
2013年8月10日（土）
14時00分 終了開場 18時30分

ホテルさっぽろ芸文館

札幌市中央区北1条西12丁目

2013年8月10日（土）
19時00分開演

懇談会

4,000円 終了 21時00分

TEL011-231-9551

特別講演8 10 土2013 8

ビスタワークス研究所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の講演を札幌で実現しました。　ネッツトヨタ南国関連の研修活動

・日本全国のトヨタ販売会社の中で12年お客様満足度No.1
・17ヶ月連続、月間最高販売台数更新！

・2002年には日本経営品質賞を受賞

顧客満足経営企業から学ぶ！！

4,000円
（旧北海道厚生年金会館）

ホテルさっぽろ芸文館

札幌市中央区北1条西12丁目

TEL011-231-9551

（旧北海道厚生年金会館）

　株式会社ビスタワークス研究所は､1989年～2010年の21年間に渡り､ネッツトヨタ南国株式会社において同社の採

用や教育、経営品質向上プログラム推進、ホームページ・映像製作やＮＩＣＯ！等のＩＴ開発業務を進めてきた人財・情報

開発部門が分社独立して誕生いたしました。

　2000年以降の日本社会経済の大きな変動に伴い、同部門への様々な委託事業や外部組織向けの講演、人財・組

織開発研修をご依頼いただく機会が年々増加しており、将来に向けて十分に対応させていただくために、2010年10

月をもちましてネッツトヨタ南国から分社し、独立することに至りました。これからもネッツトヨタ南国100％出資のパートナ

ー企業として同社の採用・情報開発業務を請け負いながら、幅広く全国の皆様に向けた学習機会をご提供し、日本に

生まれる子どもたちが輝いて生きることのできる社会の実現に向けて邁進しております。

横田英毅 氏講師：
1943 年 4 月 生まれ

1962 年 3 月 土佐高等学校卒業

1966 年 3 月 日本大学理工学部卒業

1966 年 9 月 カリフォルニアシティカレッジ留学 （～ 1969 年 6 月）

1969 年～ 宇治電化学工業㈱ （西山グループ系列） にて 8 年間勤務

1977 年～ 同グループ系列 四国車体工業㈱にて 3 年間勤務

1980 年 同グループ系列 トヨタビスタ高知株式会社 （現ネッツトヨタ
  南国株式会社） 発足と同時に副社長就任

1987 年 同社 代表取締役社長に就任

2007 年 同社 代表取締役会長に就任

2010 年 同社 取締役相談役に就任 （現在に至る）

よ こ た ひ で き

開演13時30分

3Ｆ

3Ｆ



経営理念
● 自然の摂理を尊重し、原理を踏まえた組織作りを目指す
● 倫理を重視し、人間性尊重の企業を目指す
● 全従業員を勝利者にする
● エンパワーマネジメントとチームワークの組織作りに挑戦する

経営ビジョン
● 真のお客様サービスを創造･実践する
● 考 える-発言する-行動する-反省する という参画のプロセスを
  重視し、従業員の成長と自己実現の機会を高める
● お客様やビジネスパートナー、地域社会との発展的な関係構築
  から学習を重ね、独自性と主体性を発揮する
この３項を経営理念に基づき追求していくことにより､成長し続け
る永続性のある組織を形成する。

