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政府統計オンライン調査システムについて 

 ■ 24 時間いつでも提出が可能です。（メンテナンス時除く）  

■ 回答いただいたデータは、システムの受付が完了すると、不正アクセス等から厳重に守られます。 

■ インターネット上のデータの送受信は、暗号化（SSL 方式）によって保護され、外部に漏れること 

  はありません。 

■ スマートフォン・タブレットには対応しておりません。パソコンからのご利用をお願いいたします。 

■ ブロードバンド環境が整備されていることを推奨いたします。 

■ 利用環境の最新情報は右記の URL からご確認ください。 

■ 必要／推奨環境は表のとおりです  

＊今年からオンライン調査票がＰＤＦ形式からＥｘｃｅｌ形式に変わりました。推奨環境をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表計算ソフト（※3）

 Internet Explorer の場合  Internet Explorer以外の場合  （EXCEL 調査票をご利用の場合のみ）

 Windows 7 SP1

 Windows 8.1（※1）

 Windows 10（※1）

 MacOS 10.12 　― Safari 11.0 　―

（※1）「デスクトップモード」の場合に限ります （※3）表計算ソフトにおける注意事項は以下の通りです。

（※2）「Windows 10」での利用に限ります ・Microsoft Office Excel以外の表計算ソフトには対応しておりません。

・利用可能なバージョンは統計調査によって異なります。

・Excelのマクロ機能を有効にする必要があります。

 Microsoft Office Excel 2016
 Microsoft Office Excel 2013
 Microsoft Office Excel 2010

OS
　ブラウザ

 Mozilla Firefox 59.0
 Google Chrome 65.0
 Microsoft Edge 41　（※2）

 Internet Explorer 11.0

平成 30 年企業活動基本調査 

オンライン調査利用の手引 

本調査は、政府統計オンライン調査システム（https://www.e-survey.go.jp/）を利

用することにより、インターネットで回答することができます。 

、 、 をお手元にご用「調査票」（紙）「調査票の記入手引」「企業活動基本調査用分類表」

意いただき、この手引の説明に従ってご利用ください。 

https://www.e-survey.go.jp/recommended_env 

１ 政府統計オンライン調査システム 

への接続・ログイン 

２ 電子調査票（Ｅｘｃｅｌ形式）の 

 取得・保存

 ３ 回答データの入力

 ４ 回答データの送信（提出）

政府統計オンライン調査システムにアクセスし、【初期画面】から

【ログイン画面】を表示します。【ログイン画面】で調査票（紙）

表紙右上にあるログイン情報を入力し、ログインします。 

初回ログイン時にパスワードを変更します。 

【電子調査票一覧画面】から電子調査票を取得します。 

電子調査票は取得後、ご自分のパソコンにダウンロードしてファ

イル名を変えて保存してください。電子調査票は今年の調査より

Ｅｘｃｅｌ形式に変更となっています。前年までの PDF 形式調査

票は今年からは使用できませんのでご注意ください。 

電子調査票（Ｅｘｃｅｌ形式）に回答データを入力します。 

「調査票」（紙）、「調査票の記入手引」、「企業活動基本調査用分類

表」を参照して入力します。 

すべての入力が完了したら、調査票 TOP ページ上にある「調査票

全体保存」、「回答データ送信」ボタンを順にクリックして送信しま

す。保存したＥｘｃｅｌの提出は変更したパスワードを入力後、送

信します。 

⇒２ページ 

⇒５ページ 

⇒６ページ 

⇒9ページ～ 
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① インターネットで https://www.e-survey.go.jp/ へアクセスすると、政府統計オンライ

ン調査システムの【初期アクセス画面】が表示されます。この画面にある「ログイン画面へ」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「調査票」（紙）には、ログインに必要な情報（政府統計コード、調査対象者ＩＤ、パスワード）があらかじめ印刷

してあります。インターネットで回答する際には、必須ですので、管理には十分お気をつけください。 

ご利用のブラウザのアドレスバーに https://www.e-survey.go.jp / 

と半角で入力します。入力したら Enter を押します。 

またはインターネットで「政府統計オンライン調査総合窓口」を検索します。 

 

「ログイン画面へ」

ボタンをクリックし

ます。 

政府統計オンライン調査システムの概要、利用環境

や利用規約などが掲載されています。 

利用される方は、事前にお読みください。 

政府統計オンライン調査

システムヘルプデスクの

連絡先が表示されます。操

作方法などに関するメー

ルでの問合せが可能です。

「調査票」（紙） 「調査票の記⼊⼿引」 「企業活動基本調査⽤分類表」

★注意︕︕タイムアウト★ 
ログイン後、約１時間が経過しますとオンライン調査システムとの通信が遮断されます。 
調査票を取得後、ファイル名を変えてＥｘｃｅｌ形式で保存していただければ、システムに接続し
ていなくても、保存した調査票に回答データを入力することができます。 
ファイル保存してから、回答いただくのがおすすめです。 
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② 【ログイン画面】が表示されます。調査票（紙）表紙の右上に印刷されている「ログイン情報」

