連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！
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……。

街街
を出ていくことにもちろん賛成で
す﹂

榎の質問に悠太はきっぱりと答えた︒
﹁いい答えを聞かせてもらった﹂

前回までのあらすじ
傷心旅行中の悠太は︑レストランで︑二名島
地への道すがら︑事故を起こした榎に再会︒

バッテリーの榎社長と遭遇する︒食後に目的

機を察知し︑榎に直談判のため出かける︒

一方︑大渡市長は二名島バッテリー移転の危

話していてだんだん悲しくなってきた︒
おまけに唯一の自慢だった彼女もいなくな
ってしまったのだ︒
﹁君は今どき珍しいタイプの若者かもしれ

笑ってはいなかった︒
らい自慢できることはありますよね﹂

﹁そうかもしれないです︒誰だって一つぐ

ないな﹂

﹁ところで君のことをまだ聞いていなかっ
﹁そういう意味ではないよ︒存外捨てたも

榎太一はニヤリとしたが︑その目はもう

たな﹂
のでもないという話だ﹂

が︑榎は︑それ以上は何も言わず︑唇を真

悠太はきょとんとして次の言葉を待った

﹁石打悠太と言います﹂
﹁伊予南市の出身ではないな？﹂
悠太は﹁神奈川県の海老名の出身で︑ま

た﹂と説明した︒
れ︑眼下に渓谷が姿を現した︒切り立った

視界をさえぎっていた針葉樹の林が途切

一文字に結んだ︒

﹁でも︑辞めます﹂
崖の下を流れる川は鮮やかなコバルトブル

ちおこし特命社員として伊予南市に赴任し

﹁ほう︑なぜ？﹂
ーに輝いている︒

﹁本当に緊急事態なんですか﹂

ターで働いている伊予南市民はざっと四千

﹁あなたはあの人のことをよく知らないか

集落が見えてきた︒十数棟の家屋が渓谷を

道はやがて下り坂になり︑前方に小さな

で周囲の光景に見入った︒

悠太は突然の舞台転換に圧倒される思い

﹁僕には無理だからです︒まちおこしのこ
となど何もわかっていないし︑そもそも僕
には何の取り柄もありません︒頭の回転は
鈍いし︑弁も立たないし︑やる気満々のタ

た︒

イプでもないし﹂

見下ろすように道の両側に並んでいる︒
﹁市長︑だいぶ焦っていらっしゃいますが︑

お ぼとけ

﹁小仏の集落だ︒川沿いに並んでいるのは
き よだ に

もしかして市長の思い過ごしということは

ある﹂
榎は目を細めて︑フロントガラスの向こ
﹁その通り﹂

未舗装の道に入り込んで二百メートルほ
五百人︑家族まで入れると市の人口の三分

﹁でも二名島バッテリーの工場や物流セン

ど走ったところで︑新庄誠人は車を止めた︒

の一強の一万五千人が二名島バッテリーで

移転を考えているとしても︑一日や二日で

食べているんですよ︒仮に伊予南市からの

大渡晴美が咎めるように問いかけると︑

結論を出せるものではないように思えるの

時刻は午後四時過ぎ︑四月に入ってから

らそう思っていられるのよ︒伊予南市の今

ですが﹂

日一日と日が長くなってきたとはいえ︑ま

いで決断したと思う？ 半日よ︒今度も半

の場所に新しく工場を建てる時︑どれくら

れてしまいかねない︒

と！ また舗装していない道に入っちゃっ

日で決めてしまうかもしれないわ︒ちょっ

しょう？﹂

舗装の県道かもしれません︒以前︑だれか

﹁お待ちください︒ここ︑もしかしたら未

転手に選んだ意味がないじゃない！﹂

﹁何やっているのよ︒これじゃあなたを運

﹁おかしいですね﹂

新庄は車を止めた︒

たじゃない！﹂

晴美はいらだちを静めるように深呼吸し

道へと右折してスピードを上げた︒

新庄は三叉路まで戻り︑さっきとは違う

良かったですね﹂

こんなことならカーナビつきの車を使えば

し︑山道なので目印がないものですから︒

﹁申しわけありません︒初めて走る道です

﹁しっかりしてよ︒さっき道︑調べたんで

ごまごしていると峠を越える前に闇に包ま

クさせた︒

新庄は﹁そのようです﹂と答え︑車をバッ

﹁もしかして道を間違えたの？﹂

この先は林道で︑道幅は狭くなる一方だ︒

うに広がる景色を見つめた︒

﹁ない﹂

温泉宿で︑我々が目指す清谷郷は小仏から

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。

ありませんか﹂

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。

五︑六百メートルほど山道を登った場所に

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。

第九回 迫り来る伊予南市の危機 その二

大渡薫子（おおわたり・かおるこ）21 歳、
伊予南市長である大渡晴美の娘、京大阪大
学で建築を学ぶ。

イラスト ●丹下京子

ロバート・グライナー 49 歳、清谷で古民家を
改装した旅館「深山の里」を営む。
石打悠太（いしうち・ゆうた）25 歳、主人公、
商店街の再生や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。 入社２年目で四国・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。

