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背景
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2018年以降、日進精機の従業員数が急激に増加しました。
2015年と2019年とでは1.8倍の人数差です。
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人数差
約1.8倍

急激な人員増加に伴う課題解決の為、リーダーシップ層の拡充が急務とされます。

急激な従業員数の増加に伴う課題

①従業員の頑張りに応じた適切な評価が見えにくい

②従業員の成長への後押しが行いにくい

③従業員個々人に応じたキャリア育成が困難

④「①～③」の課題により人材育成が思うように進まない



目的（会社の想い）
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背景の課題を解決する為に必要な想いは以下の通りです。

会社の想い

①従業員の頑張りを適切に評価していきたい

②従業員個人と会社を今以上に成長させたい

③従業員個人のキャリアに寄り添ったマネジメントや配置をしたい

④管理のしやすさの為に従業員情報を一つのシステムに集約したい

これらの想いを叶えるため、クラウドサービスのHRBrainによる集約管理を行います。

①従業員のメリット：成長機会やスキルアップに繋がる



HRBrainとは何か
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人事データの管理・分析・活用を通して、戦略的な人事の意思決定を支えるクラウドサービスHRBrain機能一覧

今回の説明会は「人事評価」が

メイントピックになります



HRBrainを導入して何をやるか
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目標管理を始めます
・従業員自らが目標を設定し、その進捗や実績によって

仕事や評価を管理していく考え方目標管理

部署目標 部署目標 部署目標 部署目標

個人目標 個人目標 個人目標 個人目標

全社目標

全社員に紐づく部署目標から個人目標を各社員が設定し、目標達成度合いを評価する

目標管理とは･･･



目標管理によるメリット
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・期中や期末に自分の行動のどの辺りが良くて、どの辺りがダメだったのかを振り返られるので成長機会になる

・目標を達成するための不足分に気づき自身でPDCAを回すことで、自身のスキルアップに繋がる

①従業員のメリット：成長機会やスキルアップに繋がる

・目標がメンバーとの共通言語になるため、仕事の進め方において認識のズレが生じづらくなる

・チームの目標達成を自身の責任として追いかけるため、マネジメント力強化に繋がる

・メンバーの目標設定支援を通じた、目標設定能力向上

②管理監督者のメリット：マネジメント能力向上によるキャリアアップ

・各個人の目標が明確になるため、感覚で評価をするということがなくなり、適切な給与の分配や処遇の決定が可能になる

・弊社が重視する価値を表す評価内容や評価基準を明確にすることで、従業員への経営理念浸透に繋がる

・「目標達成のプロセスを自ら考えることができる人材」の育成に繋がる

③会社のメリット：組織文化の醸成・人材育成

会社全体のメリットは以下の通りです。



目標管理のやり方
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フロー 概要 留意点

目標達成のため
の手段決定 どうしたら達成出来るか、手段やアクションプランを決めます。

手段を
実行に移す

設定した目標を達成するために、実際に行動に映します。
期中、上司との1on1面談などを実施しつつ、軌道修正を
しながら目標達成に向けて行動します。

目標設定
組織目標の達成のために個人がどのような役割をこなすべきか、
どのような能力を伸ばしていくべきか、具体的に何を実行するの
か個人目標を設定していきます。

・目標達成に向けた日々の行動ができるように具体的な
行動ベースにまで落とし込む

・上司が忙しいからという理由で1on1面談を蔑ろにしない

・振り返りがしやすいようにSMARTな目標を設定する

振り返りと評価
期末に、自身が設定した目標が達成出来ていたか振り返りを行
ないます。
上司は目標の達成具合を元に評価を付け評価が確定します。

・自己振り返りは必ず行う
（振り返りをして初めて良い点、悪い点が分かる）
・上司は何故その評価になったのかを必ず口頭で説明する

個人目標の管理は上記のフロー手順の通りに行う事で管理出来ます。



具体的な目標の立て方
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Specific

Measurable

Achievable

Related

Time-bound

表現は具体的か
誰が読んでも分かる表現で、具体的な振り返り指標を表す

定量的に測定可能か
目標達成度合いが判断出来るよう、定量化して表す

現実的に達成可能か
希望や願望ではなく、達成可能な内容

経営目標に関連した
会社、組織に関連する内容

期日が設けられているか
いつまでに目標を達成するか、その期日を設定する

具体的な目標は「SMART」を合言葉に立てると分かりやすいです。

目標を立てる際に役立つ単語の頭文字から「SMART」と呼称されます。



目標管理の考え方
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目標管理制度の浸透には全社での協力が必要不可欠です。

