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システムの概要と特徴

けんとくんとの連動について

◆施設・事業所は 東社協研修受付システム けんとくん で団体登録をして ID ・パスワードを取得します 。
◆当受付システムにて、登録講師派遣事業（単一型・ユニット型）の申し込みや変更・キャンセルが可能です。
◆登録講師派遣事業の“決定結果通知”を閲覧・印刷することができます。
◆“実施報告及びアンケート”に回答することができます。
◆登録講師派遣事業の申し込み履歴がわかります。

“登録講師派遣事業受付システム”は、けんとくんで取得したID ・パスワードでご利用いただけます。
ログイン後は相互にログイン状態を維持して行き来することができます。
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東社協研修受付システム︓けんとくん

ログイン後トップページ ログイン後トップページ

登録講師派遣事業受付システム

同じＩＤ・パスワード



第１期／第２期の
単一型　ユニット型
申し込み受付を表示
しています。

をクリックすると
詳細ページを表示
します。
（次ページ）

東社協研修受付システム けんとくん から 「登録講師派遣事業」のバナーをクリックします。

（注︓サンプルなので実際の画像と異なります 。）

https://www.kentokun.jp/koushihaken/

トップページについて
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※ログインしていない状態
　でも閲覧は可能です。

単一型

ユニット型

個別の事業所（同一法人内の複数事業所を含む）を対象とした派遣研修

研修の形態は２通りあります。

複数事業所（異なる法人の２事業所以上）を対象とした派遣研修
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事業詳細ページ

第１期︓単一型︓事業詳細ページ ※ログインしていない状態でも閲覧は可能です。
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登録講師派遣事業の申し込みをする場合はログインしてください。
また以下のメニューをご利用時もログインしてください。

◎申し込み確認
◎申し込み内容の変更／キャンセル
◎決定結果通知の確認・印刷
◎実施報告及びアンケートの回答
◎申し込み履歴確認

ログイン・ログアウト

トップページ
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ログアウトの際は、ログアウトボタンをクリックします

ログインすると “ようこそ。 〇〇〇〇 様” と表示されます

ログイン後の表示

ログアウト方法
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ご登録のメールアドレスにログイン情報をお知らせします。

ID・パスワードがわからなくなった場合は、 ログイン画面の「詳しくはこちらをご覧下さい→」を
クリックします。

ID・パスワードの確認

ログイン画面



単一型の申し込み

トップページで単一型の「こちらから」をクリック

詳細画面をよく読み、「申し込み」をクリック。
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単一型 個別の事業所（同一法人内の複数事業所を含む）を対象とした派遣研修

トップページ



単一型の申し込み

申し込みフォームに入力①

お申し込みフォームに申込内容を正しく入力してください。

「＊」は入力必須項目です。
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申し込みフォーム



単一型の申し込み

申し込みフォームに入力②

申し込みフォームに申込内容を正しく入力してください。
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申し込みフォーム プルダウンリストから
参加予定人数を選択します。



単一型の申し込み

申し込みフォームに入力③　希望の科目番号を入力

科目番号に3桁の数字を入力して「確認する」をクリック

自動で「科目名/講師」が入力されるので、希望の研修が表示されて
いる事を確認し、「確認しました」をチェックしてください。
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申し込みフォーム

001

※別紙「研修科目一覧」を参照して希望科目を選択してください

東京 花子



単一型の申し込み

申し込みフォームに入力④→確認画面

・すべての入力が完了したら、「入力内容を確認する」をクリック
・確認画面にすすみ、「この内容で申し込む」をクリック
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申し込みフォーム

東京 花子



ログインをします。
トップページの「申し込み履歴」をクリックし、確認・変更する研修の「こちらから」をクリックします。

「登録講師派遣事業申し込みを受け付けました」のメールが届きます。

単一型の申し込み

単一型の申し込み確認・変更

申し込み完了
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申し込み完了画面



「申込内容の確認」をクリックします。
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単一型の申し込み確認・変更

事業の詳細画面



「申し込み内容の編集」をクリックすると、申し込みの内容を編集できます。
編集完了後、ご登録のメールアドレスにメールが届きます。
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編集画面

確認画面

単一型の申し込み確認・変更

申し込み詳細画面

東京 花子

東京 花子



確認画面
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「申し込みのキャンセル」をクリックすると、申し込みをキャンセルできます。
キャンセル完了後、ご登録のメールアドレスにメールが届きます。

単一型の申し込みキャンセル

申し込み詳細画面

東京 花子

東京 花子



ユニット型の申し込み

トップページでユニット型の「こちらから」をクリック

詳細画面をよく読み、「申し込み」をクリック。
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ユニット型 複数事業所（異なる法人の２事業所以上）を対象とした派遣研修

トップページ



ユニット型の申し込み

申し込みフォームに入力①

「＊」は入力必須項目です。

申し込みフォームに申込内容を正しく入力してください。
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申し込みフォーム

