連載小説

榎太一（えのき・たいち）76 歳、二名島バッ
テリーの創業者で社長、ビジネスの世界ではカ
リスマ創業経営者として知られる。

前回までのあらすじ
薫子と麻衣が鉢合わせし︑悠太のウソがばれ︑
場をなくす︒悠太への脅迫文の犯人が判明す

麻衣は怒り︑薫子には軽べつされ︑悠太は立

﹁だいたいこれ︑あなたの企画なの？ 広

企画書は︑市長からは強烈なダメ出しが︒

る︒それなりの自信を持って提出した悠太の

なたの企画書は〝箸棒〟なの︒意

﹁違いません﹂

の？ 違う？﹂

岡さんの考えを聞きかじっただけじゃない

らないってことよ！﹂
怒濤のごとく言い放った市長の大渡晴美
悠太は力なく答えた︒
﹁石打くん︑広岡さんがやりたかったこと

はソファに腰を下ろし︑
﹁そこに座りなさい﹂
は大渡市長もある程度はご存知なんだよ︒

よ﹂

﹁だから駄目だと言っているんじゃないの

新庄誠人がわけ知り顔で言った︒

何かの折に僕がお話ししたのでね﹂

と顎をしゃくった︒
﹁あの︑僕の企画︑どこが駄目なのでしょ
うか﹂
おずおずと問いかける悠太に晴美は︑
﹁〝どこが〟じゃないの！﹂

﹁全部駄目︑あなたが書いた企画書には駄
駄目なものは駄目︑それが私の主義なの︒

﹁だれのアイデアだろうと良いものは良い︑

晴美は新庄を無視して続けた︒

目じゃないところが一つもないの︒分か
私が言いたいのは︑あなたの企画書にはま

と吐き捨てた︒

る？ 選挙で言えば一票も入らなかった候
ったく魅力がないということよ︒新庄くん︑

えてよ！ 教えなさいよ！﹂

り前で︑鬱陶しいほどありふれているんだ

くないの︒だってこのあたりではごく当た

﹁森とか里山とか︑私にはまったく懐かし

の原風景というか﹂

商工会議所︑生産者組合の代表らが集まっ

て︑私のような市役所の関係部署の人間や

っているんだよ︒市長が委員長を務めてい

﹁市長は﹃まちおこし委員会﹄のことを言

にはまったく達していない！﹂

ゃくり︑応接室から出ていこうとした︒

ジェクトを立ち上げ三カ月で軌道に乗せる︒

うに受け取った晴美は︑表紙をめくり悠太

新庄が持ってきた企画書をひったくるよ

上にあるから﹂

企画書の打ち出しを持ってきて︒私の机の

補者みたいなものよ﹂
悠太は返す言葉が見つからず︑せわしな
く動く晴美の口もとをぼんやりと見つめた︒
まったく予想しなかった展開に思考が完全

に突きつけた︒
﹁それは︑実は⁝⁝﹂

に凍りついてしまった︒

﹁まず聞きたいんだけど︑
﹃懐かしい森の

悠太は素直にうなずいた︒

わ︒それも私が思っていた以上にとんでも

﹁やっぱり！ やっぱりあなた詰めが甘い

うか﹂
なく甘いわ︒と言うわけで﹂
晴美は立ち上がった︒

もの︒ありふれていると言えば︑特産品と

て︑まちおこしについての案件を議論する

﹁企画書は没！ 〝委員会〟に諮るレベル

して栗の紅茶煮やナッツを販売するとのこ

んだ︒もっとも石打くんにはさしあたり関

うっとう

とだけれど︑これってどこにでもあるもの

係なくなってしまったけれどね﹂

晴美は企画書のページをめくった︒

﹁あの︑僕はこれからどうしたらいいです

ないじゃない︒それだけじゃないわ﹂

﹁ネット上に専用のホームページを立ち上

か？﹂
晴美は呆れた顔をした︒

開店するとか言うけれど︑そのための資金

そのためには来週中に企画を通さないと︑

﹁ あ な た︑ な に 寝 言 を 言 っ て い る の？

をどう捻り出すの？ ゆるキャラを作りた

あなたはレッドカードで退場よ﹂

お客さんにホームページまで来てもらう

いそうだけれど︑どうやってバリィさんと

﹁僕にはもう無理です﹂

〝一・三縛り〟を忘れたの？ 一カ月でプロ

かひこにゃんに対抗するの？ 手だてを教

の？ 都内に実店舗のアンテナショップを

を売るとか書いてあるけれど︑どうやって

げて﹃懐かしい森の恵み﹄ブランドの商品

晴美はしたり顔で説明する新庄を顎でし

でしょう？ オリジナリティーがまったく

﹁だから︑森とか里山とか︑僕たち日本人

でしょう？﹂

﹁うまく説明してよ︒それもあなたの仕事

﹁それは︑うまく説明するのが難しいとい

しいの？﹂

﹁考えていないのね﹂

広岡卓次（ひろおか・たくじ）49 歳、地域
おこし協力隊員として東京から伊予南市
に移住したが……。

恵み﹄というタイトル︑どうして森が懐か

新庄誠人（しんじょう・まこと）39 歳、伊予
南市役所・地域振興課長。

ああ

まちおこし特命社員 石打悠太

四分地恒三（しぶち・こうぞう）59 歳、天興
大学地域デザイン学部教授で西朱雀プロジェ
クト社長。

青山麻衣（あおやま・まい）24 歳、悠太の
元カノ。 就職した大手有名ネット通販会社の
先輩から交際を申し込まれ、悠太をふるのだが
……。

味が分かる？ 箸にも棒にも掛か

馬鹿者を命ず！
喜多嶋翔（きたじま・しょう）25歳、西朱雀
プロジェクト社員、悠太の 1 年先輩。

第七回 悠太︑
絶体絶命！

大渡薫子（おおわたり・かおるこ）21歳、晴
美の娘、京大阪大学で建築を学ぶ。

イラスト ●丹下京子

大渡晴美（おおわたり・はるみ）45 歳、伊
予南市長。大渡薫子の母。
石打悠太（いしうち・ゆうた）25歳、主人公、
まちおこしプロジェクトを手がける大学発のベン
チャー企業、西朱雀プロジェクトの若手社員
で入社 2 年目。四国・伊予南市に赴任する。
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登場人物

大正大学地域構想研究所ホームページ（http://chikouken.jp/chiikijin）では、
連載小説 ｢『 馬鹿者』を命ず！」のバックナンバーを閲覧できます。