（政府統計コード、調査対象者ＩＤ、パスワード）を画面に入力し、「ログイン」ボタンをクリック

します。 

初回はあらかじめ調査票に記入してあるパスワード 

を使用してください（ＩＤとパスワードは毎年変 

わります）。初回ログイン時にパスワードを変更し 

てください。変更手順は次ページを参照してく 

ださい。 

③  

 

 

「パスワード」の初期値には、 

英大・小文字の「Ｉとｉ（アイ）」、「ｌ（エル）」、「Ｏとｏ（オー）」、数字の「1」と「0」は使用していません。

 

「ログイン情報」を

入力します。 

「ログイン」ボタン

をクリックします。

ログイン画面で「政府統計コード」や「調査対象者ＩＤ」について「次回から入力省略」を指定すると、次回、ログ

イン画面を開いたときにあらかじめ入力されていますが、別の政府統計について回答された場合は、そのときの「政

府統計コード」や「調査対象者ＩＤ」が記憶されている可能性がありますので、ご注意ください。 

「政府統計コード」「調査対象者ＩＤ」「パスワード」は、その３つをセットで管理してください。 

★調査票の再送付を希望された場合★ 

再送付の調査票にはログイン情報の記載はありません。オンラインで提出する旨、調査事務局へご

連絡ください。 

★ログインエラー★ 

セキュリティ上、ログインに５回以上失敗するとロックがかかる仕組みとなっています。 
ロックがかかってしまった場合、15 分程時間をおいてから再度ログインしてください。 

 

見本 
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③ （初回アクセス時のみ）【パスワードの変更画面】が表示されます。 

新しいパスワードを２か所入力し、「変更」ボタンをクリックします。 

 ■ 「パスワード」を変更することによって、貴社の大切なデータは不正アクセスから保護されます。 

 

 

パスワードは各自で保管し、絶対紛失しないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ （初回アクセス時のみ）【連絡先情報の登録画面】が表示されます。 

メールアドレス・会社名・部署名・担当者名を入力し、「登録」ボタンをクリックします。 

 

  

「変更」ボタンを 

クリックします。 

㊟推測されやすい文字列が含まれていないこと 

-わるい例-  
・ユーザ名に数字を加えたもの （yamada01） 

・製品名や商標名  （Windows や UNIX）

・名詞  （book や pencil） 

・地名  （tokyo） 

・組織の略語 （ipa） 

・規則のある数字や英字   （777 や abcde） 

・キーボードの配列  （qwert） 

「パスワードを表示する」にチェックをすることで、

「パスワード」が表示できるようになります。 

変更する新しい「パスワード」を

２か所入力します。 

【パスワードポリシー】 

◆半角 8 文字以上 

◆英小文字◆英大文字◆数字 を各 1 文字以上含める 
次回ログイン時より新しいパス

ワードになります。 

また、保存したＥｘｃｅｌ調査票

の送信に使用しますので、忘れる

ことのないようにしてください。

変更したパスワード 
【メモ】 

× 

メールアドレス（2 か所）・ 

担当者名・電話番号 を入力し、 

「登録」ボタンをクリックします。 

メールアドレスの

入力は必須です。

■メールアドレス・担当者名 

・電話番号 の使用目的 

登録していただいたメールアドレス・担当者

名は、政府統計オンライン調査システムが回

答データを受信した際の「受付状況」の送信

及びお問合せするために使用し、それ以外に

は使用しません。 
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⑤ （初回アクセス時のみ）【連絡先情報の確認画面】が表示されます。上記④で登録したメール

アドレス・担当者名・電話番号を確認し、内容を修正する場合は「連絡先変更へ」ボタン、変更

が無い場合は「調査票一覧へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

①  調査票のダウンロード 

【調査票の一覧画面】が表示されます。「企業活動基本調査票」が選択されていることを確認

し、「一括ダウンロード」ボタンをクリックします。 

表示されているメールアドレス・

担当者名・電話番号を確認し、 

内容を修正する場合は「連絡先変

更へ」ボタン、変更が無い場合は

「調査票一覧へ」ボタンをクリッ

クします。 

調査票一覧の「回答日時」に値が表示され

ている調査票は、すでに回答いただいた調

査票です。 

「パスワード・連絡先情報の変更」ボタン

すでに登録が済んでいる「パスワード」、「連

絡先情報」を変更することができます。 

「企業活動基本調査票」が選択されてい

ることを確認し、「一括ダウンロード」

ボタンをクリックします。 
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②  「企業活動基本調査票」の最初のページが表示されます。 

