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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 入力欄へ入力しサイトへアクセ

スします。 

（2）ログインの実施 

各評価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．メモ 

メモ機能では、評価対象者について日頃からメモを取っておくことができます。このメモは評価実施時に閲

覧することができます。評価実施時には、自分が書いたメモだけではなく、下位評価者や第三者が書いた

メモも閲覧可能です。 

（1）従業員検索 

メモの従業員は、いくつかの条件を使って検索することができます。名前で検索する場合は、左上のテキス

トフィールドに入力の上、検索（虫眼鏡）ボタンをクリックします。左下の３つのボタンは左からそれぞれ、

「評価対象者（現在アクティブな評価期間での評価対象者）」「直近 1 ヶ月にメモを入力した者」「スタ

ーを付けた従業員」で絞り込みできます。 

 

 

（2）メモの入力 

左側の従業員一覧から対象者を選ぶと、これまで自分が入力したメモが上から古い順に表示されるととも

に、この従業員について新規のメモを入力するフォームが表示されます。一度入力したメモも、各メモの右

上から編集や削除が可能です。同じく各メモの右上の星マークをクリックすると重要なメモとしてスターをつけ

ることができます。 
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また、上部の従業員名の左の星マークをクリックすると、この従業員についてスターを付けて、検索等で利

用することができます。 
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4．おしらせ 

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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5．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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6．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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7．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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8．お問い合わせ 

サイドメニューの「お問い合わせ」より、お問い合わせ画面に移動します。 

お問い合わせ方法としては、①問い合わせフォーム ②記載されている電話・メールによるお問い合わせいずれ

かを選択できます。 
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9．【行動評価】評価実施 

9-1．評価ステップの選択 

HOMEから行動評価のタブを開くと、「評価の実施」に、これから入力すべき評価ステップと対象従業員数が表

示されます。 

 

自分の評価担当のステップについては「評価を実施」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実

施画面に移動します。 

 

 

 

例）この画面の場合は、1次評価と 2次評価の担当となっています 
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一覧の表示内容は以下のとおりです 

項目 内容 

全対象 自分がこのステップで担当する全従業員数。 

他者評価待ち 自分の担当する全従業員数のうち、前ステップまでの評価が未完了

の従業員数。 

評価未完了 自分の担当する全従業員のうち、自分のステップでの評価が未完了

の従業員数。 

評価済 自分の担当する全従業員のうち、このステップでの評価が完了して

いる従業員数。 

  

9-2．従業員の選択 

評価実施画面では等級ごとに被評価者が一覧表示されます。実施状態（①）が「要実施」のものが実施

対象となります。被評価者の名前（②）をクリックすると評価入力画面に移動します。 

「送信済」や「◯次評価実施中」などの状態では閲覧できますが、編集はできません 。 

 

  

① 
② 

A B C 
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表に表示される内容は以下のとおりです。 

分類 含まれている項目 

被評価者の情報（A） 職種や所属部署、所属事業所、等級、従業員 ID、従業員名といった被評

価者の情報が表示されます。 

評価内容（B） 評価項目毎に自分が登録した評価内容が表示されます。該当従業員の行を

クリックすると、評価の詳細が表示され、設定によっては、ここから評価入力する

ことも可能です。 

別ステップでの評価

（C） 

閲覧権限があるステップの評価が表示されます。 

 

 

9-3．評価の入力 

（1）表示内容 

画面上部には選択中の従業員情報（①）、その下に評価入力欄（②）が表示されます。 

 

① 

② 
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（2）評価の入力 

設問毎に、選択のポイントと、各選択肢の内容が表示されるので、全ての設問について該当する選択肢を選

んでいきます。コメントがある場合は、一番下のコメント欄に記入します。 

※設定によっては、評価項目別のコメントや、フリーコメント、加点・減点が可能な場合があります。貴法人内

での指示・案内に従い、必要な評価を実施して下さい。 

（3）コピー 

2次評価以降では、前の評価結果をコピーすることができます。 

 

（4）過去の評価を見る 

「過去の評価」をクリックすると当該従業員の過去の評価が別ウィンドウで開きます。「過去の評価期間」で表

示する評価期間を切り替えることもできます。 
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（5）メモの閲覧 

「メモ表示」をクリックすると、別ウィンドウで評価対象者に対するメモを閲覧可能です。メモは記入者や重

要度で絞り込みできます。 

 

 

（6）差し戻し 

「◯次評価を差し戻し」をクリックすると前のステップの評価者に評価を差し戻すことができます。任意で差し戻

しコメントを入力して、前評価者に連絡することができます。 

 

zz 
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（7）自己評価の閲覧 

「自己評価」をクリックすると別ウィンドウで自己評価の結果を閲覧することができます。 
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（8）保存 

評価の入力を行った状態ではまだ評価内容は保存されていません。「保存」ボタンをクリックすることで、保存さ

れます。保存を行わないで、他の画面に移動すると入力内容は失われます。 

 