表面化した問題（現象）に対処するのではなく、事象を原理原則に照らして本質を見極め、常に整合性のある問題

解決を実践する組織づくりを目指しています。絶えず「進化」し続ける組織であることが大切と考えています。

問題解決アプローチ

問題対処 問題解決

●量重視の自動車販売､シェア拡大 ●従業員満足の追求

●量的目標｢いかにやるか｣ ●質的目標｢何をやるか｣

●スキル重視の大量採用 ●ビジョンと価値観を共有する組織作りのため
　 適合人材採用のための資源投下

●淘汰される仕組みによって適者生存 ●継続学習が効果を発揮しうる､定着率の高
　 い組織を形成

●教える ●自分で考える習慣から生まれる｢気づき｣

●トレーニング ●ラーニング､コーチング､メンタリング

●戦略的人事を創出

●スキルワーク ●ナレッジワーク

●結果主義(ノルマ達成に対する金銭的評価) ●プロセス重視の成果主義

●上司からの評価 ●360度評価

●自己実現

●｢営業スタッフとお客様｣｢サービススタッフと
　 お客様」の二次元な関係

●｢営業スタッフとお客様｣を大前提として
　 全社的サポート

●多面的なお客様満足向上の機会創出

●潜在顧客発掘目的の訪問活動 ●紹介販売･代替販売による高効率経営

●多店舗展開､他社との販売提携など販路
　を拡大

●ステイクホルダーからの情報収集により
　ニーズを把握

●新車販売偏重 ●アフターマーケットをバリューチェーン化

●マス広告の活用 ●高品質サービス提供によるストアブランド
　の形成

●販売価格に差の生じる値引き販売 ●ワンプライスによる価格の公正化､透明性

●年功序列ヒエラルキー型(タスクフォース型)
　 管理統制型マネージメント

●ビジョンを共有し､コミュニケーションと
　 チームワークを重視するフラットな組織体

●知と労の分業 ●｢考える｣個の有機的結合(全スタッフ経営
　 参画型)を目指すエンパワーマネジメント

組織とリーダー
シップ

人材

お客様

組織

経営目的

目標設定の考え方

マーケティング

お客様との
関係

能力発揮と
評価

能力開発

採用

講 演 概 要 の 一 部 ご 紹 介
ネッツ南国が大切にすること

潜在能力実現
創造力発揮

自由裁量の余地
自己の成長

自分の所属する
共同体を発展させたい

自己特有の能力発揮
認められたい
地位の確保

対人関係
コミュニケーション

帰属意識

安全、安心、安定
予測可能性

衣食住
物理的環境要因

自分の成長を実感できる
気付きを得ることができる
様々な勉強ができる

争いのない社会を築く
構成員全員が幸せになる

お客様に喜んでいただける
自分の努力が認められる
勤め先を羨ましがられる

職場の人間関係が良い
チームワークがよく助け合う
コミュニケーションがとれ
セクショナリズムがない

職場が安全で快適
突然の無理な転勤がない

給与、賞与が多い
残業が少ない
休みが多い

精神的
（見えにくい）

高い価値観

モノ、カネ
（見える）

集団帰属

安全秩序

生存安楽

マズローの欲求段階説 Hierarchy of Needs
Maslow, AH 1908-1970

やる気がそこなわれる← →やる気が高まる

自己実現

コミュニティ

自我地位

目標が達成できる
利益に貢献していると実感できる
自分の成長を実感できる

権限が与えられている
自主性が尊重されている
最初から最後までかかわり合いができる

上司、同僚、お客様から認められる
結果を明確に評価されている

やりがいがある、目的が明確
有意義で重要な仕事、創造的にやれる
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承　認

責　任

会社の政策と経営

監　督

上役関係

同僚関係

作業条件

仕事そのもの

私たちネッツ南国は、右列の1～37 に関係する事柄が
多く含まれているこれらの本来「見えにくい事柄」を、
見える化（言語化・数値化）することで改善に取り組んできました。

戦後の労働組合運動が目指したように、多くの場合
会社経営において破線から下の部分が比較的重視
される傾向にある。しかしこれらが改善されても決して
働く人々のやる気が高まるわけではないということを
この図は示している。
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知　識

興　味
（ 関　心 ）

カウンセリング
マインド

自己理解
言語能力
（国語力）

コミュニケーション
（ 対人能力 ）

表　情 問題発見力

リーダーシップ
（ 信　頼 ）

謙虚、素直になる

自分はどうありたいか考える（価値観）

改善課題は何か意識する

周りの人たちに聞いてみる（人事考課）

自分の言動を反芻する

笑顔で接する

目をそらさない

うなずきながら聞く

腕組みしない

ユーモアを交える

（鏡で研究する）

相手が主役であると意識する

感嘆詞をうまく使う

感情をコントロールする

相手の表現不足を想定しておく

間を怖がらない

（聞き方の訓練を受ける）

相手の立場に立つ

　〃　の個性を見極める

　〃　の表情に注意し変化を見逃さない

　〃　の家族や趣味を知る

相槌を打つ、同調する

しゃべりすぎない

相手の長所を見極める

 〃  を褒める

 〃  に感謝する

言うべきことを云う

自分を変えることで相手に対応する

明るくふるまう

性
理
合

支配・統制

受容・共感

緒
情

コミュニケーション力 Key for success two eyes two ears and one mouth.

ハーツバーグの動機づけ衛生論 Motivation-Hygiene Theory
Herzberg Frederic 1923-2000 


