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。

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。

な ん

よ

亀田太（かめだ・ふとし）
29歳、伊予南市役所・地域振興課員。

前回までのあらすじ
新庄は︑大阪で投資ファンドの次川に会い︑
工房まつしまのイベント募集に協力し︑悠太

広岡に偶然再会した︒一方︑麻衣はパン焼き

岡さん︑来月の伊予南フェアで︑
﹁別に〝とっておく〟つもりがあったわけ

おき〟なの？﹂

場移転の翻意を促す案を求められた︒

は市長からフェアの前倒し開催と榎社長に工

ずっと温めていた︑とっておきの

﹁どんなアイデアですか﹂と勢い込んで聞

新庄の言葉に悠太は思わず立ち上がり

び込もうというアイデアです﹂

南フェアをきっかけに︑伊予南市に人を呼

かっただけです︒俺が考えているのは伊予

じゃないです︒ただ実行するチャンスがな

いた︒
﹁だからどういうアイデアですか？﹂

アイデアを実行したいと言うんです﹂

﹁それをこれから広岡さんに説明してもら
悠太は興味を抑え切れずに︑また声を発
した︒

いましょう﹂
新庄が広岡の背中を押した︒
﹁ それを今から話してくれるんじゃない
の！ 鬱陶しいから座りなさいよ﹂

う っと う

広岡は緊張からかむすっとした顔で大渡
晴美市長の前に立った︒

太は渋々腰を下ろした︒

麻衣にポロシャツの裾を引っ張られた悠

﹁その前に⁝⁝いろいろご迷惑をおかけし
﹁そのキーワードは〝体験〟です︒モノで

﹁話しなさい︒時間はまだ少しあるから﹂

ました︒お詫びします﹂

す﹂

はなくてコト︑他では得難い濃密な時間で

美は手を振って否定した︒
﹁そんな体験や時間が伊予南市にあるとい

広岡は殊勝な面持ちで頭を下げたが︑晴

﹁謝ることなんか何もないわ︒広岡さんの
うの？﹂

産品の製造体験︑野山での山菜採り︑星空

﹁農作物の収穫体験や農作物を加工した特

内容やグループの人数に応じてツアー客に

それとも山の中で過ごすか︑体験ツアーの

駅の周りに泊まるか︑田園地帯にするか︑

されるようにするの︒あたし︑作ってみた

﹁あんた︑この伊予南市にいったい何年住

くなという顔をした︒

が本当に腐っていたりするのよ︒どうやっ

どが廃屋なのよ︒喩えではなくて土台や柱

家が腐るほどあるわ︒でもそれらはほとん

﹁その通りです﹂

悠太は悪びれずに﹁はい﹂と返事した︒

ずいた︒

晴美の質問に広岡は﹁もちろん﹂とうな

地域おこし協力隊員としての任期はまだ残
っているのだから︑その間に成果をだして

やホタルの観賞︑都会では得られない体験
選んでもらう﹂

くれればいいの︒それよりも何が〝とって

をここでは山ほど味わえます︒
﹃あなたも
﹁宿泊できる古民家をホームページで一覧
できるようにしましょうよ︒それで参加人
数や値段や場所を入力すると︑選択した条

﹁どこに泊まってもらうんですか？ 駅前
いわ︒一︑
二週間あればできると思う﹂

件を満たす古民家だけが絞り込まれて表示

のビジネスホテルは二十五部屋しかないし︑
﹁ちょっと待ちなさい﹂

ゆ うう つ

晴美が麻衣の言葉をさえぎった︒

んでいるんだよ︒都会の人間にとってこれ

て宿泊できるようにするの？ 古民家をリ

﹁ここにはたしかに誰も住んでいない古民

以上は望めないほど魅力的な宿泊施設がこ

ノベーションできる専門の業者なんてこの
あたりにはいないわよ﹂
﹁心当たりがあります﹂

﹁市長もよくご存知の人です﹂

悠太は晴美ににっこり笑いかけた︒

﹁駅の周りにも山あいの日下部地区にも︑

﹁わたしがよく知っている？ まさか⁝⁝

き よた に

さんあります﹂
﹁そういうことだ﹂

﹁体験ツアーの参加者には人数に応じて︑

﹁伊予南市の危機なんです︒いろんな人を

﹁あなた︑娘を巻き込もうというの？﹂

それぞれに適当な古民家に泊まってもらう︒

広岡は悠太ににっこり笑いかけた︒

あなた⁝⁝﹂

それから清谷にも空いている古民家がたく

悠太は声を張り上げた︒

﹁古民家ですね！﹂

﹁これ以上はないほど魅力的？﹂

こにはいくらでもあるじゃないか﹂

新庄の質問に広岡はつまらないことを聞

するような部屋ばかりですよ﹂

しかも古びて薄汚れていて泊り客を憂鬱に

麻衣が歓声を上げた︒

﹁面白そう！﹂

ェアで募集をかけるんですよ﹂

そんな体験をしてみませんか﹄と伊予南フ

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
再び伊予南市にやってきて、悠太の仕事を手
伝い始める。