と︒とりあえず進んでみます﹂

えの県道には未舗装の道が一部残っている

にそんな話を聞いた覚えがあります︒山越

いくつも空いているはずだ﹂

て泊まる客はそれほど多くはない︒部屋は

じ宿に泊まればいい︒日曜から月曜にかけ

﹁決まっていないのか？ それなら私と同
﹁喜んで！﹂
ロバートは大きな手のひらを悠太に差し
出した︒

屋を見回した︒和室と洋室のスイートで︑

二階の客室に通された悠太は息を呑み部

榎が清谷で定宿にしているという深山の
広さは︑悠太が伊予南市に来るまで暮らし

山道を上った悠太の車は︑切り立った山の

山の麓にある小仏の集落を後にして再び

しい︒奥の一角には小屋組みのラウンジが

ルとイスが置いてある︒どうやらロビーら

けの空間が広がり︑木製のしゃれたテーブ

開け放たれた正面玄関の奥に広い吹き抜

悠太は窓を開け︑息を吸いこんだ︒

匠を巧みに取り入れている︒

った照明を洋室に配するなど和モダンの意

囲気を残しながら︑手もみの和紙をあしら

だろう︒和室には囲炉裏を設え古民家の雰

おもむき

さと

里は二階建ての広壮な古民家を改築した
ていた大塚のアパートの部屋の三倍はある

み やま

﹁とりあえずって︑それで間違っていたら
どうするの﹂
﹁その時に考えます﹂
趣 のある建物だった︒

斜面に古民家が点在する一帯へと入ってい
設えられ︑明り取りから差し込む陽光が白
榎が言っていたように︑目に映る風景に

新庄はアクセルを踏んだ︒

った︒
塗りの壁をほのかに照らしている︒

ームページで見たのと同じ景色があらわれ
ンしたそうだ︒総ヒノキ︑総漆喰塗りの古

﹁築百五十年の庄屋の屋敷をリノベーショ

眼下にはコバルトブルーの渓流が見下ろせ

にそびえる山々は峻険で深い緑をたたえ︑

は俗っぽいところがみじんもない︒目の前

フロントガラスの向こうに伊予南市のホ

る︒悠太は慎重に車を走らせながら︑周囲
民家は清谷でもなかなかお目にかかれない
る︒

のところどころに︑昔ながらの古民家が顔
ビーの奥にある部屋から主人らしき男が姿

そう悠太に説明する榎の姿を認めて︑ロ

を進め︑深山の里が建つ崖の突端に立つ︒

ら出てくるのを認めた︒榎はゆっくりと歩

窓を閉めようとした悠太は︑榎が建物か

し っく い

の光景に目を凝らした︒
らしい﹂

をのぞかせている︒多くは茅葺き屋根で初
をあらわした︒

こんもりした広葉樹が生い茂る山の斜面

めて見るのにどこか懐かしい︒
﹁榎さん！ いらっしゃいませ！﹂
悠太は声を掛けようとして思い直した︒

﹁あそこが今晩の宿だ﹂

﹁あ⁝⁝﹂

んだ︒もしかして君も同じ宿かな？﹂

﹁清谷に来た時にはいつもあそこに泊まる

民家を指さした︒

ここまで乗せてきてくれたんだ﹂

でね︒車が脱輪して立ち往生していた私を︑

泊めてあげてくれないかな︒彼は私の恩人

オーナー兼主人だ︒ロバート︑この若者を

﹁ロバート・グライナーさん︑深山の里の

たのは五十歳前後の大がらな白人だった︒

るんじゃなかったの？﹂

それなりに地元にとけ込み︑必要とされて

﹁ある人間が伊予南市に住んでいたとする︒

たのだろうと思った︒

と︑榎はどういうつもりであんな質問をし

威圧感さえ漂うその姿を見て︑悠太はふ

榎は唇を固く閉じ︑目の前にそびえる山々

ったのを思い出した︒

リスクとメリット︑長期的なコストとリタ

﹁三限が休講になったから四限だけなの︒

満面の笑みをうかべてこちらにやってき

