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企業概要

代表者：代表取締役　佐藤　利男（さとう　としお）
所在地：田村市船引町堀越字堰下195
設　立：1983年11月 T E L：0247－85－2914
資本金：2,000万円 F A X：0247－85－2617
従業員：35名 U R L：http://www.fukuishi.jp/
事業概要：メモリアル事業（ファントーニ彫刻墓石、記念碑など）
　　　　　環境石材事業（建築石取付工事、土木外構工事など）

　墓参に行くと、最近は芸術的で個性あるお墓を

目にするようになりました。従来、墓は“○○家

之墓”として、先祖代々、子孫が守っていくもの

でしたが、最近は個人単位のお墓など様々な供養

の仕方が出てきているようです。

　ところで、墓石といえば「中国で採石した原石

を輸入している」というイメージをお持ちの方も

多いのではないでしょうか。実は国産石材が見直

されてきており、田村市に本県産を始めとした国

産石材の普及促進に取り組んでいる株式会社フク

イシがあります。当社はグループ内で採石から加

工・販売まで行い、また、墓石や記念碑のみなら

ず、建造物や遊歩道の石畳など石に関する仕事を

幅広く手掛ける「石のプロ」集団です。

　今回は田村市の本社を訪ね、佐藤利男社長に会

社設立からの沿革、石材業界の現状と将来などに

ついてお聞きしました。

○ 佐藤社長のこれまでのお仕事の歴史につい
て教えてください
　～ 農家に生まれ、花

か き

卉栽培が商売のはじまり～
　もともと私の家は、三春藩が参勤交代で通る街

道筋にありましたので、昔は農業のかたわら木賃

宿を営む農家兼宿屋でした。宿屋は祖父の代で廃

業し、農業のみとなりましたが、広い土地を所有

し葉たばこを栽培する同級生たちに比べ収入が上

がりませんでした。そこで花の栽培なら土地が広

企業訪問

株式会社 フクイシ
～人と石のハーモニーで未来を築く、採石から
　加工・販売まで一貫生産する「石のプロ」が集う企業～

佐藤　利男 社長

企業訪問シ

リ
ー ズ

本社・工場全景（ドローンにて撮影）
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くなくても収益が上がると思い、ハウス栽培によ

る施設園芸を始めました。まだ10代でした。

　大きなハウスを２棟建てて鉢物の花を栽培し、

作ることは上手くいきましたが、販売が上手くい

きませんでした。トラックを借りて市場に花を売

りに行くのですが、当時のトラックは屋根のない

幌車でしたので、寒い季節には市場に着くまでに

花が凍ってしまい、市場のせりにかけられない状

態でした。それでも市場の方が「あんた若いな。

かわいそうだから引き取ってやるよ」と全部買っ

てくれました。「作ることだけでなく、売ること

を覚えたほうがいいよ」と言われ、今でもこの言

葉が常に私の商売の基本となっています。

○どのような経緯で石材業を始めたのですか
　～ 花卉栽培を廃業した後、様々な仕事を経験
して石材業にたどり着いた～

　花の栽培を何とか続けていましたが、1980年の

「クリスマス豪雪」でハウスが１棟潰れてしまい

ました。その時「この商売は俺に向いていないの

では」と思い花の栽培をやめましたが、保険をか

けていなかったので、借金だけが残りました。借

金返済のため、長距離トラックやダンプの運転手、

土木作業員などいろいろな仕事をしました。その

ような中、大型免許を持っていたことで近所に

あった石屋さんに誘われ、そこで運転手として勤

めはじめました。

　当時はまだ外国産の石材（以下：外材）が入っ

てこない時代でしたが、石屋が原石を買ってきて

自分のところで加工していました。当時の原石売

買は現金取引でしたので、運転手の私が多額の現

金のやりとりをしていました。「これは儲かる商

売なのでは」と思い調べてみると、福島県には多

くの種類の石があり、また全国第１位の石の産出

量を誇り、全国市場の約４割を占めていることが

わかったので、自分で石材業を始めることにしま

した。このようにして、1981年に採石を行う有限

会社福石石材工業（現株式会社福石石材）を設立

するに至りました。

○貴社の業務内容について教えてください
　～ 採石から加工・販売まで一貫して取り扱
う「石のプロ」集団～

　当社は採石から加工・販売、メンテナンスまで

行う総合石材業です。当初は採石（福石石材）だ

けでしたが、1983年に石材販売を行う有限会社福

石商事を設立しました。実態としては製造業であ

り、商事という名称だと何の会社なのかお客様に

わかりにくいのではと、1988年に現在の株式会社

フクイシに社名変更しました。

　福石石材が自社採石場から「深
み

山
やま

ふぶき」など

を採石し、フクイシが加工して販売するという役

割分担になります。また、フクイシでは自社採石

場の石のみならず、他社採石の県内外産や中国産

など外材も含め幅広く取り扱っています。最近は

立体彫刻のオーダーメイド墓石「ファントーニ」

（後述）に注力しています。

○様々な機械がある大きな工場ですね
　～ ロボットや熟練した職人の手作業により、
原石から最終製品に加工される～

　今の工場は1990年に操業開始したのですが、工

場を造ることを検討した際に、「中国から安い製

品が入ってくるから止めたほうがいいよ」と反対

する人がいました。私としては自社採石場の原石

企業訪問

加工を待つ巨大な原石
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行っています。仕上がった製品は厳しい最終検品を 

