連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！
亀田太（かめだ・ふとし）29歳、伊予南市役所職員
だったが、
解雇され、
伊予南プロジェクト社員に。
よ なん

え、さっきの話だけれど」

前回までのあらすじ
悠太は、移住者経験者の話を聞くために、車
なことを言う。一方、元伊予南市職員の亀田

で小海島に向かう。車中、麻衣は思わせぶり

るのではと指摘される。

は、ショーン・次川から伊予南市を憎んでい

乾杯した。
「麻衣はこれからどうするの？」
「どうするって、名女川さんのこと？ も

麻衣が神妙な顔をして悠太を見

た。
ちろんもう二度と付き合わないわよ。当た

ね
「 あたし、もし悠太が許してくれるなら
り前じゃない」

「あたし、悠太の仕事をしばらく手伝いた

「そうじゃないよ。仕事のことだよ」

……」
悠太はちらりと麻衣を見返したが、麻衣
はそれきり黙り込み、悠太から視線を逸ら
いって言ったでしょう？」

そ

して通り過ぎる車窓の風景を見つめた。
「だったら前にも言ったとおり、きちんと
お金をもらった方がいいよ。僕から四分地
さんに話してみるから」

しょうかい じま

十五分ほどで連絡船が出航するところだっ
「いいわよ。あたし、好きでやっているん

小海島に向かう高松港の埠頭からはあと

た。
だから」
「それでも労働の対価はもらうべきだよ」

フェリーボートの船倉に車を入れた悠太
は麻衣とともに甲板一階の客室に入り、弁
「 そこまで言うなら悠太に任せるけれど

へ さき

……」

当と飲み物を買って舳先が見える先頭の椅
子に腰かけた。
麻衣はクスリと笑みを浮かべた。
「悠太、前にも言ったけれど、本当に変わ

船はゆっくり動き出し、スピードを上げ
る。すれ違う連絡船や貨物船、水平線に浮
ったね。田舎暮らしが悠太を大人にしたの

った。鼎町までは、島の周囲を回る国道を

かぶ小島を眺めながら、悠太と麻衣は弁当

あったんだけれど、それを断って東京で就

しばらく走り、県道を右折して島の中心部

かな」

「そういう言い方って、まるでこれまでの
職したのよ。エンジニアになりたかったん

の包み紙をほどき、ペットボトルのお茶で

僕が子供だったみたいじゃないか」
を目指せばいい。

「違うの？」

「あたし、本当のことを言うと田舎に住む

当のじゃこ天を頰張った。

に追われている、何だか辛そうな姿ばかり

株主総会の準備とか社員の不祥事の後始末

総務の仕事なの。あたしが知っている父は、

悠太は麻衣に見つめられ、下を向いて弁

のもいいかなと思っているの」

「ウェブデザイナーとかの仕事なら、ネッ

ながら言った。

「今は子会社なの。相変わらず総務の仕事

いるんだよね」

「お父さんは大手の家電メーカーに勤めて

だわ」

トにさえつながっていればどこでもやれる
をしているわ」

麻衣が水平線の向こうに浮かぶ島影を見

から、
都会を離れてみるのもいいかなって」
「どういう風の吹き回し？ 麻衣に田舎暮

くり接岸した。船倉から出た悠太は慎重に

フェリーボートは小海島港の岸壁にゆっ

「会社の先輩たちを見ていて思ったのよ。

運転して、埠頭前の広場を横切った。

らしの趣味なんかあったっけ」

皆、大変そうだなって。毎日、夜遅くまで

「けっこう賑わっているのね」

にして船着き場の様子を眺めた。

麻衣は助手席の窓から身を乗り出すよう

仕事して土日も会社に駆り出されて、高い
家賃や住宅ローンを払い続けて……」
「都会ではそれが当たり前じゃないか

言ったことを最近よく思い出すの。いつだ

「そうなんだけれどね。あたし、父が昔、

としたＪ Ｒの駅周辺並みの混雑だ。

した人たちと出迎えの人たちとで、ちょっ

ランや定食屋、土産物店が建ち並び、下船

周囲には島の食材を売り物にしたレスト

ったかな。二人で外食した時、父は酔って

「出口さんがいるお店の場所はわかる

な？」

こう打ち明けたのよ。
『俺の人生、地元に

の？」
かなえまち

という小海島で最大の市街地にあるはずだ

地図によれば、彼が働いている店は鼎 町

「船の中で地図を見たから何とかね」

とどまっていた方が良かったかもしれない
な』って」
麻衣はお茶を一口飲み、続けた。
「父は地元の南魚沼市で公務員になる話も

麻衣が歓声を上げた。

だって。でも、エンジニアの仕事ができた

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。

「素敵！ 見て！ 海がきれい！」

い

のは三十代前半までで、それからはずっと

出口栄（でぐち・さかえ）38歳、大手通信会社のエリ
ートサラリーマンだったが、家族とともに小海島に移住
し、
オリーブの栽培やオリーブ製品の製造・販売などを
手がけるシマウミソラ社に転職した。

