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1． 利用を開始する 

1-1．システムへのログイン 

（1）ログインページにアクセス 

インターネットに接続し、https://hyoka-navi.jp/login.html を URL入力欄へ入力し へアクセスし

ます。 

（2）ログインの実施 

各利用者は事前に通知されたログイン ID及びパスワードを入力の上、ログインボタンをクリックします。 
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1-2．ログインパスワードの変更 

初回ログイン時には、初期パスワード変更ダイアログが表示されるので、パスワードの変更をお願いします。 

 

（1）パスワード変更画面を開く 

ログイン後のページより、左のサイドメニューにある「パスワード変更」をクリックして開きます。新しいパスワード

を入力して「変更する」をクリックします。 

※ パスワードは忘れないように控えておいて頂くようお願い致します。 
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2．HOME画面  

ログインすると HOME 画面が表示されます。HOME には評価の進捗状況や TODO をひと目で確認可能な

「全体進捗チャート」が表示されます。 

 

（1）全体進捗チャートの見方 

全体進捗チャートは、現在アクティブな（今期の）全ての評価について、その実施時期、実施順序を時

系列で図示します。 

ログインユーザーが評価者の場合、担当している評価ステップの評価がアクティブ（１名以上が要実施に

なってから、全員が完了するまで）な時に、該当する評価ステップの図が網掛け状態になります。また、要

実施の評価や承認が存在している場合は、更に点滅状態になります。 

ログインユーザーが被評価者の場合、評価実施期間内（目標設定期間内）であり、かつ自己評価

（設定）未実施であれば、自己評価（目標設定）の図が網掛け・点滅状態になります。また、評価

者としてアサインされていない場合は、自分の評価が現在行われているステップの図が網掛け状態になり

ます。 

いずれの場合も、図が点滅状態になっている（＝未実施の作業がある）場合、点滅している図自体も

クリックして該当する画面を開けます。また、図の下部にも要実施件数とともに、当該画面へのリンクが表

示されます。 
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3．お知らせ 

お知らせにはサイト運営者からの各種お知らせが表示されます。 

（1）お知らせ一覧 

サイドメニューから「お知らせ」をクリックすると、すべてのお知らせを見ることができます。 
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4．コラム・レポート 

コラム・レポートには普段の業務でお役立て頂ける各種情報を配信します。 

（1）コラム・レポート一覧 

サイドメニューから「コラム・レポート」をクリックしてコラム・レポート画面を開きます。コラム・レポートが一覧さ

れているので、タイトルをクリックして内容を表示します。 
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5．お役立ち資料集 

サイドメニューの「お役立ち資料集」で資料一覧に移動することができます。 

お役立ち資料画面からは、各種資料をダウンロードして利用できます。詳しくはお問い合わせください。 
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6．ヘルプページ 

サイドメニューの「ヘルプページ」をクリックすると、外部サイトの「ヘルプページ」に移動します。 

システム管理者向け、評価者向け、被評価者向けのマニュアルそれぞれのダウンロードボタンが表示されるので、

ダウンロードの上ご利用ください。 

その他よくあるご質問や、操作マニュアルもございますので、お問い合わせ前にご覧ください。 
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7．【目標達成度評価】目標の設定 

あなたの所属している組織が、目標達成度評価を実施している場合のみご利用可能な機能です。 

7-1．目標設定画面への移動 

アクティブな目標達成度評価の評価期間が存在していれば、HOME に目標評価のタブが表示され、目標評

価タブを開くと「目標の設定」メニューが表示されます。また、目標設定が可能な期間内であれば、「目標の設

定」ボタンをクリックして目標の設定画面を開くことができます。 

  

 

7-2．目標の入力 

目標の数は、設定された範囲内で任意の数を設定可能です。「項目数」のセレクトボックスを変更するとリ

アルタイムに目標の入力欄の行数が変化します。 

編集可能な項目は濃いオレンジ色の列として表示されます。項目名の末尾に「*」が記載されている項目

は入力必須項目です。 

一次保存ボタンをクリックして、入力途中の目標を保存できます。この段階では、入力必須項目は空欄で

も保存できます。 
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また、所属している組織が「チャレンジ認定」を運用している場合には、「基準の表示」が現れ、このボタンを