経て、破損が無いよう丁寧に梱包し、自社トラック 

により出荷します。

○ 貴社の企業理念、人材育成について教えて
ください
　～ 温もりのある人間関係を築き、「勤めて良
かった」と思える会社にしたい～

　当社の企業理念は、「私たちは、自然の恵みに

感謝し、人と石の調和を、暮らしの中に活かしま 

す」「私たちは、安らぎと環境美を創造し、地域

の真の豊かな暮らしに貢献します」「私たちは、

楽しい仲間つくりを通して、物心両面の幸せを追

求します」の３つから成ります。

　会社が大きくなってくると人間関係が希薄にな

りがちです。温もりのある人間関係を築き、社員

が「勤めて良かったな」と思ってくれるような会

社づくりに取り組んでいます。

　人材育成は非常に難しい永遠のテーマです。会

社が小さい時は、「営業マンはこうあるべき」な

ど私の考えをいわば一方的に押し付けるような形

でしたが、そのやり方が今の時代に合うかという

とそうでもなくなっています。そのため、コンサ

ルタント会社に依頼して、営業と製造の分野につ

いて ITを活用した指導を受けています。

○ 国産の「石」の現状はどのようになってい
ますか
　～ 中国産の価格上昇やリスク回避の動きか
ら国産が見直されてきている～

　墓石など国内で使う石はもともと国産が中心で

したが、価格の安い中国産など外材が入ると、ほ

とんどを外材が占めるようになりました。しかし、

最近はコスト面と品質面で国産材が見直されてき

ています。その要因としては、まず、中国が経済

発展したことが挙げられます。中国の石材業は沿

岸部にありますが、経済が発展し内陸部に工場が

できるようになると、出稼ぎに来ていた熟練工が

が枯渇することや品質が悪くなる時期がいずれ来

るので、今が投資の好機だと思い工場投資に至り

ました。

　用途に合わせた切削機で硬い石を本来の石質を

損なわないように切断し、ロボットの自動研磨と

ロボットではできない曲面などを職人の手で磨き

ます。文字彫りや特殊彫刻は熟練した職人の手で 

企業訪問

①　大型の切削機で大きく硬い石を切断

②　ロボットによる自動研磨作業

③　職人の手でも細かい箇所を研磨作業
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内陸部の地元に帰るため辞めてしまいます。新し