スで戻ってくれば午後一番にはラパンを引

カーショップに返しに行き︑すぐに高速バ

の定︑新庄だった︒

き︑コウモリ傘を差して下りてきたのは案

車は家の前の林道に停まった︒ドアが開

﹁へえ︑そうなの﹂

き取りに行かれる︒そして︑そのまま︑

晴美は冷ややかな顔で悠太を見下ろした︒
﹁だったらとっとと東京に帰りなさい︒だ

そう言いながらもまったく悪びれた様子

﹁突然お邪魔して申し訳ありませんね﹂

ふとそう思いついたのだ︒風に流される
のない新庄に︑広岡は聞こえよがしに舌打

﹁どこかに行こう﹂

ようにふらりと旅に出てみるのも悪くはな
ちした︒

れも止めないから﹂
晴美は新庄を引きつれ︑応接室を出てい
った︒
いなと︒
電話は切った悠太は﹁どこに行こう？﹂
﹁ご報告がありましてね︒地域振興課の亀

ドアを開け放しにしたのは︑あなたも早
く出ていきなさいということなのだろう︒
と口に出してみた︒するとますます心の底
田太が職場に復帰することになりました︒

﹁何しに来た？﹂

二人の姿が消えた後︑悠太も重い腰を上
から本気で旅に出たいと思っているような

げ部屋を出た︒
〝あれ〟以来︑ずっと続いていた心の不調
がだいぶ良くなってきたものですから﹂

兼社宅に戻り︑どこか景色の良い場所をネ
﹁それを言いにわざわざやってきたのか﹂

臭くなった︒

亀田と聞いて広岡は怒りで鼻の奥がきな

ットで探してみよう︒そして目的地が決ま

けませんか？ あなた自身︑亀田を許せな

﹁広岡さん︑そろそろ亀田を許していただ

キャラクターの濃い人たちが次々に現れ
いと思う気持ちが実は逆恨みだと薄々気づ

り次第この街を離れよう︒

納車の手続きが済んだらその脚で事務所

悠太はエンジンをかけアクセルを踏んだ︒

気がしてきた︒
いつの間にか霧雨があたりを煙らせてい
た︒
悠太は濡れるのに任せて駐車場を歩きパ
ッソのドアを開けた︒
車に乗り込んだものの事務所兼社宅に戻

ては無理難題を吹っかけてくる︑こんな街
いているのではありませんか？﹂

る気にはなれなかった︒とはいえほかに行
くところもない︒
にはもう一日たりともいたくはなかった︒

電話口に出た悠太に相手は﹁お買い上げ

中古車ディーラーからの電話だった︒

がった︒サンダルを突っかけ洗濯物を取り

うになり︑広岡卓次は面倒くさげに起き上

屋根を叩く雨音がはっきりと聞こえるよ

がこちらに近づいてくるのに気づいた︒

かけた広岡は︑見覚えのある白い軽自動車

を乱暴にカゴに突っ込み足早に屋内へ戻り

物干し竿にかかったワークシャツや靴下

るという︒集落のある山の麓には温泉宿が

汲んであげてほしいというのが上司である

んでしまったんですよ︒彼の辛い気持ちも

たに悪いことをしたと自分を責め︑心を病

﹁どうやら図星のようですね︒亀田はあな

に散乱した洗濯物を中に入れた︒

俊敏にかわした新庄はカゴを拾い︑地面

庄に投げつけた︒

広岡は手に持っていた洗濯物のカゴを新

﹁お前に何がわかるというんだ！﹂

﹁どうしたらいいだろう﹂

になった軽自動車ラパンがお引き渡しでき
込みに庭に出る︒

つぶやいたのと同時にケータイが鳴った︒

るようになりました﹂と明るい口調で告げ

今乗っているパッソを空港近くのレンタ

