連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！

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。

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……。

な ん

よ

資ファンド、
ヴィンセント・ファンド副社長。

バイスプレジデント

前回までのあらすじ
悠太を東京に呼び戻した四分地は︑西朱雀地
元妻の手紙を読み伊予南市への思いを新たに

蔵通りの空き店舗活用法を相談する︒広岡は

いるんだよ︒お前︑ここに並べられる伊予

南市のアンテナショップにしようと思って

アを開いた後︑この仕舞屋を伊予

朱雀地蔵通り商店街で伊予南フェ

が︑本当にパーティーを開いてくれたら︑

しまのウェブサイトを見て連絡してきた人

れた︒麻衣が作った︑パン焼き工房・まつ

に売り切ったら協力してやる﹂と言ってく

一徹は﹁ビワのコンポートを一週間以内

て二名島バッテリーの榎社長の家に向かう︒

した︒大渡市長は株買取りの件で新庄を連れ

南市の名産・特産品と生産者のリストを明
ビワのコンポート全て売り切るのは決して

し もた や

日の朝までに作ってくれないか﹂

続いて伊予南市の名産である夏みかんや

夢ではない︒

らそう指示された悠太は︑四分地に寿司を
魚介類の生産者たちの名前をリストに加え

西朱雀プロジェクト社長の四分地恒三か

ご馳走になった後︑一人︑西朱雀プロジェ
た︒生鮮食品をアンテナショップで売るの

リストを作りながら︑悠太はどこか物足

は難しいが加工品なら大丈夫だろう︒

クトの事務所に戻った︒
リュックサックから伊予南市の生産者に
ついての資料を出し︑パソコンに向かう︒

アンテナショップは小学校の教室ほどの

りない気持ちにもとらわれた︒

んだせいで瞼が少し重いが︑仮眠を取る暇
小体な店だ︒棚を商品で埋めるのはそれほ

生ビールの小グラスと冷酒を一合ほど飲

はない︒と言うか︑横になったら朝まで爆
ど難しくはないだろう︒

パン焼き工房・まつしまの庭から見たあの

悠太は伊予南市の風景を思い浮かべた︒

の︒それよりもお父さん︑パジャマ着ちゃ

か︑お手伝いさんに調べておいてもらった

って︑ワインカーブのどこに置いてあるの

した︒

ト・ファンドが焦り出したのは︑もしかし

﹁ さすがなのはお父さんよ︒ヴィンセン

太の知っている伊予南市の魅力をお客に発

せっかくのアンテナショップなのだ︒悠

気がした︒

しかしそれだけでは何だかもったいない

こ てい

睡してしまいそうな予感がした︒
悠太はアンテナショップに商品を提供し
てくれそうな生産者のリスト作りを始めた︒
日下部地区の生産者たちの若きリーダー
である小笠原一徹は外せないだろう︒

