連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！

な ん

よ

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。

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。

亀田太（かめだ・ふとし）
29歳、伊予南市役所・地域振興課員。新庄
の部下。悠太に脅迫状を送り、問題をおこす。
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。

晴美は冷ややかな目でかえでと喜多嶋を
交互に見た︒
﹁まちおこし特命社員は会社のエースが引
き継いだと聞いているわよ︒無意味に背の
高いあなたがそうかしら﹂
﹁はい﹂
﹁いいえ！﹂
かえでは喜多嶋の返事を即座に否定した︒
﹁それについては石打もこの喜多嶋も勘違
いしてしまったんです﹂
﹁ちょっと待ってくれよ︒うがっ！﹂
かえでは喜多嶋の足を踏みつけた︒
﹁まあ︑いいわ︒新庄から聞いたけれど︑
まちおこしプロジェクトについての新しい
アイデアをプレゼンしてくれるそうね？﹂
悠太はうなずいた︒
﹁それならとっとと始めましょう︒新庄︑
あなたもここにいなさい！﹂
晴美は立ち上がろうとする新庄を一喝し
た︒
﹁私は市役所の人間ではなくなるのですか
ら﹂
﹁辞めるまでは市役所の人間よ︒地域振興
課長としてプレゼンに同席しなさい﹂
﹁あの⁝⁝﹂
悠太はおずおずと聞いた︒
﹁新庄さんが市役所を辞めるとはどういう

箸棒

前十時五分前︑悠太と喜多嶋︑か
えでの三人はエレベーターで三階

なの︒意味が分かる？ 箸にも棒

〟

前回までのあらすじ
悠太は︑事務所にペンキをぶちまけた犯人が
岡は新庄と争い︑負傷し病院へ︒悠太は警察

市役所の亀田だと気付く︒一方︑町を出る広

おこしプロジェクトのアイデアを聞くことに︒

の事情聴取後︑事務所で花咲かえでからまち

あげるから﹂
悠太はかえでにコクリとうなずいた︒
﹁俺もついているからな︒ボコボコにされ
ても骨は拾ってやるからな﹂
悠太は喜多嶋を無視してドアをノックし
た︒
﹁ちょっと待っていて﹂
市長の大渡晴美の声がした︒
﹁いや︑やっぱりいいわ︒入ってきて﹂
ドアを開けた悠太の目に飛び込んできた

