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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                2011．3 

 

今 月 の 内 容 

協会通知 国務院ソフトウェア及び IC 産業発展の更なる発展のための通知 

     わが市の 3社が 2010 年度計画内重点ソフトウェア企業に入選 

     一部企業の入会に関する通知 

     わが市で伝統業界と IT企業の交流シリーズイベントが開催される 

PIPA 業務 PIPA 公示 

業界情報 全国ソフトウェア産業協会が業務会議の開催 

     中国ソフトウェア産業協会 公共サービスプラットフォーム管理

方法を公布の予定 

     情報システム工程監督管理分開会が業務会議開催 

     東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟が業務会議開催 

     2010 年日本情報サービス産業の状況 

 

 

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    PIPA 事務室：83655187 

双軟認証：83638411，83655187   資質認証：83655207    FAX:83643362 

E-mail:dsia@dsia.org.cn HP：www.dlsia.org.cn PIPA：www.pipa.gov.cn/ 
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国務院ソフトウェア及び IC 産業発展の更なる発展のための通知 

国発[2011]4 号 

 

各省・自治区・直轄市人民政府・国務院各部委・各直轄機構： 

 《ソフトウェア及び IC 産業の更なる発展に関する若干政策》を送付し、ま

じめに実行すること。 

 ソフトウェア産業及び IC 産業は国家戦略性振興産業であり、国民経済と社

会情報化の重要基礎でもある。近年、国の一連の政策の支援のもと、各方面の

努力を経て、わが国のソフトウェア産業と IC 産業は比較的早い発展を遂げた。

《ソフトウェア及び IC 産業の更なる発展に関する若干政策》を作成実施する

ことにより、激励措置を引き続き実行し、政策の方向性が明確になる。産業発

展の環境をより良くし、科学研究イノベーション能力の拡大、産業発展の品質

とレベルを高めることに重大意義を持つ。各地域・各関連部門は十分重視する

こと、組織指導と調整調和を図り、実施細則と関連措置を作成に取り組み、実

行に移ること。発展改革委員会は関連部門と連絡を取り、政策実施状況の把握、

監督指導の強化、実効が得られるよう確保すること。 

国務院 

二〇一一年一月二十八日 

《政策》の詳細は大連ソフトウェア産業協会をご覧ください 

 

 

わが市の 3社が 2010 年度計画内重点ソフトウェア企業に入選 

 国務院が公布した《ソフトウェア及び IC 産業の更なる発展に関する若干政

策》（国発[2000]18 号）を徹底的に実行するため、重点ソフトウェア企業の加

速発展を鼓舞するため、《国家計画内重点ソフトウェア企業認定管理方法》（発

改高技[2005]2669 号）に従い、研究を経て、国家発展改革委員会・工業と情

報化部・商務部・国家税務総局が共に 2010 年国家計画内重点ソフトウェア企

業を認定した。大連では東軟集団（大連）有限公司；大連東軟金融信息技術有

限公司；大連創盛科技有限公司の 3社が入選された。 

 《財政部 国家税務総局企業所得税若干装具政策に関する通知》（財税務

[2008]1 号）の規定では、国家規格内重点ソフトウェア企業は本年度の 10％以

下の税務優遇を受けることができる。10％の税率で企業所得税を徴収する。 
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一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2011］001 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。 

大連楽天科技発展有限公司 

大連普華陽光科技有限公司 

大連順科科技有限公司 

大連思徳特科技有限公司 

大連理徳科技有限公司 

大連瑞志科技有限公司 

大連微田軟件有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2011 年 03 月 

 

 

PIPA 公示 

 《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創業園軟件股分有限公

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。 

[PIPA2011 第 04 号] 

事業単位名称：陕西中盈藍海創新技術股分有限公司 

受理番号：PIPA01（11） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2011 年 02 月 14 日 

現場審査通過時期：2011 年 02 月 28 日 

公示期限：2011 年 03 月 01 日から 2011 年 03 月 15 日まで 
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わが市で伝統業界と IT 企業の交流シリーズイベントが開催される 

