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。

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。
大渡晴美は娘、薫子は孫。

前回までのあらすじ
宿はどこも満員で、悠太と薫子は一緒に泊ま
怖がる薫子を悠太が抱きしめた。大渡市長は

ることになる。折しも雷鳴は激しさを増し、

「聞いているよ」

新庄に同社の株を買い増せと命じる。

二名島バッテリーの工場移転を阻止するため、

スタオル一枚の薫子が悲鳴を上げ

う？」

「 その人、どんなパーティーを開くと思

悠太は無我夢中で薫子を抱きしめる。
「なんだろう？ 歓送迎会とか」

て悠太の胸に飛び込んできた。

薫子が力を抜いて悠太に体を委ね、バス
「結婚披露宴よ。伊予南市を見下ろす庭で
パーティーを開きたいんだって。ロマンチ

タオルがカーペットに落ちた。
悠太の鞄の中でケータイが鳴った。
ックでしょう？」
「麻衣もその人に会ったの？」

とっさに薫子を抱きしめていた腕をほど
き、簡易ベッドの上に置いた鞄からケータ
「ええ、あたしも打ち合わせに立ち合った

と連絡してきた人がいると言ったでしょ

『パン焼き工房・まつしま』に来てみたい

「あたしがつくったホームページを見て、

のよ」

と過ごそうと決断して結婚を決めたと言う

ためらいもあったけれど残りの人生を彼女

それが趣味のサークルで婚約者と知り合い、

亡くされて以来ずっと一人だったんだって。

メーカーに勤めていた人で、四十代で妻を

「七十歳を超えた人なの。大阪の大手電機

麻衣の声の調子がさらに上がった。

わ。それでね、その人」

イを出した。
麻衣からの電話だった。
「
『パン焼き工房・まつしま』でのパーテ
ィー、決まったのよ！」
麻衣が弾んだ声で言った。
「え 」

う？ その人、ぜひパーティーを開きたい

試食して気に入ってくれて、披露宴でぜひ
ベッドに腰掛けた薫子はすっかり落ち着

悠太はケータイを鞄に戻し、薫子を見た。

「いや……でも良かった。一歩前進だ」
「お腹空きましたね」

った。無視しても良かったのに……。

何かが悠太の脳裏をよぎった気がした。

「七十代……」

出してほしいって。小笠原一徹さんが言っ
きを取り戻し、先ほどの切羽詰まった表情
はかけらも見えなかった。
そういえば雷鳴はもう聞こえなくなって
いる。雨も小降りになったらしく窓を叩く
音もしない。
稲妻と雷鳴が縮めた二人の距離はまた広
がり、部屋に漂っていた濃厚な空気は薄ま
っていた。

「一歩どころじゃないわ。二歩も三歩もよ。

「そうだね。二階にレストランがあるから

悠太はなぜケータイに出たのだろうと思

小笠原さん、ほかの生産者たちにも伊予南

そこに行こうか」
悠太はぎこちない笑みを浮かべた。

悠太と薫子は約束の時刻よりも早い午前
十時二十分にＪ Ｒ尾花駅にやってきた。
ＮＰＯ法人・尾花古民家再生会議代表の
もり や りょう こ

守屋良子はすでに改札前で二人を待ってお
り、薫子を見つけて手を挙げた。

い女性で、メタルフレームの眼鏡をかけた

年齢は四十代半ばだろう。背がとても高

端ではないか。

悠太は顔を見上げて挨拶した。

細面が知的な印象を与える。

小笠原さんに会ってあげて。あのデカいの

「悠太、戻ったら無駄にデカいのを連れて

もしかして、まちおこしのアイデアの一

その正体を見極めようとした。

悠太は水の中の魚影を追いかけるように

また何かが悠太の脳裏をよぎった。

たらまた人が来るでしょうね」

様子を動画に撮ってホームページで公開し

れた。パーティーは来月よ。パーティーの

てくれるはずよ。それじゃ……あ、言い忘

フェアに協力してもらえるように声をかけ

「どうしたの？ だれかいるの？」

「仕事の電話」

悠太はケータイの通話口を手でふさいだ。

シャツを着た薫子が出てきた。

バスルームのドアが開き、ジーンズとＴ

「そのめどが立ったのよ！」

「ビワのコンポートを全部売り切る」

ているわよね？」

ていた伊予南フェアに協力する条件、憶え

小笠原さんのことを怖がっていて、一人じ

いるの？」

と言ってくれたの。ちょっと悠太、聞いて

守屋良子（もりや・りょうこ）
42歳、尾花市で古民家の再生プロジェクトを手
掛けるＮＰＯ法人の代表。

「それでね、その人、松島さんがつくった、

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。

ゃ会いたくないと言うのよ」

さ か

ビワのコンポート入りのタピオカミルクを

きょう お お

バ

第二十一回 まちおこしへ一歩前進 その 四

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。
大渡薫子（おおわたり・かおるこ）
21歳、伊予南市長である大渡晴美の娘、京大
阪大学で建築を学ぶ。

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。
な ん

よ

い

!?