美しい山々や海︑日下部地区に広がる広葉
ったの？ 新庄は一応他人なんだから﹂

ょう？ チャンスがあれば頂戴しようと思

樹の森︑清谷の険しく神々しい山々⁝⁝︒

に着替えるなんて二度手間で非効率的じゃ
ないか︒それに新庄君に会うのは確か二度
目だよな︒まるきりの他人じゃない﹂
榎は笑みを浮かべ新庄が注いだワインを

﹁それで？ お前の話とはなんだ？﹂

一口飲んだ︒

庄に酌をさせワインを飲んでいた大渡晴美

﹁ 今日︑この新庄のところにヴィンセン
ト・ファンドのショーン・次川という副社
長から電話があったわ︒
﹃二名島バッテリ

談に乗れる﹄って︒彼らは一刻も早く二名

ーの株を売ってもいい︒値段についても相

きたらしい︒

た﹂

島バッテリーの株を手放したい印象だっ

くれない？﹂

﹁お前たちから二名島バッテリーの株を売
ってほしいと持ち掛けたのか？﹂
﹁その通りよ﹂

﹁二○○七年のシャンベルタン・グランク

て︑お父さんの仕業じゃないの？﹂

﹁やるじゃかないか︒さすが俺の娘だ﹂

リュか︒お前︑相変わらず目ざといな﹂

榎は感心したような顔をした︒

﹁ほう︑それが分かったか﹂

をまとめ買いしたと以前︑言っていたでし

﹁お父さん︑二○○七年のシャンベルタン

は晴海が飲んでいるワインのボトルを手に

パジャマに着替えて部屋に戻ってきた榎

らちょっと待っていてくれ﹂

﹁ワインか︒悪くないな︒着替えてくるか

﹁お父さん︑話があるので一杯付き合って

榎は呑気な声で言った︒どこかで飲んで

﹁社長は忙しんだよ﹂

かったわね﹂となじった︒

は︑榎を非難するようにしかめ面して﹁遅

リビングダイニングルームのソファで新

時刻は午後十時を回っていた︒

榎太一がようやく自宅に帰ってきた時︑

のだろう︒

﹁部屋着に着替えて︑それでまたパジャマ

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。

それらの素晴らしさをどう伝えたらいい

信すべきではないだろうか︒

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。

西

第十九回 まちおこしへ一歩前進 その 二

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

ショーン・次川（つぎかわ）45歳、
アメリカの投

イラスト ●丹下京子

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。

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。

リークしたのは︑二名島バッテリーの株を

﹁そもそも本社工場の移転を伊予南新聞に
惜しいな﹂

﹁お前に伊予南市の市長をさせておくのは
﹁新庄︑帰るわよ！﹂

ぎ始めている︒

かし︑あることをきっかけに︑その時期は

ある地元への恩返しをするためだった︒し

は︑雇用の維持・創出を通じて創業の地で

たわよね︒
﹃伊予南市にとどまってきたの

にはお父さんのこんなコメントが載ってい

ためでもあったんでしょう？ 伊予南新聞

と答えてくれたよ︒
﹃お前のせいで二名島

セント・ファンドの提案には応じません﹄

は例外なく﹃いくら金を積まれてもヴィン

と的中したよ︒秘書が接触した元社員たち

に俺が記者に書かせたんだ︒狙いはまんま

のコメントは︑元社員たちに釘を刺すため

﹁お前が言ったとおりだ︒伊予南新聞のあ

﹁今は他の話をする気分じゃないの﹂

ろう？ 親子の話だってあるじゃないか﹂

﹁俺たちの話題は工場移転だけじゃないだ

駄よね？﹂

るんでしょう？ これ以上話し合っても無

﹁わたしが何を言おうと︑工場移転を進め

﹁なんだよ︑今︑飲み始めたばかりじゃな

もう終わったと考えるようになった﹄
︒わ
