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5月29日、愛知ビルメンテナンス協会定時総会において、2019年愛知県知事
表彰表彰式が行われました。豊興業からは業務部の林一洋、田中恒男の両名
が永年勤続優良従業員として表彰されました（受賞者19名）。

〒466-0841 名古屋市昭和区広路本町4-48
tel  052-851-0077　
e-mail  info@yutakakogyo.co.jp 再生紙を使用しています

ハゼとテッポウエビ
ハゼはテッポウエビの巣穴に
共生し、テッポウエビのエサと
なる藻類を巣穴に運び、また、
テッポウエビはハゼの排出物
をエサにしたりします。

Day of YUTAKA
キレイをクリエイトする

ユタカ営業マンの1日に密着
　SPECIAL REPORT

除草作業
Yutaka’sアルバイター

顧問が語る、これからの豊興業
愛知県知事表彰

ユタコロジー パオクリーン

愛知県
知事表彰
永年勤続
優良従業員

表彰

豊興業のベテラン2名が、
愛知県知事表彰を受賞しました。

お問合せ・ご注文　　総務部  栗原 tel.052-842-9391 もしくは、担当営業まで

パオクリーン

Facebookで

情報を発信中！

業務部 業務アドバイザー

林 一洋
長年のチャレンジの結
果が賞に結びつき、う
れしいです。お客様を
第一に考え業務に取り
組みます。

業務部

田中 恒男
受賞は思ってもいな
かったので驚いてい
ます。健康に気をつけ
長く勤めていきたい
です。

Congratulations!

嘔吐物の恐ろしさは、見た目
的な問題、鼻を刺す不快な
臭いより、嘔吐物に潜む病
原菌の飛散です。
パオクリーンは作業者の安
全を守り、感染対策品として
威力を発揮します。 

除菌嘔吐物処理剤

雑菌や
ウイルスを
即除菌！

振り掛ける
だけ！

嫌な臭いの
拡散を防ぐ！



「仕事もストレス
もためこまない」が業務部管理グループ

真野 貴史

1995年愛知県江南市出身。
愛知学院大学心身科学部卒業、
入社3年目。

ま      の       たか    し

AM8:00

朝礼
愛知ビルメンテナンス
協会青年部会合に出
席し、各社の幹部の皆
さんが発言された意
見を聞き、大いに刺激
を受けた事を発表。 AM11:00

クリーンクルーと、共有
スペースの状況報告。

AM9:10

知立市の契約前の
物件を下見。

千種区のマンションへ。

「共用部分や植栽など、必
ず自分の目でチェックし、
仕様書に反映させるよう
にしています。」

AM8:00 会社を
出発

会社を出発

PM1:00

「主に名古屋市内、近郊を担当して
います。安全運転で一日頑張るぞ！」

AM9:40
フォルクスワーゲン昭和様へ。
昨日の作業完了報告書を
提出し、鍵を返却。

AM10:30
豊和工業様へ。
作業完了報告書を提出。

AM7:55
ラジオ体操

PM5:00
退社

AM8:15

AM11:00

第二豊友ビル様へ。
管理人さんへ清掃
予定表をお渡し。

AM11:30
昼食

愛知トヨタ本社様へ。
「洗剤はどうですか？足りています
か？」など、クリーンクルーに確認。

PM2:20
トヨタ部品愛知共販様へ。
害虫衛生生息調査報告書を
説明、提出。

PM4:00
愛知トヨタ本社様へ。
打ち合わせ。

AM12:00
昼食

PM1:40
中川区のマンション。
エレベーターの保護
シートの具合をチェック。

PM2:20

あま市のマンション。 
定期清掃前の共用部分
の確認。

PM3:00
日進市のマンション。
電球の取り換え。

PM4:20
帰社　書類作成など。

PM7:00 地元港区で結成したミック
スバレーボールチームで、
週一回練習に汗を流す。
「体を動かす事はリフレッシ
ュになります。秋の大会では
優勝を目指しています!」

