連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！
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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。

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。
大渡晴美（おおわたり・はるみ）
45歳、伊予南市長。薫子の母。

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……。

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。

麻衣からエッチという言葉を聞いて︑悠
太の胸が痛んだ︒まだ麻衣に未練があるの
だろうか︒
﹁遊ばれていたってこと？﹂

前回までのあらすじ

ばらくここにいさせてくれない？
﹁運転って︑フロントガラスはペンキだら

もらうから﹂

車に向かっていたかえでも立ち止まり︑
う？ いつだったか﹃俺は運転が上手いん

﹁駅までの一本道なんだから大丈夫でしょ

喜多嶋が唇を尖らせた︒

好奇心を全開させた顔でこちらを見つめて
だ﹄と自慢していたじゃない﹂
かえではラパンのドアを開け︑助手席に
乗り込んだ︒

を見届けてから︑悠太は麻衣を事務所兼社

車が門柱にぶつからず無事出ていったの

﹁彼が理由よ﹂
宅の中に入れた︒

くたびれちゃったの﹂

﹁とにかく中に入れてくれない？ 長旅で

話すわ﹂と言った︒

付き合う気なんか初めからなかったのよ﹂

﹁あの人︑あたしを騙していたの︒本気で

くような深いため息をついた︒

ッグの上に腰を下ろし︑いつまでも後を引

畳部屋に上がり込んだ麻衣はキャリーバ

﹁でも僕︑今から出かけないと﹂

﹁なによその後ろ向きの顔は！ あたしが

麻衣は立ち上がった︒

の子にちょっかいを出して︑エッチしちゃ

﹁あの人︑これまでにも何人かの新人の女

﹁どういうこと？﹂

麻衣はかえでの熱い視線に気づき﹁後で

﹁彼って付き合っている先輩のことか？﹂

ゃないか﹂

販︑給料︑悪くない！﹄って言っていたじ

﹁なぜ辞めたの？ ﹃さすが大手ネット通

いる︒

んと口を開けて見つめた︒

けだぞ﹂

あたし︑会社辞めちゃったの﹂

する︒そんな折り悠太の前に麻衣が現れた︒

気にする榎は︑悠太の素行調査を側近に依頼

得ることができた︒孫娘・薫子の恋の行方を

プロジェクトの新提案は︑大渡市長の同意を

悠太・かえで・喜多嶋 人によるまちおこし
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﹁石打くんは彼女の相手をしなさい﹂
かえでが言った︒
﹁あたしはこの無駄にデカいのに運転して

ているなんて性に合わないのよ︒そんなわ
けなので﹂
麻衣は真顔になった︒
﹁しばらくここにいさせて︒何なら悠太の
仕事を手伝ってもいいから﹂

﹁
﹃あなた︑遊ばれているのよ﹄って三つ
ここにいると困るわけ？ もしかして薫子

﹁そうは言っても⁝⁝﹂

上の先輩女子が忠告してくれたわ︒
﹃あの
とかいう女の子と付き合っているわけ？﹂
﹁まさか︑相手にされていないよ﹂
﹁だったらどうしてそんな顔をするのよ﹂
﹁それは⁝⁝﹂
悠太は説明しようとしたが言葉が出てこ
なかった︒
麻衣がそばにいてくれるのは嬉しいはず