いたが︑街の外にもっといい仕事が見つか
ーン︑想定外の事態に遭遇する確率とその
さぼっちゃうわ﹂

榎が山の中腹に見えるひときわ大きな古

りそうになった︒本当のところ街の人間た
場合の対処法││今回もきっと全身全霊を

﹁とにかく大事な仕事なんだから﹂
晴美は薫子に釘を刺し﹁お父さんに謝っ

をじっと見つめている︒

ちを好きになれない︒そこで街を出ていこ
かけてすみずみまで検討するに違いない︒

悠太はどこに泊まるかまだ決めていなか

うと思う︒君はその人間の決断に賛成かね︑
その結果﹁移転﹂の判断を下した場合︑ど

ておいて﹂と付け加えて電話を切った︒

木曽路で食事しようと言っていたわよね︒

﹁お母さん︑まだ市役所にいるの？ 今晩︑

薫子からだった︒

ちしてバッグからケータイを出した︒娘の

﹁それがどうしたの？﹂

をリノベーションした旅館ですよね﹂

﹁これから行く深山の里は由緒ある古民家

って﹂

﹁清谷に行きたいだなんて呑気なことを言

﹁娘さんですか？﹂

お父さん︑仕度して待っているわよ﹂

ケータイの呼出音が鳴った︒晴美は舌打

うすれば翻意させられるだろうか︒

それとも反対か？﹂
榎もまた伊予南市を出ていきたいのだろ
うか︒
﹁まさか！﹂
突然の思い付きに悠太の背中を冷や汗が
伝った︒

西日が今にも山の稜線に隠れようとする

﹁薫子さん︑大学で古民家の研究をされて
いますよね﹂

晴美は絶句した︒すっかり忘れていた︒
﹁ごめん︑
あたし︑
食事に行けないから︒今︑

﹁だから何なのよ﹂

直前に新庄の車は峠を越え︑見晴らしの良
い丘陵地に出た︒

清谷に向かう途中なの﹂

﹁悪いけれど市長としてどうしても行かな

夕焼け空にくっきりと浮かぶ山々のシル

っていた︒

太陽が山の稜線に落ち︑あたりに夕闇が迫

道幅が広がり︑新庄はスピードを上げた︒

すが﹂

﹁いえ︑特にどうということでもないので

﹁あと一時間ほどで小仏の集落に着くはず

﹁そう﹂

ければならないの︒大事な用件で
〝あの人〟

娘は﹁ええ！﹂と声を上げた︒

﹁小仏まで行けば清谷はもうすぐです﹂

と会うのよ﹂

です﹂

﹁ちょっと！ 話しかけないでくれないか

﹁ 清谷にいるの

﹁たぶん︑泊まるのはいつもそこだから﹂

エットを眺めながら露天風呂に浸かり︑部

もしかして深山の里

しら︒考えごとをしているの﹂

﹂

﹁あの人をどう説得するかよ︒当たり前じ

﹁あたしも行こうかな！ 明日の朝発てば

﹁何をお考えですか﹂

ゃないの﹂

屋に戻った悠太は﹁榎様が離れの食事処で

晴美は腕を組み︑目を閉じた︒

お待ちです﹂というフロントからの電話を

たりしない︒頑固者だからではない︒短期

﹁邪魔しないわ︒深山の里を見たいだけ﹂

﹁遊びではないの﹂

大阪に戻

テーブルで赤ワインを飲んでおり︑悠太を

榎は︑板張りの広間にある掘りごたつの

彼は一度決めた経営判断を簡単には覆し

間に頭をフル回転させ︑あらゆる角度から

﹁大学の授業があるでしょう

受け取り︑急いで指定の場所に向かった︒

計算しつくして決断するからだ︒短期的な

薫子は声を弾ませた︒

昼前には着くわ︒あたし︑
運転うまいのよ﹂

!?

?

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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あれ︑どういう意味だったのですか﹂と聞