第二十 四回 まちおこしに暗雲 そ の 三

アメリカの投資フ
ショーン・次川（つぎかわ）45歳、
バイスプレジデント

イラスト ●丹下京子

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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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。

をした三十代後半の男性が迎えた。白いポ

ドアを開けた悠太たちを、端正な顔立ち

ああ、そうだ！ 移住する前、妻と娘の三

だったと言うようなものはないんですよ。

そ何十項目も検討したので、これが切り札

う給料、住居や娘の教育のこと……それこ

反射したきらめく海面は深みのある群青色

ロシャツ、オリーブグリーンのチノーズと
人でここがどんなところなのか見に来たこ

「小海島へようこそ！」

で、遠くにはいくつもの島影が浮かんでい

いうスポーティーな格好が日に焼けた肌に
とがあるんです」

悠太も横目で海を見やった。太陽の光を

る。

よく似合っている。

悠太は前に向き直り、波打ち際から山裾
へと上っていく国道を走った。

スを運んできた。

ホールスタッフの女性がフルーツジュー

「石打悠太さんですね？ 出口栄です」
「僕のことがよくわかりましたね」

「素敵！ もう嫌になるぐらい素敵！」
麻衣がまた叫び声を上げた。その気持ち
悠太と麻衣は一口飲んで顔を見合わせた。
果実特有の豊かな味わいは濃厚だが、甘す

悠太は驚いた顔をした。
「四分地さんが石打さんの顔写真をメール

はよくわかった。小さな島なのだから当た
り前なのかもしれないが、どこからでも海
ぎず、後味がとても爽やかだ。

笑んだ。

二人は同時に言い、出口が嬉しそうに微

「美味しい」

で送ってくださったんです」

確に手を打ってくれるのだ。

事がうまく行くようにいつも先回りして的

四分地らしいなと悠太は思った。彼は物

を見下ろせて、しかもどこから見ても海の
ある風景が絵になるのだ。
交差点を左折し県道に入ってから勾配は
さらに急になり、坂を上るにつれて遠望が

ブル席に座らせた。
げさまでとても好評なんですよ」

春から出しているメニューなんです。おか

「地元の生産者にご協力いただいて、この

本島だろうか。パン焼き工房・まつしまの
「もしよろしければフルーツのジュースを
「 あ の …… こ こ は ど う い う 店 な ん で す

出口は麻衣に会釈し、二人を窓際のテー

庭から見た伊予南市のパノラマに負けない
飲んでみませんか。スダチもブドウもとて

利くようになった。彼方に見えるのは四国

ぐらい素晴らしい景色だ。
か？」

二人は勧められるままにうなずき、悠太
れないとばかりに聞き、店内を見回した。

麻衣がこれ以上、好奇心に蓋をしていら

ふた

も美味しいですよ」

市街地が見えてきた。鼎町に違いない。悠
は出口に会いに来た理由を改めて説明した。

県道はやがて下り坂に変わり、向こうに

太は胸ポケットに入れた小海島のイラスト
入り口はあまり目立たないが、中は思っ
た以上に広く、四人から六人掛けのテーブ

「ここに移住した決め手が何だったかと言
う話ですね」

マップを麻衣に渡し、道案内を頼んだ。
麻衣の指示に従い、川沿いの目抜き通り
ル席が六つ置かれ、奥にはカウンター席も

「小海島に移住しようかと考えた時、東京

て首をひねった。

つも据え付けられ、オリーブオイルや醬油、

店内の壁には商品陳列用のラックがいく

悠太の話を聞き終えた出口は腕組みをし

街の真ん中に、
出口さんの店はあった。
「カ

での生活と、ここでの生活をあれこれ比較
スダチやブドウなどのフルーツ、その他、

から路地に入って二度右折した小さな商店