気持ちをどう伝えたらいいのだろう︒

なのに︑かえって寂しさが募るのだ︒その

﹁だからって会社を辞めちゃうことはない

﹁突然黙り込んじゃって︒相変わらず煮え

﹁会社中に知れ渡っちゃったのよ！ 同僚

﹁荷物︑上に運ぶわよ﹂

切らないわね﹂

も先輩も上司も﹃あの娘︑可哀想に︑遊ば

﹁ちょっと待って⁝⁝﹂
麻衣は悠太の制止を無視してキャリーバ
ッグを持ち上げ︑階段を上がっていった︒

のかもしれない︒麻衣は一度言い出したら

悠太はため息をついた︒諦めるしかない

﹁それにあたし︑会社での仕事︑本当は好

麻衣が階段を下りてきたのと︑ラパンが

絶対に後には引かないのだ︒

朝から晩までパソコン画面とにらめっこし

きじゃなかったし向いてもいなかったの︒

﹁時が経てば解決するよ﹂

にいられるわけないじゃない！﹂

したり嘲ったりしているのよ︒そんな会社

れちゃって﹄と上から目線であたしを見下

ではないんだから﹂

と思うけれど︒悪いのは札付きの男で会社

悠太は理解できないという顔をした︒

﹁でもさ⁝⁝﹂

会社中に知れ渡っちゃった﹂

﹁二人で飲んでいるのを同僚に見られて︑

麻衣はさらに口惜しげな顔をした︒

﹁先輩女子に知られちゃったのか？﹂

ら﹄って﹂

男︑彼女とは絶対に別れるつもりはないか

麻衣は口惜し気な顔でうなずいた︒

懇願するように言う麻衣を︑悠太はぽか

し

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……。

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。

ったんだって︒
要するに札付きだったのよ﹂

い

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。

第十三回 まちおこしプロジェクト動き出す その三

小笠原一徹（おがさわら・いってつ）22歳、
日
下部地区の生産者。元暴走族のリーダー。

イラスト ●丹下京子

ショーン・次川（つぎかわ）45 歳、アメ
リカ
バイスプレジデント
の投資ファンド、ヴィンセント・ファンド副社長。
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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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。

