
夢中で仕事をこなす日々

石黒　2003 年に独立して以来、内装工

事業として実績を積んでこられたと伺い

ました。どのような経緯で現在に至るの

か、まずはその歩みをお聞かせください。

金城　高校卒業後、すぐに内装職人とし

て働き始めました。確か一番最初に経験

した現場は、お台場・フジテレビ本社屋

の向かいにあるビルだったでしょうか。

入ったのが大手の下請け作業を担う会社

だったので、様々な現場を経験できたの

はとても勉強になりましたね。もちろん

最初は右も左も分かりませんでしたが、

そのなかで「自分には何ができるのか」

ということを常に考えていました。誰よ

りも早く出社するのは当たり前、休む暇

なんてほとんどなかったですよ。

石黒　非常に意識が高いですね。最初か

ら仕事に楽しさを感じられていたとか？

金城　いえいえ、そんな余裕など全くな

く、自分がやらなければいけないことを、

ただ一生懸命にこなしていっただけで

す。自分でもなぜかは分からないのです

が、とにかく現場作業に対してがむしゃ

らでしたね。そうやってだんだんと出来

ることが増えていくうち、気が付いたら

仕事の面白みが見えてきました。ほとん

ど遊びにも行かなくなり、休みもお金も

別に欲しくない。もう、仕事がしたくて

しょうがないのです（笑）。

石黒　それはもう、天職と言わざるを得

ませんね（笑）。

金城　それでしばらくしたら、今度は「現

場の親方になりたい」と考えるようにな

りました。会社を興して社長に ･･･ とい

う願望は一切なく、とにかく親方です。

それで建設業は独立しやすい業界でもあ

るので、まずは一人親方として独立した

というわけです。それが確か、23 歳の

頃ですね。

石黒　もともと独立願望があったわけで

なく、ストイックに仕事のクオリティを

追求したその延長線上に“一人親方”と

いう選択肢があったのですね。実際、フ

従業員への“愛”が原動力
顧客の未来を創る内装会社

株式会社 優健工業　代表取締役

「信頼・感謝・努力」をキーワードに挑戦を続ける内装会社、（株）優健工業。店舗内装工事をはじめ事務所・マンショ
ンリフォームなどにおいて上質な施工を続けてきたことから、協力会社やスタッフから信頼される企業として成長を遂
げてきた。では、その要因はどこにあるのか？─インタビュアの石黒彩さんが、同社の金城社長の胸中に迫った。

金城健二

　東京都江戸川区出身。高校を
卒業後、すぐに内装業に携わる。
内装の奥深さに魅せられて真摯
に仕事に取り組み、2003 年に
23 歳で一人親方として独立を果
たす。以降、仕事に対しての誠
実さとストイックさを以てキャ
リアを積むなかでスタッフも増
え、2009 年に晴れて法人化。
　現在は志を同じくした社員 7
名、専属の職人 40 名と共に日々
の業務に臨んでいる。

