連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！
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。

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。ネット証券会社を一代で築いた起
業家だが、ある思いを胸に地域デザイン学部
創立に携わり、西朱雀プロジェクトを立ち上げた。

大渡晴美（おおわたり・はるみ）45 歳、伊
予南市長。薫子の母。

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。

前回までのあらすじ
榎が街を出ることに賛成した悠太︒会社移転
阻止を目指す大渡市長は︑苛立ちを隠せず同
く一方︑市長と榎が親子であると知り︑事態

行の新庄に当たる︒宿で悠太は榎の本心に驚

なたにも責任があるのよ︒それも
﹁電話は後にしなさいよ！﹂

多嶋翔から電話がかかってきていた︒

を呑み込めぬまま︑争論に巻き込まれていく︒

大きな責任が！﹂
﹁会社の先輩からなんです﹂
悠太は晴美の追求から逃げるように電話

大渡晴美は悠太にかみついた︒
﹁そう言われても﹂
に出た︒
﹁社長から聞いたぞ！ よく決断してくれ

﹁逃げるつもり ﹂
﹁晴美︑責めるなよ︒石打くんにプレッシ
たな︒お前の勇気ある撤退表明を俺は先輩
として誇らしく思う﹂

撤回させるか︑二名島バッテリーの穴を埋

とし前をつけなさい︒父を説得して移転を

﹁まちおこし特命社員として︑きっちり落

晴美は︑たしなめる榎太一を黙らせた︒

てもらうよう強くお願いしたいと思いま

務まりませんでした︒喜多嶋先輩に交替し

にはやはり︑まちおこし特命社員の仕事は

メールのことを言っているのだ︒
悠太は
﹁僕

立てた︒悠太が社長の四分地恒三に送った

喜多嶋はいきなり感極まった声でまくし

めるようなまちおこしプロジェクトを立ち
す﹂と書いたのだった︒

と思う︒明日いったん伊予南市に行くから︑

上げるかしなさい︒さもないと私はあなた

ケータイが鳴った︒木琴を叩くような着
お前から地域の概況を説明してくれ︒でき

﹁そんなお前の行動に俺もすぐに応えよう

信音を聞いて悠太はジャケットのポケット
れば市役所の担当者にも会わせてほしい︒

輸出するうえでアクセスが良い都市も数限

市長にもな︒
﹃善は急げ﹄で引き継ぎはで

いの﹂

りない︒それらを上回る経済的メリットを
伊予南市でどうやって作り出すんだ？ 俺

﹁いや⁝⁝それは⁝⁝﹂

自身︑思いつかないな﹂

下だ﹂

﹁何よその返事は︒あなたはどうなの？﹂

﹁残念ながら移転撤回の可能性は無いな︒

れかいるのか？﹂と言った︒
﹁それって卑怯じゃないですか？ ビジネ

﹁きっとあるわ︒そうよね︑新庄くん﹂

﹁今︑取り込み中なのであとでこちらから

﹁忘れるわけありません︒伊予南市への赴

﹁忘れるなよ﹂
だして︑私たちには何のチャンスもくれな

でしょう？ ﹃移転する﹄と一方的に言い

縮こまらせた︒

がそれを見つけるのよ！﹂と一括され体を

悠太は新庄に倣ったが︑晴美に﹁あなた

ゃない？﹂