んですよ︒このまま何の成果も上げられな
建ち並んでいるらしい︒

た︒

私の願いです︒洗濯物︑せっかく洗ったの
いなら︑あなたはこの街から出ていかなけ

うかがいます﹂と返答した︒

悠太は少し考えてから﹁できるだけ早く

に泥まみれですね﹂

悠太は清谷郷までの道のりがわかる地図
を印刷し︑ノートパソコンをリュックサッ

ればならない︒ここを出て︑あなたは収入
を得られますか？﹂

クに入れた︒さらに必要な着替えや洗面用

新庄はカゴを広岡に差し出した︒

﹁帰れ！﹂

具を詰め込み︑リュックサックを背負って

﹁話はそれだけか？﹂

﹁帰りますよ︒私も暇ではありませんから

庭に出た︒

広岡はカゴを引ったくり︑新庄に背を向
けた︒
ね﹂

さあ︑これから二︑
三日︑もしかしたら四︑
五日︑気ままなひとり旅だ︒嫌なことはで

ことも麻衣のことも︑それから薫子さんの

浮かべ車に戻った︒

新庄はいつもの人をいらつかせる笑みを

﹁もう一つあります︒広岡さん︑肝心なこ
とを話しませんでしたね﹂
﹁肝心なことだと？﹂

中古車ディーラーでラパンの鍵を受け取

こともできるだけ忘れるようにしてのんび

きるだけ思い出さないようにして︑仕事の

った悠太はその足で事務所兼社宅に戻り︑

りしよう︒

﹁石打くんにですよ︒彼︑まちおこしプロ

れてしまいました﹂
パソコンの前に座った︒

ジェクトのことで大渡市長にボコボコにさ

﹁あの女はだれに対してもそうするんじゃ

﹁観光﹂とキーワードを打ち込む︒表示さ

とメールを送ろう︒大渡市長とのやりとり

先輩の喜多嶋に
﹁僕にはやはり無理でした﹂

そして旅の途中のどこかで四分地社長と

﹁それはまあそうですが︑石打くんに対し

れたホームページを順番に見ていった悠太

を書けば四分地も喜多嶋を交代要員として

検索サイトに接続し﹁伊予南市﹂
﹁周辺﹂

てはフルボッコというかメガトンパンチの

は︑伊予南市の観光案内のホームページに

ないのか？﹂

雨あられだったんですよ︒市長が石打くん

送り出す決心がつくだろう︒
ラパンに乗り︑せいせいした気分で事務

掲載された一枚の写真に目が止まった︒
それは山の斜面にある集落を写した写真

を心の底では買っているのか︑それともま
ったく認めていないのか分かりませんがね﹂

んだ道を通り抜け︑いったん海岸沿いの国

所兼社宅を後にした悠太は駅周辺の入り組
集落はところどころ霧にかすみ︑その隙

道に出た︒二名島バッテリーの本社工場を

だった︒

間から古民家や棚田が顔をのぞかせている︒

左手に望む交差点を右折し︑山すそへと向

﹁それでめげるようなら︑あいつもそれま

﹁私が言いたいのは広岡さん︑あなたのこ

神秘的だがどこか心が安らぐ山の集落は︑

でだな﹂

となんです︒なぜ以前︑私に話してくれた

写真に添えられたキャプションによれば清

降りしきる雨はいつの間にか小ぶりにな

かって車を走らせる︒

〝あのこと〟を石打くんには話さなかった

谷郷と呼ばれているらしい︒伊予南市の北

り︑はるか海上には青空が見えていた︒初

きよ

のですか︒もしかしてまだ自分でやりたい

に位置する中田市の最南端の集落で︑伊予

めて運転する軽自動車は想像していたより

だ にご う

気持ちがあるのではないですか﹂