AM10:15

昭和区のマンション。
管理人さんに挨拶。
途中、クリーンクルー
からの電話に対応。

PM4:40

帰社
報告書、見積書など

書類作成。

趣味は釣りとゴルフです。
中学、高校はハンドボール部でした。
豊興業の良いところは、社内の雰囲気が

和気あいあいとしているところ
ですね。

ファシリティー
マネージメント事業部
営業グループ

浅下 紀幸
1978年三重県志摩市出身。
清掃業各社で営業、
管理のキャリアを積み
2018年入社。

あさ   した    のり   ゆき

趣味はミックスバレーボール、ゴルフ。
十代はプロサッカー選手を目指していました。

新規顧客開拓にも頑張って
いきたいです。

ある時はお客様との商談、打ち合わせへ。ある時はクリーンクルーのもとへ…。
営業マンは豊興業の顔！ ふたりの営業マンの一日に密着しました。

「真野くんは、困った！と言
う時もすぐに対応してくれ
るから助かりますよ。」

クリーンクルーからの声

「浅下さんは電話に
すぐ出て対応してくれる。
とても心強いですね！」

クリーンクルーからの声

D a i l y  s c h e d u l e
定期清掃を行います。

居住者の方へのお知らせの
掲示をお願いしますね。

ゴミ袋のサイズは、
45Lより90Lの方が効率は
良いかもしれませんね。

ポリシー。お客様か
らの

『ありがとう』の言
葉がやりがい！

すべてに感謝の気
持ちを持つ」

モットーは「明るく
元気よく。

コミュニケーション
力が大事！

お客様が快適に過ごすことのできる
環境づくりが、私たちの仕事です。

困った事、何でも
お応えします！

ぜひお電話ください！

Day of YUTAKA

お昼はガッツリ食べて
午後からの仕事も
頑張ります！
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SPECIAL REPORT

プロの除草作業は何が違うの？

Q

除草作業で使う刈払機は刃物が高速回転し、使い慣れない人が取り扱いを誤ると大きなケガや事故につながります。転倒や刈刃の跳ね返りで刈刃に接触したり、刃物に噛んだ小石が弾丸のように飛んで周囲の建物や車、人に重大な被害を及ぼす事故（飛び石事故）も起こり得ます。鎌や鍬での手刈りも、普段から使い慣れていなければ危険を伴う作業です。豊興業では作業員に刈払機安全衛生教育を行い、万全な対策のもと安全に配慮した除草作業を行っています。

機械刈払い作業開始。

作業手順

夏は除草シーズン！

豊興業の安心、安全な除草  作業で快適な空間づくり！
刈っても抜いても生えてくる雑草にお困りではありませんか？
夏は雑草がグングン繁殖する季節。放っておくと景観が悪くなるばかりか、
健康被害などさまざまな悪影響を及ぼします。
除草作業はぜひ、専門知識を備えたプロにおまかせください。

