てい

さん

天塩町

桑田 幸治
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
代表取締役社長

し
※ゅんせつ

で木材の積出港として栄え︑近年
は新港が整備され︑建設業界の需
要と期待に応え︑砂の積出港とし
て重要な役割を果たしています︒
しかし︑港内は流砂による航路埋
没が著しく進み︑砂利運搬船が本
来の積載量を満たせない運航を強
いられています︒そのため地域振
興のためにも当社独自に︑また組
合︵３社︶を通じて適切な浚渫を
町に要望しているところです︒同
時に︑私どもも今できる貢献とし
て新型コロナウイルス感染症で低
迷している町内の地域活動が活性
化するよう寄付も行っています︒
北海道新幹線の札幌延伸もあって
砂や砂利の需要はさらに高まる一
方︑土砂など要対策土の埋め戻し
問題にも解決策を見い出していき
たいと考えているところです︒﹂

９５

▼

幸治さん

桑田

ヤ マ シメ 桑 田 海 運 株 式 会 社 ｜

﹁天塩港は古くは天塩川の河口港

ことに︑砂が約 ％を占め︑残り
が砂利︑水産品となっています︒
﹁会長は︑よく周りから皮肉っぽ
く﹃タダのものを売っていい商売
だね﹄と言われたそうです︒それ
こそ昔は砂や砂利も海や川から無
尽蔵の如く採れた時代もあったよ
うですが︑もちろんそんなことは
なく︑採る場所は法により厳しく
制限されています︒では︑どこか
ら採るのかと言いますと︑ほとん
どが農地や山林からで︑年月を追
う毎に掘削条件は少しずつ悪くな
っています︒それでも天塩の大部
分の地層は︑表土の下にきめ細か
な砂︑さらにその下に奇麗に砂利
が埋まっていて︑私どものような
事業者にとっては︑最高の地域に
立地しているのです︒加えて︑生

一に︑社員とその家族に貢献︒
二に︑取引先に貢献︒
三に︑地域社会へ貢献することを使命に︒

いくと︑生コン用の骨材となる砂
や砂利を船で運搬する海運事業へ
と発展し現在に至ります︒そうい
う歴史的な背景もあって両島との
おつきあいは 〜 年にも及び︑
今日でも切っても切れない関係に
あります︒時には浅瀬で座礁しか
けたところを漁師さんに助けてい
ただいたり︑逆に遭難しそうな漁
船を助けてあげたりもしていたよ
うです︒船舶については︑自前で
持つことは平成
年頃に止め︑以後
はチャーター船で
運んでいます︒﹂

であるだけに︑社員の安全を第一
に︑互いの信頼関係を大切にして
います︒彼らなくして会社は成り
立ちませんから︒そのため当社が
経営方針に掲げる〝３つの貢献〟
では︑一に社員とその家族に︑二
に取引先︑三に地域社会へ貢献す
ることを使命としています︒かつ
て留萌管内には同業者が 社ほど
あり︑天塩周辺だけでも７〜８社
ありました︒しかし︑事業拡大を
行いながら薄利多売の叩き合いに
よって︑いつしか廃業に追い込ま
れ︑遂に天塩町に本社を置くのは
当社のみになりました︒価格競争
に負けそうならいち早く逃げる︑
札幌支店撤収など引き際を間違え
ないできたことが︑存続につなが
ったのだと考えています︒また︑
経費節減に囚われずに自社の力を
引き出すために︑必要とあらば人や
設備に惜しまず投資しています︒﹂

天塩といえばシジミが有名です
が︑天塩川河口に位置する天塩港
の取扱いを調べてみると︑驚いた

高品質を誇る天塩の砂

６０

漁業から海運事業へ転換
現在は︑砂や砂利︑玉石の採取︑
販売を主たる事業としている同社
ですが︑終戦と同時に天塩で始め
たのはニシンを中心とした漁業で
した︒しかし︑資源が枯渇︵昭和
年漁獲ゼロ︶し︑まったく獲れ
なくなる危機に瀕することに︒
﹁樺太から持ち帰ってきた２隻の
船の遣い道が︑その後の運命を分
けたのでしょう︒漁業から︑木材
などを利尻・
礼文両島へ輸
送する仕事に
就き︑やがて
建設業界が木
材からコンク
リートの時代
へシフトして
１５