南市から中田市へと抜ける山越えの県道を

力強く加速も悪くない︒田園の一本道を快

し

広岡は意表を突かれて頬を強張らせた︒

使えば伊予南市街から三時間ほどで行かれ

なか だ

﹁広岡さん︑あなたの残り時間もわずかな

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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心の痛みが和らぐ気さえした︒

適にドライブしているとズダズダにされた
開け放したドアからパンを焼く香ばしい匂

へと近づいていった︒雨はすっかり上がり︑

悠太はとんでもなくお腹が空いているの

いが漂ってくる︒

り下りを繰り返していると舗装された道が
に気づいた︒考えてみたらコンビニのおに

平坦な道から山道に入り︑三十分ほど上

突然︑砂利道に変わった︒この先は薄暗い
ぎりを朝︑三つ食べただけなのだ︒
ログハウスに入った悠太を﹁いらっしゃ

林道へと続いているようだ︒
悠太はいったん車を停めた︒どうやら脇

焼きあがったパンが並ぶカウンターの向

いませ﹂と快活な声が出迎えた︒

やって来た道を引き返し︑三叉路まで戻
こうで白いコックコートを着た男女が笑顔

道に入ってしまったらしい︒

った悠太は︑右折してさっきとは違う道を
を浮かべている︒
﹁あの︑こちらは食事もできるんですか﹂

進んだ︒
その道もしばらく行くと未舗装の林道に
﹁ご用意しております︒メニューはテーブ
ルに置いてありますので︑
こちらへどうぞ﹂

変わった︒悠太は首をかしげた︒
もしここも県道ではないとすると先ほど
男が答え︑右手にある飲食スペースに悠

口ひげがよく似合う都会的な顔立ちで物腰

太を案内した︒年齢は三十代半ばだろうか︒

の三差路よりも前の時点で道を外れてしま
ったことになる︒
引き返そうかと減速した悠太は杉の樹に

席についた悠太は店内を見回した︒飲食

も何だか洗練されている︒

無垢材に﹁パン焼き工房・まつしま﹂と
スペースは意外に広く︑木のテーブルと椅

くくりつけられた看板に目が留まった︒

焼き文字が押され︑方向を示す矢印が描か

てもすぐに舗装された道に戻りますから安

子が四卓置いてある︒奥のテーブルでは背
広姿の男が二人︑額を突き合わせるように

れている︒
悠太は道を直進した︒

女は品の良い笑顔を残して席を離れた︒

心して道なりに走ってください﹂

悠太は水とおしぼりを持ってきた女に日
年恰好は男と同じくらいだろう︒もしかし

して話をしていた︒

替わりランチを頼み﹁県道に出るにはどう

日替わりランチはチーズ入りのハンバー

たら男の奥さんかもしれない︒

女は﹁ここが県道なんです﹂と答えた︒

男は二名島バッテリーの創業者で今も社

グとチョップサラダに︑バゲットとクルミ

顔はよくわからないが︑声や体つきから

長を務める榎太一︑ビジネスの世界ではカ

﹁伊予南市側︑中田市側のどちらに向かっ

したらいいですか﹂と聞いた︒

やがて山の斜面に建つしゃれたログハウ
スが見えてきた︒
近くには駐車場もあり︑田舎には不似合
いな黒のレクサスとメタリックシルバーの
ベンツが停まっていた︒
悠太はラパンを駐車場に停めログハウス