えを聞かせてほしい﹄と言われましたよね︒

は車の中で﹃街を出ていくべきかどうか考

悠太は酔いも手伝い︑意を決して﹁榎さん

ら︑榎に勧められるままにワインを飲んだ

子など土地の食材を使った料理を食べなが

猪豚の朴葉焼やあめごの塩焼き︑そば団

見て﹁君は飲める口か？﹂と相好を崩した︒

人々の暮らしはもっと楽になる﹂

の削減によって電池の値段が下がれば︑

にとって間違いなくプラスだ︒製造コスト

てみれば移転は︑日本はおろか世界の人々

場所にとらわれず︑もっと広い視野で考え

壁を乗り越えられた︒伊予南市という狭い

だったが︑伊予南市民ではない君の一言で

慮る気持ちが移転をためらわせる最後の壁

影響は計り知れない︒伊予南市の人たちを

ないわ﹂

の︒だてに一卵性父娘と言われてきたりし

﹁お父さんの考えていることはお見通しな

﹁なぜわかったんだ？﹂

インを飲みほした︒

榎は一本取られたように眉根を寄せ︑ワ

社工場の移転よ︒
考えているのでしょう？﹂

﹁とぼけないでよ︒二名島バッテリーの本

﹁何のことだ？﹂

今︑部屋か露天風呂で寝ているのだ︒

﹁それなら俺の答えもわかるだろう？﹂

ほお ば やき

いた︒
﹁移転なんか絶対に許しませんから！﹂
引き戸の向こうから聞こえてきた声に悠
榎はそば団子を口に放り込んだ︒

おや こ

﹁まさに言葉通りの意味だ︒伊予南市を出

太は我が耳を疑った︒あれは大渡晴美市長

ていくべきかどうか君の考えを聞いたん
だ﹂

﹁晴美︑突っ立っていないで座れよ︒一緒

晴美の顔が蒼白になった︒

するかだ﹂

移転を決めた︒あとは時期と移転先をどう

﹁今さらお前に言われても遅い︒俺はもう

の声だ︒
引き戸が開き︑主人のロバートが入って

﹁その〝出ていくべきかどうか〟というの
は誰が⁝⁝﹂

﹁榎様︑たった今︑晴美様がお着きになり

きた︒

﹁君の回答は参考になったよ︒私の背中を
ました﹂

榎は嬉しそうに﹁本社工場だ﹂と言った︒

押してくれたと言ってもいい﹂

﹁君のおかげで︑ここ清谷では移転を前提

榎は満足げにワイングラスを傾けた︒

を聞かせ︑いるはずのない晴美の姿を見せ

たトラウマが聞こえるはずのない晴美の声

った︒晴美に完膚なきまでボコボコにされ

悠太は幻覚にとらわれてしまったのだと思

だ﹂

﹁石打くんが移転の背中を押してくれたん

﹁いしうち⁝⁝﹂

うす⁝⁝じゃなくて﹂

に飲もう︒紹介するよ︑こちらの若者は石

に︑諸々の懸案についての対処法を練るだ
ているのだと︒
つめた︒

ロバートに続いて入ってきた晴美を見て︑

けになった︒さあ︑もっと飲んでくれ︒さ
﹁おお︑晴美か︑よく来たな﹂
﹁あなたがなぜここにいるの？﹂

﹁背中って⁝⁝まさか︑移転を﹂

さやかなお礼だ﹂
﹁お父さん︑早まらずにどうかもう一度考
﹁それは⁝⁝偶然の導きというか⁝⁝﹂

﹁君は〝外の視点〟を示唆してくれたんだ︒
見ているに違いないと思い始めた︒自分は

お父さんだって？ 悠太は混乱し︑夢を

地銀に融資をお願いにいったら︑窓口の平

﹁あの⁝⁝榎さんは市長のお父さまだった

