
法人会員各位 

 

平素より大変お世話になり，厚く御礼申し上げます。協会の事業運営に対し

格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます。 

さて，ご高承の通り，皇位の継承に伴い，本年 5月 1日に改元が行われるこ

ととなっております。 

 

昨日経済産業省から，弊会に対し改元に伴う各企業の情報システムの対応状

況を把握するためのアンケート調査への協力依頼がございました。また，本ア

ンケートの調査の項目は，改元対応を行う上で必要な作業のチェックリストと

もなっているため，多くの企業にぜひ参考にしていただきたいことから，会員

各社への周知・協力要請をお願いしたいとのことでした。 

ご多忙の折誠に恐縮でございますが，ご協力いただけますと幸いです。 

 

なお，本アンケートへのご協力は任意であり，また，既に他団体からの依頼

に基づきご協力いただいている場合は，重ねての回答は不要でございます。 

 

ご協力いただけます場合は，以下の手順でご回答とご連絡をお願いいたしま

す。 

 

■作業手順・作業内容 

１．「【文書 E】【アンケート回答法人向け】アンケート回答マニュア.pdf」 

  を開き，当該マニュアルに記載された URL のアンケートサイトを開い 

て，ご回答ください。 

２．アンケートご回答後，回答完了の電子メールが送られてきます。 

  回答完了の電子メールには，「法人名，法人番号，回答 ID」が記載されて 

います。 

３．送られてきた回答完了の電子メールを，下記までご転送いただきますよう

お願いいたします。 

   【報告先】 soumu@tenpes.or.jp  

    一般財団法人火力原子力発電技術協会 

       担当者 関根 史明 

４．アンケート回答及び回答完了報告は，２月１２日（火）10時までにお願い

いたします。 

  

＜添付資料＞ 

1．改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応状況に関するアンケート 

調査への協力依頼 

 2．改元に伴う情報システム改修等への対応について 

 3．情報システムに係る新元号対応状況に関するチェックリスト 

 ４．アンケート回答マニュアル 

 

以 上 
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改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応状況に関する 

アンケート調査への協力依頼 

 

 

日頃より政府の経済施策等にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

2019年５月１日に改元が行われることに鑑み、各企業等の情報システム

改修等への対応状況について把握するため、アンケート調査を行います。 

つきましては、貴団体及び加盟法人の皆様におかれましては、アンケー

ト調査への回答についてご協力いただけますよう、お願いいたします。な

お、本アンケート調査は必ずしも全ての加盟法人からの回答を求めるもの

ではありません。しかしながら、本アンケート調査の項目は、改元対応を

行う上で必要な作業のチェックリストともなっておりますので、ぜひご一

読いただくよう周知いただくとともに、実態把握のために多くの回答が得

られますよう、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

ご提出いただいたアンケート回答は、企業等の対応状況を把握すること

を目的に、政府において利用され、同意がない限り回答者が特定される形

で第三者に提供することはございません。回答者が特定されない形で集計

を行った情報については、改元に伴う情報システム改修等への対応に万全

を期すための対策に活用していくことを予定しています。 

年度末に差し掛かる繁忙な時期かと存じますが、引き続き、新元号への

円滑な移行に向けてご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 
 



 

 

 

改元に伴う情報システム改修等への対応について 

 

 

 

 日頃より政府の経済施策等にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成 29年法律第 63号）

に基づく皇位の継承に伴って、2019年５月１日に改元が行われる 

こととされております。 

 また、新元号については、国民生活への影響を最小限に抑える観

点から、改元に先立ち、４月１日に公表される予定です。 

つきましては、貴団体及び加盟法人等の皆さまにおかれまして

も、改元に伴う情報システム改修等への対応に万全を期していただ

きますよう、お願いいたします。 

なお、ご検討の一助として、改元に伴う情報システム改修等への

対応例を併せて送付させていただきますので、引き続き、新元号へ

の円滑な移行に向けてご協力いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

  



＜参考：改元に伴う情報システム改修等への対応例＞ 

１.情報システム改修に向けて想定される段取り・工程 

《新元号公表前に行う作業》 

（１）和暦の使用状況の調査とシステム改修計画の策定 

（２）他のシステムとの連携における連携先の対応方針の確認 

（３）プログラムの修正と動作テスト 

（４）修正したプログラムの適用などのリリース作業のリハーサル 

 

《新元号公表後に行う作業》 

（１）新元号の適用（仮元号から新元号に置き換える作業のみなら

ず、OS等のアップデート含む） 

（２）印字や表示を含め、処理が適正に行われているかどうかのテ

スト 

（３）他システムとの連携のテスト（動作確認、エラー修正、再確

認等） 

 