クリックして、チャレンジ認定を選択する基準を確認できます。「前回の目標を引き継ぐ」ボタンをクリックして、

確認ダイアログで「実行する」をクリックすると、前回の目標設定内容を全てコピーすることができます。不要

な目標は削除アイコンで削除できます。 

7-3．目標の承認申請 

目標の入力が完了したら、承認申請ボタンをクリックします。承認申請が行われると、この画面が読み専

用の状態に変化すると共に、1次承認者が承認可能な状態に変化します。 
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7-4．目標の承認状況の確認 

承認中は、HOME の目標達成度評価タブ内の「目標の設定」欄に、現在の承認状況が表示されます。

全ての承認が完了すると、「目標承認済み」となり目標が確定します。 

 

7-5．目標の再確認 

目標の承認中や承認完了後も、「目標の閲覧」ボタンをクリックして、目標を閲覧することが可能です。 
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8．【行動評価】自己評価の実施 

あなたの所属している組織が、行動評価の自己評価を実施している場合のみご利用可能な機能です。 

8-1．自己評価実施画面への移動 

自己評価の実施予定がある場合、HOME の目標達成度評価タブ内の「自己評価の実施」メニューに、これ

から入力すべき自己評価が表示されます。「自己評価を実施」ボタンをクリックして自己評価実施画面に移動

します。入力可能な期間内のみ編集が可能です。 

 

8-2．自己評価の入力 

自己評価の実施画面では、あなたの所属する組織における自己評価の運用ルールに応じて、3 種類の自己

評価の全てまたはいずれかを実施する必要があります。 

3 種類の自己評価は全て同じ画面上に表示されます。同時に全て運用している場合は、上から順番に「自

己評価」「項目別コメント」「フリーコメント」が表示されます。 

(1) 自己評価 

種類が「自己評価」の場合は、評価表の各評価項目について、該当する選択肢を選択していきます。表

内の該当する選択肢のセルをクリックするとピンク色になり選択状態になります。 
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(2) 項目別コメント 

種類が「項目別コメント」の場合は、評価表の各評価項目について、自由記述形式で自己評価を行い

ます。 

 

(3) フリーコメント 

種類が「フリーコメント」の場合は、評価表とは関係なく、設定された設問について、自由記述形式で回

答していきます。 

 

(4) 保存 

いずれの種類の自己評価を行う場合も、保存ボタンをクリックすることで、保存できます。また、「確定する」

ボタンを押すと画面が読み取り専用に変化します。 
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(5) 過去の評価の閲覧 

「過去の評価」ボタンをクリックすると、過去の自己評価の入力内容を確認することができます。閲覧する

評価期間はセレクトボックスで切り替え可能です。 
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9．【目標達成度評価】自己評価の実施 

あなたの所属している組織が、目標達成度評価の自己評価を実施している場合のみご利用可能な機能で

す。 

9-1．自己評価実施画面への移動 

自己評価の実施予定がある場合、HOME の目標達成度評価タブ内の「自分の評価」メニューに、これから入

力すべき自己評価が表示されます。「自己評価を実施」ボタンをクリックして自己評価実施画面に移動します。 

 

9-2．自己評価の入力 

記入すべき項目は濃いオレンジ色になっており、必須項目は項目名の末尾に「*」と記載されています。必要事

項を記入の上、保存を実行すると、評価者が評価を行う際に、この内容を確認することができるようになりま

す。 

 

また、過去の評価ボタンをクリックすると、過去の自己評価内容を閲覧できます。閲覧する評価期間は切替え

ることが可能です。 
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10．【行動評価/目標達成度評価】評価結果の閲覧 

あなたの所属している組織が、評価結果を本人に閲覧可能な設定にしている場合のみご利用可能な機能で

す。 

10-1．評価結果閲覧画面の表示 

評価が全て確定後、HOMEの該当する評価期間タブ内の「自分の評価」メニューに、「評価結果を閲覧」ボタ

ンが表示されるので、このボタンをクリックして評価結果閲覧画面に移動します。 

 

評価結果閲覧画面では、各評価者の項目ごとの評価、合計スコア・ランク、最終的な確定スコア・ランクの内、

管理者が公開を許可した項目のみが表示されます。 

 