①創業の地である天塩町海岸通3丁目に、新社屋を落成
（平成元年）
。
②昭和53年に、天塩地区砂利協同組合で建設した砂洗浄プラント。
平成元年に同社が買い取り、改修・補修を重ね、現在も使用している。

経営方針に
掲げる
３つの貢献

５０

地域振興のために港湾発展を

■事業内容／砂、砂利、玉石の採取、販売 ■主要設備／砂洗浄プラント、工場、車庫 ■保有車両／ホイルローダ2台、ダンプ3台、
ユンボ
（リース）
■設立／昭和43年4月 ■資本金／1,000万円 ■従業員数／5人
（ほか役員２人 計７人）

昭和53年4月3日、天塩町生まれ。中学校を卒業するまで同町で育ち、平成6年、PL学園高等学校（大阪府）に入学。
平成9年、新潟産業大学に進学。卒業後、平成13年に日商プロパン石油㈱に入社。平成22年、同社を退職し、アサヒ飲料㈱に入社。
平成24年、アサヒ飲料㈱を退職し、翌25年、ヤマシメ桑田海運㈱に入社。令和2年4月、同社代表取締役社長に就任。

01632-2-1077

※港湾・河川・運河などの底面をさらい
土砂などを取り去る土木工事のこと。

海難人命救助功労
▼海上保安庁長官表彰（平成11年）

②
①

工場 兼 車庫／新栄通4丁目
大型車両や洗浄プラントの
整備に必要な機材や工具な
どを完備。車庫ではホイル
ローダを保管。

天塩小学校の児童が「写生会」
ホイル
で訪れた際の記念写真。
ローダが、いかに大きいかがよ
く分かる１枚。

高品質を誇る天塩の砂や砂利の掘削現場は、危険だからこそ安全が第一。
社長自身、ダンプの運転、オペレータもこなす。大型・大型特殊、車両系建設機械運転者、運行管理者（貨物）の資格を持ち、砂利採取業務主任者として第一線に立つ。

２９

オロロンラ
インと呼ばれ
る日本海側の
道を車で走る
と︑時おり大
きな砂山を積
み上げている
現場を見かけ
ることがあり
ます︒それが︑
以 前 勤めていた日 商 プロパン石 油 ㈱での教えでも
あり︑当たり前のことを人には真似できないほど懸
命にやる という 意 味です ︒ビジネス現 場ではプロ
まさしくヤマ
野球選手のように時速１４０ の球に立ち向かう
ような特 別なことは殆 どなく︑当たり前のことを
シメ桑田海運
徹底することで︑大抵は達成できるものなのです︒
の仕事場だっ
たようです︒
﹁ユンボという大きな重機で掘っ
て︑ホイルローダ︑ダンプによっ
て運び出し︑洗浄プラントで選
別・洗浄したものを商品として船
で運搬していますが︑どの工程に
おいても現場では︑つねに細心の
注意が必要です︒危険を伴う仕事
km

屋号に込められた決意

てっ

●

２０

日本統治下にあった樺太は︑移
住者にとって成功を夢見る新天地
であり︑ヤマシメ桑田海運の創業
者もフロンティア精神と希望を胸
に︑果敢に挑戦した一人でした︒
﹁私で三代目となりますが︑祖父
︵初代経営者︶と父︵二代目・現
会長︶は︑樺太からの引揚者です︒
〝ヤマシメ〟は私どもの屋号です
が︑会長に聞いても由来は曖昧で︑
そこで自分で文献やネット情報で
調べた結果︑当時ニシン漁で広く
名を馳せていた浜益の網元の屋号
を真似た︑といいますか︑あやか
ったというのが実情のようです︒
偉大な屋号を附けることは当時の
流行だったのかも知れませんが︑
祖父も父もその名に恥じぬよう︑
従業員や取引先から大きな信頼を
集め︑また︑地域貢献という重責
を共に担ってきたからこそ︑今日
までヤマシメ桑田海運が生き残る
ことができたのだと思います︒﹂