フェ・シマウミソラ」と書かれた可愛らし

したんです。就ける仕事や得られるであろ

でオリーブの栽培が本格的に始まった明治

ある。

い木の看板が店の前に置かれている。

した映画の上映会も時おり催しています」

末期から、オリーブ栽培が島全体に広がり、

いろんな食材や加工食品が並んでいる。
「あの……さっきの話ですが……」

さらに「小海島に関連する書籍と雑誌を

歴史が、種子の標本や写真などの資料とと

主要な産業へと発展していった今日までの

「移住を決める前、奥様とお子さんとでこ

もに解説されている。

悠太が口を挟んだ。

棚もあり、ガイドブックや旅行雑誌が数多
こにやってきたと言われましたよね」

集めました」と書かれたプレートのついた

く並んでいる。小説らしい単行本は小海島
「そうでしたね」

小海島にオリーブを根付かせるための努

を舞台にした作品だろうか。

力と試行錯誤の跡を示す写真や論文、初め
て出荷したオリーブオイルのパッケージ

出口は苦笑した。
「 ジュースを飲まれたら出かけましょう

「ここは小海島の名産・特産や、私たちシ
マウミソラ社がつくっているオリーブオイ

……小海島のオリーブオイルが全国ブラン

出口が店の車で二人を連れて行ったのは

し込むレストランは、広々としており、明

弧を描いた大きな窓ガラスから陽光が差

した。

出口は続いて隣接するレストランに案内

悠太にとってとても興味深かった。

ドに育っていくまでのまちおこしの軌跡は、

か？」

「シマウミソラ社の経営です。小海島の素

小さな入り江を望む小高い丘の上の建物だ

「ぜひご案内したい場所があるんです」

悠太と麻衣は出口を見つめた。

ルなどの商品の情報を発信するアンテナシ
ョップという位置づけなんです」
「出口さん個人のお店なんですか？」

晴らしさを全国、全世界に発信するという
った。

出口は麻衣の質問にかぶりを振った。

のがシマウミソラ社の社是なんですよ。ち

ットなんですね」

「と言うことは、この店は観光客がターゲ

います」

を担当していて、この店の店長を任されて

掲げられていた。

館」と書かれた金属の看板が玄関扉の上に

ェが正面玄関の脇に立ち、
「オリーブ記念

わせる。オリーブの木を模した鉄のオブジ

写真で見たギリシャやローマの建築物を思

んか」

「店の中をご覧になって何かに気づきませ

を飲んだりしている。

ラスを片手に料理を楽しんでいたり、お茶

ループがあちこちのテーブルで、ワイング

るく開放的で、観光客らしいいくつものグ

「その通りです。小海島には日本人、外国

「ここはシマウミソラ社が運営しているオ

「広いですね。イタリアンですか？」

二階建て、半円形の建物は白い石造りで、

人合わせて年間百十万人の観光客が訪れま

リーブについての展示施設です。隣にはオ

「イタリアンも含めた地中海料理全般です。

なみに僕はシマウミソラ社で新規事業開発

すからね。
『観光の途中でここに立ち寄っ

リーブ関連商品のショップとレストランが

ギリシャ料理のカラマリやラデラもメニュ

「えんどう豆のオリーブオイル煮でギリシ

「ラデラ？」

ーに加えていますよ」

出口に言われた悠太は店内を見回した。

ていただいた人たちに、お茶を飲んだり軽

あります」

入り口近くの展示スペースには、小海島

た。

悠太と麻衣は出口に続いて施設内に入っ

食を食べてもらいながら、この島のことを
もっと知ってもらおう』そう考えて昨年春
にオープンしたんです。ですからこの店の
二階では小海島の観光ビデオや島でロケを

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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「わかった！」