心したが︑今日︑市長にプレゼンするのは

アを聞かされた時︑悠太はその面白さに感

らえるだろうか︒昨晩︑かえでからアイデ

今回は大丈夫だろうか︒企画を通しても

﹁あなた︑伊予南市から逃げ出したんじゃ

晴美は怪訝な顔をして悠太を見た︒

うににらみつけている晴美の姿だった︒

と︑ソファで脚を組み︑新庄を威圧するよ

まり︑小さなくなってうなだれている新庄

のは︑床に敷いたカーペットの上にかしこ

悠太自身なのだ︒果たしてかえでのように
なかったの？﹂

﹁石打くん︑落ち着いて話してね︒市長の

三人は市長室のドアの前に立った︒
﹁この人は出ていきません︒まちおこし特

﹁それがそういかなくなってしまって⁝⁝﹂

﹁それでは始めさせていただきます︒まず

命社員ですから﹂

ことでしょうか？﹂
このボードをご覧⁝⁝﹂
﹁ちょっとあなた！﹂

ためのボードで︑写真やキーワードを印刷

用の段ボール箱を切り取って作った説明の

らボール紙の束を出した︒昨晩︑引っ越し

悠太はかえでから紙袋を受け取り︑中か

﹁まずこのボードをご覧ください︒これは

ードがどうしたって？﹂

良し︒石打くんは続けなさい︒まずそのボ

っと立っているとうっとうしいわ︒それで

﹁座りなさい︒無意味に背の高いのがぼお

晴美は喜多嶋を指さした︒

したコピー用紙が張り付けてある︒

﹁本題に入りましょう︒始めなさい﹂

晴美は脚を組み換えた︒

﹁後で新庄自身から話してもらうわ﹂

質問に答えられない時にはあたしが助けて

け げん

うまく説明できるだろうか︒

字通りボコボコにされた︒

悠太は大渡晴美市長からそう罵られ︑文

にも掛からないってことよ！﹂

〝

﹁ はっきり言うわよ︒あなたの企画書は

前回のプレゼンは散々だった︒

た︒

悠太は不安と緊張で目まいがしそうだっ

に上がり︑市長室に向かった︒

午

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

大渡晴美（おおわたり・はるみ）
45歳、伊予南市長。薫子の母。

﹁それって話が違うんじゃない？﹂

い

青山麻衣（あおやま・まい）
24歳、悠太の元カノ。就職した会社の先輩か
ら交際を申し込まれ、悠太をふるのだが……。

第十二回 まちおこしプロジェクト動き出す その二

中林修（なかばやし・おさむ）
65歳、
二名島バッテリー秘書室長。榎の側近。

イラスト ●丹下京子

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
ネス界ではカリスマ創業経営者として知られる。
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
けるベンチャー企業、西朱雀プロジェクトの社
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、
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ばれているんでしょう？﹂