﹁決めた﹂

﹁でも︑僕はただ出ていった方がいいと自
え直してください﹂

晴美は大きな目をさらに見開き悠太を見

分の気持ちに正直に言っただけです﹂

本社工場を移転すれば伊予南市の経済への

﹁お前の見方はあまりにも一方的だ﹂

﹁背中を押したってどういうこと？﹂

のですね﹂

﹁晴美︑そう怒るなよ︒せっかく清谷まで
﹁俺の伊予南の人たちへの思いは感謝だけ

飲み︑遠い目をした︒

てみたらどうですか﹄
︒職業安定所の紹介

うちではとても貸せない︒信用金庫を訪ね

分はこうだ︒
﹃おたくの実績と信用力では

行員に門前払いを食わされた︒行員の言い

来たんだ︒飲もうじゃないか︒ロバート︑
ではない︒怨嗟もあるんだよ︒プラスの感

でようやく二十代の若い従業員を採用でき

榎は自分でワインをグラスに注いで一口

晴美にも食事を出してやってくれないか﹂
情とマイナスの感情は収支がトントンだ︒

たと思ったら︑親がやってきて﹃いつ潰れ

﹁そんなことは今どうでもいいの！﹂

﹁喜んで︒もうお一方はどうしましょう﹂
晴美︑頼むから座ってくれよ︒お前に立た

えん さ

ロバートが引き戸の向こうを指さした︒

るかわからない会社に入れるわけにはいか

晴美はむくれた顔で悠太の隣に腰を下ろ
した︒

た︒そ う 言 え ば﹃ 工 場 が う る さ い！ 臭

ない﹄と反故にされてしまったこともあっ

れていられると落ち着かない﹂

廊下のソファに新庄が座っている︒
﹁一人だけ蚊帳の外に置いておくわけには
いくまい︒合わせて二人分用意してくれ﹂

を撤回して！﹂

わず︑榎のかたわらにちょこんと座った︒

新庄は悠太を見て驚いた顔をしたが何も言

対して町の人間は冷たかった︒協力してく

工場を畳み︑電池の生産に乗り出した俺に

ではなかったな︒親父が遺した自動車修理

い！﹄と石を投げられたことも一度や二度

﹁何度言われても答えは同じだ﹂

﹁いつか話したことがあっただろう？ お

れるどころか︑早く潰れろと言わんばかり

ロバートに連れられて新庄もやってきた︒

﹁二名島バッテリーがここまで大きくなっ

前がまだ小さかったころの話だ︒十坪しか

だった︒それが車載用のバッテリーで急成

﹁お父さん︑あたし何度も言うわよ︒移転

たのは伊予南市民のおかげでしょう？ 移

ないバラックの工場を拡張しようと地元の

こう ば

転は伊予南市民への裏切りだわ﹂

長してからは手のひら返しだ﹂
﹁だから出ていくと言うの？﹂
﹁そうじゃない︒感謝と怨嗟の収支はトン
トンだという話だ︒移転はあくまで経営判
断だ︒二名島バッテリーをさらに飛躍させ
るには伊予南市は器が小さすぎる﹂
﹁ちょっと︑
あなた何とか言いなさいよ！﹂
晴美が悠太に矛先を変えた︒
﹁あなたにも責任の一端があるのよ︒それ
も大きな責任が！﹂
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晴美はかみつきそうな顔で悠太をにらみ
つけた︒
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