バッテリーは伊予南市から出て行ってしま
﹁まったく︑お前は俺にそっくりだな﹂

榎は嬉しそうに目を細めた︒

たしには今一つよく理解できなかったけれ
った﹄と後ろ指を刺されるのがよほど怖い
﹁新庄︑行くわよ﹂

持っている元社員たちにメッセージを送る

ど︑元社員たちはすぐにぴんと来たのでし
らしい﹂

﹁ヴィンセント・ファンドから株を買い取

晴美は立ち上がった︒

榎が口を尖らせた︒

いか？﹂

ょうね︒どう？ お父さん︑あたしの推理
﹁それでも工場移転は進めるの？﹂
榎は晴美を真正面から見据え︑うなずい

はいい線いっているかしら？﹂
﹁続けろよ﹂

ドからの株の買い取り提案に応じなくなっ

はなりたくないと︑ヴィンセント・ファン

れた元社員たちは︑本社工場移転の戦犯に

っかけになってしまった﹄
︒そう気づかさ

ァンドへの株の売却が︑本社工場移転のき

﹁
﹃
〝あること〟すなわちヴィンセント・フ

それ︑これはこれ︑工場移転は会社の成長

る﹄などとは一言も言っていない︒それは

﹃売却をやめてくれたら工場移転を中止す

﹁最初に裏切ったのは奴らだ︒それに俺は

る元社員たちを裏切るの？﹂

﹁
﹃株の売却をやめる﹄と言ってくれてい

﹁もちろんだ﹂

う正当な目的のある増資だから︑仮にお前

ために新たに株を発行する︒工場移転とい

労だな︒俺はいずれ工場移転の原資を得る

るつもりなんだろう？ しかしそいつは徒

を集め︑工場移転に対して拒否権を発動す

代わって今度はお前たちが三分の一の株式

﹁図星だな？ ヴィンセント・ファンドに

るつもりか？﹂

た︒これ以上の株を取得するのは困難だと
のためだ﹂
たちが﹃自分たちの持ち株比率を下げるた

た︒

思い知ったヴィンセント・ファンドは︑二
﹁そう言うと思った︒お父さんらしいわ﹂
めの不当な増資だ﹄として裁判所に差し止

榎はあごをしゃくり︑ワインを飲んだ︒

名島バッテリーの株を保有する意味がなく
晴美はグラスに残っているワインを飲み

榎は晴美の顔を覗き込むように見上げた︒

なったと考え︑売却を急ぎ始めた︒すべて

新庄は気づかず︑うつらうつらと船をこ

の中ほどにあった︒一階に衣料品スーパー

以前にも言った通り︑俺が工場移転を撤回

めを請求しても︑受理してくれないだろう︒

なんでしょう？﹂

悠太はため息をついた︒広岡があんなこ

ほし︑新庄に目配せした︒

する条件はただ一つ︑伊予南市にとどまっ
とを言わなければもっと寝ていられたのに

はお父さんが仕組んだシナリオ通りの展開

た方が二名島バッテリーにとって経済的メ
⁝⁝︒

すでに商店会長や副会長らは事務所に集

が入居するビルの三階だ︒

リットがあるという証明だけだ﹂

悠太は思わず声を出した︒

が商店会のメンバーからどれほど厚く信頼

子から立ち上がり笑顔で出迎えた︒四分地

まっていて︑四分地が顔を出すと全員が椅

伊予南市の魅力を伝えるアイデアが広岡

されているか︑花咲かえでから以前︑聞か

﹁あ⁝⁝﹂

悠太は一両編成の電車に乗って車窓の景
の顔を思い浮かべた途端にひらめいたのだ︒

榎はワインを飲みほした︒

色を眺めていた︒手前にはこんもりした広

されたことがあったが︑それを目の当たり

た︒

会のメンバー十数人に配布し︑説明を始め

分地は悠太が作った生産者のリストを商店

プレゼン会議は定刻通りに始まった︒四

にするとやはり驚かされる︒

﹁簡単なことじゃないか﹂

五分も経たないうちに事務所のドアが開

いキーボードを打ち始めた︒

悠太は企画書を書こうとパソコンに向か

に見せてあげればいいのだ︒

悠太が知っている伊予南市の風景を素直

葉樹の森が続き︑樹々の切れ目から陽光に
きらめく海が見える︒
目に鮮やかな濃いブルーの海には見覚え
があった︒伊予南市の海だ︒どうやら僕は
伊予南市に戻る途中らしい︒
電車がどこかの駅に停まり︑乗客が乗っ