無理からぬ返事だと俺は思うけれどな︒二

﹁ こ い つ ら の﹃ い や ⁝⁝ そ れ は ⁝⁝﹄も︑

プ リ ン シ プ ル

﹁お前も大したタマになったな︒成長した

電話を切った悠太は晴美と新庄を交互に
見た︒

﹁会社の人事ですから﹂

﹁ 晴美︑お前は俺の娘だからわかるだろ

をもう一本持ってきてくれ﹂と頼んだ︒

﹁やってみせるわ﹂

に注ぎ︑自分のグラスにも注ぎ足した︒

榎は新しいワインを悠太と新庄のグラス

人とももっと飲めよ﹂

もんだよ﹂
榎は面白そうに笑った︒
﹁ロバート！﹂
榎はポンと柏手を打ち︑戸を開けて入っ

﹁あなたが希望したんでしょう？ 違う？﹂

う？ 移転を撤回する条件はただ一つ︑伊

てきたロバート・グライナーに﹁赤ワイン

﹁後任は優秀な先輩社員です︒私よりずっ

予南市にとどまった方が二名島バッテリー

で飲み︑榎を見た︒

﹁難しいぞ︒ほとんど困難だと言ってもい

にとって経済的メリットがあるという証明

﹁お父さん︑私たちにチャンスをくれない

い︒世界を見渡せば伊予南市より人件費が

晴美は手を離し︑怒りを静めるようにボ

かしら︒移転を撤回する可能性が少しでも

はるかに安い国はいくらでもある︒海外に

だ︒
お前たちにそれを見つけられるのか？﹂

あるのなら︑そのための条件を教えてほし

トルに残ったワインを残らずグラスに注い

といい仕事をしてくれるはずです﹂

晴美が悠太の胸倉をつかんだ︒

﹁逃がさないと言っているでしょう！﹂

継がれました﹂

おこし特命社員は私から後任の社員に引き

﹁お二人にご報告します︒たった今︑まち

任︑おめでとうございます！﹂

いなんてお父さんの行動指針に反するんじ

電話しますから﹂

﹁いや⁝⁝それは⁝⁝﹂

どんなに多く見積もっても一パーセント以

晴美はうなずいた︒

﹁俺に移転撤回の条件を出せと言うのか﹂

西朱雀プロジェクトの先輩社員である喜

にしすざく

からケータイを出した︒

を許さないわよ﹂

﹁お父さんは黙っていてよ！﹂

ないのだから﹂

ャーをかけたところで私の気持ちは変わら

!?

スとは交渉だと教えてくれたのはお父さん

晴美の声が聞こえたらしく︑
喜多嶋は
﹁だ

﹁いい加減に電話を切りなさいよ！﹂

先は喜多嶋に任せればいいのだ︒

悠太は前途に明るい光を見た︒ここから

きるだけ早く済まそうじゃないか﹂

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。

あ

第十回 迫り来る伊予南市の危機 その三

花咲かえで（はなさき・かえで）25 歳、西
朱雀プロジェクト社員、悠太の 1 年先輩。

イラスト ●丹下京子

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。
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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。
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。