い人を採用しようにも、一人っ子政策で人手不足

というのが現状です。そのため、中国産の価格が

上がる一方、逆に製品の質が下がってきています。

　また、中国と日本の石の品質自体には大きな差

はありませんが、加工して出来上がる製品の品質

には大きな差があります。中国では１個作ってい

くらの出来高制なので、細かい傷があってもわか

らないように修復加工して出荷しています。その

ような製品は販売段階では問題が無くても１～２

年経過すると傷が現われてくるなど不具合が発生

します。その点、日本ではそのような製品は出荷

させません。さらに、中国で尖閣問題による反日

デモが発生し、１週間船便がストップして以降、

リスク回避のために国産材を扱いたいという動き

もあります。

　そのような中、当社を含む福島県内の採石５社

が中心となって、国産材普及に取り組む会社「日

本銘石」を３年前に発足しました。

○日本銘石とはどのような組織ですか
　～ 国産材販売促進のために同業他社とタッ
グを組んだ～

　以前から外材に押されて国産材が売れなくなる

と、採石業者が無くなってしまうという危機感が

ありました。そこに震災があり、福島県産は風評

被害もあってさらに売れなくなりました。そこで、

福島県、茨城県のメーカーと首都圏の小売店が交

流会を開催し、意見交換を行いました。その中で

小売店側から「中国産のリスクを考えると、値段 

は高くても国産材を扱わなければと考えている」な 

どの意見が出ました。しかし、小売店側には国産

材を扱ったことのない若い営業マンもおり、扱っ

たことがなければ売れないのではと思いました。

　そこで、日本銘石を立ち上げて、国産材に関す

る注文や相談の窓口を日本銘石の事務局である当

社に一本化することにしました。「○○石が欲し

いのでＡ社に注文しよう」と思いＡ社に注文して

も「うちでは扱っていません」、Ｂ社にも同じよ

うに言われ「一体どこに注文すればいいのかわか

らない」という問題を解消し、「日本銘石に注文

すれば国産材は何でも揃う」という体制を整備し

ました。

○「ファントーニ」とはどのような製品ですか
　～世界で１つのオーダーメイド墓石～
　ファントーニとは、ご家族の故人への想いや感

謝のこころを石に託した立体彫刻によるオーダー

メイド墓石です。この事業を1996年に始めたきっ

かけは、当時、墓石の仕事が減ってきており、こ

のままでは石材業界がどうなるのかと危機感が

あったことです。全国の石材青年部会で意見交換

し、全国や海外を視察する中で、米国№１の石材

会社ロック・オブ・エイジス社を訪問し、ファン

トーニ彫刻に出会いました。綺麗な彫刻が施され

ている「横づけ型」など様々な墓があり、何でそ

のような墓があるのかと質問したところ、「墓に

はその人の歴史や想いが含まれているから、それ

を大事にする必要がある」と言われました。

　当初は反響があってもビジネスになかなか結び

つきませんでした。それは販売店が売り方をわか

らなかったのが理由で、販売店向けの勉強会を重

ねていくことによって、徐々に軌道に乗りました。

当社の職人が同社の彫刻家ファントーニ氏の指導

を受けて技術習得し、現在当社は国内唯一の同社

認定「ファントーニ彫刻工場」となっています。

企業訪問

ファントーニ製品の一例（すべて石でできています）
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○ 故人その人だけのお墓だと子孫は将来的に
墓の管理をどうすればいいのですか

　～ 家単位の墓から個人単位の墓へと変わっ
ていく～

　少子化の中、例えば一人っこ同士が結婚すると、

どちらかの家は途絶えます。今はそのような時代

に入っているので、期限付きのお墓（33回忌ま

で）などの流れが生まれるものと思われます。

　生前に自分の墓を期限付き墓とし、期限が到来

すると永代供養墓へ移すと決めておけば、子孫に

負担がかかりません。期限が到来した墓地を新し

い人に提供していくことで、墓地不足の解消にも

つながります。管理する人が誰もいなければ荒れ

ていくのは空き家と同じです。○○家の墓から個

人の墓へという流れが進むのではないでしょうか。

○風評被害の影響はありましたか
　～原発事故直後は注文がゼロになった～
　原発事故後１週間、注文が全くありませんでし

た。そのまま待っていても注文は来ないと思い、

ハイテクプラザ（郡山市）で石材の放射線量を測

定し、全く問題がない測定値だと示した FAXを

取引先に一斉送信しました。東日本の取引先から

の注文は一時的な落ち込みはありましたが、しば

らくすると回復しました。一方、西日本向けは今

でも落ち込んだ状況が続いています。

○貴社の将来図についてお聞かせください
　～国産材出荷シェア№１を目指す～
　石材業界は少子化と家族制度の変化に大きな影

響を受けています。墓石については、これまで高

価格・中価格・低価格の３階層の製品のうち、中

価格の製品がよく売れていました。今後は、お金

をしっかりかける高価格の製品と、お金はあまり

かけない低価格の製品が増えていくものと予想さ

れます。そのため、石材業界が利益を上げていく

ために、富裕層をターゲットにした戦略を展開し

ていかなければなりません。

　当社の今後の展開としては、人口が多い首都圏

でのシェアを高めていきたいと考えております。 

まずは首都圏のシェアを獲り、国産材出荷シェア全 

国№１を目指します。国産材に関しては現在でも 

当社が全国上位の位置にありますが、「石のことな 

らフクイシに相談しよう」「フクイシは石のことな 

ら何でもできる」というメーカーになりたいです。

　福島県は石の国内三大産地の１つでもあります

ので、産地を次世代へとつないでいくことが現在

を生きる我々の使命であると考えています。その

ような思いをもって、今後も石に関わってまいり

ますので、よろしくお願いいたします。

【インタビューを終えて】

　工場を見学しました。巨大な石を大きな切削
機で切っていく場面は壮観な光景でした。オー
ダーメイド墓石を彫る工程では寸分の違いも許
されないため、職人さんの神経を集中した作業
動作が印象に残りました。
　今回取材に行くまでは、福島県が全国有数の
石の産地だという知識が無く、墓石は中国産が
ほとんどなのだろうと思っていました。当社の
ような「石のプロ」のおかげで、国内の石材業
が守られ、技術が継承されていくのだと思いま
した。インタビューを通じて、福島県および国
内の石材を普及促進していこうという、佐藤社
長の熱い思いと決意の表れが強く伝わってきま
した。 （担当：高橋宏幸）

企業訪問

福島や日本の石の現状を詳しく説明する佐藤社長


