連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

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。

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。
青山麻衣（あおやま・まい）
24歳、悠太の元カノ。悠太をふっておきながら、
再び悠太の前に現れる。

松島秀人（まつしま・ひでと）34歳、
「パン焼き
工房・まつしま」
オーナーシェフ。東京で修行し
故郷の伊予南市にベーカリーレストランを開く。

話、詳しく聞かせてもらいましょ

前回までのあらすじ
「パン焼き工房・まつしま」のスイーツの美
めのイベント企画を考えることに。一方大阪

味しさに感心した悠太たちは、店の宣伝のた

庄は投資ファンド副社長の次川に会っていた。

では、広岡が伊予南を愛おしく思い出し、新

次川の笑みが苦笑いに変わった。

好奇心と警戒心の入り混じった光を目にた

ト・ファンド 副 社 長 のショーン・次川は

アメリカの投資ファンド、ヴィンセン

「株の購入は二名島バッテリーの本社工場

ないと話になりませんね」

南市の正式な意向なのか、説明してもらわ

なぜなのか、そもそもあなたの提案が伊予

「二名島バッテリーの株を購入したいのは

たえ、身を乗り出してきた。
移転を阻止するためです。私は大渡晴美市

うか」

「その前に約束していただけますか？ こ
長の指示であなたに会いに来ました」

バイスプレジデント

の話はくれぐれも他に漏らさないでいただ
「なるほど」

我々がこのまま株を買い占めて発行済み株

「あなた方……伊予南市の市長やあなたは、

次川は白ワインを一口飲んだ。

きたいんです」
新庄も次川に身を寄せ、声を潜めていっ
た。
ウェイターが白ワインとコーヒーを運ん

本題に入ります。いくらなら売っていただ

「ありがとうございます。それでさっそく

た。

笑みを浮かべて「約束しましょう」と言っ

白ワインを受け取った次川は嬉しそうな

長はすでに本社工場の移転に向けて動き出

のですか？ 二名島バッテリーの榎太一社

ァンドの副社長ともあろう方がご存知ない

「そうじゃありません。ヴィンセント・フ

張するようになる、
そう考えたわけですね」

拒否権を振りかざして本社工場の移転を主

式の三分の一を保有するようになったら、

けますか？」
しています。我々が阻止したいのは榎社長

できた。

「ちょっと待ってください」

転がっている。ちゃぶ台の上はビールやチ

Ｏ

「今回の件、最高経営責任者のヴィンセン

ューハイの空き缶だらけだ。喜多嶋と畳部

Ｅ

トに話しましょう。イエスでもノーでもこ

屋で酒を飲んでいていつの間にか眠ってし

Ｃ

ちらから電話します。それほど時間はかか

次川は意外な顔をして新庄を見つめ、納
得したようにうなずいた。

た。
新庄はぎこちない仕草で握手に応じた。

「出来たわ！」
麻衣の感極まったような声で悠太は目を
覚ました。目の前には喜多嶋の大きな体が

悠太は麻衣の隣に椅子を置いて座り、パ

てくれない？」

「つい熱中しちゃって。ねえ、ちょっと見

「ずっとやっていたの？」

明け方近くらしい。

から見える東の空が白み始めている。もう

悠太は明かりの灯る事務所に入った。窓

まったのだった。

新庄さんとおっしゃいましたね。私たちが
あなた方に株を売却するとしたら、二名島
バッテリーに買い取ってもらいたいと提案
した金額から一円もまけるわけにはいきま
せんよ」
「
『背に腹は代えられない』が大渡市長の
考えです」
「太っ腹ですね。しかしそれで全てが解決
かと言うとそうはいかない。と言うのも
我々はまだ発行済み株式の三分の一を取得
していません。保有比率は十七パーセント
です。拒否権を手に入れるためにはあなた
方は残りの十三パーセントを買い取るか、
榎社長の親族や地元の金融機関、メガバン
クなど他の大株主を味方に付けなければい
けない。出来ますか？」
「大渡市長は榎社長の娘です。地元の金融
機関も我々の側に立ってくれるでしょう。
あなた方はメガバンクを味方につけて拒否
権を獲得しようとしていたのでしょう？
私たちも同じように動こうと思っていま
す」
「なるほど」
次川は満足げに白ワインを飲み干した。

次川は立ち上がり右手を新庄に差し出し

らないでしょう」

の企みです」

お

第十六回 悠太、「馬鹿者」
の片鱗を見せ始める その二

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。
な ん

よ

い

「さすがは榎社長だ。そういうことか……。

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……。

イラスト ●丹下京子

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、
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。