9-4．評価の送信 

従業員の一覧画面で「入力済みを送信する」（①）か、従業員毎に実施状態の列で「要送信」（②）ボタ

ンをクリックします。 

 

① 

② 
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10．【目標達成度評価】目標の承認 

10-1．承認ステップの選択 

HOME の目標評価タブ内の、「目標の承認」に、これから承認すべき目標設定ステップと対象従業員数

が表示されます。 

 

自分が承認担当のステップについては「承認ステップ」の行で「承認を実施」ボタンが表示されるので、このボ

タンをクリックして承認実施画面に移動します。 

一覧の表示内容は以下のとおりです 

項目 内容 

全対象 自分がこのステップで担当する全従業員数。 

他者承認待ち 自分の担当する全従業員数のうち、前ステップまでの評価が未完了

の従業員数。 

承認未完了 自分の担当する全従業員のうち、自分のステップでの評価が未完了

の従業員数。 

承認済 自分の担当する全従業員のうち、このステップでの評価が完了して

いる従業員数。 

目標設定前 自分の担当する全従業員のうち、目標の入力・承認申請を未実施の従

業員数。 

 



人事評価 Navigator 評価者マニュアル 

 

23 

 

10-2．従業員の選択 

承認実施画面では被評価者が一覧表示されます。実施状態（①）が「要実施」のものが実施対象と

なります。被評価者の名前（②）をクリックすると承認実施画面に移動します。「送信済」や「◯次承認

実施中」などの状態では閲覧できますが、編集はできません 。 

 

10-3．目標の確認・入力 

目標の承認画面では、被評価者が入力した目標が表示されます。承認者が入力可能な項目は濃いオ

レンジ色で表示されます。 

編集後は一次保存ボタンをクリックすることで、一旦編集内容を保存できます。また、チャレンジ認定を選

択可能な設定になっている場合は、「基準の表示」ボタンをクリックすることでチャレンジ認定の選択基準を

確認できます。 

 

①  ②  
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10-4．目標の承認 

承認ボタンをクリックすると、次の承認者に送られ、このステップでの編集はできなくなります。 

 

また、差し戻しをクリックすると前の承認者に差し戻すことができます。1 次承認者の場合は、被評価者に

戻されます。差し戻しにはコメントを入力して、連絡用に活用できます。 

10-5．目標の変更 

最終承認者であれば、目標承認後、目標設定可能期間内に限り、目標を本人に差し戻し、最初から

目標設定プロセスを再開することができます。「本人に差し戻し」で実行することができます。 
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11．【目標達成度評価】評価の実施 

11-1．評価ステップの選択 

HOME も目標達成度評価タブ内の「評価の実施」に、これから入力すべき評価ステップと対象従業員数が表

示されます。 

自分が評価担当のステップについては、該当する行に「評価を実施」ボタンが表示されるので、このボタンをクリッ

クして評価実施画面に移動します。 

 

一覧の表示内容は以下のとおりです。 

項目 内容 

全対象 自分がこのステップで担当する全従業員数。 

他者評価待ち 自分の担当する全従業員数のうち、前ステップまでの評価が未完了の従

業員数。 

評価未完了 自分の担当する全従業員のうち、自分のステップでの評価が未完了の従

業員数。 

評価済 自分の担当する全従業員のうち、このステップでの評価が完了している

従業員数。 

 

11-2．従業員の選択 

評価実施画面では被評価者が一覧表示されます。実施状態（①）が「要実施」のものが実施対象となりま

す。被評価者の名前（②）をクリックすると評価入力画面に移動します。 
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「送信済」や「◯次評価実施中」などの状態では閲覧できますが、編集はできません 。 

 

11-3．評価の入力 

（1）表示内容 

画面上部には選択中の従業員情報（①）、その下に評価入力欄（②）が表示されます。 

 

①  ②  

① 

② 
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（2）評価の入力 

目標毎に、評価を選んでいきます。評価の基準は「基準を表示」ボタンで確認できます。また、記述式の評価

欄がある場合には、そちらにも記入を行います。コメントがある場合は、一番下のコメント欄に記入します。 

（3）コピー 

2次評価以降では、前の評価結果をコピーすることができます。コピーボタンをクリックしてください。 

（4）過去の評価を見る 

「過去の評価」をクリックすると当該従業員の過去の評価が別ウィンドウで開きます。「過去の評価期間」で表

示する評価期間を切り替えることもできます。 

 

（5）メモの閲覧 

「メモ表示」をクリックすると、別ウィンドウで評価対象者に対するメモを閲覧可能です。メモは記入者や重要

度で絞り込みできます。 

 

（6）差し戻し 

「◯次評価を差し戻し」をクリックすると前のステップの評価者に評価を差し戻すことができます。差し戻しコメン

トを入力して、前評価者に連絡することができます。 
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（7）保存 

