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1. 新規事業所登録から研修申込までの流れ 2

新規事業所登録から研修申込までの流れ



2. 事業所新規登録

事業所新規登録方法について
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2-1. 事業所登録画面に移動する

１. 事業所登録画面に移動

長野県社会福祉協議会研修ページのＵＲＬ：
https://www.career-net.jp/kensyu/

2. ①『新規登録』ボタンをクリック

事業所登録ページに遷移します。
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トップページ

①



2-2. 利用規約同意

1.「ご利用規約」確認

「ご利用規約」をご確認後、①「同意して登録
する」をクリックしてください。
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トップページ＞新規登録＞利用規約

①



2-3. 事業所情報入力 6

トップページ＞新規登録＞利用規約＞事業所情報入力

1. 事業所登録情報を入力

「事業所新規登録」画面が開きますので、各項
目に入力してください。登録を完了すると、
Myページが作成されます。
①メールアドレス、②パスワードは、事業所登
録情報管理ページ（Myページ）にログインす
る際のIDとパスワードになります。

2. ③『確認ページへ』ボタンをクリック

全ての入力が完了したら、③『確認ページへ』
ボタンをクリックします。

③

②

①



2-4. 登録 7

1. 「事業所登録情報」を確認の上、登録

「事業所登録情報確認」画面が開きますので、
入力情報を確認し、間違いなければ、①『登録
する』ボタンをクリックしてください。

入力情報に誤りがあり修正する場合は、②『戻
る』ボタンをクリックすると、前ページの編集
画面に戻ります。

トップページ＞新規登録＞利用規約＞事業所情報入力＞登録

①②



2-5. 職員登録 8

１．職員の（追加）登録

「事業所登録が完了しましたら、職員の登録画
面に移動します。① 『追加・変更する』ボタン
をクリックすると入力した職員情報が登録され
ます。
登録された職員は、 「事業所登録情報管理」画
面の「職員情報」一覧に表示されます。

なお、受講申込みの時にも、職員登録すること
ができます。

事業内容は、各職員に設定することができます。
研修時のグループ分けに使用しますので適切な
内容を選択してください。

トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）＞職員登録

①



3. 研修申込方法

研修申込方法について
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3-1. ログイン画面に移動する

１. ログインページに移動

長野県社会福祉協議会研修ページのＵＲＬ：
https://www.career-net.jp/kensyu/

2. ①『事業所／職員ログイン』ボタンをク
リック

ログインページに遷移します。
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トップページ

①



3-2. 研修管理システムにログインする

1. ①ID・パスワードを入力
ログインID（メールアドレス）とパスワードを
入力します。

2. ②ログインボタンをクリック
ログインID（メールアドレス）とパスワードを
入力後、②『ログイン』ボタンをクリックしま
す。
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トップページ＞ログイン

①

②



3-3. 事業所登録情報管理ページ（Myページ）

1. 事業所登録情報管理ページ（Myページ）の
表示

ログインすると「事業所登録情報管理」画面が
開きます。①『事業所登録情報管理』ボタンを
クリックした場合も同じ画面が開きます。

２．事業所登録情報の変更

登録情報に変更がある場合は、②『登録情報を
変更する』ボタンをクリックすると、事業所情
報の各項目が編集可能になりますので、適宜修
正してください。
修正後、② 『登録情報を変更する』を再度ク
リックし『戻る』ボタンをクリックすると、修
正登録が完了します。
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トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）

①

②



3-4. 職員登録 13

前ページと同じ「事業所登録情報管理」画面で
は、職員の登録や登録情報の変更を行うことが
できます。なお、①『職員登録情報管理』ボタ
ンをクリックした場合も同じ画面が開きます。

1. 職員の（追加）登録

職員を新規または追加登録する場合は、②『職
員を追加する』ボタンをクリックして次ページ
の入力画面を開きます。

2. 登録済み職員情報の変更

すでに職員登録している場合は、「職員情報」
欄に登録済みの職員一覧が表示されます。登録
済みの職員については、③「職員名検索」に職
員名を入力し『検索』ボタンをクリックして、
検索することができます。

登録済みの職員の登録情報を変更する場合は、
④「職員詳細」欄の『詳細・変更』ボタンをク
リックして、該当する職員の情報画面を開き
『変更する』ボタンをクリックすると編集可能
になりますので、適宜修正して『追加・更新す
る』ボタンをクリックして情報を更新します。
また、登録済の職員情報を削除する場合は、⑤
『削除』ボタンをクリックします。

トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）

②

⑤④

③
①



3-4. 職員登録 14

１．職員の（追加）登録

「職員登録情報」画面の各項目を入力し、①
『追加・変更する』ボタンをクリックすると入
力した職員情報が登録されます。
登録された職員は、 「事業所登録情報管理」画
面の「職員情報」一覧に表示されます。

なお、受講申込みの時にも、職員登録すること
ができます。

トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）＞職員登録

①



3-5. 研修一覧 15

1. 「現在募集している研修一覧」の表示

職員の研修を申込む際は、右の「事業所登録情
報管理」画面の①「研修一覧・申し込み」ボタ
ンをクリックして、次ページの「現在募集して
いる研修一覧」画面を開きます。

なお、②「研修日程一覧」ボタンをクリックし
ても同様に「現在募集している研修一覧」画面
を開くことができます。

トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）

① ②



3-5. 研修一覧 16

1. 研修の確認と研修申し込み

右記の「現在募集している研修一覧」画面が開
きます。
各研修の①「募集要項」②「事前課題等」の
『確認する』ボタンをクリックするとそれぞれ
の内容を確認することができます。
内容を確認の上、受講を希望する研修を決定し、
③『申し込む』ボタンをクリックすると、次
ページのような研修申込ページが開きます。

トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）＞研修一覧

① ② ③



3-6. 研修申込、参加職員選択、申込内容確認 17

１．受講を希望する研修に申込む

受講希望の研修の概要と申込表が表示されます
ので、申込表の各項目を入力してください。受
講希望の職員について、すでに登録済みの場合
は、①「氏名」欄の選択ボックスから当該職員
を選択することができます。また、受講希望の
職員が未登録の場合は、『職員を追加する／変
更する』ボタンをクリックして職員登録画面を
開き、追加登録します。登録方法は、3-4.職員
登録（14ページ）をご覧ください。
また、研修ごとに請求先名、担当者名の変更を
行うことができます。

2. 申込内容の確認及び確定

申込表の入力が完了したら、申込表下段の「留
意事項」を確認の上、留意事項確認済のチェッ
クを入れて、②『申込内容確認』ボタンをク
リックしてください。
申込内容が表示されますので、内容を確認の上、
『申込内容確定』ボタンをクリックしてくださ
い。

トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）＞研修一覧＞研修申込

①

②



3-7. 申込状況印刷 18

１．受講申込み確認書を印刷する

研修の申込みが完了すると、右のような画面が
表示されますので、①『申込状況を印刷する』
ボタンをクリックしてください。
②「受講申込み確認書」が表示され、印刷する
ことができます。

トップページ＞ログイン＞事業所登録情報管理ページ（Myペー
ジ）＞研修一覧＞研修申込＞申込確定

①

②



3-6. 研修申込（トップページから） 19

1. トップページから研修申込を行う場合

トップページの①-1「研修日程／受講申込窓
口」をクリックすると、②「研修日程一覧」画
面が開きます。次に、②-1『研修受付システム
ログイン』ボタンをクリックすると、事業所／
職員ログイン画面に進みます。

その後は、3-2. 研修管理システムへのログイ
ン（11ページ）以降と同様の作業を行います。

①-1

②-1②

①

トップページ



ご利用にあたっての注意事項

■ 閲覧推奨環境について
OS：Windows 7 以降
ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 11 以上 Google Chrome 最新版 Firefox 最新版

※閲覧推奨環境とは、本システムを正常に表示・動作する環境になります。
なお、Windows XP 以下はセキュリティの観点より使用をされないようお願いします。

※推奨環境は本マニュアル制作時のものであり、OS やブラウザがバージョンアップした場合
はこの限りではありません。

■ ログインに使用するID およびパスワードは厳重に保存し、個人情報の取り扱いについては、
十分に注意をしてください。
本システムに登録されている情報には万全を期していますが、法律の改正その他の原因により
登録されている情報・本システムを利用することによって生じた損害に対して一切の責任（間
接損害・特別損害・結果的損害及び付随的損害）を負うものではありません。情報の利用に関
しましては全て最終自己責任で行って頂くようお願いします。

■ 本システム利用における不明点や、ホームページから申込できない場合はご連絡ください。

社会福祉法人長野県社会福祉協議会
Tel：026-227-5208 FAX：026-227-0137
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