「起きなさいってば！」
悠太は目を開けた。麻衣が悠太を起こそ

送ってＯＫ が出たら、すぐにパン焼き工
房・まつしまのホームページに合体させる
うと体を揺すっていた。鳴っている音楽は

ソコン画面を覗き込んだ。
麻衣が作ったイベント・パーティー募集
わ。イベントやパーティーを開催したい人

のに、どうしてあたしが悠太を起こさなけ

「もう！ 二時間したら起こしてと頼んだ

悠太はケータイに手を伸ばした。

ているのよ」

「悠太のケータイ、さっきから何度も鳴っ

用のホームページが表示されている。なか

麻衣は腕を伸ばし、あくびをした。

ケータイの着メロだ。

房・まつしまの店内写真と、裏手の高台か
「さてと……あたし少し寝るから、二時間

の応募、どのくらい来るかしらね」

ら見下ろせる伊予南市の美しい風景写真が
ほどしたら起こしてくれない？」

なか洗練されたデザインで、パン焼き工

あしらわれ、大きな文字で「素敵な一日を、
「分かった。任せておいて」
麻衣が二階に上がるのを見届けた悠太は

ここで、あなたに」というキャプションが
添えられている。

たの。
写真で見てもすごく素敵な景色よね」

「松島さんに頼んでデータを送ってもらっ

た。人影がよぎったようにも見えたが誰も

悠太は窓際に行き、ガラス越しに庭を見

事務所の窓の外で何かが動いた気がした。

を蹴飛ばした。

鬱陶しいわ！」

よ！ でかいのが横たわっていると邪魔で

ればいけないのよ！ あなたも起きなさい

麻衣は店内写真をクリックした。パン焼
いない。気のせいだろうか。昨晩、何者か
「電話にはすぐに出なさい！ 何度も電話

パソコンの電源を落とし立ち上がった。

き工房・まつしまの外観や内装、料理など
が電柱の陰からこちらをうかがっていた。
したのよ！」

「写真、撮ったっけ？」

の写真十数点が並ぶページに切り替わる。
そのせいで神経が過敏になっているのだろ
電話は大渡晴美市長からだった。名乗ら

麻衣は畳部屋の隅に転がっている喜多嶋

「これらの写真一枚一枚に説明を入れて、
うか││。
なくても声と口調で分かる。
「石打くん、あなた、今朝の伊予南新聞、

「地元の新聞よ。取っていないのならさっ

読んだ？」

振動と音楽……もしかして車での移動中
さと駅の売店で買ってきなさい。あの人が

鳴っている。電子楽器が演奏する「星に願

体が揺れている。頭の上あたりで音楽が

クリックすると読めるようにしたいの。そ
れから何枚かの写真が入れ替わりにトップ
ページに表示されるようにもしたいわ」
麻衣は画面をトップページに戻し、伊予

見える四季折々の風景や、満天の星が降り
にいつの間にか眠ってしまっていたのだろ
動き始めたわ。その件で大事な話があるか

「え？」

注ぐ夜景などの写真数点が次々に表れる。
うか。
ら今日の午後一番にわたしのところに来

いを」だ。

「すごいな」
「悠太、起きてよ！」

南市の風景写真をクリックした。高台から

「でしょう？ フェイスブックやインスタ

な増産・研究開発投資を行わなければ勝ち

伊予南市にある本社工場の移転を検討して

一氏は伊予南新聞のインタビューに答えて、

「二名島バッテリーの創業者で社長の榎太

ー、本社工場の移転を検討」とあった。

あることをきっかけに、その時期はもう終

地元への恩返しをするためだった。しかし、

雇用の維持・創出を通じて創業の地である

それでも伊予南市にとどまってきたのは、

コストダウンに踏み込むことはできない。

「その二名島なんとかという会社の社長、

ような顔をした。

に決まっている。

たら、喜多嶋が騒ぎ出してややこしくなる

ずも押してしまった││そんな経緯を話し

は三百七十円のベーコン目玉焼き朝食の食

そんな予感にとらわれたのだ。

口に出したら本当にそうなってしまう。

先は言わなかった。

て」

麻衣の声が聞こえる。何だか切羽詰まっ

Ｓ

「あの人が動き始めたというのは何の話で

Ｎ

グラムにも出すつもりよ。
ソーシャルメディア
た感じだ。まさか、運転手は僕で、居眠り

Ｓ

映えするのでどんどん拡散してもらえそう
すか？」

は好調で、今期も増収増益を見込む。しか

運転を咎められているのだろうか。

電話は切られていた。
し電池をめぐる国際競争は激しさを増して

でしょう？ このページ一式を松島さんに

悠太は事務所兼社宅を飛び出し伊予南駅

キオスクで伊予南新聞を買い一面を見た
残れない』と榎社長は言う。榎社長はさら

おり、
『いっそうのコストダウンと積極的

瞬間、大渡晴美市長が何を言おうとしてい
にこう続ける。
『人件費や物流費が高い国

へと急いだ。

るのか理解した。

いることを明らかにした。すでに移転先の

わったと考えるようになった』││。ある

内にとどまっている限り、よりいっそうの

用地選定に入っており、年内をめどに移転
ことって何だろうな？」

一面トップの見出しに「二名島バッテリ

を開始、来年半ばには移転を完了する予定
「さあ」

悠太はとぼけてみせた。

だと言う」││。
「どうするんだよ！ 二名島バッテリーが

ヴィンセント・ファンドの提案に応じて
元社員たちが競うように株を売っており、

出ていったらこの街、完全にやばいじゃな
いかよ」

どうして移転するとか言っているの？ 新

「いずれにしても伊予南市はもうまちおこ

券を買って厨房スタッフに渡し、梅田の雑

それに失望した榎社長の背中を悠太が図ら

聞には何と書いてあるの？」

しどころじゃないんじゃないか」

踏を三階から見下ろす窓際のカウンターに

記事に目を通した喜多嶋が悠太を責める

「
『工場移転はいっそうの成長を目指すた

「逆だと思います。この件で今日、大渡市

を見た。

一つ席を置いた隣の男がちらりとこちら

午前七時過ぎ、身支度を整えた広岡卓次

られる食堂があるとは知らなかった。

今どきのカプセルホテルには朝食を食べ

め』と書いてある」

座った。

喜多嶋と麻衣は悠太を見つめたが、その

の西朱雀商店街での伊予南フェア……」

長に呼び出されました。もしかしたら来月

喜多嶋は記事を読み上げた。
「スマートホン向けや車載用の電池の需要
は拡大しており、二名島バッテリーの業績

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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男はすぐに視線を戻し、朝食を食べ始め
たが、やがてまた広岡に視線を向ける。
広岡は男を無視したが、いつまでも見続
けるので我慢できなくなり、顔を横に向け