評価の入力を行った状態ではまだ評価内容は保存されていません。「保存」ボタンをクリックすることで、保存さ

れます。保存を行わないで、他のページへ移動すると入力内容は失われます。 

 

11-4．評価の送信 

従業員の一覧画面で「入力済みを送信する」（①）か、従業員毎に実施状態の列で「要送信」（②）ボタ

ンをクリックします。 

 

  

① 

② 



人事評価 Navigator 評価者マニュアル 

 

29 

 

12．【職務評価】評価実施 

12-1．評価ステップの選択 

HOMEから行動評価のタブを開くと、「評価の実施」に、これから入力すべき評価ステップと対象従業員数が表

示されます。 

 

自分の評価担当のステップについては「評価を実施」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実

施画面に移動します。 

 

 

 
例）この画面の場合は、1次評価と 2次評価の担当となっています 
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一覧の表示内容は以下のとおりです 

項目 内容 

全対象 自分がこのステップで担当する全従業員数。 

他者評価待ち 自分の担当する全従業員数のうち、前ステップまでの評価が未完了

の従業員数。 

評価未完了 自分の担当する全従業員のうち、自分のステップでの評価が未完了

の従業員数。 

評価済 自分の担当する全従業員のうち、このステップでの評価が完了して

いる従業員数。 

  

12-2．従業員の選択 

評価実施画面では等級ごとに被評価者が一覧表示されます。実施状態（①）が「要実施」のものが実施

対象となります。被評価者の名前（②）をクリックすると評価入力画面に移動します。 

「送信済」や「◯次評価実施中」などの状態では閲覧できますが、編集はできません 。 

前のステップと回答する階層が同じ場合のみ、評価を一括コピーすることができます。 

 

  

① 

② 

A 
B 
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表に表示される内容は以下のとおりです。 

分類 含まれている項目 

被評価者の情報（A） 職種や所属部署、所属事業所、等級、従業員 ID、従業員名といった被評

価者の情報が表示されます。 

ステップ毎の評価（B） 閲覧権限があるステップの評価が表示されます。 

 

 

12-3．評価の入力 

（1）表示内容 

画面上部には選択中の従業員情報（①）、その下に評価入力欄（②）が表示されます。 

 

（2）評価の入力 

設問毎に、選択肢のボタンが表示されるので、全ての設問について該当する選択肢を選んでいきます。コメント

がある場合は、一番下のコメント欄に記入します。 

※設定によっては、フリーコメント、加点・減点が可能な場合があります。貴法人内での指示・案内に従い、必

要な評価を実施して下さい。 

① 

② 
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（3）過去の評価を見る 

「過去の評価」をクリックすると当該従業員の過去の評価が別ウィンドウで開きます。「過去の評価期間」で表

示する評価期間を切り替えることもできます。 
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（4）メモの閲覧 

「メモ表示」をクリックすると、別ウィンドウで評価対象者に対するメモを閲覧可能です。メモは記入者や重

要度で絞り込みできます。 

 

 

（5）差し戻し 

「◯次評価を差し戻し」をクリックすると前のステップの評価者に評価を差し戻すことができます。任意で差し戻

しコメントを入力して、前評価者に連絡することができます。 

 

zz 
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（6）自己評価の閲覧 

「自己評価」をクリックすると別ウィンドウで自己評価の結果を閲覧することができます。 
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（7）保存 

評価の入力を行った状態ではまだ評価内容は保存されていません。「保存」ボタンをクリックすることで、保存さ

れます。保存を行わないで、他の画面に移動すると入力内容は失われます。 

 

12-4．評価の送信 

従業員の一覧画面で「入力済みを送信する」（①）か、従業員毎に実施状態の列で「要送信」（②）ボタ

ンをクリックします。 

 

 

① 

② 
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13．【行動評価／目標達成度評価／職務評価】フィードバックの実施 

※ 行動評価、目標達成度評価、いずれの場合も、フォードバックを行う際の流れ・操作は同様です。ここ

では、行動評価の画面を用いて説明します。 

13-1．フィードバック用データの取得 

HOME の各評価期間のタブ内の「評価の実施」から自分が担当となっている評価ステップを開きます。 

 

出力したい従業員について、「エクセル出力対象」列のチェックを付けた上で、「エクセル出力」をクリックする

と Excel形式で評価結果の一覧を出力することができます。 
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また、閲覧権限がある場合は、従業員名をクリックして詳細画面に移動すると、各設問への上位評価者

の評価結果を閲覧することができます。 

また、従業員毎の評価画面から「印刷」ボタンをクリックして印刷を行うことも可能です。 

【Excel ファイルの内容イメージ】 
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13-2．フィードバック実施を登録 

フィードバックが完了したら、該当する従業員の行で、「フィードバック」欄のチェックボックスにチェックを付けま

す。フォードバックの実施者や実施日時は、チェックボックスにカーソルを合わせると確認することができます。 

 

 

 


