411-83643362 

申込書は www.dlsia.ogr.cnにてダウンロードしてください。 

 

 

システムインテグレーション分科会第三期業務会議の通知

について 

各会員単位： 

 09年 9月 25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

ン分科会は第三期業務会議及び 2009 年大連市業界情報化構築優秀プロジ

ェクト授賞式を開催する予定。各会員単位の参加をお待ちいたしておりま

す。 

＜会議概要＞ 

日時：2009年 9月 25日 15：30―19：30 
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会場：追って通知する 

内容： 

1、 大連ソフトウェア産業協会業務報告 

2、 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業

務報告 

3、 2009 年大連市産業情報化構築優秀プロジェクト選定受賞名簿及び

授賞式 

4、 大連市情報産業局指導者発言 

5、 産業関連新技術講座 

詳細は大連ソフトウェア産業協会のサイト “重要通知”を参照のこと：

www.dlsia.ogr.cn 

会議参加企業は 9月 23日 16：00までに参加申込書（協会サイト参照）

を yinh@sdia.org.cnまで送付ください。 

 

 

東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟が業務会議を

開催 

 8 月 10 日“東北ソフトウェア及び情報サービス産業聯盟業務会議”が

長春にて開催された。黒龍江省・吉林省・遼寧省・鞍山市・大連市のソフ

トウェア産業協会の責任者らが会議に参加した。会議は聯盟の持ち回り秘

書長である吉林省ソフトウェア業界協会魏鳳宇秘書長が司会を取り、聯盟

の持ち回り主席である吉林省ソフトウェア産業協会理事長邱恩義及び工

業及び情報化庁馬軍が会議に参加した。 
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 会議は二年来の《聯盟定款》の実行状況について総括をし、次の業務の

展開について討論をし、李毅中部長のソフトウェア博覧会での発言と指摘

について勉強した。 

 大連ソフトウェア産業協会は担当する“中日情報サービスアウトソーシ

ング商談会”の実行状況と“ソフトウェア交易サイト”の運営状況を報告

した。 

 今年の“中日情報サービスアウトソーシング商談会”は金融危機の影響

にもかかわらず、中日両国の数多くの企業の積極的参加を引き付けるがで

きた。会議に参加した日本企業の数は前年比 50％増加したことは、商談

会はアウトソーシング企業より深く歓迎されているということを証明し

ている。“聯盟”を一つのブランドとして樹立し継続すべき；“ソフトウェ

ア交易サイト”は“聯盟”より発足され、全国の十数の協会参画している。

わずか数ヶ月で 300以上のソフトウェア商品がサイトで展示され、今年の

末には、千以上のソフトウェア商品がサイトで展示される予定で、企業の

ための商品展示のプラットホームと販売ルートとなることであろう。 

 

 

情報技術サービスアウトソーシング標準化業務の発足 

 近日、工業及び情報化部ソフトウェアサービス業司が情報技術サービス

標準工作グループを設立した。そのうちのサービスアウトソーシング専門

家グループは 8月 24日に瀋陽にて発足会議を開いた。会議は専門グルー

プのグループ長である Nuesoftが受け持ち、副グループ長である大連ソフ

トウェア産業協会なども会議に参加した。会議ではサービスアウトソーシ

ング標準の枠組み、標準任務・業務体制について討論決定した。大連ソフ
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トウェア産業協会は“データ(情報)保護規範”を担当し、業務の進行をリ

ードして行う。また“サービス公布保障体系――有用規範”と“人員能力

標準”の編成にも参加する。 

 工業と情報化部ソフトウェアサービス司尹洪濤処長が会議に出席し、標

準化業務の重要性と業務進捗状況について発言され、遼寧省経済情報委員

会孟継民副主任も会議に出席し、アウトソーシングと標準は共に重要で、

標準はさらに重要であると指摘した。アウトソーシング標準の発足はアウ

トソーシング業務の発展にとってマイルストーンとしての意義を持ち、歴

史的な貢献ともいえる。 

 

 

協会会員である 5企業が“百網便民”プロジェクト模範サ

イトに選定 

 大連ソフトウェア産業協会インタネット分科会の会員である 5 社が

2009 年“百網便民”プロジェクト模範サイトに選定された。大連新創世

天成科技有限公司の運営する“大連婚尚網”、大連高盛人力資源有限公司

の運営する“大連人材招聘網”、大連家居部落科技有限公司の運営する“大

連家居部落”、大連比客傳媒有限公司の運営する“大連生活会館”、大連世

紀通文化伝播有限公司の運営する“我的大学網”である。08 年、09 年連

続 2 年の“百網便民”の選定で、20 数社の協会会員が模範サイトとして

選ばれている。 

日本情報サービス産業発展情況市場調査 

 大連ソフトウェア産業協会国際合作部は対日アウトソーシング企業の
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参考となるべく、日本情報サービス産業の市場調査報告及び産業発展情報