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大学発のベンチャー企業、
西朱雀プロジェクトの若手社員。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。

「いい天気になって本当に良かったで
す！」
薫子が満面の笑みを浮かべて言った。古

「駅前の観光案内所で見せてもらった宿の

くわかりましたね」

いきなりこんな強行軍を強いられるとは
リストにこの名前があったような気がした

入り、石段に染みをつくる。

思わなかった。薫子と一緒の遠足気分でや

「この古民家は築九十年の建物で、もとは

んです」

階段を上りきって右折し、しばらく尾花
京都の商家が別荘として建てた住宅だった

ってきたのだ。

市街を見下ろす路地を横に進んでから、良
んです。戦後は一時期、旅館として利用さ

民家を見て回れるのが嬉しくて頰が上気し

「今日は暑くなるわよ。午前中に回れるだ
子は再び階段を上り始めた。

ている。

け回りましょう。まずはいくらか涼しい今

三十年近く放っておかれてしまって」

れた時期もあったけれど、廃業してからは

両側には、展望台らしい張り出した窓があ
「可哀想……」

今度はさっきほど急峻ではない。階段の

る洋館や、見晴らし台を取り付けた本格的
「本当にそのとおりね。歴史的にも建築的

のうちに山の中腹にある古民家を案内する

駅舎を出た良子は駅前のロータリーを横
な日本家屋など、他ではなかなか見られな

わ」

切り、Ｊ Ｒの線路に沿って続く国道を歩き
にも価値がある建物なのに」

薫子が歓声を上げ、鞄から重そうな一眼

や横に長い建物はどこか昔の旅籠を思わせ

古民家は木造二階建てで、重厚な瓦屋根

部屋が六つ並んでいる。

ラン、宿泊用の部屋が二つあり、二階には

一階には受付のある広間とカフェレスト

た。

悠太はケータイで間取り図を写真に収め

展示されている。

た古い写真や現在の間取り図などの資料が

広々とした土間にはかつての外観を写し

間に入った。

良子に案内され、悠太と薫子は玄関の土

い個性的な民家が並び、目を飽きさせない。

の良い古民家に二人を案内した。

右に曲がり、崖の上に建つ、ひときわ眺望

良子は階段を上りきる少し手前の路地を

出した。
大股で歩を刻む良子に遅れまいと、悠太
と薫子はいつもより足早に歩いた。
五分とたたないうちに額から汗が垂れて

良子は交差点で左折してガード下をくぐ
レフカメラを出して建物の外観を撮り始め

「素敵！」

り、家々が密集して建つ傾斜地の階段を上
た。

くる。

り始めた。

ら？」
る。尾花市ではよく知られた建物なのかも
「部屋は洋室ですか？」

「お二人は足腰には自信がある方かし

「あたしはけっこう自信あります」
しれない。観光客らしい数人が庭や玄関の

はたご

「僕はまったくないです」

「 私たち、再生したこの古民家を『 観望
ね」

悠太はメモ帳を出して聞いた。

亭』と名づけました」
「カフェレストランは一般の人たちも入れ

土間を見物していた。

「大渡さんは心強いわね。石打さんは頑張

「旅館ですか？」
るんですか？」

悠太と薫子が同時に答えた。

って付いてきてね」

「ええ、ゲストハウスです。石打さん、よ

つてを辿ったりして古民家の再生に関心が

「この家をいきなり再生したんですか 」

「和室です。六畳間が四つと十畳間が四つ

勾配の階段を必死で上った。額の汗が目に

「もちろん市内の業者だけれど、完成まで

ありそうな若い工務店の経営者や大工に声

かん ぼう

「もちろん、ぜひご覧になって」
には紆余曲折があったので、ちょっと説明

をかけて、