庭に停まったのとほとんど同時だった︒
戻ってきた喜多嶋は︑ポロシャツにジー
ンズというラフな格好に着替えた麻衣を見

﹁あたしも行ってみたい﹂
喜多嶋と麻衣が同時に言った︒

﹁ということは︑私どもが買った株をそち
らで買い戻していただけると理解してよろ

﹁君はあまり頭が良くないようだな︒君た

しいのですね﹂
ドアが開き︑秘書室長の中林にうながさ

て驚いた顔をした︒
ちは我が社の元社員から買った株を︑その

いと要求している︒そんな不利な取り引き

れて︑ピンストライプのスーツを着た四十

アメリカの投資ファンド︑ヴィンセン
を私がするわけないじゃないか︒決心がつ

﹁はじめまして︒あたし︑悠太⁝⁝石打く

麻衣はまったく悪びれた様子はない︒
ト・ファンドの 副 社 長 ︑ショーン・次川だ︒
いたと言ったのは︑買わないと決めたとい

一・五倍もの値段で我々に買い戻してほし

﹁しばらくこちらにお邪魔しますので︑よ
ショーンと言ってもハーフの外見ではない︒
う意味だ﹂

代後半の男が入ってきた︒

ろしくお願いしますね︒それからあたし︑
日系アメリカ人でもなさそうなので︑おそ

んの元カノです﹂

さっきも石打くんに言ったんだけれど︑た
らくはビジネスネーム︑仕事をする上での

バイスプレジデント

だで置いてもらうのは居候みたいで肩身が
通称だろう︒
榎は相好を崩さず︑次川にソファに腰掛
﹁社長がそう決断されたのなら︑我々とし

しい笑みをつくろった︒

次川は鼻白んだ顔をしたが︑すぐに嫌ら

狭いので︑何か手伝えることがあれば言っ
てください︒こう見えても会社では優秀な
ては粛々と二名島バッテリーの未公開株を

り︑御社の株を我々に売りたがっている元

けるように顎をしゃくった︒

次川は榎が向かいに座るのを待って口を
社員の方々はまだ数多くいらっしゃいます︒

戦力でしたから﹂

開いた︒脚を組み︑胸ポケットから電子タ
むしろ増えていると言ってもいい﹂

買い増すだけです︒以前にも申し上げた通

バコを出す︒
﹁知っているよ︒ヴィンセント・ファンド

﹁決心がつかれましたか﹂

﹁悪いが我が社では喫煙スペース以外は全
が持ち株を高値で買い取ってくれるという

﹁はあ⁝⁝﹂

ため息をつき︑立ち上がった︒
社禁煙だ﹂
口コミが我が社の元社員たちの間で広がっ

喜多嶋は驚いた顔のまま曖昧にうなずい

﹁喜多嶋先輩︑車の鍵︑貸してくれますか﹂
﹁副流煙は出ませんけれどね﹂

二人のやりとりを見ていた悠太は小さく

た︒

﹁どこに行くんだ？﹂

トに仕舞った︒
﹁随分︑達観された物言いですね﹂

開だ﹂

ているんだろう？ いかにもありそうな展

伊予南市の名産品や特産物に詳しいはずだ
﹁ 先ほどの質問ですが答えはいかがです

次川は電子タバコを不承不承︑胸ポケッ

し︑土地の材料を使った食べ物とか︑いろ
か﹂

﹁入院している広岡さんに会ってきます︒

いろ考えていましたから︒西朱雀商店街に
﹁決心はついたよ﹂

﹁だから君をここに呼んだんだ﹂

にしているのではない︒医者や看護師の反

広岡はトイレとか散歩とかで部屋を留守

に持ち株を売ってくれている﹄とお伝えし

﹁先日︑﹃御社のＯＢたちが競うように我々

た︒

次川は皮肉めいた笑みを唇の端に浮かべ

並べる商品のリスト︑明後日までに市長に

﹁そういうことなら俺も行く﹂

しょうね﹂

榎は笑みを浮かべた︒

た時︑あなたはショックを受けていた様子
﹁君はなかなか率直な物言いをするね﹂

提出ですよね﹂

でした︒それがどういう心境の変化です

﹁ そ れ は 君 個 人 の 流 儀 か ね︒ そ れ と も

﹁広岡さんの自宅に行ってみましょう﹂

だと悠太は察した︒

対を押し切って強引に退院してしまったの

﹁この数日間で私なりに納得したのさ︒そ
最高経営責任者であるマイケル・ヴィンセ

悠太は喜多嶋に言った︒

榎は嬉しそうに笑った︒

ういうこともあるだろうとね︒長年働いて
ントの方針かね︒いずれにしても率直なの