報告を翻訳編成した。。 

《2008年日本 BPO報告書》 

《2008年日本情報サービス産業》 

《日本情報サービス産業標準化概要》 

《2009年日本組込み式ソフトウェア産業発展状況》 

《2009年日本情報サービス産業上半期の売上状況》 

詳細内容は協会のサイトを参照のこと：www.dlsia.org.cn 

 

 

個人情報保護評価のアンケート調査状況 

 大連ソフトウェア産業協会 PIPA 事務局は個人情報保護評価(以下

“PIPA”)の品質の向上と事業者の PIPA 実施効果を理解するため、PIPA

実施の事業者に対して個人情報保護評価の調査を行った。 

 調査結果によると、大多数の企業は積極的に個人情報保護体系の構築に

取り組み、個人情報保護常務の展開に対しても重要視している。事業者の

PIPA 申請目的も明確であり、主に、企業自身の個人情報保護能力の強化

と受託に当たって顧客から信頼を得ることである。PIPA 実施の効果から

見ると、得るべき効果が得られ、特に大連のアウトソーシング企業が顧客

の信頼を取得とより多くの業務を引き受ける面で促進的な効果が挙げら

れる。大連アウトソーシング企業の国際での個人情報保護のイメージアッ

プとなった。 
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97.5%

90.0%

90.0%

17.5%

72.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

员工的个人信息保护意识得到了提
高

单位信息安全级别得到了提高

个人信息得到了很好的保护

得到了更多的订单

得到了客户的信任

 

 

 

PIPA公示 

[PIPA2009第 11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煙台創跡軟件有限公

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：煙台創跡軟件有限公司 

受理番号：PIPA05（09） 

審査員長：曹剣 

77.5%

90.0%

35.0%

82.5%

92.5%

50.0%

97.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

提高管理质量

加强企业整体的个人信息保护意识

客户要求

提高企业信誉

建立个人信息保护体系

为了得到更多的订单

为得到客户的信任
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資料審査通過時期：2009年 06月 17日 

現場審査通過時期：2009 年 08月 11日 

公示期限：2009年 08月 12日から 2009年 08月 26日まで 

 

 

PIPA公示 

[PIPA2009第 12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数碼林(大連)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：数碼林(大連)軟件有限公司 

受理番号：PIPA13（09） 

審査員長：孫毅 

資料審査通過時期：2009年 07月 13日 

現場審査通過時期：2009 年 08月 19日 

公示期限：2009年 08月 20日から 2009年 09月 03日まで 

 

 

《大連市ソフトウェア及び情報サービス業発展報告》発行 

2008 年度《大連市ソフトウェア及び情報サービス産業発展報告》の発

行開始。本報告書は大連市情報産業局と大連ソフトウェア産業協会より編
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成された。中国ソフトウェアと情報サービス業発展状況；大連ソフトウェ

ア及び情報サービス発展状況；大連ソフトウェア及び情報サービス産業発

展環境；大連市情報産業局三年倍増計画など五つの部分からなっている。

数量限定のため、早めに協会までお受け取りに来てください。 

 

 

“成功した営業チームをどのように築くか”の講座開催 

国際金融危機の背景の下、どのようにして成功した営業チームを築くこ

とは企業の解決すべき問題となった。会員企業に営業チーム設立で遭遇し

た問題をより良く解決させるため、チーム管理の管理能力を高めさせるた

め、8 月 29 日、大連ソフトウェア産業協会は会員企業向けに“成功した

営業チームをどのように築くか”の講座を開いた。大連理工大学営業専門

博士を招き、チープの基本概念・構成要素・タイプ・作用・特性などにつ

いて詳細に説明をした。30社あまりの会員企業が今回の鋼材に参加した。 

 

 

9月の関連会議情報 

会議名称 日時 会場 

“2009第十三回中日情報サービス産

業懇談会” 

2009年 9月 13日 瀋陽皇朝万豪酒店皇朝殿 

“2009円中国（南海）ソフトウェア

及びサービス情報アウトサービス高

級フォーラム中国ソフトウェア産業

2009年 9月 19日 佛山市南海区楓丹白鷺酒店 
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協会成立 25周年祝典” 

“2009中国ソフトウェア産業発展企

業イノベーションフォーラム” 