なたを私にどう紹介したと思う？﹂

待を裏切ってしまうのよ︒四分地さん︑あ

ここで逃げたら︑あなた︑四分地さんの期

﹁泣き言を言うのもいい加減にしなさい！

くて︑僕には百パーセント不可能です﹂

た︒難しいとか困難だとかのレベルではな

﹁まちおこしの企画書さえ通りませんでし

す﹂

﹁そういうわけなので僕にはやはり無理で

もう後戻りはできない﹂

ミを通じて世間に知られることになるので︑

ん移転先の自治体と話を始めたら︑マスコ

を吟味するだけで済む話だ︒しかもいった

んでくるからな︒俺としてはそれらの条件

が年に二︑三十件は国内︑海外から舞い込

が自治体に進出してください﹄という提案

場や研究所を新たに建てる時には︑ぜひ我

補地を絞り込める︒
何しろ俺のもとには
﹃工

まり無いんだ︒一週間もあれば俺は移転候

﹁何よりもお前たちには残された時間があ

じゃないか︒石打くん︑まずは君が歌って

ことだ︒さあ︑ここから先は仲良く飲もう

からどうするか︑あとはこの若者が決める

﹁晴美︑そこまでにしてやらないか︒これ

さんの期待を裏切るのね﹂

れるかもしれないのに︑利口ぶって四分地

対に成功しない︒あなたはその馬鹿者にな

進む馬鹿者がいなければ︑まちおこしは絶

したりせず︑夢に向かってひたむきに突き

後先を考えたりせず︑人に笑われても気に

﹁中でも大切なのは馬鹿者だわ︒小賢しく

味だよ﹂

に没頭する馬鹿者の三者が必要だという意

くれるよそ者と︑寝食を忘れてまちおこし

と︑外の視点で街の魅力や価値を見つけて

﹁まちおこしにはフットワークが良い若者

﹁新庄くん︑説明しなさい﹂

﹁いえ﹂

るでしょう？﹂

そ者・馬鹿者が必要だ﹄と聞いたことがあ

って︒あなた︑
﹃まちおこしには若者・よ

人間は滅多にいない︒
でもあいつはなれる﹄

着は十時三十分だ︒空港まで迎えに来られ

田を発つＡＮＡでそっちへ行くからな︒到

﹁寝ぼけているのか︒明日︑九時十分に羽

﹁はい︑おはようございます﹂

﹁聞いているのかよ﹂

戻ったのだ︒

にお開きとなり︑それぞれが自分の部屋に

計の針は午前一時半︑宴会は一時間ほど前

せている︒ここは深山の里の客室だ︒置時

な木のテーブルをぼんやりと浮かび上がら

窓越しに差し込む月明りが囲炉裏や重厚

何やっているんだよ！﹂

おまけに何度電話しても出ないじゃないか︒

﹁ コールバックすると言っただろうが！

ている︒

に置いたケータイが音を立てながら振動し

しい︒

身はどうやら布団の上で横になっているら

鳴っているのは自分のケータイで︑自分自

た︒

悠太は状況が呑みこめず︑室内を見回し

喜多嶋からの電話だった︒

悠太は音のする方に手を伸ばした︒枕元

﹁仕事は半人前⁝⁝とか﹂
くれ︒ここにはカラオケがあるんだよ︒ロ
るだろう？﹂

悠太は晴美の前にかしこまった︒

﹁
﹃石打悠太の中には磨けば輝くものがあ
バート︑カラオケだ！﹂
頭がはっきりするにつれて昨晩の記憶が

どこかで音楽が鳴っている︒まだカラオ
思う︒それからワインをガブ飲みし︑さら

朗の﹃さくら﹄だった︒けっこう受けたと

榎はまた手を打った︒

る︒それも滅多にない輝きだ﹄って︒滅多
にない輝きって︑何だと思う？﹂

﹁
﹃馬鹿者になれることだ﹄四分地さんは
ケが続いているのだろうか︒そうではない︒

﹁大丈夫です︒ここが県道なんです︒しば

蘇ってきた︒一曲目に歌ったのは森山直太

そう言ったのよ︒
﹃本当に馬鹿者になれる

に入った悠太は前方の対向車線に車が停ま

らく走るとまた舗装された道に戻りますか

﹁いや⁝⁝それは⁝⁝﹂

に何曲か歌ったのだった︒どうやって部屋
っているのに気づいた︒
ら﹂
﹁本当ですか？ 良かった﹂
薫子は笑顔になった︒

﹁石打さん︑清谷にいらっしゃったことは
ありますか︒とてもいいところですよ﹂
﹁それは⁝⁝﹂

大渡薫子

だった︒

﹁そう言えば石打さん︑どこかに行かれた

いうラフな格好で︑髪を一本に束ねている︒

れた時のようにワークシャツにジーンズと

く見開いた︒事務所兼社宅を訪ねてきてく

お仕事で忙しいですものね﹂

﹁そうですよね︒石打さんはまちおこしの

いて⁝⁝﹂

﹁ええ⁝⁝ちょっと⁝⁝あれこれ散策して

帰りですか﹂

﹁ドライブですか？﹂

薫子は車を降りた悠太に気づき目を大き

﹁石打さん﹂

は悠太が良く知っている人

│

悠太は慌ててスピードを落とした︒女性

囲を見回しているのがわかった︒

て傍らに立つ人は女性で︑スマホを手に周

傍らには人が立っている︒近づくにつれ

に戻ってきたのだろう︒
﹁聞いているのかよ！﹂
﹁大丈夫です︒絶対に迎えに行きます﹂
悠太は慌てて返事した︒何としてでも喜
多嶋を伊予南市に連れて来なければ︒

午前六時前︑悠太は宿泊費と一人分の酒
代合わせて三万二千円を支払い︑そっと戸
を開けて深山の里を出た︒
澄んだ朝の空気を吸い込み︑中古のラパ
ンに乗り込む︒
空港まではおよそ四時間の道のりなので︑
十時三十分までには余裕を持って着けるだ