経営層
会社の将来についてや、何故、今

この事業をやっているのか意義を話す

評価者

被評価者

目標達成のため、メンバーの成長のため
フィードバックを積極的に行う

当事者意識を持って目標を
達成するために主体的な行動をとる

スタンス 問いかけ

最近従業員に対して、経営層から
会社の想いを伝えられているか？

メンバーに対して、共感出来ているか？
業務の依頼背景を伝えられているか？

今の仕事をもっと効率的に出来ないか？
目標を振り返られているか？

目標管理制度の浸透には全社での協力が必要不可欠です。



目標管理の流れ
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被
評
価
者

評
価
者

目標設定

目標承認

自己評価

評価者
評価

期初 期末

期初に目標を設定し、軌道修正をしながら目標達成出来るように行動し、振り返りをします。

最後に、予め設定した目標との振り返りによって評価を決定していきます。

毎年4月 毎年9月 毎年3月
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HRBrain操作説明

ここからは操作の説明になります。
今回の主内容になる為、しっかりとお聞きください。
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①ログイン方法



初回ログイン方法
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任意のパスワードを設定し、HRBrainにログインをしてください

【HRBrainアカウント開設のお知らせ】という招待メールが届きますので、

ログインパスワードを新規設定しログインをして下さい。

ご登録いただいたパスワードは今後ログインする際に必要になります。

※パスワードは12文字以上でご登録下さい。

※初回のログインURLは個人ごとに異なりますのでご注意ください。
〈ログイン案内メール〉

初回ログイン前に給与明細と同様の登録を行って良いか確認書類を展開します。
確認が取れた方から順次、登録内容に沿って上記の通り御案内いたします。



2回目以降のログイン方法
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「HRBrainログインページ（https://nissinseiki.auth.hrbrain.jp/login）」
にアクセスし、メールアドレスと設定したパスワードを入力しログインします

※共有パソコンを利用する方は、ブラウザにパスワードを記憶させないでください
また、作業後は必ずログアウトしてください

https://nissinseiki.auth.hrbrain.jp/login


パスワードを忘れた場合
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①ログインページにて、「パスワードを忘れたら」をクリックしてください

②自身のメールアドレスを入力し、「メール送信」をクリックすると、

入力したメールアドレスに新たなパスワード設定用のURLが送付されます

※メールアドレスのご登録がない場合は、管理者にパスワード再設定用のURLの発行依頼をしてください。



ログイン後のTOP画面
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ログイン後、サービスを選択する画面に遷移するので、
利用するサービスをクリックし各サービスにアクセスします



評価ページの選択
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評価実施時は「人事評価」を選択。

評価を行う為に評価を行うページに移ります。
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②評価時 操作方法（期初）
被評価者向け

被評価者：評価される者

評価者 ：評価する者



評価ページの選択
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評価実施時は「人事評価」を選択。

評価を行う為に評価を行うページに移ります。



評価シートの選択
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今期の評価期間をプルダウンから選択し、記入するシートを選択します ①［評価期選択］から「（該当の評価期名）」を選択

②［自分のシート］をクリック

③［未提出］をクリック

④目標設定する評価シートを選択

②

①

③

④



シートの記入（目標）
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シートに目標（行動計画・達成基など）を記載してください
※カーソルを枠内に移動させクリックすると記入できるようになります

SMARTを意識した目標設定をしましょう
Specific：表現は具体的か、Measurable：定量的か、Achievable：現実的に達成可能か、Related：経
営目標に関連しているか、Time-Bound：期日があるか

目標設定のポイント

Noの追加はしないでください。

期初では目標、達成基準、
計画を定め、記載ください



シートの提出

23

［提出完了］ボタンを押し、評価者にシートを提出してください

目標提出時の確認ポイント

①目標欄に空欄はないか
②目標ウェイトは合計100%になっているか
※この2つの条件が満たされていない場合、シートの提出時にエラーが出ます。

（①については記入の必須設定をしている場合のみ）



シート内のボタンについて
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シートへ記入したら、以下のボタンの押下を忘れずに行ってください
① [下書き]