広

第十七回 悠太、「馬鹿者」
の片鱗を見せ始める その三

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。
い

名女川直行（なめかわ・なおゆき）
27歳、麻衣の会社員時代の先輩で彼氏、麻衣
を追いかけて……。
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

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。

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。

﹁話はまだ終わっていないわ︒最後まで聞
ロジェクトに挑み︑自己資金で事業を継続

増やしたらそのお金で新たなまちおこしプ

の二千万円を伊予南フェアで増やしなさい︒

だと思います﹂
きなさい︒そういうわけなので新庄︑あな
させ︑
拡大していきなさい︒いいわね︑
自己

晴美は新庄をにらみつけた︒

﹁まったく！ もっともらしいことを言っ
たには今月末をもって市役所を辞めてもら

巻き込み︑大きな渦をつくっていくべき時

ちゃって﹂
資金が尽きたらあなたは露頭に迷うのよ﹂

てもらうわよ﹂
﹁それから広岡さん︑あなたも取締役とし

新庄は神妙な顔をしてうなずいた︒

うわけだけれど︑まちおこしの仕事は続け

﹁ というわけで市長︑いかがでしょう？
﹁どういうことですか？﹂

麻衣が呆れた顔をしてみせた︒

広岡さんの提案を実行に移すというのは

﹁なら決まりね﹂

﹁私は面白いのではないかと﹂

てみたい？ やれると思う？﹂

ていないで︑あなたはどう思うの？ やっ

﹁新庄︑そんな評論家みたいなことを言っ

とよ︒
﹃まちおこしが上手くいかなければ

つしかないと思いついたわ︒退路を断つこ

持ちで取り組んでくれるかって︒答えは一

剣に考え︑我がこととして切羽詰まった気

すれば新庄︑あなたたちがまちおこしを真

﹁わたし︑以前から考えていたのよ︒どう

てこの街に骨を埋める覚悟で取り組んでみ

ではないけれど︑いい加減過去を振り切っ

ゃないの！ あなたの気持ちは分からない

﹁いつまでも恨みつらみを言っているんじ

広岡が驚いた顔をして新庄を指さした︒

一緒に？﹂

﹁俺が︑ですか？ よりによってこの男と

て新会社に加わりなさい﹂

晴美は脚を組み替え︑新庄を見つめた︒
進退極まり︑生活にさえ困るかもしれな
なさい！﹂

新庄はますます混乱した顔になった︒

﹁新庄︑あなたには伊予南市役所の職員を
い﹄
︒そのくらいの危機意識を持たなけれ

⁝⁝﹂

辞めてもらうから︒ありていに言えばクビ︑
ばお役所仕事の範疇を超えられないのよ︒
広岡は晴美を見つめ︑コクリとうなずい

諭旨解雇をこの場で内々に申し渡すわ﹂

﹁あなたの部下の亀田太が起こした不祥事

﹁あの⁝⁝何の話でしょうか？﹂

行︑そして新庄︑新会社の責任者はあなた

に取り組んでもらうのは伊予南フェアの実

ちおこしを担う新会社を設立します︒最初

三人同時にため息をついた︒

三人は一階ロビーのベンチに腰を下ろし︑

市長室を後にした悠太︑麻衣︑喜多嶋の

た︒

の責任を取ってもらう話よ︒亀田は脅しの
がやるのよ﹂
﹁どうするよ？ やらなければいけないこ

新庄︑よく聞きなさい︒来月一日付けでま

ような書き置きを再三︑石打くんに送りつ
﹁まじ⁝⁝ですか？﹂

新庄の目が点になった︒

け︑挙句の果てに器物損壊で書類送検され

﹁この顔が嘘や冗談を言っているように見
が途方に暮れた顔をして言った︒

とが山積みだぞ﹂

で処分を確定するけれど︑私の方針はもう
える？ 新会社の資本金は二千万円︑伊予
﹁でかい図体をしているのに本当に意気地

新庄が口をあんぐりと開けた︒