2健康被害防止
ブタクサなどアレルギ

ーの原因となる雑草
を排除

することで、健康被害
を防ぎます。

雑草の繁茂場所は害
虫や小動物の住処と

なりやす

く、刈り取り清潔にす
ることが必要です。

3 防犯治安維持
背丈の伸びた雑草は

不審者の姿を隠し、周
囲の目

から気づきにくくしま
す。また立ち枯れた雑

草は火

事の原因にもなるた
め、刈り取りが必要で

す。

1 景観を美しく
美しく整えられた空間

は気持ちの良いもの
。

快適空間の創造は豊
興業が掲げるビジョン

そのも

のです。

4機器の効率効果を高める

計器、太陽光パネル
などの設置場所では

、雑草が

発電効率を悪くしたり
システムトラブルを引

き起こ

すこともあり、未然の
予防が大切です。

除草はなぜ必要？ QQ

これが  豊興業のプロフェッショナル除草
安全手順を徹底！

①保護帽（ヘルメット）

④保護メガネ ③耳栓、イヤーマフ

⑤呼子（笛）

⑥すね当て

②吊り具（肩ベルト、ハーネス）

⑦滑り止め

保護具の装備

危険箇所や、
養生の必要な場所の確認。

安全設備の設置。
（コンパネや飛び石防止ネットなど）

ゴミや大きな石など、
飛散の原因をできるだけ

事前に除去する。

手刈り作業。

手刈りが
必要な箇所の明示。

スッキリと美しく、   心地良い空間こそユタカクオリティ。

雑草がキレイに刈り取られた景観はすがすがしく、気分も爽やかに！

豊興業は安全な除草作業で、お客様に安心と笑顔、
快適空間をご提供し、社会に貢献していきます。
お気軽にお問合せください！

業務部　業務グループ   祖父江グループ長

刈払作業中は他の作業者と15ｍ離れる、
同一斜面では上下で作業を行わない、など
禁止事項もシッカリ定めています！

「安全宣言の日」
をもうけ

安全意識の啓発に
努めていきます。

飛
び
石
防
止
ネ
ッ
ト

飛び石防止ネットは安全装置！
飛び石事故を防ぎます。
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森本茉純 石塚育子阿部知央里 西村顧問

ボクシングは一瞬も油断ができない厳しいスポーツ。顧問の先生方から教わった、
「責任感を持って取り組むこと」（佐溝先生）、「当たり前のことを当たり前に
やること」（深町先生）の大切さを感じています。
アルバイトは、始めたばかりの頃は緊張しましたが、豊興業の皆さんに優しく接
してもらいうれしかったです。清掃の仕事をするようになって、自分の部屋
の掃除もちゃんとやろうと思うようになりました。

ボクシング部で教わった礼儀の大切さを、豊興業のアルバイトでも教わっています。
特に業務スタッフの皆さんからは、しっかりと挨拶をする、また清掃用具の名前まで、丁寧に
教えてもらいました。きれい好きでホコリひとつも気になるので、アルバイト先でもそ
れを意識しながら、「清掃は楽しい！」という気持ちで取り組んでいます。ボクシングは
この春の県大会でウェルター級3位になりました！

̶西村顧問は、これまで弊社へどのような
イメージをお持ちでしたか？
西村　私が専務を務めた中電不動産で
は、豊興業に多くの仕事を依頼しており、
兄弟というイメージでした。
　酒井社長とも以前から、安全管理の面
で現場で起こる事象を聞くなど親しくして
もらっていましたので、仲間という意識が
ありましたね。
̶顧問就任後はいかがですか。
西村　改めて、豊興業はなくてはならな
い、地域にしっかりととけ込んだ企業だと
感じています。
　快適な空間、環境を提供することは非
常に意義ある仕事です。より良い環境を
提供することで、そこで働く方々を支える
という貢献ができるのですから。
　反面、クレームをいただく可能性のあ
る仕事ですから、常に厳しい気持ちを持
って臨まなければなりません。
―今年60周年を迎えますが、これからの
弊社があるべき姿とは。

西村　労働力の不足が社会問題になっ
ていますが、ビル管理の仕事は働く人が
あってこそ。
　豊興業の持つノウハウを活かし、先を
読みながら、より社会に必要とされるため
の努力を続けるべきでしょう。
　日本は成熟社会に向かいます。どう働く
か、またどう人生を楽しむか、豊興業の一
人一人が知恵を絞って工夫して、さらなる
社会貢献を目指していきたいですね。
̶最後に、西村顧問から新入社員へ伝え
たいメッセージを。
西村　与えられた仕事をやり遂げた上で
自分以外の仕事、それをする人の苦労や、
また社会の動きにも目を向けて下さい。
　私は新人時代、自分にとって大事なこと
は自ら考え前進するよう心掛けていまし
た。時には、なるようになる！と自分を楽に
することも大事です。
　そして、風通しのよい職場づくりにも努
めて下さいね。
　君たちの活躍に大いに期待しています。