「世の中というのはそういうものかもしれ
られなくなってきているのだ。

庄の言う通り、気がはやり、じっといてい

確かもしれません。さてと……」

らざるを得なくなってきたと言った方が正

悪い意味でも変わろうとしています。変わ

「広岡さん、伊予南市は今、いい意味でも

ませんね」
新庄は涼しげな顔で湯飲みを口に運んだ。
「新たな展開がありましてね」
新庄がお茶を飲みながら話しかけてきた。
「二名島バッテリーの榎社長が本社工場の

て男を見返した。
相手の男がぽかんと口を開け、その拍子

「私はこちらまで車で来ています。市長と

新庄は立ち上がった。

の伊予南新聞が報じています。伊予南市で
の面会は午後一番なので九時ごろに発とう

移転を検討していると公表しました。今朝

広岡もあんぐりと口を開けた。
は今、大騒ぎですよ」

にウインナーのかけらが皿にこぼれ落ちた。

伊予南市から二百キロも離れた大阪・梅

宿泊したカプセルホテルの食堂で、なぜ伊
し始めました。来月、東京の西朱雀商店街

「それから石打くんたちが本格的に動き出

大阪で仕事を探すと言うのなら別ですけれ

ていってあげてもいいですよ。どうしても

予南市に戻りたい気持ちがあるのなら乗せ

と思いますが、広岡さん、あなたにもし伊

予南市役所の新庄と隣り合わせにならなけ
で伊予南フェアを開きます。商店街の通り
どね」

広岡は思わず新庄を見た。

ればならないのだ。
を伊予南の色に染めようというわけです。

田の、それもホームページで見てたまたま

「ベーコン目玉焼き朝食をご注文の方
広岡は何も言わず朝食を食べ続けた。

伊予南市は今、風雲急を告げているという
か、いろいろ煮詰まってきましたね」

……」
厨房スタッフの声が聞こえたが、広岡は

広岡は朝食を受け取りに席を立った。

か？」

さんがご注文されたのではありません

「ベーコン目玉焼き朝食、もしかして広岡

いませんか？」

「ベーコン目玉焼き朝食の方、いらっしゃ

おきのアイデアをお持ちじゃないですか。

「広岡さん、あなたはまちおこしのとって

というんだ」

「利いた風な口をきくな。俺の何が分かる

ずうずしてきたのではありませんか？」

「広岡さんも気持ちがはやるというか、う

込んだ。

せ「何とも言えないんです」と頭をかいた。

悠太は喜多嶋、麻衣の二人と顔を見合わ

はどうなの？ 順調それとも不調？」

西朱雀商店街での伊予南フェアの進捗状況

「石打くん、時間がないので本題に入るわ。

ーブルには今朝の伊予南新聞が置いてある。

人にソファに座るよう顎をしゃくった。テ

みしたまま悠太、
喜多嶋、
麻衣を出迎え、三

伊予南市役所の応接室で大渡晴美は腕組

カウンターに戻ってきた時、新庄は食事
それを実行に移すチャンスが来たとあなた
「どういうこと？」

広岡は新庄から顔をそむけ、ご飯をかき

を終え、カウンターに置いてあるポットか
は今、内心思ったのではないですか？」

席に着いたまま新庄をにらみ続けた。

ら湯飲みにお茶を注いでいた。
「順調に進んでいるようにも思えるし、停
滞しているようにも思えるし」

広岡はベーコンを口に放り込んだ。ベー
コンは好物なのに味がよく分からない。新

「まさかよりによってこんなところで一番
会いたくない奴に会うとはな」

「まじに決まっているじゃない。それで、

う問い合わせがあったんだって」

喜多嶋が悠太に目をむいた。

その問い合わせをしてきた人は結婚式と披

「背中を押したってお前、何をやらかした