決まっているの︒亀田は懲戒解雇︑あなた
南市が五十一パーセント︑伊予南銀行が
なしね︒一人ひとり︑やるべきことをやる

てしまった︒正式には今月末の懲罰委員会

は諭旨解雇︑事前に通告しておくわ﹂
四十九パーセントを出資するわ︒まずはこ

市長室ではずっと押し黙っていた喜多嶋

﹁でもなぜそれを今⁝⁝﹂

して﹂

ているなんて︒おまけに仕事を手伝ったり

﹁市役所が持っているのなら貸してもらう

﹁そのことだけれど︑はっきりさせておい

悠太が言った︒

とか︒パン焼き工房まつしまでのイベント

た方がいいと思うんだ﹂

しかないじゃない﹂

や体験ツアーで人を呼び込むとなると︑移

﹁はっきりって？﹂

麻衣が喜多嶋を叱りつけるように言った︒

動の足が必要になると思います﹂

悠太はうなずいた︒

﹁だよね﹂

﹁僕︑古民家の再生のことで市長の娘さん

﹁麻衣の立場だよ︒アルバイトとか契約社

度︑四分地社長に相談してみるよ﹂

ろう？ 給料ももちろんもらわないと︒今

だから立場は明確にしておいた方がいいだ

員とか︑まちおこしのために働いているん

﹁それはそうだな﹂

手席に乗せて事務所兼社宅に戻った︒

喜多嶋を市役所に残し︑悠太は麻衣を助

喜多嶋は悠太の言葉に素直にうなずいた︒

に連絡を入れてみるよ︒彼女︑古民家再生
が専門だから﹂
﹁悠太︑何だか嬉しそうね﹂
こ

麻衣がひんやりした視線を悠太に向けた︒
ひと

﹁その女︑この前の娘でしょう？ 仕事に

好きで居候しているんだから﹂

﹁そんなことしてもらわないでもいいわよ︒

な歯車がようやく回り始めた︒本来ならも

﹁そういうわけにはいかないよ﹂

伊予南市のまちおこしに向けて︑いろん

よ﹂

っと気持ちが盛り上がっていいはずなのに︑

私情や痴情を持ち込むのはよくないと思う

﹁そんなんじゃないよ︒彼女の力が必要な

﹁相変わらず融通が利かないのね﹂

の女王﹂だ︒

ケータイの着メロが鳴った︒
﹁アナと雪

胸のつかえは取れなかった︒

がないのだ︒

晴美から出された宿題が気になって仕方

んだ﹂
﹁へえ︑そうかしら︑まあ︑いいけれどね︒
でもその前に︑あたし︑仮眠を取りたいの

ない？ 少し休みを取ったら古民家を一覧

とを覚えている？ ﹃移転を撤回する条件

﹁あの人が以前︑清谷のホテルで言ったこ

﹁電話に出ないでいいの？﹂

消す︒

て顔を曇らせた︒舌打ちしながら着メロを

麻衣が鞄からケータイを出し︑画面を見

できるホームページのデザインを考えてみ

はただ一つ︑伊予南市にとどまった方が二

﹁いいの﹂

晴美は言った︒

るわ﹂

名島バッテリーにとって経済的メリットが

で悠太︑事務所兼社宅まで車で送ってくれ

﹁俺はどうしたらいい？﹂

麻衣は眉間にしわをよせケータイをポケ

あるという証明だ﹄
︒石打くん︑あなた︑

ットにしまった︒

に上がったのを見届けてから︑悠太は事務

麻衣が仮眠を取りに事務所兼社宅の二階
にはなかった︒

呼出音が二度︑三度と鳴るにつれて心臓

れた︒

所に行き︑ケータイで大渡薫子に電話を入

﹁あたし︑悠太を振ったのに助手席に乗っ

麻衣がおかしそうに言った︒

﹁何だか変な感じね﹂

とてもそんなメリットなど思いつけそう

その経済的なメリットを考えなさい﹂

喜多嶋が割って入った︒
﹁ホームページのデザイン︑俺も手伝おう
か？﹂
﹁いいえ︑けっこうです﹂
麻衣がきっぱり言った︒
﹁それよりも喜多嶋先輩はマイクロバスを
どこかで調達してもらえませんか﹂

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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﹁お話︑早い方がいいですよね︒今週末は
新庄は振り返った︒