→ 記載内容が、記載者以外からは閲覧できない状態で保存されます。

② [提出完了]
→ 記載内容が、記載者以外（評価者等）も閲覧できる状態で保存され、

評価者が目標を確認できる状態になります。

なお、［目標の再入力］ボタンを押下すると目標の再編集が可能になります。

※シートへの記載が完了したら、必ず②の作業を行ってください

②
①
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③評価時 操作方法（期初）
評価者向け

被評価者：評価される者

評価者 ：評価する者
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今期の評価期間をプルダウンから選択し、確認するシートを選択します

①［評価期選択］から「（該当の評価期名）」を選択

②［評価・承認するシート］をクリック

③［未振り返り］をクリック

④目標を確認するシートを選択

①

②

③

④

評価シートの選択



目標の確認
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目標を確認しましょう

目標確認のポイント

※注意※
期初のタイミングで「評価完了」のボタンは押下しないでください。

・被評価者がどんな目標をもって業務に取り組んでいるか把握しておきましょう。
・被評価者の方に目標を常に意識して行動するように呼びかけましょう。
・目標を意識した行動をすることで達成率があがります。
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④評価時 操作方法（期末）
被評価者向け

被評価者：評価される者

評価者 ：評価する者
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今期の評価期間をプルダウンから選択し、記入するシートを選択します

①

①［評価期選択］から「（該当の評価期名）」を選択

②［自分のシート］をクリック

③［未振り返り］をクリック

④ 振り返りを行うシートを選択

②

③

④

評価シートの選択



シートの自己スコア記入
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シートに自己スコアを記入します

枠内の[▼]をクリックして選択肢を表示させ、該当のスコアを選択してください。

※入力必須設定をしている為、空欄のまま振り返りアクションを完了することはできません。



シートの振り返り（完了）
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［振り返り完了し評価依頼］をクリックします

自己振り返りが完了したらシート右上の「振り返り完了し評価依頼」ボタンを押下してください
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シートへ記入したら、以下のボタンの押下を忘れずに行ってください
① [下書き]

→ 記載内容が、記載者以外からは閲覧できない状態で保存されます。

② [更新]

→ 記載内容が、記載者以外（評価者等）も閲覧できる状態で保存されます。

③ [振り返り完了し評価依頼]

→ 記載内容が、記載者以外（評価者等）も閲覧できる状態で保存され、
振り返りが完了します。

②① ③

シート内のボタンについて
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⑤評価時 操作方法（期末）
評価者向け

被評価者：評価される者

評価者 ：評価する者



評価シートの選択
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今期の評価期間をプルダウンから選択し、記入するシートを選択します

①［評価期選択］から「（該当の評価期名）」を選択

②［評価・承認するシート］をクリック

③［未評価］をクリック

④ 評価を行うシートを選択

①

②

③

④



シートの記入方法
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評価スコア・評価コメントを入力します

■スコア入力

枠内の[▼]をクリックして選択肢を表示させ、該当のスコアを選択してください。

※入力必須設定をしている場合は、空欄のまま振り返りアクションを完了することはできません。

■評価コメント入力（最終評価者）

設定されている入力欄に評価コメントを入力します。



評価の完了
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全て入力し終えたら、［評価完了］をクリックします

評価スコア、コメントの入力が完了後はシート右上の「評価完了」ボタンを押下してください



シート内のボタンについて
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シートへ記入したら、以下のボタンの押下を忘れずに行ってください

① [下書き]
→ 記載内容が、記載者以外からは閲覧できない状態で保存されます。

② [更新]
→ 記載内容が、記載者以外から閲覧できる状態で保存されます。

③ [評価完了]
→ 記載内容が確定し、評価完了となります。

評価者と被評価者はシートへの記入と編集が行えなくなります。

① ② ③



最後に
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評価運用方法は以上となります。

2022年12月の賞与考課よりHRBrainによる運用が行われます。

開始までにHRBrainに触れて頂き、操作手順の確認をお願いいたします。

HRBrainホームページ（https://nissinseiki.auth.hrbrain.jp/login）

今後の予定

①メールアドレス登録または食堂PC使用時のID・PW配布
⇒メールアドレス登録時は同意確認にサイン
⇒ID・PWが配布された際は速やかにログイン

②使用可能となった際はHRBrainを仮操作

③2022年12月賞与に向けて、正式な考課実施

https://nissinseiki.auth.hrbrain.jp/login
https://nissinseiki.auth.hrbrain.jp/login