天塩町にて創業75年

《桑田社長の野球エピソード》
小中学校では野球部キャプ
テン・主将を務めたものの怪
我で続行を断念。
しかし野球
熱は収まらず、せめて甲子園
で出場校を応援したいと思
い、高校はPL学園に。そのた
め入学後は応援執行部に在
籍し、
やがて部長
（応援団長）
として甲子園出場を果たしま
す。その頃の野球部主将は、
なんとプロ野球でも大活躍
する福留 孝介選手だったと
のこと。

創業者であり、初代の代表取締役社長だった父
（桑田 武さん）は、明治40年、礼文島に生まれ、同
44年に姉が嫁ぐ天塩町へ移住します。
これが、桑
田家が天塩の地を踏みしめた第一歩となりました。
天塩尋常高等小学校を卒業した父は、姉の嫁ぎ
先で川船「長渡船」に乗り、天塩川流域の町村や
集落の人々を相手に、雑穀や薪、丸太などの木材
を運搬しました。当時の天塩は、渡し船による河川交
通・交易がとても盛んなところでした。
この時の川船
がのちの私共の海運事業に結びついてくるのです。
その父が樺太へ渡ったのは、結婚後の昭和8年
のことで、当初は鉄工所に勤めながら技術を習得
し、
やがて引き船2隻を買い独立します。引き船とい
うのは、他の舶や艀（はしけ）、筏（いかだ）など、曳航（え
いこう）するのに用いる船のことで、
父は製紙会社と
専属契約を結び筏用の原木の運搬に当たりました。
昭和14年生まれの私（二男）
も樺太の出身で、当
時住んでいたのは敷香（しすか）という日本とロシアの
境界線、北緯50度の最北部に位置する町でした
が、大きな川もあり、地形が天塩とよく似ていました。
あれは私が6歳の時でしたが、いまだに記憶して
います。昭和20年8月15日の終戦が目前に迫って
いたある日、
「ソ連軍が攻めて来るぞ！今のうちに逃
げろ！」という報を受け、敷香から天塩に向けて、家
族・親族8人総出で脱出することになりました。万一
に備え、一家全滅だけは避けなければならないと、
2隻の船に二手に分かれての乗船でしたが、樺太
南部の大泊でソ連軍による艦砲射撃が行われたた
め、一時は死を覚悟しましたが、闇夜のなか息を潜
めながら、
どうにか難を逃れ、奇蹟的に引き揚げに
成功し、再び天塩の地に辿り着くことができました。
同年8月には休む暇もなく当地で早速事業を開
始し、2隻の船でニシン漁、底引網漁に従事するか
たわら、利尻・礼文両島へ木材や薪や石炭などの
燃料、
日用品も運送し、昭和26年頃から天塩・宗谷
地区でも大規模な土木工事が行われるようになっ
たため、
ブロック用の石や玉石を利尻島などから運
び、
また、両島でも港湾工事が盛んになると天塩の
砂を島まで運搬し、今日の社業の基礎を固めました。
法人化したのは昭和43年で、同年私も入社しま
した。その父が亡くなったのは昭和55年（73歳）のこ
とで、
まもなく私が二代目の代表取締役社長に就任
するのでした。実は私は、65歳の年に会社を畳もう
かと思っていたところ思い掛けず四男が帰ってきてく
れて…。私共のグループ会社であるアサヒ飲料㈱
（昭和４１年設立 代表取締役は長男の桑田 孝彦さん）
でも力
を尽くしてくれて嬉しい限りです。

じ

代表取締役会長

ぼん

桑田 憲治さん 談話

01632-2-1311

●町内での公職
天塩町財政検討委員
天塩病院運営委員
地域交通安全推進委員
天塩商工会理事
天塩警察署協議会副会長 他

当社で提唱していること

父が語る
〝ヤマシメ桑田海運の黎明期〟

コン用の砂は︑セメン
トや薬品と混ぜ品質を
試験するのですが︑そ
の際︑縮小・膨張する
場合があります︒しか
し天塩の砂は︑それが
まった くあ り ません︒﹂

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ヤマシメ 桑田海運 株式会社

天塩郡天塩町海岸通3丁目32番地

●主な公職
（事務局）
北海道砂利工業組合留萌支所
留萌砂利部会
天塩地区砂利協同組合
天塩港湾施設利用共同組合

凡事徹底

▼コロナ禍で低迷する地域の経済活性化を願い、天塩町へ寄付（2020年４月）
写真右／同社会長の桑田憲治さん 中央／佐々木裕之町長