経験なんかないよな﹂

﹁ちょっと待てよ︒あんた会社を経営した

えられなくなった時︑相手が電話口に出た︒
予定がないので伊予南市に帰ろうと思えば

薫子が弾んだ声を出した︒

﹁あの⁝⁝石打悠太です︒ご無沙汰してへ
帰れます︒土曜日の午後︑そちらにお邪魔

の鼓動が激しくなっていく︒これ以上は耐

ます︒突然電話してしまって申し訳へあり
しましょうか﹂
新庄の他人ごとのような物言いと涼しげ

﹁もちろん︑
私は市役所一筋でしたからね﹂

ょますん﹂

合うといつも苛立ち︑怒りを抑えられなく

な顔を見て広岡はむっとした︒新庄と向き

悠太はケータイを握りしめたまま電話口
なるのは︑この男が離婚した妻の背中を押

﹁よろしくお願いいたします！﹂

の向こう││大学の授業で大阪にいるはず
すようなことを言ったからだけではない︒

平静を保とうと努めたが声が震えてしま

﹁こちらこそ︑ご無沙汰しています︒清谷
の薫子に向かって深々とお辞儀した︒

いうまく話せない︒

に行く途中ですれ違って以来ですね﹂

さい﹂

﹁あ⁝⁝新庄に広岡さん︑ちょっと待ちな

ないのだ︒

こいつの喋り方や態度がそもそも気にくわ

た︒

麻衣の声に悠太はぎくりとして振り返っ

﹁悠太﹂

薫子が言った︒薫子もまた緊張している
ように悠太には感じられた︒
﹁あの⁝⁝﹂
二階で仮眠を取っているはずの麻衣が途
方に暮れた顔をして畳部屋からこちらを見
﹁大事な話を伝え忘れていたわ︒亀田太︑

と二人が同時に言い︑しばし沈黙が続い
た︒
下ろしていた︒

市長室のドアを開けて晴美が出てきた︒

﹁あの⁝⁝実は古民家の再生のことでご相

あなたが説得しなさい﹂

彼にも新会社に加わってもらうから︒新庄︑

るって﹂
﹁彼を入れるのですか？﹂

﹁大渡薫子さん︑週末にこちらに来てくれ

すか﹂
﹁彼が来ちゃったの﹂

談したいことがあるんです︒今︑大丈夫で

﹁古民家ですか？﹂

﹁あたしを追いかけてきて︑今︑伊予南駅
社の名前を明日までに考えておいて﹂

任を持ちなさい︒それからもう一つ︑新会

﹁新庄︑亀田のことはあなたが最後まで責

﹁そうなんです︒都会の人たちを伊予南市
に着いたって︒迎えに来てほしいって﹂
﹁はあ⁝⁝﹂

悠太はきょとんとした︒

に呼び込み︑古民家に泊まってもらうとい
﹁彼って︑まさか付き合っていた先輩のこ

薫子の声の調子が変わった︒

うプロジェクトが動き出したんです︒それ
﹁つまらない名前だったら承知しないから

を﹂だ︒悠太は今︑目の前で起きている事

ないか？﹂

あるんだ︒今晩の飛行機で東京に来てくれ

新庄の頼みに︑広岡は﹁仕方がねえな﹂

ますか﹂

﹁広岡さん︑社名の件でお知恵を拝借でき

晴美は市長室に戻り︑ドアを閉めた︒

ね﹂

とか？﹂
麻衣はうなずいた︒

で⁝⁝﹂
悠太は広岡のアイデアをかいつまんで説
明し︑いくつもの古民家を短期間で再生す

れた広岡は前を行く新庄の背中に声をかけ

悠太たち三人に続いて市長室を追い出さ

いと一気に話した︒
た︒

るにはどうしたらいいか相談に乗ってほし

﹁面白そう！﹂

とうなずいた︒

悠太は伊予南駅前に車を停めた︒
フロントガラス越しに駅前のロータリー
や駅舎の中を見回したが︑麻衣の彼氏らし
い男は見当たらない︒
駅の周辺にいるのはバスの発着を待つ老
夫婦と中年の女性の二人組︑駅前のベンチ
脇でせわしげに煙草を吸っている小太りで
小柄︑頭頂部がすっかり薄くなった中年男
だけだ︒男はたぶん四十代だろう︒年恰好
からすると麻衣の彼氏ではない︒
﹁彼氏︑いないみたいだけれど︑本当に来
ているのかな﹂
﹁来ているわ﹂
麻衣が重苦しい口調で断定した︒
﹁どこに？﹂
ひと

﹁目の前︑ベンチの近くで煙草を吸ってい
る男﹂
﹁でも麻衣は以前︑彼氏のことを確か三つ
上の先輩だとか言っていたよね﹂
﹁そう︑三つ上の先輩﹂
﹁でもあの男は⁝⁝﹂

態から逃げるように電話に出た︒

﹁え？﹂

ひと

ああ見えるけれど二十七歳なの﹂
﹁あの男︑

﹁久しぶりだな︒元気にやっているか？﹂

ひと

悠太は麻衣をまじまじと見つめた︒麻衣

相手は四分地だった︒悠太や喜多嶋が勤

四分地は有無を言わせない口調だった︒

要なんだよ﹂

﹁予期せざる事態が起きてね︒君の力が必

は眉間にしわを寄せている︒冗談を言って

めている西朱雀プロジェクトの社長だ︒
﹁急な用件で悪いが︑君に頼みたいことが
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いる顔ではない︒
ケータイの着メロが鳴った︒
﹁星に願い
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