悠太はハンバーグを一口食べ︑バゲット
すると高齢の男よりもずっと若そうだ︒ピ

リスマ創業経営者として名をはせた人物だ︒

だ︒

をかじった︒ハンバーグは合い挽きの肉汁
ンストライプのスーツはやはり高級品で︑

それにしてもなぜ二名島バッテリーの経

を盗み見た︒

がチーズのうま味と合わさって濃厚な味わ
もしかしたらファンドの関係者なのだろう

パンがついたおしゃれなメニューだった︒

いだ︒バゲットも表面はこんがりとしてい
か︒

高齢の男は憤怒を顔に浮かべ歯噛みした︒

悠太が答える︒

﹁大事に至らないで良かったです﹂

榎は悠太と店の二人を交互に見て言った︒

﹁心配をかけてしまったね﹂

に飲み干した︒

榎は体を起こし︑グラスに注いだ水を一気

三十分ほど並べた椅子に横になっていた

う？

ドの関係者らしき男と会っていたのだろ

営者がこんな山の中のレストランでファン

ながら中がふわっとしていて味も食感も上
若い男がふいに立ち上がった︒
﹁それでは私はこれで﹂

質だった︒続いてクルミパンをかじった時︑
奥のテーブルから︑
﹁ちょっと待て︑話はまだ終わっていない

若い男は制止を無視して悠太の脇を通り

ぞ！﹂

﹁脅すつもりか！﹂
怒りをかみ殺したようなくぐもった男の
声が聞こえてきた︒

年齢は七十代半ばだろうか︒目鼻立ちの

悠太は視線を自分のテーブルに戻し︑ク

抜け︑店を出ていった︒

はっきりした精力的な印象の男で︑いかに

ルミパンをちぎって口に入れた︒こちらま

悠太は驚いて声の主をそっと見た︒

も値段が張りそうなグレーのスーツをまと

で緊張してしまい手のひらに汗をかいてい

食事に集中しよう︒そう自分に言い聞か

だよ︒しかし事と次第によっては興奮して

り興奮しないようにと釘を刺されているん

﹁私はもともと血圧が高くて医者からあま

せてチョップサラダを口に運ぼうとした時︑

しまう︒今回のようにね﹂

が体を支えようとしたが︑頭を振って一人

かぶり

榎は立ち上がろうした︒悠太と店の二人

食器が床に落ちて割れる音がした︒

る︒

っている︒
悠太は男をどこかで見たような気がした︒
﹁脅すつもりなど毛頭ありませんよ﹂
相手が冷静だがどこか威圧的な物言いで
返す︒

高齢の男が胸を押さえ︑テーブルに突っ
伏している︒

﹁私はただ事実を申し上げただけです︒投
資家の皆様の大切な資産を預かり運用する

で立ち上がり︑悠太を見下ろした︒

﹁大丈夫だ⁝⁝﹂
そう答える顔を間近で見て︑悠太はこの
男をどこで見たのか思い出した︒
ビジネス雑誌や会社案内のホームページ

言わさぬ力があった︒

榎は悠太を見つめた︒その顔には有無を

てもらいたい﹂

いたようだが何を聞いたにせよすべて忘れ

﹁君は先ほどこちらの話に聞き耳を立てて

﹁大丈夫ですか ﹂

Ｏ

悠太は慌てて男に駆け寄った︒

ファンドとして︑収益性をないがしろにす
るような経営者に対しては︑時に株主代表
Ｅ

訴訟のような法的措置も辞さない︒それが
Ｃ

最高経営責任者を務めるマイケル・ヴィン
セントのやり方だとね﹂
悠太は体をほんの少しねじって相手の男
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