一、 目的 

 わが市の“工業と情報化融合”促進と情報化発展のため、わが市の各産業・

各分野が地元の IT 企業との商談を強化し、情報化応用と情報産業、大連市経

済と情報化委員会は“大連市伝統業界と IT 企業マッチング”シリーズイベン

トを実施することになった。 

 業界別・分野別に企業の情報化責任者・情報化専門家を招き、各業界の情報

化発展の状況を紹介する。地元の IT 企業の製品技術研究開発に方向性を示す

ことができ、IT 企業が伝統企業向けに成功案例と技術製品の紹介ができる。

地元の伝統企業が情報化パートナーを探し当てることもできる。積極的に交流

イベントを催し、IT 企業の地元市場の開拓、伝統産業と IT 企業の融合発展を

促進することが旨である。 

 マッチング予定の産業は：石油化学・電力・装備製造・港・造船・冶金・教

育・旅行・金融・政務等。 

 大連各区の経済は迅速発展を遂げ、発展上での情報化応用の需要を満たすた

め、主催単位では IT 企業と金州・長興島等との交流の場をも設ける予定。 

二、 組織機構 

 主催単位：大連市経済と情報化委員会 

 実施単位：大連ソフトウェア産業協会 

      大連市計算機学会 

三、 主題 

 マッチングの場を設け、工業と情報化の融合を深める 

四、 日時 

 2011 年を通してのイベント 

 具体的な日時は応募した企業別に通知する 

五、 会場 

 大連経済と情報化委員会 310 会議室 

六、 参加者 

伝統業界企業情報化責任者：IT 企業代業 

七、 内容 

1、伝統産業企業の情報化責任者の情報化発展状況の紹介； 

2、“十一五”計画情報化優秀プロジェクトの紹介； 

3、IT 企業代表が成功案例及び新技術製品の紹介； 

4、企業マッチング、交流。 

八、 連絡先 

 牟楠：0411-83655181 

九、 参加者募集 

 会議参加表と調査アンケート表を下記のあて先まで送付ください。

munanmail@gmail.com 

十、 アンケート表のダウンロード 

 大連ソフトウェア産業協会のウェアサイトの重要通知でダウンロードくだ

さい。 
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全国ソフトウェア産業協会業務会議開催 

 中国ソフトウェア産業協会第五回理事会即ち 2011 年全国ソフトウェア産

業協会業務会議が 2月 27 日に福建アモイで開かれた。全国 80 余のソフトウェ

ア産業協会・中国ソフトウェア産業協会の 70 の理事代表が会議に参加した。 

工業と情報化部ソフトウェアサービス業司陳偉司長が会議に参加され、国家

の“十二カ期 5 年計画”でのソフトウェアサービス産業の発展方向を紹介し、

2011 年の業務重点を発表した。また、2月 9日国務院が公布した《ソフトウェ

ア及び IC 産業の更なる発展に関する若干政策》（国発[2011]04 号）について

詳しく解読し、18 号文件とあわせて執行状況について検討を行った。 

中国ソフトウェア産業協会胡崑山秘書長は“中国ソフトウェア産業協会

2010 年業務報告”を行った。陳沖理事長は“中国ソフトウェア産業協会、地

方業界協会先進集団と全国ソフトウェア産業協会先進個人の表彰についての

決定”を発表した。大連ソフトウェア産業協会の業務副秘書長孫鵬は全国ソフ

トウェア産業協会先進個人に選ばれた。 

陳沖理事長の司会のもと、第五回理事会において《管理方法と関連規定》、

《公共サービス模範プラットフォーム管理方法》が決議された。 

 

 

中国ソフトウェア産業協会が公共サービスプラットフォーム管理方法を公布

の予定 

中国ソフトウェア産業協会が『中国ソフトウェアと情報サービス業中小企業

公共服務模範プロットフォーム管理方法』（討論）が公布予定。討論案では、

ソフトウェア産業の更なる発展、中国ソフトウェア産業協会が当管理方法を通

してソフトウェアと情報サービス分野への管理、中小企業に対して各類サービ

ス提供のため、業績抜群、信頼できる且つサービスの分野の広いプラットフォ

ームに対して認定を行う。“中国ソフトウェアと情報サービス業中小企業公共

サービスプラットフォーム”称号を授与する。プラットフォームの備えるべき

条件：運営二年以上の独立法人単位、資産は 100 万元以上；主に中小企業向け

にサービスを提供する；年間サービスする企業は50以上；ユーザ満足度は80％

以上；管理システム、サービスプロセス、費用徴収標準とサービスの品質の保

護措置；市レベル以上の部門より関連認定を受けていること。プラットフォー

ムの評価審査は毎年 3 月 1 日から 20 日まで受け付ける。有効期限は 3 年、毎

年更新審査を行う。中国ソフトウェア産業協会は模範的プラットフォームに対

して業界情報・マクロ政策解読・業界標準の公布及び宣伝などのサービスを提

供する。また、各地のソフトウェア産業協会に対して地元のプラットフォーム

の宣伝・推進業務を委託する。 
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国家標準《個人情報保護指南》まもなく公布 

情報技術の幅広い応用とインタネットの普及につれ、個人情報は社会・経済

活動での地位は日増しに重要性を増している。個人情報を合理的に利用・保護

することは会社・個人及び社会各業界の注目する課題となっている。 

大連ソフトウェア産業協会は個人情報分野で研究を行い、遼寧省地方標準

《個人情報保護規範》を編成し、個人情報保護評価体系（PIPA）を構築し、す

でに P－MARK と総合認証を果たした。 

工業と情報化部は大連ソフトウェア産業協会の業務に対して高い評価を与

え、2009 年大連で開かれた情報サービスアウトソーシング業界個人情報保護

業務現場交流会において、大連に対して“情報サービスアウトソーシング業界

個人情報保護モデル都市”の称号を授けた。 

個人情報保護の意識を高めるため、個人の合理的権益を守るため、個人情報

の合理利用、情報システムで個人情報の処理を指導・指導するため、工業と情

報化部信息安全協調司の指導のもと、大連ソフトウェア産業協会は主な編成単

位として国家標準『信息安全技術個人情報保護指南』の編成に参加した。標準

の社会一般的意見請求は既に過ぎ、当指南はまもなく公布される。 

《指南》のダウンロードは協会の重要通知をご覧ください。 

 

 

情報システム工程監督管理分科会が業務会議を開いた 

大連ソフトウェア産業協会情報工程監督管理分科会は2011年2月12日に業

務会議を開いた。分科会の代表十数人が参加した。会議では分科会秘書長が

2010 年の業務に対してまとめ、日常の業務で出くわした問題を中心として《信

息服務管理規範 信息系統工程監督管理費用標準》を討論し、修正を行うこと

を決めた。会議では、工業と情報化部の情報システム工程監督管理資質と情報

システム工程管理エンジニア資質管理などの資料を勉強し、これからの業務の

計画を立てた。 

 

 

東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟の業務会議の開催 

2011年東北ソフトウェア及び情報サービス業聯盟は2月 27日にアモイで会

議を開いた。黒竜江省・吉林省・遼寧省及び大連ソフトウェア産業協会の責任

者が会議に参加し、2010 年の業務まとめを行った。東北旧工業基地を促進し、

工業と情報化融合を主導思想とし、これからの業務計画を立てた。また、遼寧

省ソフトウェア産業協会会長春強理事長が 2011 年度持ち回り主席に選ばれた。 

 