大活
躍！

豊興業アル
バイターと

して大活躍
してくれてい

る  

名古屋工業
高等学校ボ

クシング部
員の3名。

放課後はボ
クシングの

練習に汗を
流し、

アルバイト
では誠実な

仕事ぶりで
頑張ってい

ます！

責任感を持って
取り組みます！

挨拶、礼儀が
大事！

自分で考え、自分の力で進むことの
大切さを教えていただきました。

阿部

風通しのよい職場づくりの大切さを
伺い、トップの方々がそう思ってくだ
さっていることに安心しました。森本

私たちが緊張しないようにというお
気持ちが伝わり、顧問をより身近に
感じることができました。 石塚

新入社員の声

顧問が語る、これからの豊興業

地域にとけ込み、快適な環境を提供する。
豊興業の仕事は、お客様に、
そして社会に貢献する仕事です。

顧問 西村文宏
昭和30年          名古屋市に生まれる
昭和52年          静岡大学 人文学部卒業 中部電力㈱入社
平成17年7月   中部電力㈱本店 総務部長
平成18年7月   中部電力㈱本店 執行役員総務用地部長
平成23年6月   中電不動産㈱ 取締役不動産事業本部長
平成25年6月   中電不動産㈱ 常務取締役不動産事業本部長
平成29年4月   中電不動産㈱ 専務取締役不動産事業本部長
平成31年4月   豊興業㈱ 顧問

今年4月、弊社顧問として中電不動産株式会社より西村文宏氏にご就任いただきました。
西村氏の御経験はもちろんのこと、お人柄にも感銘を受け、この度、お力添えいただくことに
なりました。これからの豊興業への想いと4月に入社した新入社員への期待を語ります。

自然体
オペラ、クラシック、ジャズなど音楽鑑賞

好きな言葉
趣　　　味

ボクシングも
アルバイトも
一所懸命！

勉強、ボクシング、アルバイトにファイト！勉強、ボクシング、アルバイトにファイト！

永島  真亜斗 君
（2年生）

なが   しま         し      あ      と

長川  鼓 君
（2年生）

なが  かわ    つづみ

鷲津  魁 君
（3年生）

わし      づ      かいと

名古屋工業高等学校
ボクシング部監督
深町亮介先生

名古屋工業高等学校
ボクシング部顧問
佐溝伸哉先生

ボクシング部は年３回試合がありますが、勝ち
負けが重要ではなく、ルールを守ること、当たり
前のことを当たり前に続けることに意味がある
と伝えています。この3名の生徒たちは、豊興業
でのアルバイトでお金を得る大切さを学び、物
を丁寧に扱うようにもなっています。スタッフの
方々からの指導が、大きな社会勉強になって
いるようです。

当校は、勤勉で責任を重んじる人物の育成を教育
目的に掲げています。ボクシングは殴られる恐怖感
を伴う厳しいスポーツですので、途中で退部する生
徒もいます。その中で、部活動とアルバイトを両立
させ頑張っている彼らには、続けることの大切さを
学んでほしいですね。アルバイトでは外部の方との
交流やコミュニケーションが得られ、本人たちの自
信になっていると感じます。

清掃の仕事は掃き掃除から、丁寧に教えてもらいました。「人とすれ違う時は挨拶を」な
ど、挨拶、礼儀についても教えてもらいました。アルバイト代は貯金しています。
ボクシングは高校1年生から始めましたが、試合ではもっと小さい頃から続けている選
手とも対戦するので努力が必要だと思っています。部活もアルバイトも「何事も一
所懸命に」を心掛けています。

Yutaka’s
アルバイター

アルバイトの経験が彼らの社会勉強にアルバイトの経験が彼らの社会勉強に
部活動、アルバイトを通しての3名の成長を、名古屋工業高等学校ボクシング部の先生方にお聞きしました。

作業前の　
打ち合わせ▶
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