﹁あの⁝⁝また事務所︑訪ねさせていただ

薫子は少しだけ神妙な顔をした︒

ぶりを振った︒

いていいですか﹂

お互いが同時に聞き︑二人とも同時にか

う伊予南市に用はない︑とっとと街を出て︑

﹁仕事で空港に人を迎えに行くんです︒薫

ろう︒喜多嶋への引き継ぎを終えたら︑も

東京に戻ろう︒

﹁あたしは古民家の見学です︒清谷の深山

るのは喜多嶋だ︒訪ねてきた薫子を案内す

が出ていった後︑事務所兼社宅の住人にな

悠太はどう答えたらいいか迷った︒悠太

ねった山道を慎重に下った︒山々は朝の光

の里という宿で︑何と築百五十年の庄屋の

るのも喜多嶋だ︒喜多嶋にそんな美味しい

子さんは？﹂

に照らされて鮮やかな緑色に輝き︑眼下に

屋敷をリノベーションした古民家なんで

思いをさせてたまるかという考えがむくむ

清谷の集落を後にした悠太は︑曲がりく

見える渓流は昨日と同じようにコバルトブ

す﹂

とどめた︒

です﹂と言ったら薫子は悲しむに違いない︒

﹁いつでもどうぞ﹂とうなずいた︒
﹁ダメ

くと浮かんできたが︑結局︑

の頂に車を停め︑十分ほど休憩してから再

﹁でも︑どうも道を間違えたみたいで︑県

﹁それじゃ僕はこれで﹂

悠太は驚きの声を発するのを必死に押し

ルーの水をたたえている︒
お ぼとけ

び車に乗った︒時刻は午前八時前︑運転し

道を走っているつもりがこんな砂利道に入

小仏の集落を過ぎ︑峠を上った悠太は山

て二時間近く経つが対向車とはまだ一台も

﹁あの⁝⁝﹂
車に戻りかけた悠太に薫子は一歩近づい

ってしまったんです﹂
悠太は手のひらを振った︒

すれ違っていない︒
池田市から伊予南市に入り︑未舗装の道

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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た︒
﹁先日はごめんなさい︒お礼も言わずに立
ち去ってしまって﹂

ひと

﹁いえ︑僕の方こそ恥ずかしいところを見
せてしまって﹂
﹁あたし︑
﹃あの女はどういうつもりなの
かしら﹄と思ったんです︒石打さんをふっ
たんですよね︒それなのに訪ねてきたりし
て︒石打さんが可哀想だと思いました﹂
﹁可哀想だとは惚れたってことよ﹂という
言葉を悠太は突然思い出した︒心なしか薫
子の頬が赤らんでいる︒悠太は薫子を抱き
しめたい衝動に駆られたが︑ぐっとこらえ︑
﹁ありがとう﹂と言ってラパンのドアを開
けた︒
もうしばらく伊予南市にいようか？ そ
んな考えが頭をよぎったが︑もちろん︑も
う遅い︒