リストはいつ出来上がるの？」
ケータイが鳴った。着メロは『アナと雪

露宴をパン焼き工房・まつしまでやりたい

「煮え切らないわね。そういう時は間違い

「それは……」
の女王』だ。麻衣が鞄からケータイを出し、

んだって。列席者は数十人になりそうなの

「まじっすか？」

「まごまごしている暇はないわよ。という
驚いた顔をして席を立った。

で、もし本当に開いてくれることになった

んだよ」

のも今日あなたを呼び出したのは、西朱雀
「話はこれで終わり」

ら、松島さん、ビワのコンポート、全部買

なく停滞しているのよ。名産品・特産物の

商店街での伊予南フェア、五月中の開催を
晴美も席を立った。

「 一週間早めたらあと三週間しかないで
ること、いいわね」

「以上二つのミッションを大至急やり遂げ

入りのタピオカミルク、デザートに出して

い取ると言っていたわ。ビワのコンポート

一週間早めてほしいからよ」

す」

「あと三週間もあるじゃない。できなけれ

叫ぶ喜多嶋を晴美はにらみつけた。

要求されるかもしれないと覚悟した。しか

出された時、伊予南フェアの開催前倒しを

悠太はうなだれた。今朝、晴海から呼び

「小笠原一徹さん、こう言っていたわよね。

みたいって」

ばあなたたちはクビ、契約を打ち切るわ。

しまさか榎の翻意を促すような経済的メリ

『もしビワのコンポートを使った特産品を

売り切ってくれたら、俺が協力するだけじ

考え出し、ここにある約百個のビワを全部

喜多嶋が目をむいた。

「と言うことは……」

それからもう一つ、石打くん、あの人が以

ットまで考えさせられるとは想像さえして

き よだ に

前、清谷のホテルで言ったことを覚えてい
いなかった。
「やったわ！」

る？ 『移転を撤回する条件はただ一つ、
伊予南市にとどまった方が二名島バッテリ

経済的なメリットがあれば榎社長は移転を

「二名島バッテリーの工場移転の話ですね。

明だ』
」

「問い合わせがあったって。今、パン焼き

「ちょっとあなた、何なの？」

「悠太！ これで二歩も三歩も前進よ！」

てきた。

「渋滞に巻き込まれ遅くなってしまい大変

ゃない。俺から他の生産者にも声をかけて

辞めてもいいと……」

工房・まつしまの松島シェフから電話があ

申し訳ありませんでした。実は出先で広岡

麻衣が市長室に飛び込むようにして戻っ

「その経済的なメリットを考えなさい」

って、あたしが作ったパーティーやイベン

さんに偶然会いましてね。広岡さん、来月

ーにとって経済的メリットがあるという証

「一度に二つも無理ですよお」

トの募集ページを元からあるホームページ

の伊予南フェアで、ずっと温めていた、と

です」

新庄は晴美に頭を下げ、言った。

入ってきた。

ドアがノックされ、新庄と広岡が部屋に

やるよ』って」

「あなたには頼んでいないわ」

に合体させたら、二時間も経たないうちに

っておきのアイデアを実行したいと言うん

晴美はグズる喜多嶋を一喝した。

『パーティーを開きたいので、パン焼き工
房・まつしまを訪ねてみたいのだが』とい

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！

Shibuya Kazuhiro

94
95

「あの人の背中を押したのは石打くん、あ
なたなのよ。責任を取りなさい」
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