未来創造企業

Special Interview

001                                          002



リーになられてみていかがでした？

金城　それはもう、目の前にある仕事を

一心不乱にやっていくしかなかったです

よ。でも、そうやって懸命に動いている

うち、特に望んだというわけでもないで

すが、自然と周りに人が集まってくるよ

うになったんです。それに自然と仕事も

舞い込んでくるようになった。そうなる

と今度は、スタッフやお客様のため余計

に頑張らなければならないでしょう？大

変なこともたくさんありましたけど、そ

のころにはもう、自分がどうこうという

よりも「誰かのために」という思いしか

なかったですね。途中で法人化もしまし

たけど、そうやってひたむきに走ってき

た結果、今があるのだと思います。もう、

夢中でした。

石黒　そういえば私もデビューしたて

の頃は、目が回るほど忙しかったです。

正直、本当にしんどい時期もありまし

た。テレビを付けると自

分が出ているし街を歩け

ば「あっ！」と言われるこ

ともありましたが、あまり

に急展開だったので中身は

一般人の感覚と全く変わっ

ていなくて ･･･ そのうち人

気に火がついて、たくさん

のファンの方に応援して頂

けるようにもなりましたけ

ど、それってとにかく必死

に頑張った結果にすぎず、やっている当

人は余裕なんてなかった気がするな。だ

から金城社長のそのお気持ち、痛いほど

よく分かります。

金城　結局そういうのは、自分がどうあ

りたいかだけの話ではないでしょうか。

自分のビジョンさえしっかりしていれ

ば、嫌なことでも辛いことでも堪えられ

る。割り切れる。ずっとそんな感覚を持

ち続けながら、今日まで頑張ってきたつ

もりです。

自分がおかれたポジションを全うする

石黒　では、次に事業内容について聞か

せてください。

金城　「お客様のニーズに応える空間

を！」をコンセプトとし、主に店舗内装

工事を中心に手がけています。それに付

随して現在は事務所・オフィスの内装工

事、一戸建て・マンションリフォームと

いった業務も増えてきました。少し専門

的なことを言うと、なかでも加工がしや

すく耐火性にも優れている「軽鉄ボード」

の施工に強みを持っています。こうした

作業を 40 名の専属職人さん、職人上が

りの数名の社員とともに手がけていくわ

けですね。一人、中堅ゼネコンを経て店

舗施工の大手建設会社で統括部長まで務

めた非常に優秀なスタッフが加わったお

かげで、さらに手広く提案できるように

なりました。まさに今、新たなる体制の

スタートといったタイミングですね。

石黒　節目の時期でもあるというわけで

すね。現在、社長ご自身も現場に出るこ

とはあるのですか？

金城　元々は職人なのでもちろん現場は

好きですが、今は立場的に出る回数は減

りました。社長の自分にしかできないこ

と、自分が考えなければならないことが

増えてきたので、これも自然の成り行き

なのかなと。ただ、与えられたポジショ

ンで全力を尽くすという意味では昔と一

緒。その意識を持ち続けながら、よりよ

い組織にしていきたいという思いは強い

ですね。

石黒　社長がそう考えているのなら、ス

タッフの方々も気持ち良く働けそうで

す。普段、スタッフさんに伝えているこ

と、思っていることなどはありますか？

金城　スタッフや職人は何

のために仕事をしているの

かと言えば、社長のためで

もなく会社のためでもな

く、突き詰めれば自分のた

めだと思うのです。自分が

どうなりたいか、自分がど

うありたいか、それを表現

できる場が会社であると私

は考えています。ですから、

それぞれの立場で責務を全

うし、個々の価値を高めていってほしい

ですね。

　個人的なことを言えば、なるべく職人

や社員と近い位置で話をしたいと思っ

ています。上から「こうしろ、ああし

ろ」と言って強制したくもありませんし

ね。“やらされている”より“自らがや

る”ほうが圧倒的にモチベーションが高

い状態ですから、組織づくりにおいて私

がやるべきは、彼らが自らやりたくなる

ような働きやすい環境をどうつくってい

くか、それが最も大きな要素です。そし

てその状態を維持し続けることができれ

ば、結果として上質な仕事に繋がってい

くのは間違いありません。

石黒　それはさらに、お客様の喜びにも

繋がっていきますよね。事務所の内装が

非常に美しく洗練されているのも、そう

した社長の思いの表れなのでは？

金城　そうですね。やはりお客さんやス

タッフからしてみたら、雑然とした事務

所よりはきれいで居心地の良い空間のほ

うがいいでしょう？それに内装工事の会

社で内装がきれいなのは当たり前のこと

だとも思いますしね。

感謝され続ける会社であるために

石黒　そうした何気ない配慮も、スタッ

フさんが「優健工業で働きたい」と思う

要素になっているのは間違いありません

ね。このような美的センスは内装業者と

して欠かせないと思いますが、デザイン

やその施工についてはどうやって考えら

れるのですか？

金城　今まで積み重ねてきたノウハウに

よるものや、流行りものを採り入れたり

もしますが、皆で意見を出し合うことも

大切にし、基本的に私は入ってきたばか

りの人にも必ず提案してもらうようにし

ています。それによって僕自身が勉強に

なることもすごく多いし、刺激を受けま

すし、何よりそのことが楽しいのです。

石黒　いい取り組みですね。自分の案が

採用されたら、特に若い職人さんだった

らすごく嬉しいでしょうし、それに刺激

を受けた他のスタッフさんも頑張ろうと

思うでしょう。そうなれば組織はさらに

活性化していきますよね！

金城　人それぞれ、同じことをしていて

も目の付けどころや捉え方が違うという

のが、私にとって非常に興味深い部分で

もありますね。とにかく人と人が 1つの

仕事を進めていくにあたり、色々な意見

を聞くことは自分にとってプラスになり

ますし、意見をアウトプットした彼らに

とってもプラスだし、結果的に会社に

とってプラスになる。このことは現在に

至るまで、身を以て感じてきました。

石黒　その姿勢もきっと、スタッフさん

のモチベーションを引き出す秘訣の 1つ

と言えそうです。それにしても金城社長

は本当に、従業員思いですよね。スタッ

フさんへの愛を感じます。

金城　はい、私は一人ひとりのスタッフ

が本当に大好きです。私が今あるのはひ

とえに社員、職人、そしてお客様のおか

げ。だからこそ皆様に報いるためにも、

本当の意味での“社長”にならなければ

いけないと感じています。最近になって

ようやく体が空くようになったので、セ

ミナーや講習会といった場に積極的に参

加して学びを得るようにしていますよ。

石黒　貪欲な姿勢が素晴らしいと思いま

す。その姿勢があれば、この先もきっと

会社は大きくなっていきますね！

金城　おっしゃるとおり、会社として成

長していきたいというよりも我々の存在

意義を追求していくという意味で、成長

し続けなければならないと思っていま

す。そのなかで実体験も含めて 1つ言え

るのは、数字や利益だけにこだわってい

たら絶対に良いものは生まれないし、成

長はないということ。では何が必要なの

かと言えば、仕事への思いや誇りですよ

ね。私の思いはシンプルに「感謝される

会社でありたい」。この姿勢を貫いてい

けば、必ず数字や規模はついてくると確

信しています。幸い、こうした思いはス

タッフの皆で共有できていますし、皆が

同じほうを向いて走れているはず。そし

てこれこそが、優健工業の一番の強みだ

と思っていますよ。

私は芸能界に入って率直に思ったのが、大御所と呼
ばれている方であればあるほど常に謙虚で柔軟で、
人間的に魅力があるということでした。そしてその
方々と同じ姿勢が、金城社長にもあったように思い
ます。勉強会や講習会、若い人の意見にも素直に耳
を傾けて自らの成長に繋げようとするその貪欲さと
器の広さに、さらに大きな組織を背負って立つだけ
の資質を感じました。同世代の人間として、金城社
長のご活躍を心から応援したいです！
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