2009年 9月 3日 

 

南京双門楼賓館 

“中国サービスアウトソーシング情

報安全検討会” 

2009年 9月 9日 

厦門国際会展酒店海景9会議

室 

“第一回中日組込み式システム技術

と産業フォーラム” 

2009年 9月 29日 山東省済南市山東ビル 

詳細内容は協会のサイトを参照のこと：www.dlsia.org.cn 

 

 

2009年 1-7月計画的経済上単独市ソフトウェア産業主要経

済指標完成状況 

都市 

ソフトウェア業

務売上 

ソフトウェア製品

売上 

システムインテグ

レーション売上 

ソフトウェア技

術サービス売上 

累計 増減% 累計 増減% 累計 増減% 累計 増減% 

深圳市 6660430 22.6 2034188 32.6 1747202 23.2 524772 49.0 

大連市 1938454 33.9 952925 34.3 133599 30.1 851930 34.1 

青島市 548892 -3.7 40815 3.2 13485 7.9 11786 28.2 

寧波市 371202 33.4 47310 33.8 64248 0.8 10712 96.3 

（資料：工業及び情報化部運行局） 

 

 

2009年大連市業界情報化構築優秀プロジェクト選定結果 
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わが市の情報化建設促進のため、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“2009 年大連市業界情報化建設優秀プロジェ

クト選定”を開催した。専門家委員会の評価・審査を通して、22 のプロ

ジェクトが受賞し、評価審査結果を以下のごとく公表する。 

 項目名称（日訳無） 申込単位（日訳無） 

賞特等  

連大 鉄道交通三号線拡大プロジェク

ト自動改札（AFC）システムプロジェ

統クト系  

連大 現代高技術発展発展有

限公司 

賞特等  
J2EEベースの 運領海 域コン ーポ ネン

ートプラットフォ ム 
海輝軟 連件（大 ）有限公司 

賞特等  商橋製造実行 統系 システム 
連大 鑫海智橋信息技術有限

公司 

一等賞 

高新園区人力資源と社会保障局クラ

ウドコンピューティング実習ネット

ワーク 

連大 科望興達 発科技 展発展

有限公司 

一等賞 

連中共大 市委党校図書館デジタル化

建設セキュリティ 統系 システム建設

プロジェクト 

連大 奥運電子有限公司 

一等賞 
海心鉄道建設物資管理情報 統系 シス

テム 
連大 海心信息工程有限公司 

一等賞 
連大 市教育学院ネットワークプラッ

トフォーム 

連 発大 海融科技 展発展有限

公司 

一等賞 
連大 開発区出入国検査検疫局ＡＩ化

機関管理システム 

連 発大 恒智科技 展発展有限

公司 

一等賞 運邦村委会情報管理システム 統系  
連大 運 発邦科技 展発展有限

公司 

一等賞 鉄道生産調整 統管理系 システム 連 統大 同天信息系 有限公司 

一等賞 
大学生就業サービス及び 機構中介 情

報 ーサ ビスシステム 
連大 東財大軟件有限公司 

二等賞 商橋第三方物流管理システム 
連大 鑫海智橋信息技術有限

公司 

二等賞 九州企業生産製造情報管理システム 
連大 九州網絡 発科技 展有限

公司 

二等賞 連大 通関見える化整合プラットフォ 連大 港隆科技有限公司 
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ーム 

二等賞 
連大 市工商行政管理局ＴＶ会議ＳＩ

プロジェクト 
連大 奥運電子有限公司 

二等賞 
連大 市高新園区電子政務外部ネット

ワーク管理システムプロジェクト 
連大 博特軟件科技有限公司 

二等賞 
連大 市旅順口区 ITアウトソーシン

グ ーサ ビス体系 

連 発大 海融科技 展発展有限

公司 

二等賞 

連大 市住房公積金管理センターデジ

タルファイル 統管理系 システム開発

プロジェクト 

連 発大 恒智科技 展発展有限

公司 

二等賞 
Ｐ２Ｐヴァーチャル化の省エネエコ

発電 報型 所情 システム 

連大 斯馬 発特科技 展有限公

司 

二等賞 運邦医院情報化管理システム 連大 運 発邦科技 展有限公司 

二等賞 
東北財経大学ネットワークセキュリ

ティシステム 築建 プロジェクト 

連大 宏旗計算機網絡技術発

展有限公司 

二等賞 
連大 外国語学院 IPTVシステムエン

ジニアリングプロジェクト 

連大 宏旗計算機網絡技術発

展有限公司 
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