﹁ここで待たないでいいのか﹂

か？﹂

きた会社への愛着や忠誠心と︑株を売って
は嫌いじゃない︒それについてはそれなり

﹁ここには戻ってこないと思います﹂

Ｏ

手にできる金を秤にかけて︑後者を選ぶ人
に評価するよ︒だからと言って容赦はしな

﹁ねえねえ︑広岡さんという人︑どうした

Ｅ

間がいてもまったくおかしくはない︒ただ︑
いがね︒さてと⁝⁝﹂

Ｃ

一つ言っておくが﹂

めるというのがすこぶる嫌いなたちなので︑

﹁私は別に達観しているわけではない︒諦

川を見下ろした︒

いでくれ︒これも私のやり方でね﹂

は全て録音させてもらったよ︒悪く思わな

﹁話はこれで終わりだが︑今の君との会話

ーダーを出した︒

半開きになったドアから覗ける室内に荷

の？ 何があったの？﹂

何事にも達観したりしないんだ︒いずれ君

次川が警戒を顔に浮かべた︒

物はほとんどなく︑奥の畳部屋の万年床も

榎は胸ポケットから録音用のボイスレコ

たちもそれを嫌と言うほど思い知ることに

﹁何に使われるおつもりですか﹂

きちんと畳まれている︒

榎は脚を組み替え︑ソファにもたれて次

なるだろうがね﹂

﹁それは君たちの出方次第だな﹂

にも広岡はいなかった︒

丘の上にある赤いトタン屋根の古びた家

悠太は麻衣を無視して病室を出た︒

﹁いずれにしても⁝⁝﹂

新庄によれば︑広岡は離婚してからも︑

広岡は伊予南市から立ち去ったのだ︒

﹁ご足労をかけて済まなかったね︒マイケ

もしかしたら彼女がいつかは帰ってきてく

榎は立ち上がった︒

﹁我々は御社のＯＢたちから持ち株を買い

ル・ヴィンセントＣＥＯによろしく伝えて

れるかもしれないとはかない希望を抱いて

次川は頬を強張らせて言った︒

続けます︒我々の持ち株比率はすでに三十

くれ﹂

いたという︒彼女の再婚でその希望も春の
氷のように潰えてしまった︒広岡にはもう

広岡がいるはずの病室はもぬけの殻だっ

悠太はなぜもっと早く広岡を訪ねなかっ

た︒

榎は次川に出ていくように顎でうながし

パーセントを超えているので︑早晩︑三分
の一つまり三十三パーセントを超えるでし
ょう︒そうなればあなたもよくご存知のよ

をことごとく拒否できるようになる︒あな

た︒ベッドの上には布団と毛布がきれいに

たのだろうと後悔した︒怪我をしているの

この街にいる理由はなくなってしまったの

たの意思決定を︑その内容によっては覆せ

畳まれ︑さらにその上にパジャマが置いて

だからすぐには街を出て行かないだろうと

うに︑我々は拒否権を得て重大な決議事項

るようになる︒そうなってから株を買い戻

ある︒

だ︒

すとなると︑かなり高くつくことになるで

まちおこし特命社員
石打悠太
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が︑薄汚れた部屋とは明らかに異質な物を

悠太はうなずき︑顔を上げた︒その視線

た﹁懐かしい森の恵み﹂ブランドについて︑

埋め合わせに︑私がここでやろうとしてい

それはさておき︑君に再三迷惑をかけた

高をくくっていたのだ︒
﹁どうする？ しばらくここで待ってみる
とらえた︒

と

どんな商品を考えていたのか具体的に書き
残しておこうと思う︒
ほとんどは日下部地区で摂れる自然の恵

紙切れは︑パソコンで打った文章をＡ４
者の名前と連絡先︑注意事項も記しておく︒

またそれぞれの商品について生産者や加工

みとその加工品だが︑他の地域の物もある︒

の用紙にプリントアウトしたものだった︒

室内に入っていった︒

悠太は半開きのドアをさらにこじ開け︑

﹁もしかしたら⁝⁝﹂

ちゃぶ台に置かれた白い紙切れだ︒

か？﹂
喜多嶋の言葉に悠太はかぶりを振った︒
﹁ここにも戻ってこないと思います﹂
﹁お前︑何だって俺の言うことをいちいち
否定するんだよ︒じゃあどうする？ 広岡
さんのアドバイスがなくてリストを作れる
のか﹂