中海料理の第一人者なんです」

阪のホテルで料理長を務めていた人で、地

ャの代表的な料理の一つです。シェフは大

ちを見て考えを変えてくれたんです」

田舎暮らしに消極的だった彼女がこの人た

とも思いました。妻も同意見で、それまで

を、会社や自宅の近くではあまり見ないな

楽しそうに生き生きと働いているお年寄り

「でも……僕には今一つ、出口さん自身の

たんですね」

ました。そんな僕の背中を妻が押してくれ

て不便なんじゃないかと気持ちが揺れてい

があるんじゃないか、小さな島の生活なん

麻衣が口を挟んだ。
お考えがわからないんです」

せて十八人のスタッフ全員が六十歳以上で

「厨房スタッフもホールスタッフも、合わ

「その通りなんです」

すよね」

の両親は、祖父の介護に手を焼いている祖

がて認知機能が衰えていったそうです。妻

教員を定年で辞めた後、急に老け込み、や

そうだったとのことでした。祖父は中学の

「妻によれば、彼女の祖父母は晩年、寂し

た。

にためらいはなかったんですか。そもそも、

けですよね？ その立場と収入を捨てるの

会社です。エリートサラリーマンだったわ

ＫＩ社と言えば誰もが知っている大手通信

の仕事に携わっていたそうですよね。ＤＫ

「出口さんはＤＫＫＩ社で営業や経営企画

出口は悠太と麻衣をテーブルにうながし

す。シェフも大阪のホテルを定年で退職し
母を見かねて、良かれと思って祖父母を老
どうして会社を辞めようと思ったんです

「働いている人、お年を召した人ばかりで

た後、奥様と一緒に別荘があるここに居を
人ホームに入居させましたが、近所の知り
か？」

悠太は思い切って言った。

移し替え、第二の人生を送ってくれていま
合いに会えなくなった寂しさから祖母も落

出口は嬉しそうにうなずいた。

す。付け加えると先ほどの展示施設の運営
ち込み、やがて体調を崩しがちになってし

らいはなかったですね」

「ＤＫＫＩ社を辞めるのにはまったくため

出口は過去を振り返る顔をした。

も六十歳以上の人たちが担ってくれていま
まったと妻は言っていました」
出口は記憶をたぐる顔をした。

す」
悠太は料理を運んだり、注文を取ったり
「仕事が合わなかったんですか」

か、誰もが生き生きしているように見える。

顔をしている。きびきびと働いているせい

男性も女性も確かに沢山の年輪を刻んだ

なれないのはやはりどこかおかしいんじゃ

人生を楽しもうという時になって、幸せに

育て、成人させ、さあこれから自分たちの

時から一生懸命働いてきて、子どもたちを

なりに面白みを感じていました。法人営業

いました。どちらも仕事それ自体にはそれ

Ｉ社では法人営業や企画畑の仕事に就いて

「石打さんが言われたように、僕はＤＫＫ

「妻はその時、こう思ったそうです。若い

「多くは地元の出身者ですが、都会からご
ないかって」
で大きな案件を成約させた時、例えば従業

しているホールスタッフたちを見た。

夫婦で移住された人も何人かいらっしゃい
「それでここの人たちを見て……」
員千人規模の会社をまるごとＤＫＫＩ社の

麻衣が聞いた。

ます」
悠太の質問に出口はうなずいた。

でも早く出世の階段を上りたいとすごくが

皆、競争意識が強くて、ライバルより一歩

ーにはどうしてもなじめなかったんです。

「ＤＫＫＩ社の企業体質というかカルチャ

でも……」

には純粋にゲーム的な面白さがありました。

こに来た時、そう思いました。こんな風に

「やはりそう見えますか？ 僕も初めてこ

どと指摘されたりして、やる気を削がれて

『効率が悪い』とか『上手に手を抜け』な

事にじっくり取り組んでいると、上司から

がっていたんです。でも、そんな考えで仕

喜んでもらう。その達成感が頑張りにつな

イプなんです。全力を尽くし、お客さんに

と言えば、自分で納得いく仕事をしたいタ

「それだけじゃありません。僕はどちらか

たんです。それまで僕はもっといい移住先

「妻は『ここに移住しましょうよ』と言っ

だとしたら、僕はやはりこの町を憎んでい

図星を突かれたからだろうか。もしそう

かった。

合ったように体を硬直させ、一言も返せな

次川に問いかけられて、亀田は金縛りに

りませんか？」

たは内心ではこの町を憎んでいるんじゃあ

した理由は本当にそれだけですか？ あな

からだと言っていましたが、そんな真似を

どんちゃん騒ぎをしましたし、企画の仕事

ケータイのユーザーにした時などは同僚と

「何だか楽しそうだわ」

つがつしてアグレッシブでした。僕はどう
しまったりして……。結局、ＤＫＫＩ社と

出口は遠くを見つめた。

もそういうのが駄目で……」

るのだろうか。

中学、高校ではスクールカーストの最下

い出ばかりしかない。

振り返ってみれば、この町では屈辱の思

いう会社には向いていなかったんでしょう

出口は苦笑した。

ね。だからどこか別の場所に逃げたかった
んです」
「逃げたんじゃないと思います」

層に貶められていた。高校を卒業する日、
ずっと思いを寄せていた女性にありったけ

麻衣が言った。
「出口さんは移住と言う新たなチャレンジ

の勇気を奮って告白したら笑われた。成人

んでいるのだろうか。

そんなこの町の人間たちを僕はやはり憎

式の飲み会でもいじられ続けた……。

をしたんだと思います。それに出口さんの
仕事への考え方、素敵だわ」

昼食を終え、伊予南市役所別館の一階に

昨晩のショーン・次川の言葉がこだまして

所に戻ってきてからも、亀田の頭の中には

でいるのだとしたら、どうでしょう、一緒

「亀田さん、あなたが本当はこの町を憎ん

たのだ。

黙っている亀田に次川はさらにこう言っ

いた。

に伊予南市に復讐してみませんか？」

間借りしている伊予南プロジェクトの事務

「 亀田さん、あなたはこの町を好きです

「この町が進めようとしているまちおこし

亀田は次川を見つめた。
しまったと打ち明けてくれましたよね。そ

のプロジェクトを滅茶苦茶にしてやるんで

か？ あなたは器物破損で書類送検されて

の直接の動機は、東京からやってきたまち

す。痛快だとは思いませんか？」

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！

Kazuhiro Shibuya
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おこし特命社員を何とか追い出したかった

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、
横浜市生まれ。
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。

