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貝森 貴博さん

道路や橋梁など道路施設は︑産
業︑経済︑文化の発展の基盤であ
り︑私たちの生活や経済活動を支
えている重要なインフラです︒ま
た︑道路は完成した後も末永く保
全し︑常に安全で円滑な交通の確
保を図るために︑常日頃から適切
な管理が必要となり︑改良工事︑
維持・修繕工事などが欠かせませ
ては一般国道
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■父が築いた大きな礎を継承

除排雪も極めて重大な仕事であり︑
た土木工事で︑毎年︑全道トップ
れます︒一部︑自動車専用道路と

１
※

当社の創業者は私の祖父 貝森 勝男
㎞の規格︵ゆずり
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クを利用した施工会社の付帯事業
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る 稚 内 市 の 錦 産 業 ㈱ を 訪 ね ま し た ︒ ︵現会長・貝森 輝幸氏の父︶ですが︑
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1978年2月、稚内市生まれ。1996年、北海道工業高校卒業。
2000年、道都大学建築科美術学部を卒業、㈱日栄建設（札幌市）に入社。
2005年、㈱日栄建設を退社し、錦産業㈱に入社。2019年１月、同社代表取締役社長に就任。
■営業許可／北海道知事許可
（特-29）
宗 第306号 （般-29）
宗 第306号 ■創立／1970年2月 ■資本金／3千万円
■主な業種／土木建築工事業、運送業、砂利・生コン販売業 ■従業員数／80人（有資格総数400以上）※ベトナム人社員3人雇用

事務所スタッフ
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レーム係を命じられても︑ヘコタ

札幌日大高校前の厚別東通の道路

木や枝、草も完全除去

0162-33-7816 http://www.nishikisangyou-inc.jp/
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将を務めたPL学園︵大阪代表︶︒

﹁大学では一時︑コーチ兼監督に

工事など︑やり甲斐のある仕事に

レたりすることもなくなるのです︒

就き指導者の経験もしました︒野

携わることができ感謝しています︒
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００５年に父が社長を務める当社

幌富バイパス
（高規格道路）
延長のための下地盤づくり、
仮設工

0162-32-3360

ん︒さらに︑北海道では冬期間の

国道40号沿い、
稚内市朝日
に建つ本社。事業所・土木
部も同住所に。

セメント工事現場/ドローン

稚内市朝日3丁目2185番14

錦産業の特徴は、高い技術力と圧倒的に道路工事に強いこと。
また、最新型のICT機械など建設機械を自社で所有していること。

仰ぎます︒もちろん失敗したり︑

■一般国道40号 幌延町 元町東改良工事
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へ入社しました︒﹂

錦産業の仕事例

１５

初歩的なミスで叱責を受けること

現場事務所の建設

YouTubeチャンネル
幌富バイパス ランプR側着手

最近の建設現場や除排雪、重機オペ
レーターの操縦の様子などを社長が
ドローンを駆使し撮影し、
自身で編集
し配信しています。
地盤に合わせたセメント改良

錦産業 株式会社

宗谷管内で初めて導入
した3 Dマシンコント
ロールシステム搭載の
ICT油圧ショベル。
※３．
現在の学校名は北海道科学大学高校。それ以前は北海道尚志学園高校。
※４．
Information and Communication Technologyの略で、設計データから３Dの完成断面図を見ながらオペレーターが作業できる。データ通り掘削が行なわれるので、誤って掘り過ぎることがない。
※５．
年に1度、過去2ヵ年度内に完成した工事の成績により順位付け評価が行なわれている。局長表彰６年連続は道内でも例がない
（帯広市に１社５年連続あり）
。

※１．
初代の貝森 勝男さんは５１歳で逝去。
※２．
代表取締役会長の貝森 輝幸さんは（公社）日本カーリング協会の会長としても著名。