父の指導を受けてもらったのよ」

てい

良子は土間の右手にあるドアを開けた。
が要るわね」

悠太は良子と薫子に取り残されまいと急

とたんに客たちが交わす言葉のざわめき
ホールスタッフが飲み物を運んできた。
ほんのり甘いアイス抹茶ラテは確かに美

「そうじゃないの。あなたが驚いたように、

が耳に飛び込んできた。
カフェレストランは和モダンの意匠をあ
味しい。悠太は一気に半分近くを飲みほし、

いきなりこの家は無理だわ。まず海沿いの

薫子が驚いて聞いた。

しらった広い板張りの部屋で、アンティー
良子の話に聞き耳を立てた。

「素敵！ 日本家屋の中に和モダンの空間

ていた。

観光客らしい人たちで席は七割がた埋まっ

お願いしたの。ところがこの建物を見たと

ームの施工件数が市内で一番多い工務店に

「実は私たちは最初、住宅の新築やリフォ

一番聞きたかったことなのだ。

ハウスにもこれから案内するわね」

再生に挑んでもらったの。海沿いのゲスト

もらって、ある程度習熟してからこの家の

さらにもう一軒、古民家の再生を手がけて

スに再生したのよ。そこで経験を積んだ後、

商店街にある町家を父の指導でゲストハウ

をつくる発想がすばらしいわ。リフォーム

たんに引き受けるのは難しいと尻込みして

「お父さんの指導を受けた人たちは何人く

古民家の再生は誰にどう頼めばいいのか、

の技術も見事ね」

しまったのよ。そこで次に二番目に大きい

らいいるんですか？」

薫子が感極まった声を出した。

業者に当たったんだけれど、答えは同じ、

「今では七、八人になるかな。きちんとし

「汗をかいたのでここでお茶でもしましょ

ションのプランを実行するのは容易じゃな

た施工技術を持っている人なら経験さえ積

悠太が聞いた。

いと言うのね。それで私は父に頼んだの」

めばできるから、少しずつ業者の輪も広が

要するにどちらも私たちが考えたリノベー

良子は店内へと二人をうながし、お勧め
だというアイス抹茶ラテを注文した。
椅子に座り、ほっと一息ついた悠太は店

「よくこれだけのリノベーションができま

挟んだ向こうの対岸島が望める。

く開放的で、尾花市の市街地や尾花水道を

三方に大きな窓ガラスのある店内は明る

民家の再生に挑戦したい若い人たちを集め

のかと相談したら興味を持ち始めて、
『古

は寺が多い街だから。その父にどうしたも

繕の仕事もよく請け負っていたの。尾花市

昔は宮大工の棟梁で、寺や社の増改築や修

「父は七十歳を過ぎて引退していたけれど、

「お父さん、大工さんなんですか？」

店街に面した側に引き戸の玄関があり、「う

奥行きのある二階建ての木造家屋で、商

た素朴なつくりの古民家だった。

店街にあるゲストハウスは、町家を改装し

良子が次に案内してくれた、海沿いの商

ょうか」

っているわ。さあ、そろそろ次に行きまし

悠太同様、興味深げに店内を見回してい
た薫子が感心した顔で良子に尋ねた。

やしろ

したね。尾花市内の業者にお願いしたんで

てくれたら、指導してやってもいい』と言

なぎの寝床」と表札がかかっている。

たい がん じま

すか？」

ってくれたの。私たちはＳＮＳを使ったり、

内の様子を眺めた。

「お父様に 」

うか」

ンターがある。午前十一時前だというのに

クのテーブルと椅子が置かれ、奥にはカウ

!?

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
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良子は引き戸を開けて、中にいるスタッ
フに挨拶し、悠太と薫子を招き入れた。
ルを思い出すわ」