わよ︒おじいさんおばあさんの六本木と呼

﹁西朱雀地蔵通り商店街くらい知っている

で賑わっています﹂

近く︑土曜・日曜も平日もシニアの人たち

西朱雀地蔵通り商店街の写真です︒池袋に

私たちの会社︑西朱雀プロジェクトがある

全体を伊予南市の色で染め上げるんです﹂

す︒一言で言えば︑西朱雀地蔵通り商店街

伊予南市の魅力を伝えるパネル展を開きま

西朱雀プロジェクトのオフィスを開放して︑

ニューを出してもらいます︒さらに期間中︑

飲食店にも伊予南市の食材を使った特別メ

した和菓子︑洋菓子を置いてもらいます︒

予南市の全国的な知名度なんてほとんどゼ

﹁うちのフェアをやって話題になるの？ 伊

ェアがほしいところなんです﹂

お客を開拓するためにも話題になる販促フ

す︒西朱雀地蔵通り商店街としては新たな

のように毎年の売り上げはずっと横ばいで

間の売り上げを示した棒グラフです︒ご覧

言葉も使われたりして⁝⁝﹂

れる若者も増えており﹃スザクる﹄なんて

泉水庭園の千花園もあります︒最近では訪

りに約二百の店があって︑近くには有名な

﹁それは⁝⁝﹂

﹁その根拠は？﹂

﹁かなりあります﹂

能性はどこまであるの？﹂

﹁ずいぶん景気の良い話だけれど︑実現可

全国的にはほとんど無名でしたが︑
﹃夜空

阿智村は長野県飯田市に近い山あいの村で︑

﹁市長はこれらの村や町をご存知ですよね︒

奈月町﹂と書いてある︒

ロに近いのよ﹂

﹁西朱雀地蔵通り商店街の話はもうわかっ
﹁うちの会社には西朱雀地蔵通り商店街と
の星が最も明るく見える村﹄として﹃日本

晴美は腕を組み難しい顔をした︒

たわよ︒早く本題に入ってよ﹂
の間に太いパイプがあるんです﹂
一の星空ナイトツアー﹄を企画し今では全

﹁その通りです︒全長約八百メートルの通

﹁おじいさんおばあさんの六本木で伊予南
かえでが助け舟を出した︒
﹁社長の四分地は西朱雀地蔵通り商店街の
空ナイトツアー﹄の第一回の参加者はたっ

国区の観光地になりました︒
﹃日本一の星

集めるそうです︒富山県の黒部渓谷沿いに

アドバイザーを務めていて︑商店会の会長

悠太は別のボードを掲げた︒﹁阿智村﹂﹁宇

﹁そこです！﹂

市のフェア︑略して伊予南フェアを開くん
です﹂
かえでが口を挟んだ︒

喜多嶋が続けた︒自分を売り込む機会を
ある宇奈月町も少し前までは知る人ぞ知る

た三人だったそうですが︑最近は六万人を

悠太は二枚目のボードを手に取った︒店
うかがっていたらしく︑話に入れて満足げ
温泉地でしたが︑北陸新幹線の開通をきっ

から信頼されています﹂

と特産品のイラストを張り付けたボードだ︒
だ︒

﹁続いてこちらをご覧ください﹂

昨晩︑絵心のあるかえでがパソコンで描い
かけに全国から人が集まる人気の観光地に

間に人気の観光地になったのか︒最大の理

﹁それに伊予南フェアは西朱雀地蔵通り商

悠太はそう言って新たなボードを掲げた
由は﹃よく知られてはいないけれどいいと

てくれたのだった︒

り商店街のお店に伊予南市の特産品や名物
が︑使うボードの順番を間違えたのに気づ
ころ﹄つまり﹃穴場﹄だったからです︒結

なりました︒なぜ阿智村や宇奈月町が短期

を並べるんです︒八百屋さんには伊予南市
いて慌てて別の一枚と取り換えた︒
論を言いますと⁝⁝あれ？﹂

店街にとってもメリットがあります﹂

で採れる野菜や果物を︑魚屋さんには魚貝
﹁これは西朱雀地蔵通り商店街のここ五年

ちおこしにはスピード感が大事だと﹂

﹁伊予南フェアでは期間中︑西朱雀地蔵通

類を︑和菓子店や洋菓子店には新たに開発

﹁ずいぶん急ね﹂

﹁僕たちが計画する伊予南フェアの狙いは