ちらにやってきて耳元で言った︒

はいつも午前九時半前後に出社するのだ︒

時刻は午前九時半を回っていた︒四分地

す︒中核になる自治体は今︑売り出し中の

ョップを開いたらどうかと私は考えていま

た通り︑四国の名産・特産品のアンテナシ

﹁すでに皆さんにメールで概略をお伝えし

﹁お前︑もう起きた方がいいぞ﹂

時間切れ︑企画書を書く猶予はなくなった︒

伊予南市で︑アンテナショップには季節ご

けられ︑四分地が顔を出した︒

周囲の風景が一瞬のうちに消えた︒

﹁出来上がったか？﹂

とに伊予南市の旬の野菜や果物︑海産物と

てきた︒広岡卓次だ︒広岡はまっすぐにこ

悠太は目を開けた︒ところどころ染みの

﹁リストは出来上がりました︒でも⁝⁝﹂

浮いた天井が見える︒見慣れた西朱雀プロ

けてリストを作り終え︑少し仮眠を取ろう

ン︑僕も連れて行ってもらえないでしょう

﹁今日の西朱雀地蔵通り商店会でのプレゼ

り商店街の他のどんな店とも客を奪い合い

まずアンテナショップなので西朱雀地蔵通

テナショップなのか︒理由は二つあります︒

それらの加工品を並べます︒ではなぜアン

とソファで横になっていたのだった︒

か︒
提案してみたいアイデアがあるんです﹂

ません︒さらに新たな客を呼び寄せ︑商店

悠太は思い切って言った︒

悠太は起き上がり︑デスクのパソコンを

﹁いつになく積極的だな︒どんなアイデア

ジェクトの事務所の天井だ︒明け方までか

立ち上げた︒夢の中で広岡に﹁もう起きた

街全体の売り上げを伸ばす相乗効果も期待

のメンバーを見回した︒

四分地はいったん言葉を区切り︑商店会

できます﹂

か言ってみろよ﹂

西朱雀地蔵通り商店会の事務所は商店街

四分地は興味深げな顔をした︒

方がいいぞ﹂などと言われて︑本当にリス
トを完成させたのかどうか不安になったの
だ︒
間違いない︒リストは出来上がっていた︒

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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﹁それだけではありません﹂