「相部屋！ 二段ベッド！ ユースホステ
「兼原さんですか？」

たりをつけ男性のテーブルに近づいた。

「あの……お父さんの指導を受けた人たち
血色が良く、いかにも健康そうだ。

めた。年齢は八十代前半だと聞いていたが

男性はうなずいて新庄に向かいの席を勧

に改装され、コーヒーのいい香りが漂って
が今では七、八人にいるという話ですけれ

薫子が懐かしそうな顔で言った。

いる。カフェスペースの奥に靴を脱いで上
ど、尾花市以外でも古民家の再生を手がけ

入ってすぐの広い土間はカフェスペース

がる部屋があり、帳場が設けられている。
てもらえますか」
ドイッチを運んできた。新庄はコーヒーを

店員がホットコーヒーとバゲットのサン

「素敵！」

たちにも気に入ってもらえるような工夫を

「昔の町家の雰囲気を残しながら、今の人

「それなら伊予南市の古民家の再生も引き

業者もいるわ」

「もちろん、市外の仕事を請け負っている

嬉しいくらいですよ。今日は妻がパートで

「いえいえ、話し相手ができるのがむしろ

た」

「ぶしつけに朝、突然電話して失礼しまし

注文した。

凝らしているんですね」
受けてもらえるでしょうか。実は伊予南市
家にいないのでね」

悠太は聞いた。

悠太もうなずいた。内装も素朴な造りだ
で農作物の収穫体験とか星空やホタルの観

薫子がまた歓声を上げた。

が、とてもくつろげそうな雰囲気を醸し出
賞とか、そんな体験ツアーを企画して都会

使われていたようなレトロなデザインだが、

子は三組とも、小学校の理科の実験室で昔、

カフェスペースに置かれたテーブルと椅

相談に乗っていただけませんか？」

ェクトが動き出したんです。守屋さんにご

トハウスに泊まってもらおうというプロジ

から人を呼び込み、古民家を再生したゲス

でしたね」

あなたの話とは二名島バッテリーの株の件

「それで新庄さん……でよろしかったかな。

かじった。

兼原はサンドイッチを美味しそうに一口

している。使い勝手も良さそうだ。

室内には無線通信用のＷｉ‐Ｆｉのアンテ
「兼原さん、単刀直入に申します。あなた
が所有している残りの二名島バッテリー株

ナが取り付けられ、テーブルの上にはスマ
午前十一時半、新庄は約束の時刻きっか
を私たちに売却していただけませんか？」

ホの充電器もある。
りに伊予南駅前の喫茶店Ｉカフェのドアを

あい

「ここは若い人たちにぜひ泊まってもらい
開けた。
奥のテーブル席で新聞を読んでいた高齢
の男性が顔を上げ新庄を見た。
にしたいと思います。目的は二名島バッテ

「金額についてもなるべく希望に沿うよう

「伊予南市が買い取ると言うのですか？」

たいと思って造ったの。実際、自転車が好
きな若い人たちの溜まり場になってくれて
いて、今日も満室だと聞いているわ」
リーの伊予南市からの移転を阻止するため
です」

店内には他に高齢の男性客はいない。中
年の女性二人組と営業担当者風の若い男性

「一泊いくらですか？」
「相部屋の場合は一人一泊二千九百円で、
「なるほど……趣旨はわかりましたが、残

庫を訪ねてみたらどうか』と言われたそう

念ながらお断りせざるを得ませんね。残り

だけだ。

いのですか？」

新庄は待ち合わせの相手に違いないと当

家族やグループで部屋を貸切る場合は一人
三千四百円。
部屋には二段ベッドがあるの」

の保有分は榎さんに売却すると約束したん

兼原は目を細めてコーヒーを飲んだ。

てきた人ですから」

て最良の選択とは何かを常に考えて行動し

ますよ。榎さんは二名島バッテリーにとっ

「それが榎さんの決断なら我々は受け入れ

いいんですか」

「二名島バッテリーが移転してしまっても

います。十坪しかないバラックの工場を拡

いてはいませんよ。私は今でもよく覚えて

は誰一人として伊予南市にはいい思いを抱

えて言いますが、私たち創業期のメンバー

ら解いた方がいいと思って老婆心ながら敢

新庄さん、あなたがもし誤解しているのな

二名島バッテリーの行く末の方が大事です。

「私は伊予南市民ですが、伊予南市よりも

メンバーはだれもが同じ思いを共有してい

二名島バッテリーの株を所有する創業期の

原の話は以前、榎に聞いた記憶があった。

新庄は手をつける気にはなれなかった。兼

店員がホットコーヒーを運んできたが、

反故にされてしまったこともありました」

らない会社に入れるわけにはいかない』と

たら、親がやってきて『いつ潰れるかわか

の若い従業員を採用できたと皆で喜んでい

です。職業安定所の紹介でようやく二十代

「二名島バッテリーが出て行ったら伊予南

張しようと榎さんが地元の地銀に融資をお

るのかもしれない。

兼原はうなずいた。

市は大きな打撃を受けます」

願いにいったら、窓口の平行員に門前払い

です。反故にするわけにはいかない」

「それはそうでしょうな。あなたたち市の

を食わされましてね。
『おたくの実績と信

こう ば

職員にとっては由々しき問題でしょう」

用力ではうちではとても貸せない。信用金

「兼原さん、私はこれで失礼しますが、他

新庄は立ち上がった。

「兼原さんにとっては由々しき問題じゃな

の人たちを当たっても無駄ですかね」
「たぶんね。榎さんはすでに全員に声をか
け、株を買い取る約束を取り付けたはずで
すよ」
「私は確かに誤解していたようですね。兼
原さんを始めとして皆さん、本社工場の移
転に反対なのかと思っていました」
「私たちは榎さんに逆らって本社工場移転
の戦犯にさせられたくないだけです。この
街で静かに老後を送りたい私たちにとって
は最悪のシナリオですからね。新庄さん、
もう一つ言っておきますが移転は阻止でき

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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ませんよ。榎さんはやると言ったことは必
ずやり遂げますから」
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