﹁あった！﹂

驚き︑新鮮な感動を伝えられます﹂

地蔵通り商店街を訪れる人たちに意外性や

ろかフェアの打ち出し方によっては西朱雀

観を持たれる心配はありません︒それどこ

味しくないんでしょう？﹄とかいった先入

い観光地なんでしょう？﹄とか﹃食事は美

﹁よく知られていないから﹃どうせ俗っぽ

いんです﹂

ではなくて︑プラスにもなり得ると言いた

﹁知名度の低さは必ずしもマイナスばかり

﹁忘れちゃったのかな﹂

目当てのボードが見つからない︒

﹁どんなに頑張っても準備に三カ月かかる

﹁あなたは無理だと言うわけね？﹂

もらうかという問題もあります﹂

ら開発しなければなりません︒誰に作って

菓子や洋菓子や飲食店のメニューはゼロか

に厳しいのではないでしょうか︒とくに和

商品をすべてそろえるのはスケジュール的

間に西朱雀地蔵通り商店街に置いてもらう

言わせていただければ︑一カ月ちょっとの

﹁私は市役所を辞める人間ですが︑敢えて

﹁新庄︑あなたはどう思う？﹂

晴美は視線を元に戻した︒

﹁準備に一カ月ちょっとか⁝⁝﹂

はとてもいい季節です﹂

遠のいてしまいます︒それに比べると五月

さになり︑西朱雀地蔵通り商店街の客足が

﹁東京は六月に入るとうだるような蒸し暑

い﹂

﹁新庄︑あなたから石打くんに説明しなさ

すがそれって何の話でしょうか？﹂

﹁あの⁝⁝先ほどから気になっていたんで

的な処分はその後で決定するわ﹂

域振興課長として仕事を続けなさい︒最終

﹁気が変わったの︒伊予南フェアまでは地

すから﹂

﹁でも私は市役所の人間ではなくなるので

口は地域振興課に置くから﹂

手伝うのよ︒プロジェクトの市役所側の窓

提出すること︑いいわね︒新庄︑あなたも

りなさい︒期限は二日︑明後日の朝までに

に商店街に置いてもらう商品のリストを作

通達するわ︒石打くん︑あなたたちは早急

地蔵通り商店街での伊予南フェアの開催を

﹁あたしはこれから関係者を集めて西朱雀

悠太はボードの束をひっくり返したが︑

このボードに書いた通りです︒
﹃まだ知ら

と思います︒だとすると開催は秋口が適当

﹁市長が処分と言われたのは︑部下の亀田
晴美はうなずき︑しばしの沈黙の後︑決

す︒私の指導︑管理が至らなかったため石

が起こした不祥事についての私への処罰で

悠太は目当てのボードを見せた︒

意を確認するかのようにまたうなずいた︒

打さんたちには多大な迷惑をかけてしまい

晴美は立ち上がった︒

れていない素晴らしい街︑伊予南市を︑西

ではないでしょうか﹂

かえでが代わりに説明した︒

朱雀地蔵通り商店街が全力を挙げて紹介す

﹁五月中の開催を目指しましょう﹂

ましたからね︒それで先ほど市長から﹃辞

る﹄
﹂

線の先にはあの二名島バッテリーの巨大な

﹁本気ですか？﹂

晴美はうなずき︑窓の外を見た︒その視

本社工場がある︒

﹁
﹃プロジェクトは一・三縛り﹄と言ったで

﹁でも気が変わったんですね︒と言うこと

罰委員会で話を通す﹄と言われたんです﹂

表を出せば懲戒免職だけは免れるように懲

﹁できるだけ早く開催したいと思っていま

しょう？ 一カ月でまちおこしプロジェク

は⁝⁝﹂

新庄は目を見開いた︒

す︒具体的には来月︑五月中を考えていま

トを立ち上げ︑三カ月で軌道に乗せる︒ま

﹁いつやるつもり？﹂

す﹂

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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するだけよ︒新庄も亀田もいずれきちんと