 

  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査票のダウンロードが完了したら、一旦インターネットを切り、保存したＥｘｃｅｌファイルを

開き直してから、回答データ入力をすることをおすすめいたします。保存し回答入力がお済みの

EXCEL ファイルはお問い合わせの際に必要となりますので、1 年間は保管をお願いいたします。

電子調査票ファイル（Excelファイル）を開くと、ソフトウェアの設定によりましては、 

下記メッセージが表示されます。  

【メッセージ①】 

 
【メッセージ②】 

 
【メッセージ③】 

★ 電 子 調 査 票 の 保 存 ★  
任意の保存先を指定し、 
Excel ファイルを保存してください。 
その際必ずわかりやすいファイル名に変更
してください。例）企活調査 2018.xlsm 
 
保存先とファイル名を以下のメモ欄に記入し
て忘れないようにしてください。 
政府統計オンライン調査システムに接続し
ていなくても、保存した電子調査票ファイル
より回答データの入力ができます。 
また、入力した内容をその都度保存しておけ
ば、入力を中断した場合でもスムーズに入
力を再開できるようになります。 

【電子調査票 最初のページ】 

【メモ】 

保存先︓ 
ファイル名︓ 

「調査票全体保存」

ボタンをクリック

してください。 

左記メッセージが表示されましたら、 

「はい（Y）」をクリックしてください。 
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メッセージが表示されない場合、「ファイル」→「オプション」 → 「セキュリティセンター」 → 「セ

キュリティセンターの設定」 → 「マクロの設定」で「警告を表示して全てのマクロを無効にする」

を選択し、再度、Excel ファイルを開きなおしてください。（前頁 “コンテンツの有効化”が表示さ

れるので有効にして下さい ） 

 
【電子調査票画面例】 

 

[機能説明] 

①表示している電子調査票のデータをクリア（全消去）するときに使用します。  

②表示している電子調査票を、回答データ、事業所情報も含め、Excel 形式でパソコンに保存します。  

③入力された回答データのチェックを行います。  

④回答データをXML形式で保存します（企業活動基本調査では当機能は使用しません）。  

⑤回答データを提出先へ送信します。  

⑥次のページに移動します（入力エラーがあると移動できない場合があります）。 

必要となる回答データ及び名簿情報について、入力、必要に応じ修正いただき 送信してください。 

 

＊記⼊内容について、調査事務局から問合せをする場合があります。電⼦調査票TOPページ（P1）

の報告者・回答者情報を⼊⼒してください。 
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をクリックしますと、 

右記のように「子会社・関連会社業種分類表」

が表示されますので参照してください。 

① 数値の入力について 

◎ 合計値を入力する場合は、計算された合計値と差異がないか確認してください。 

  （電子調査票の２ページ、７ページ、８ページ、１０ページ、１１ページ） 

◎ マイナスの数字を入力する場合は「-」を入力してください。「△」は入力できません。 

◎ 金額欄 

a) 四捨五入した数値が百万円に満たない場合 ⇒ 「0」と入力してください 

b) 数値がない（該当しない）場合 ⇒ 何も入力しないでください 

ｃ） 電子調査票１ページと８ページの「資本金」の欄 ⇒ 四捨五入ではなく、百万円未満

を切り捨てて入力してください 

② 分類番号の入力について 

◎ 分類番号の入力にあたっては、ドロップダウンボタン   をクリックし、選択入力します。 

  （電子調査票の３ページ、４～６ページ、９～１０ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【親会社または、自社の売上高の分類番号検索方法】 

◎ 分類番号が不明の場合は 

ボタンをクリックすることにより、大分類や業種

及び品目などのキーワード等から分類番号を

検索することも可能です。また、分類一覧表の

閲覧が可能です。 

業種分類番号 

分類番号 

＜例＞      をクリックし、 

大分類「製造業」を選択し、品目「飲料」

のキーワードを入力し、「分類番号検索」

ボタンをクリックすることにより、なん

らかの飲料に関わる製造業の分類コー

ドが検索されます。 

分類番号 
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① 回答データを保存する時は、TOPページの「調査票全体保存」      ボタンをクリック。 

② ファイルの保存画面が表示されますので、任意の保存先を指定し、ファイルを保存してくださ

い。（デスクトップをおすすめいたします） 

 

 

 

 

 

 

 

③ すべてのデータを入力し、保存が完了しましたら、TOPページの上部にある  

「回答データ送信」        ボタンをクリックします。  

 
 

 

 

 

 

 

 

回答データは、インターネットを通じて政府統計オンライン調査システムに送信されます。 

 

 