と市長の晴美みたいなことを言い︑自慢
に会っている？﹂

座った喜多嶋は︑悠太が車を発進させるな

長い脚を窮屈そうに折り曲げて助手席に

ていた︒

名前を挙げた︒薫子のことはもちろん黙っ

員として伊予南市にやってきた広岡卓次の

悠太は市役所の新庄と地域おこし協力隊

なスーツケースを引きずっていた︒
り﹁引き継ぎ︑始めようか﹂と言った︒
﹁事務所に着いたら連絡先を教えてくれ︒

げに微笑んだ︒

﹁
﹃いったん伊予南市に行く﹄と言ってい
﹁現状を聞かせてくれ﹂

空港の到着ロビーに現れた喜多嶋は大き

なかったっけ﹂

﹁それって展開が速すぎませんか﹂

はとっとと東京に帰っていいぞ﹂

ピード感が大切だからな﹂

物をまとめて持ってきた︒まちおこしはス

は時間の無駄だ︒アパートを引き払い︑荷

﹁こっちとあっちを行ったり来たりするの

﹁先輩︑それでは僕はこれで﹂

多嶋には小さすぎるかもしれないが︒

の喜多嶋の足になる︒もっとも大がらな喜

﹁予想通りだな︒こっちではどんな人たち

京に帰る﹂と言い出しかねない︒

は黙っていた︒いきなり打ち明けたら﹁東

れた話をした︒二名島バッテリーの移転話

が引き継いだのをご存知ですよね︒僕はふ

﹁まちおこし特命社員の仕事は喜多嶋先輩

な﹂

なるはずなので︑どこかで落ち合えないか

そういうわけなので事務所に着いたらお前

﹁お前から紹介されると俺の価値が下がる︒

か﹂

﹁僕から紹介する形でなくても大丈夫です

さっそく連絡を入れてみる﹂

﹁今週︑川口市のふじの市商店街のイベン
﹁ああ︑四分地社長や花咲さんによろしく

じの市商店街のイベントを担当すると聞い

悠太は企画書の件で晴美にボコボコにさ

トがあるんだよ︒以前︑お前が企画書のた
な﹂

そんな目で見る悠太に︑

たき台を書いたイベントだ︒それをお前に

花咲かえでも喜多嶋同様︑悠太の一年先
れまでの人生で最も濃厚な時間を過ごした

ごした日々を思った︒束の間だったが︑こ

太は︑伊予南駅へと歩きながらこの街で過

四分地さんは本音では石打くんに続けても

さい﹄とうるさくて仕方がなかったから︒

たのはガス抜きよ︒
﹃俺に交替させてくだ

﹁あの無駄にデカいのを伊予南市に行かせ

ています﹂

輩の社員だ︒喜多嶋とは正反対の前に出た
気がする︒それも終わりだ︒これからはキ

らいたいの﹂

リュックを背負い事務所兼社宅を出た悠

がらない性格だが︑仕事は正確で︑時々︑

ャラクターの濃い人たちにもみくちゃにさ

引き継いでもらいたいんだ︒詳しくは花咲

皆が驚くような斬新なアイデアを提案する︒

れることなく︑平穏な日常をマイペースで

伊予南駅から空港へと向かうバスは五分

ところで︑すぐに大阪に行けと四分地さん

﹁構わないけれど︑このまま東京に戻った

せてもらっていいですか﹂と聞いた︒

﹁ふじの市商店街の件︑東京に帰ったらす

と待たずにやってきた︒バスが動き出した

さんが指示してくれるから﹂

そう言えば花咲かえでのことで社長の四分
送れるはずだ︒

悠太は少し考え﹁またこちらから電話さ

地から何か頼まれていたような⁝⁝︒

ぐに始めてくれよ︒まちおこしはスピード

に言われるわよ﹂
悠太は﹁考えさせてください﹂と言って

瞬間︑悠太は開放感に包まれ︑思わずにん
まりした︒

感が命だからな﹂
喜多嶋は狭い助手席で窮屈そうに伸びを

巣鴨の西朱雀プロジェクトに送ったらそれ

れ︑残りの洋服や食器類を宅配便で東京・

替え︑財布︑預金通帳などをリュックに入

いほど簡単に済んだ︒パソコンや当面の着

事務所兼社宅を引き払う準備はあっけな

たし︑産地直送品の販売についてアイデア

﹁四分地社長から聞いているでしょう？ あ

しら﹂と言った︒

太に︑かえでは﹁明日︑大阪に来られるか

のイベントの件だろうか︒電話口に出た悠

花咲かえでからだった︒ふじの市商店街

ケータイが鳴った︒

﹁とにかく大変なんだよ！ とっとと帰っ

と︑

たんだ﹂

﹁至急帰ってきてくれ︒大変なことが起き

﹁バスの中に決まっているじゃないですか﹂

﹁今︑どこだ？﹂

った︒今度は喜多嶋からだった︒

電話を切った︒数秒も経たずに着信音が鳴

で終わりだ︒

を思いついて︑その件で明日︑大阪に出張

てこい！﹂

まちおこし特命社員
石打悠太
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﹁後は頼みましたよ︑喜多嶋先輩！﹂

持ってきた資料は喜多嶋が使うだろうか

するのよ︒大阪ならそちらから行きやすい

喜多嶋は悲鳴のような声を出した︒

Shibuya Kazuhiro
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した︒

ら置いていくことにした︒中古のラパンも

でしょう？ 石打くんの仕事にもプラスに

悠太が返す言葉を見つけられないでいる

会社名義で購入したのでこれからはここで
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