２.改元対応において留意すべき事項 

（１） 自社内のシステムについて 

（特に複数のベンダーに対応を依頼する場合、）自社内のシ

ステム間連携における新元号での連携のルールや改修の必要

箇所を把握・確認した上で、テスト計画を立案できているか 

（２） 自社外のシステムとの連携について 

① システム連携先の対応方針について確認し、和暦の使用箇

所、改修の必要箇所を把握できているか 

② 自社外のシステムとの連携におけるテスト計画を立案できて

いるか 

 

３.システム改修における対応例 

（１） 和暦を使用しているシステムの依存関係を把握し、相互運用

を損なわない更新手順の策定 

（２） データを和暦表示で保有している場合の改元以降の新元号表

記への変換 



（３） 書面やシステムの画面上に元号を印字・表示している場合、

印字・表示内容の変更 

（４） 西暦と和暦との変換処理を行っている場合、変換プログラム

の修正又は変換テーブルへの登録 

 

 

※ なお、新元号の公表から改元までの間にすべての作業を完了

することができない場合は、顧客との接点となる箇所など、

優先順位を付けた対応が必要になるとともに、旧元号と新元

号が併存する場合の運用について十分に検討する必要があ

る。 

 

 

 

 

（以上） 



情報システムに係る新元号対応状況に関するチェックリスト

1.　和暦の使用状況について

1.1

自組織の情報システムにおいて、和暦が用いられている部分を調査・確認できていますか。

1.2

【1.1で①又は③を回答している場合、完了している調査・確認作業について】
調査に際しては、OSやオフィスソフト等の基本ソフトのアップデートによる影響等も考慮していますか。また、アップデートスケジュール
を確認できていますか。

1.3

【1.1で①又は③を回答している場合、完了している調査・確認作業について】
調査に際しては、自組織内の情報システム間、又は自組織外の情報システム間のデータ連携等を考慮し、用いられるデータフォー
マット（CSV, XLS, XML, JSON, PDF等）や連携処理に、元号の変更に影響される部分が含まれているか、確認できていますか。

1.4

【1.1で①又は③を回答している場合、完了している調査・確認作業について】
調査・確認の結果、改修等の対応は必要ですか。

各情報システムにおいて、必要となる改修等の対応の内容や改修等が必要となる範囲について、具体的に明らかにできていますか。
次の３つの観点でお答えください。

Ａ　情報システムのプログラム、データベース、端末に関して必要な対応

Ｂ　帳票や画面の修正等の対応

Ｃ　他組織の情報システムとの連携において必要な対応

2.2

特に他組織の情報システムとデータ連携している場合（例えば受発注システムでのEDI（電子的データ交換）システムを利用している場
合など）においては、新元号で送付して良いのか、旧元号のままで送付すべきか等、自組織のみで決定できない要因を含むため、対
応の内容や作業計画等の立案・確定に際しては、他組織の情報システムとの連携の実施状況を踏まえた、十分な検討、確認、調整な
どが必要となる場合があります。これらの実施状況についてご教示ください。

【はじめに】
・情報システムの新元号対応には、自組織の状況に応じた検討が必要となり、大小様々な作業が必要となる可能性があります。本チェックリストは、新元号に対応する際、共通的、基礎的に検討しておく必要がある作業について確認することを目的に作成しています。
・なお、情報システムには、サーバでの処理を実行するプログラムやデータベースだけではなく、帳票、端末にインストールされているクライアントソフトやパッケージソフト、システム間連携に用いるデータを含みます。
・確認の必要がない項目においても、今後の必要な対応について記載されているので、ご一読いただき、今後の作業のチェック項目としてご活用ください。

2.1

2.　改修等の対応の内容について　【以降（2.～4.）は、1.4で①を回答している場合全部、②を回答している場合は★が記載されている設問について確認してください。】
※なお、1.4で④を回答している場合も、今後の必要な対応について記載されているので、ご一読いただき、今後の作業のチェック項目としてご活用ください。



2.3

他組織の情報システムとのデータ連携において、改元後も旧元号を使用し続けますか。改元後も旧元号を一定期間使用し続ける場
合、その後の継続についての見通しについてご教示ください。

2.4★
【1.4で②を回答している場合、回答の対象となる設問です】
改修等の対応が必要となる情報システムの数を記入してください。（半角英数）

2.5

改修等の作業の内容は、使用している情報システムの構造や保守性によって大きく異なります。予め、元号の変更等の外的要因によ
る改修作業の範囲や内容を最小化できるよう設計しているなど、元号の変更による改修等の対応の作業規模や難しさについて、どの
ような状況と考えていますか。

2.6★

【1.4で②を回答している場合、回答の対象となる設問です】
改修等の対応の実施スケジュールについて、作業計画等を立案・確定できていますか。

2.7★

【1.4で②を回答している場合、回答の対象となる設問です】
作業計画においては、5月1日までに（業務開始日等が5月１日以降となる場合は当該開始日等までに）すべての対応が完了し、同日
から、新元号を使用して業務等を実施できるようになっていますか。