﹁懲罰委員会での処分決定を一カ月先送り

﹁実は派手に爆竹を鳴らして︑縁の下にい

実かつ堅実だ︒

ぶりはいかにも実直そうな外見に違わず確

中林は話をせずとも榎の表情を見ただけで

責任を取ってもらいます︒さあ︑話は終わ
る鼠を追い払ってやろうと思ってね﹂

﹁お咎めなしではないのよ﹂

り︒皆︑とっとと出ていって！﹂
﹁鼠ですか︒確かに最近︑コソコソと動き

その胸中を察してくれる︒しかもその仕事

﹁あ⁝⁝すみません︑あと一つだけ⁝⁝新
回っているようですね﹂

晴美は悠太をさえぎった︒

庄さん︑広岡さんはなぜこの街を出ていく
﹁今からこの男に電話を入れて︑私が今晩
会いたがっていると伝えてくれないか﹂

と突然言い出したんですか﹂
新庄は話していいものか晴美を見た︒

希望を抱き続けていたんです︒彼は︑来る

ってきてもらえるかもしれないと︑わずかな

しながら︑もしかしたらいつか奥さんに戻

されたんです︒広岡さん︑離婚届に判を押

﹁別れた奥さんから再婚すると手紙で知ら

﹁いつもの料亭に予約を入れておいてくれ︒

たしましょう？﹂

﹁承知しました︒場所は⁝⁝お店はどうい

恩を売っておきたいんだよ﹂

それに後々のためにここで地元の新聞社に

全国紙だと刺激が強すぎて具合が悪いんだ︒

﹁今回は毎朝新聞や日本経済日報のような

﹁伊予南新聞⁝⁝地元紙の記者ですか？﹂

﹁そうじゃない︒彼はうちにはまったく向

﹁採用されるおつもりですか﹂

恋人がいるかどうか︑
あと借金の有無もな﹂

か？ その仕事ぶりや生活態度︑それから

﹁ この若者の身辺を少し調べてくれない

たものだ︒

榎は名刺を中林に差し出した︒

かどうかわからないその日のためにこの街

人数は二人だ︒それとね︑実はもう一つ︑
いていないよ︒これは私の孫娘についての

晴美はうなずいた︒

にとどまっていたんです︒
悲しい男ですね﹂

話があるんだよ︒もう一歩こちらに寄って

新庄は顔をわずかに歪めた︒

正午少し前︑定例の経営会議を終えて社
案件なんだ︒薫子がどうやらこの若者に関

﹁ええ！﹂

心を寄せているようでね﹂

くれないか︒
いささか個人的な話なんでね﹂

た︒

中林は言われた通り一歩デスクに近づい

長室に戻った榎太一はデスクにつくなり秘
書室長の中林修を呼んだ︒
三秒もかからずに社長室にやってきた中

﹁ あの美しい薫子さまがこの若者をです

中林は心底驚いた声を出した︒

写真は清谷の旅館﹁深山の里﹂で熱唱する
か？ 薫子さまがそうおっしゃったのです

榎はデスクに悠太の名刺と写真を並べた︒

悠太の様子で︑宿のオーナー兼主人のロバ
か？﹂

林は榎の顔を見るなり﹁今度は何をお企み

二名島バッテリーの創業メンバーの一人
ート・グライナーにスマホで撮ってもらっ

ですか﹂と聞いた︒

で︑今では側近中の側近として榎に仕える

の名産品︑特産品の中から売れ筋だけを選

過ぎないの︒いずれフェアを開催した土地

中林は榎の言葉が理解できないという顔
をした︒

﹁薫子がそんなことを打ち明けるわけがな
いじゃないか︒この若者の話になるとやけ

うようにしたいのよ︒和菓子屋さんには伊

び出して︑商店街のお店に常に置いてもら
事務所兼社宅に戻った悠太とかえで︑喜

予南市の和菓子が︑お隣の洋菓子店には常

に嬉しそうなんだよ︒それでぴんと来たわ

多嶋はコンビニで買った缶ジュースで乾杯

けだ︒起業家の勘だな﹂
﹁社長︑まさか交際を認めるおつもりでは

れのお店がそれぞれの土地の商品を扱うよ

陸太田市の洋菓子がという具合に︑それぞ

かえでも喜多嶋も笑みを浮かべている︒

うになったら面白いと思わない？ 西朱雀

した︒

﹁気が早いよ︒まだ付き合うとかそんな段
それを見て悠太も自然に笑顔になった︒同

地蔵通り商店街に行くと日本全国︑穴場の

ないでしょうね﹂

階の話じゃない︒とはいえ︑いずれそうな
時に不思議な気分でもあった︒

﹁交際するのもいいんじゃないか？ 薫子

﹁その結果︑もし問題がなかったら？﹂

のだ︒おまけにこの街からとっとと出てい

これほど嬉しいとは想像もしていなかった

クトがようやく動き出してくれた︒それが

﹁石打くん︑悪いけれど駅まで送ってくれ

グに詰め込んだ︒

トパソコンなどをてきぱきとキャリーバッ

かえではそう言いながらパジャマやノー

とっておきが手に入るのよ﹂

は母親の晴美の遺伝子を引き継いでしまっ

きたい気持ちもきれいに消えていた︒

ない？ 午後一時ちょうどの列車に乗ると︑

かえでのおかげでまちおこしのプロジェ

らないとも限らない︒そこで念のためにこ
デューデリジェンス

たらしく恋愛方面には不案内なんだ︒恋人

﹁ということで︑あとは頼むわよ﹂

の若者の 査定 をしておこうというわけだ﹂

いない歴イコール人生なんだよ︒将来︑変

三時半の便に間に合うから﹂

がった︒

喜多嶋も立ち上がった︒

缶ジュースを飲み干したかえでが立ち上

にも予行演習として二︑三人と付き合って

﹁どこに行くんだよ﹂

かえでが引き戸を開けた瞬間︑悠太は危

な男につかまって不幸な結婚をしないため

おいた方がいいとは思わないか﹂

﹁決まっているじゃない︒
東京に帰るのよ﹂

﹁俺も駅まで付き合うよ﹂

﹁あの美しい薫子さんとこの若者が交際で

スーツケースを携えた女が玄関前に立っ

た︒

うく上がりかまちから転げ落ちそうになっ
﹁もう帰るのか？﹂
喜多嶋が驚いた顔をした︒

すか﹂
中林は困惑した顔で悠太の写真を見つめ

﹁あたし︑喜多嶋くんみたいに暇じゃない

麻衣だ︒

た︒

朱雀地蔵通り商店街でのフェアは伊予南市

悠太の元カノは悠太を見つめて懇願する

ていた︒

で終わりではないのよ︒昨日︑大阪に出張

ように言った︒

の︒明日は常陸太田市に出張︒あのね︑西

﹁面白い奴だった︒今どきの若者にしては

したのだって岸和田市のフェアについて打

﹁悠太︑しばらくここにいさせて︒あたし︑

﹁社長はこの若者に会われたのですか﹂

珍しく自己評価が恐ろしく低くてね︒それ

ち合わせるためだったんだから︒と言うか︑

会社辞めちゃったの﹂

榎はうなずいた︒

に︑あれは晴美が言っていたのだったかな︒

あたしにとってはフェアもまた通過地点に
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馬鹿者になれる資質も確かにありそうだ﹂
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