プルダウンリストから
参加予定人数を選択します。



申し込みフォーム

ユニット型の申し込み

申し込みフォームに入力②

申し込みフォームに申込内容を正しく入力してください。
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参加予定の事業所
追加する／減らす
場合はこちら



申し込みフォーム

ユニット型の申し込み

申し込みフォームに入力③　希望の科目番号を入力

科目番号に3桁の数字を入力して「確認する」をクリック

自動で「科目名/講師」が入力されるので、希望の研修が表示されて
いる事を確認し、「確認しました」をチェックしてください。
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003

※別紙「研修科目一覧」を参照して希望科目を選択してください

東京 花子



申し込みフォーム

ユニット型の申し込み

申し込みフォームに入力④→確認画面

・すべての入力が完了したら、「入力内容を確認する」をクリック
・確認画面にすすみ、「この内容で申し込む」をクリック
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東京 花子



ログインをします。
トップページの「申し込み履歴」をクリックし、確認・変更する研修の「こちらから」をクリックします。

「登録講師派遣事業申し込みを受け付けました」のメールが届きます。

ユニット型の申し込み

ユニット型の申し込み確認・変更

申し込み完了
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申し込み完了画面



「申し込み内容の確認」をクリックします。
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ユニット型の申し込み確認・変更

事業の詳細画面



「申し込み内容の編集」をクリックすると、申し込みの内容を編集できます。
編集完了後、ご登録のメールアドレスにメールが届きます。
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編集画面

確認画面

ユニット型の申し込み確認・変更

申し込み詳細画面

東京 花子

東京 花子



確認画面
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「申し込みのキャンセル」をクリックすると、申し込みをキャンセルできます。
キャンセル完了後、ご登録のメールアドレスにメールが届きます。

ユニット型の申し込みキャンセル

申し込み詳細画面

東京 花子

東京 花子



決定結果通知の公開日になると
「決定結果通知」ボタンが表示
されます。
クリックしてください。

※各期の決定結果通知の公開日
　については
「年間スケジュール」
　をご確認ください。

※「受講不可」の場合も表示さ
 　れます。

決定結果通知を確認・印刷する（単一型）
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ログインをします。
トップページの「申し込み履歴」をクリックし、“決定結果通知”を閲覧・印刷する研修の「こちらから」を
クリックします。

事業の詳細画面

申し込み履歴画面



決定結果通知の内容を確認し、
研修の担当講師に連絡を行って
ください。

「印刷」ボタンで印刷すること
ができます。

講師情報には個人情報が含まれ
ます。取り扱いにご注意ください。

決定結果通知を確認・印刷する（単一型）
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東京　花子

トウキョウ　ハナコ

東京　花子

トウキョウ　ハナコ

東京　花子

トウキョウ　ハナコ



決定結果通知の公開日になると
「決定結果通知」ボタンが表示
されます。
クリックしてください。

※各期の決定結果通知の公開日
　については
「年間スケジュール」
　をご確認ください。

※「受講不可」の場合も表示さ
 　れます。

決定結果通知を確認・印刷する（ユニット型）
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ログインをします。
トップページの「申し込み履歴」をクリックし、“決定結果通知”を閲覧・印刷する研修の「こちらから」を
クリックします。

事業の詳細画面

申し込み履歴画面

2 3



決定結果通知の内容を確認し、
研修の担当講師に連絡を行って
ください。

「印刷」ボタンで印刷すること
ができます。

講師情報には個人情報が含まれ
ます。取り扱いにご注意ください。

決定結果通知を確認・印刷する（ユニット型）
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東京　花子

トウキョウ　ハナコ

東京　花子

トウキョウ　ハナコ

東京　花子

トウキョウ　ハナコ

ユニット型
【ユニット型】

ユニット型
【ユニット型】



「実施報告及びアンケート」を
クリックしてください。

実施報告及びアンケートに回答する（単一型）
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ログインをします。
トップページの「申し込み履歴」をクリックし、“実施報告及びアンケート”に回答する研修の「こちらから」
をクリックします。

事業の詳細画面

申し込み履歴画面



項目に入力して、回答を送信し
てください。

※研修終了後、３日以内に回答
　を行ってください。

実施報告及びアンケートに回答する（単一型）
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確認画面

東京 花子



「実施報告及びアンケート」を
クリックしてください。

研修ごとに回答が必要です。
それぞれ回答してください。

実施報告及びアンケートに回答する（ユニット型）
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ログインをします。
トップページの「申し込み履歴」をクリックし、“実施報告及びアンケート”に回答する研修の「こちらから」
をクリックします。

事業の詳細画面

申し込み履歴画面

2

2 3

3



確認画面

項目に入力して、回答を送信してください。
※研修終了後、３日以内に回答を行ってください。

実施報告及びアンケートに回答する（ユニット型）
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東京 花子