2.8

相当程度の規模の改修を伴う場合、新元号の発表前において、仮の文字を使用した対応が必要となる場合があります。作業計画等
の立案において、これを考慮できていますか。

3.　テスト、確認作業について

3.1★

【2.6で①又は②を回答している場合】
改修等の対応の作業の実施結果についてテスト等の作業の内容の確定、また、その作業の実施スケジュール等の作業計画等の立
案・確定はできていますか。

3.2★

【2.6で①又は②を回答している場合】
テストの作業計画等の立案・確定に際して、他組織の情報システムとのテスト等の作業の実施スケジュール等を十分に確認できてい
ますか。

4.　5月1日までに対応が完了しない場合について

4.1★

【2.7において、②又は③を回答している場合】
対応が間に合わない場合における、情報システムの連携先との調整や代替措置について、検討し、業務の遂行に際して問題がない
ことを確認できていますか。

4.2★

【2.7において、②又は③を回答している場合】
5月1日以降、いつまでに、どのような作業を実施し、改修等の対応を完了することとなっているか、作業計画等の立案・確定ができて
いますか。



1.1 ①調査・確認が完了しており、自組織の情報システムの和暦を使用している部分を特定できている。

②調査・確認が完了しており、自組織の情報システムでは、和暦を使用していないことがわかっている。

③調査・確認作業の最中である（部分的に完了している場合を含む）。

④今後、調査・確認を行っていく。

1.2 ①アップデートによる影響を考慮して調査しており、特段の影響はないことがわかっている。

②アップデートによる影響を考慮して調査しており、影響があるため、アップデートスケジュールを確認、注視している。

③アップデートによる影響を考慮していなかったため、今後実施する。

1.3 ①連携について考慮して調査しており、交換するデータや処理に元号の変更に影響される部分があることを確認している。

②連携について考慮して調査しており、交換するデータや処理に元号の変更に影響される部分がないことを確認している。

③連携について影響を考慮していなかったため、今後実施する。

④自組織にシステム間でデータ連携等を行う情報システムはない。

1.4 ①自組織の情報システムの改修を伴う対応が必要である。

②和暦を使用しているが、導入しているパッケージ製品のアップデート等、軽微な対応でよい。

③改修等の対応は必要ない。

④和暦が用いられている部分についての調査・確認は完了しているが、改修等の必要性については、今後判断していく。

2.1 ①全て又はほとんどの情報システムで具体化し、新元号発表前の作業（仮の2文字の元号でのテストなど）まで完了している。

②全て又はほとんどの情報システムで具体化し、確定しており、今後、作業に着手する予定である（作業実施中を含む）。

③一部の情報システムで具体化し、確定しているが、確定作業中の情報システムもある。

④全て又はほとんどの情報システムにおいて作業中である。

2.2 ①連携の相手方の対応方針等を確認しており、自組織の対応について十分に検討や調整を行っている。

②連携の相手方の対応方針等を確認している最中であり、自組織の対応については、検討中である。

③今後、連携の相手方の対応方針等を確認する予定である。

④連携に用いるデータは、元号の変更によって影響される部分を含んでいない。

⑤他組織の情報システムと連携等を行っていない。

2.3 ①改元後も旧元号を使用するが、終了時期は明確である。

②改元後も旧元号を使用するが、終了時期は未定である。

③改元後も旧元号を使用するかどうかについては、検討中である。

④改元後は旧元号を使用する予定はない。

2.5 ①保守性に配慮された情報システムが多く、改修範囲や作業量は限定的である。

②保守性に乏しい情報システムが多く、改修範囲や作業量が多い。

③複雑な情報システム、大規模な情報システム自体がなく、作業量は限定的である。

④画面や帳票に和暦を使用している箇所が多く、複雑な作業はないが、確認に必要な作業量などが多い。

⑤改修範囲や作業量が検討できておらず、今後これらについて検討を行っていく。

2.6 ①全て又はほとんどの情報システムで作業計画等を立案・確定できている。

②一部の情報システムで作業計画等を立案・確定しているが、作業中の情報システムもある。

③全て又はほとんどの情報システムにおいて作業中である。

2.7 ①全て又はほとんどの情報システムが5月1日又は業務開始日等までに対応できる予定である。

②5月1日又は業務開始日等までに対応できない情報システムが一部ある。

③5月1日又は業務開始日等までに対応できない情報システムが数多くある。

④全体的に業務の遂行に大きな影響はないことから、5月1日以降に対応する予定である。

2.8 ①考慮した作業計画等を立案しており、新元号発表の前の作業を明らかにできている。

②作業量が小さいなどの理由から、新元号発表の前の作業をすることなく対応可能である。

③考慮していなかったため、今後、新元号発表の前に作業が必要かどうか検討する予定である。

3.1 ①作業計画等において、具体的なテスト内容や実施スケジュールを確定している。

②現時点の作業計画等において明らかになっていないため、今後、検討する予定である。

3.2 ①考慮して作業計画等を立案しており、連携に係るテストの実施スケジュールが確定している。

②考慮して作業計画等を立案しており、連携に係るテストの実施スケジュールは確認等の作業の最中である。

③考慮して作業計画等を立案しているが、連携に係るテストは不要である。

④考慮していなかったため、今後、検討する予定である。