朱雀プロジェクトと私が教授を務めている

﹁伊予南市のアンテナショップは︑我々西

心を顔に浮かべて四分地を見つめている︒

と⁝⁝﹂

﹁では︑何のためにそうするかと申します

ーを見回したが︑皆きょとんとしている︒

悠太は四分地にならって商店会のメンバ

アーのような旅行も企画して︑旅行窓口と

します︒いずれは伊予南市での農業体験ツ

使った料理教室などのイベントを時々開催

﹁アンテナショップでは伊予南市の食材を

流します﹂

天興大学︑西朱雀地蔵通り商店会の三者の
﹁それがどんな相乗効果をもたらすという
しての機能もアンテナショップに持たせよ

誰もが﹁早くその先を聞きたい﹂と好奇

共同運営という形で世間にお披露目します︒
のかね﹂

悠太は続けた︒

その際﹃西朱雀地蔵通り商店会が手がける

です︒さらに天興大学の学生の実習の場と

創生に目を向け始めた﹄と強調するつもり

する商店街がいよいよ地域との連携︑地域

や散策の途中でほっと一息つける場所です︒

西朱雀地蔵通り商店街を訪れた人が買い物

集う憩いの場所にしたいと思っています︒

﹁あの⁝⁝僕はアンテナショップをお客が

るのではないでしょうか﹂

てもらえれば︑リピーターはいっそう増え

関〟でもある︒そんな風に訪れる人に思っ

るだけでなく〝懐かしい日本の田舎への玄

は〝おじいさんおばあさんの六本木〟であ

うと考えています︒西朱雀地蔵通り商店街

して活用するとも発表します︒西朱雀地蔵
店内には伊予南市の食材でつくった料理を
﹁なるほど︑なるほど﹂

商店会会長が聞いた︒

通り商店街の新たな試みはリピーターを増
その場で食べられるイート・イン・コーナ

初のアンテナショップであり︑東京を代表

やすだけでなく︑地域創生に関心がある自
ーを設け︑モニターに流れる伊予南市の風

つど

治体や企業関係者からも注目されるでしょ
景を眺めながら食事したり︑お茶を飲んだ
りできるようにします﹂
﹁なるほど﹂
事務所へと歩き出した四分地はスターバッ

プレゼンを終え︑西朱雀プロジェクトの

商店会長は何度もうなずいた︒

う︒それだけではありません︒石打くん﹂
﹁はい！﹂
いきなり話を振られて悠太は反射的に起

﹁はい⁝⁝あの︑私は⁝⁝﹂

ところを率直に語ってくれ﹂

っき私に話したように自分の言葉で︑思う

﹁君のアイデアを発表してくれないか︒さ

か﹂

はその弱点を埋めてくれると思いません

ゃっていましたよね︒今の石打のアイデア

場所が商店街から減ってしまったとおっし

二軒︑立て続けに閉店し︑ゆっくりできる

﹁会長は以前︑長く営業していた喫茶店が

ったよ﹂と言った︒

り微笑み︑
﹁お前に来てもらって大正解だ

を美味そうに一口かじった四分地はにっこ

席に着き︑テリヤキチキンサンドイッチ

﹁おごるから付き合えよ﹂

﹁そう言われてみれば⁝⁝﹂

﹁お前︑腹は減ったか？﹂

クスコーヒーの前で立ち止まった︒

﹁私が考えているのは︑美しい自然やどこ
﹁四分地先生のおっしゃる通りです︒憩い

商店会会長はうなずいた︒

か懐かしい風景など︑伊予南市ならではの
の場をどう作るかは我々の課題だったから

立した︒

魅力の発信です︒アンテナショップには大
ね﹂

悠太は自己紹介し︑話し始めた︒

きなモニターを置いて︑伊予南市の映像を

﹁突然お電話してごめんなさい﹂

東京で一杯飲んで︑明日︑伊予南市に戻る

御免だが︑どうする？ 久しぶりに今夜は

﹁そういうわけでお前の東京での御役目は

し︑今︑東京にいて⁝⁝﹂

いた古民家再生のことなんです︒実はあた

﹁お電話したのは石打さんがおっしゃって

﹁とんでもない！ お電話︑嬉しいです﹂

﹁お前の中にどんな変化が生じたのだろう

四分地は感心したような顔をした︒

いています？﹂

を聞きたくて︑それで⁝⁝石打さん⁝⁝聞

方の講演会が東京であって︑どうしても話

れたせいだろうか︑久しぶりに穏やかな気

たからだろうか︑それとも四分地に誉めら

ファに横になった︒プレゼンがうまくいっ

事務所に戻った悠太は仮眠を取ろうとソ

うと思ったのかよくわからなかったのだ︒

実は自分でもなぜ今日中に伊予南市に戻ろ

ん︑ご一緒にいかがですか？﹂

るとおっしゃってくれて︒あの⁝⁝石打さ

ら明日の午前中なら古民家を案内してあげ

しい﹄と直接お願いしたんです︒そうした

その方に﹃再生した古民家をぜひ見せてほ

はずなので︑あたし︑講演が終わった後︑

おこしプロジェクトにも絶対に参考になる

んです！ 石打さんたちが考えているまち

﹁それならご一緒に尾花に向かいませんか︒

に戻ろうと思っていたんです﹂

﹁用件はもう片付いたので今晩︑伊予南市

ですか？﹂

﹁あの⁝⁝いつまで東京にいらっしゃるん

す﹂

﹁あの⁝⁝僕︑今︑仕事で東京にいるんで

いかがでしょう？﹂

を浮かべ﹁ありがとうございます﹂と頭を

悠太は照れたような恐縮したような笑み

下げた︒もしかしたら︑四分地から誉めら

か？﹂
﹁え！﹂

大渡薫子は済まなさそうに言った︒

﹁いえ⁝⁝今日中に東京を発とうと思いま
﹁というのも今日︑瀬戸内の尾花市で古民

れたのはこれが初めてかもしれない︒

す﹂
家再生を手がけているＮＰＯ法人の代表の

な？ 以前は田舎には行きたくないのが見

﹁聞いています！ 聞いています！﹂

お ばな

﹁ほう﹂

え見えだったじゃないか﹂

持ちになれた気がする︒

﹁古民家は尾花市にあるんですね？﹂

あ⁝⁝変な意味じゃなくて︑尾花で泊まる

﹁それで︑その方のお話がとても良かった

しプロジェクトの進み具合について四分地

﹁はい︒明日の朝十時に尾花駅の改札で待

場所ももちろん別々で⁝⁝﹂

悠太は首を傾げてミートパイを頰張った︒

に説明し︑飛行機のチケットを取ろうとパ

ち合わせることにしました︒あたしは今日

﹁ぜひ⁝⁝﹂

た︒

悠太は﹁ぜひご一緒しましょう﹂と言っ

薫子が息を呑んだ︒

ソコンに向かった時︑悠太のケータイが鞄

発たないと間に合わないので夜の新幹線に

二時間ほど眠り︑伊予南市でのまちおこ

の中で鳴った︒

乗って尾花で一泊するつもりですが︑伊予
南市からなら車で三時間もかからないので

xiv
xv

画面に表示された名前を見た悠太は慌て
て事務所を出た︒

作家・経済ジャーナリスト・
大正大学表現学部客員教授。1959年12月、
横浜生まれ。
日経BP社で「日経ビジネス」
副編集長、
「日経ビジネスアソシエ」
創刊編集長、
「日経ビジネス」
発行人などを務めた後、
2014年3月末、
独立。1997年に長編ミステリー
『銹色（さびいろ）
の警鐘』
（中央公論新社）
で作家デビュー。
TV、
ラジオでコメンテーター、MCも務める。

Kazuhiro Shibuya