電子調査票（EXCEL 形式）をご自分のパソコンに保存した場合、政府統計オンライン調査シス

テムに接続していなくても、お時間のあるときに回答データを少しずつ入力した後、送信いただ

くことができます。 

電⼦調査票は必ず保存先を決め、名前をつけて保存してください︕︕ 
■データの確認は各自で保存していただいた調査票で行うことになります。 

■データ送信後に、データ修正が生じた場合、保存したファイルに修正を加え、再送信する

ことでデータを修正することができます。 

注意！ 

 

 

 

変更したパスワードを入力後、 

「送信」ボタンをクリックします。 
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■エラーメッセージ① 

「回答データ送信」ボタンを押下した際、入力内容にエラーがあった場合は、以下のようなメッセージが表

示されます。「OK」ボタンを押してチェクシートを確認してください。 

  

■エラーメッセージ② 

「回答データ送信」ボタンを押下した際、入力内容に警告があった場合は以下のようなメッセージが表示さ

れます。そのまま回答データを送信する場合は、「OK」ボタンを押してください。 

回答データを修正する場合は「キャンセル」ボタンを押してチェックシートを確認してください。 

 
【エラー例示①】エラー箇所のセルのリンクをクリックすると、エラー画面に飛びます。

 

 
【エラー例示②】 

 

 
＊エラーメッセージは、入力途中にも表示されます。チェック内容を確認・修正の上、入力を進めてくださ

い。赤エラーがあると回答送信ができません。 

③ 送信が完了すると、受付完了メッセージが表示されます。 なお、「連絡先情報」の登録画面（P.４）でメ

ールアドレスを登録した場合、受付結果メール（P11 参照）が届きます。 

 

 

 

チェック

連番

必須

訂正
シート セル チェック内容

1 ○ P1 S40 「資本金額又は出資金額」に入力がありません。

チェックシート
・セル欄のセル番地をクリックすると、調査票の入力箇所へ移動できます。

チェック

連番

必須

訂正
シート セル チェック内容

1 P2 AM34 「うち、正社員・正職員の常時従業者数[0227]」に入力がありません。

チェックシートが表示されますので、入力内

容の確認をお願いします。  

※調査票上のエラーのある入力欄が赤色に着

色されています。 

「キャンセル」の場合はチェックシートが

表示されますので、入力内容の確認をお願

いします。 

※調査票上の警告のある入力欄が黄色に

着色されています。 

記入が必須な項目の赤エラーは、 

チェックシートの必須訂正のセルに

「〇」が表示されます。
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④ 受付結果メールは、正常に回答がされていない場合にも送信されます。場合によっては、再度、回答

が必要になりますので自動送信されたメールの内容をご確認ください。 

 

以上で、回答データの送信は完了です。調査票の Excel ファイルを閉じてください。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

ログイン画面パスワード入力欄の下にある「パスワードを忘れてしまった場合はこちらへ」をクリック 

 
「パスワード再発行へ」をクリック→必要事項を入力し「再発行」をクリックすると、登

録いただいたメールアドレスへ通知されますので、速やかにログインしていただきパスワ

ードを変更してください。 

＊注意！初期登録の際にメールアドレスの登録がないと再発行できません。 

 

 

 

 

統計調査名：経済産業省企業活動基本調査
実施時期：Ｈ３０企活
調査票名：経済産業省企業活動基本調査
調査対象者ID：12345679
キー項目：55000009
受付番号：0H5CF1515001
受付結果：調査票回答を受け付けました。ご回答ありがとうございました。

--------------------------------------------------
※本メールはシステムより自動送信されています。
　返信はしないでください。
[MailID:000005123626]

統計調査名：
実施時期：
調査票名：
調査対象者ID：12345679
キー項目：55000009
受付番号：
受付結果：調査票回答を受付できません。管理情報が不正です。

--------------------------------------------------
※本メールはシステムより自動送信されています。
　返信はしないでください。
[MailID:000005123626]

★再発行がうまくいかない場合★ 

調査事務局へご連絡ください。初期値に戻すことができます。 

表示されているエラーメッセージは一例です。

エラーの種類によって表示されるメッセージは

異なりますので、ご注意ください。 
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■ 保存した Excel ファイルを開くと、入力を再開できます。 

 

 

■ あなたのパソコンに保存されている電子調査票は、控えとしてお持ちください。 

調査事務局から内容の確認をさせていただく場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

※ 政府統計共同利用ヘルプデスク support@e-stat.go.jp 

政府オンライン調査システムの操作方法などに関しては、メールでの問合せが可能です。 

政府統計オンライン調査システムＴＯＰページ右上の「お問い合わせ」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ﾌﾘｰｺｰﾙ】0120-98-3485


【電話受付時間】 ９：３０～１２：００／１３：００～１７：３０ （土日・祝日を除く）

【直通電話番号】03-5295-1197 

企業活動基本調査
事 務 局

★すでに回答送信を行ったが、調査票の内容を修正したい場合★  

速やかに調査事務局へご連絡ください。  