⑤他組織の情報システムと連携等を行っていない。

4.1 ①対応できないと見込まれる全て又はほとんどの情報システムにおいて検討を行っており、代替措置の実施などにより、業務への影響を最小限とする予定である。

②対応できないと見込まれる全て又はほとんどの情報システムにおいて検討を行った結果、業務の遂行に際しては特段の支障はないと考えている。

③全て又は一部の情報システムにおいて検討が完了しておらず、作業中である。

4.2 ①全て又はほとんどの情報システムで作業計画等を立案・確定できている。

②一部の情報システムで作業計画等を立案・確定しているが、作業中の情報システムもある。

③全て又はほとんどの情報システムにおいて作業中である。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応状況に関するアンケート調査 

アンケート回答マニュアル 

【アンケート回答法人向け】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 1月 28日 
 

 

 

 

 

 

（マニュアル作成） 経済産業省商務情報政策局 
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1.アンケート URLへのアクセス方法 
 

・ブラウザを起動し、以下の URLにアクセスしてください。 

 

[改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応状況に関するアンケート調査] 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jyohogijyutsu/kaigen-enquete3-0501 

 

2.アンケートコードの入力 
 

・上記 URLにアクセスすると、今回利用するアンケートのアンケートコードを 

求められますので、以下の文字列を入力の上、確認ボタンを押してください。 

 

kaigen0501-000003 

 

存在しないアンケートコードを入力した場合、 

「入力されたアンケートコードに該当するアンケートが存在しません。」 

と表示されますので、 

一度画面を閉じて再度上記URLにアクセスし、アンケートコードを再入力してください。 

※なお、本アンケートは今回の回答対象法人様向けに作成されておりますので、 

 混乱を避けるため、上記 URL及びアンケートコードは関係者限りとしてください。 

 

3.基本情報の入力 

 

・アンケートコードの入力後、表示された画面に従い、情報を入力してください。 

 入力の際は以下にご留意ください。 

 

 ・今回のアンケートは法人番号をお持ちの法人を対象としますのでご了承ください。 

・法人名は「株式会社」などを略さず、正式名称を記入のこと。 

  (但し、外字等が正式名称に含まれている場合は、標準の文字コードで出力可能な文字

に置き換えること。) 

 ・売上高については、年間売上高を円の単位で入力すること。なるべく直近の決算の額

を用いること。 

  (●●千円、●●万円など、「兆、億、万、千、百、円」等を用いず、半角数字のみで入

力。桁数の区切りも不要。) 

  良い例：120000000 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jyohogijyutsu/kaigen-enquete3-0501
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  悪い例：120000000円、120000 千円、12000 万円、120百万円 

 ・一人目の連絡先担当者の電話番号、メールアドレスは入力必須 

 

4.アンケート項目の入力 

 

・基本情報の入力に続き、画面に従い情報を入力してください。 

 一部を除き、択一式の質問となっております。 

 

 ・自組織の状況を鑑み、最も近いと思われる選択肢を選択のこと。 

 ・前問までに選択した回答に応じて、回答すべき質問が異なるため、留意されたい。特

に、問 2「改修等の対応の内容について」以降は回答すべき質問が問 1.4 の回答内容に

応じて異なるため、注意書きを確認の上、留意すること。 

 

・入力が終了しましたら「確認」ボタンを押してください。回答内容の確認ページが表示

されますので、正しければ「送信」ボタンを押してください。 

 

5.依頼元への回答完了の報告 

 

・アンケート項目の入力作業が完了し、送信すると、基本情報として入力した、一人目の

連絡先担当者のメールアドレスに、以下の情報が記載された電子メールが届きます。（送

信完了後の画面にも、同一の情報が表示されます。） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・法人名：●●●●● 

・法人番号：●●●●● 

・回答 ID：●●●●● 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

・当該メールを、本アンケートの協力依頼のあったご所属の団体へ転送してください。提

出先、提出方法、提出締切については、依頼元からの依頼書をご確認ください。 

・なお、複数の団体にも所属されている法人におかれては、複数団体からも同一の依頼が

あることが想定されます。その場合は、回答完了の電子メールの送付は、どれか一つの

団体に対してのみ行って頂けるよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

以上 