名産品︑特産物のリスト作りを始めるとの

実はあの新庄から︑君たちが伊予南市の

と書いてある︒
メールをもらってね︒何かしら力になれる

全部で三枚︑一番上の紙に﹁石打くんへ﹂

った︒広岡がいなければリストを作るのは
﹁どうかしたのか？﹂
かもしれないと思った次第だ││︒

悠太はうつむいた︒喜多島の言う通りだ

ほとんど困難だ︒
﹁何かみつけたの？﹂

伊予南市の代表的な名産品︑特産物につ
悠太は三枚目を読んだ︒いつの間にか喜
多嶋と麻衣が傍らに寄り︑悠太の手もとを

喜多嶋と麻衣が同時に聞いた︒
﹁書き置きです︒広岡さんが残してくれて
覗き込んでいた︒

いては市のホームページにいくつか載って
いる︒伊予南みかんとか︑こちらではてん
いったんだと思います﹂
最後のページには︑広岡がいつか話して

ぷらと呼んでいるさつまあげなどだ︒
悠太は紙を手に取り︑一枚目をめくった︒
くれた栗の紅茶煮やキノコの雑炊︑ナッツ

しかし︑それだけでは全然数が足りない︒
二枚目には悠太へのメッセージがしたため

に︑ラズベリーパイ︑クヌギやナラなど樹

それにみかんにしてもてんぷらにしても四

││石打くん︑君にはいろいろ迷惑をか
木の皮で編んだバッグなどの商品とその生

類や野イチゴを使ったスイーツなどのほか

産物すなわち伊予南市でしか作られていな
けたね︒それから君に会うとここを出てい
産者・加工者の情報が記されていた︒

られていた︒

い産品だと言うのには無理がある︒そんな
く決心が揺らぐかもしれないので黙って出
﹁栗の紅茶煮︑栗の紅茶煮ゼリー︑栗の紅

国全域にあるので︑厳密には伊予南市の特

ありふれた物をリストに並べるのを市長の
ていくことにしたが︑それも申し訳なく思

暴走族のリーダー︑癖のある人物だが根は

大渡晴美は承諾しないかもしれない︒

しばらくは関西方面で暮らそうかと思っ
ピュアで味方にできたら心強い︒日下部地

茶ジャム︒生産・加工者︑小笠原一徹︑元

てみろよ︒例えば︑ほら⁝⁝あの新庄とか
ている︒落ち着いたら連絡するかもしれな
区の生産者ではキーパーソンの一人﹂

う︒

いう地域振興課の課長を訪ねてみるとか︒
い︒すぐに死ぬことはないから安心してく

﹁黙っていないでこれからどうするか言っ

彼なら情報を持っているんじゃないか﹂
れ︒

た？﹂

集落を取り囲む森の樹木の色合いは濃い緑

根の家々や畑︑ビニールハウスが見える︒

といった具合だ︒

﹁そうかもしれませんね﹂

﹁そうじゃないの︒悠太︑ちょっと変わっ

から薄い若葉色までさまざまで︑広岡が言

広岡は一時期︑生産者らと積極的に接触︑
交流していたのだろう︒
たなと思って﹂

っていた森の多様性が保たれているのがわ

﹁小笠原一徹︑どんな男なんだろうな﹂

かる︒
日下部地区のキーパーソンの一人だとい

﹁ 一徹という名前からすると年配の人よ

喜多嶋と麻衣の会話を聞きながら︑悠太

う小笠原一徹の家は︑広岡の住居から山一

悠太は地図を頼りに山の頂へと続く薄暗

は陽光に照らされた気持ちの良い道を伝っ

ね﹂

い林道を走った︒砂利道はやがてアスファ

めた︒喜多嶋が助手席の窓を開け︑道路に

をしている人たちがいるのを認め︑車を停

集落の中心へと向かう途中︑畑で農作業

て山を下り︑集落に入った︒

眼下には日下部西地区の集落だろう︑瓦屋

日下部地区を東西に分断する山々の頂だ︒

た明るい場所に出た︒

ルトの市道に合流し︑間もなく視界が開け

つ隔てた日下部西地区にあった︒

麻衣は悠太を頼もしげに見た︒

﹁これからどうする？ ここに書かれてい
る生産者を訪ねてみるか？﹂
﹁そのつもりです︒市長にリストを提出し
た後で︑生産者から協力を断られたなんて
ことになったらまずいですものね﹂
悠太は平岡のメモをポケットに入れた︒
﹁そこに書いてある生産者を全部回るつも
り？﹂
麻衣が驚いた顔をした︒
﹁もちろんだよ︒リストの提出期限は明後
日だから今日と明日の二日間で回り切らな
いとね︒ひょっとして手伝うの︑嫌になっ

近い場所で農作業している男に﹁ ちょっ
と！﹂と声をかけた︒
﹁あのさ︑このあたりに小笠原一徹という
人の家︑ないかな？﹂
男が顔を上げ︑近づいてきた︒小がらで
小太りで︑悠太より若いくらいの年齢に見
えるが︑目つきは鋭く︑全身から異様な迫
力を発散させている︒
﹁ごめんね︑農作業中﹂
男はいきなり喜多嶋の胸倉をつかんだ︒
喜多島が鶏の雄たけびのような悲鳴を上げ
た︒

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！

Shibuya Kazuhiro
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﹁横着な聞き方をするんじゃねえよ！ 俺
が小笠原一徹だ！﹂
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