連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！

新庄誠人（しんじょう・まこと）
よ なん

39歳、伊予南市役所・地域振興課長を解雇され、伊
予南プロジェクトの幹部社員となる。

青山麻衣（あおやま・まい）24歳、悠太の元カノ。

45歳、
伊予南市長。大渡薫子の母。

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。

亀田太（かめだ・ふとし） 29歳、伊予南市役所・

登坂美濃吉（とさか・みのきち）68歳、大阪のホテル

地域振興課員を解雇され、新庄の部下として伊予南
プロジェクトの社員となるが……。

で料理長を務め、定年退職後、小海島に妻と移住、地
中海料理のレストランのシェフになる。

広岡卓次（ひろおか・たくじ）49 歳、地域おこし
協力隊員として伊予南市に移住し、その後伊予南プ
ロジェクトの社員となる。

かりました。私自身、故郷では『お前の親
父、破産したんだってな』と中学校の旧友
にからかわれたり、詰められたりしていま
したからね」
「故郷を懐かしく思う時はないですか？」
麻衣がなおも聞いた。
「それは折に触れて懐かしく思いますよ。
故郷の海や山や川は今でもまぶたの裏に焼
き付いています。でも……帰りたいとは思
わないんですよ。懐かしさ以上に嫌な思い
出……父の無念とか旧友の意地の悪い視線
とか、そんなあれこれが一気に立ち上がっ
てきそうでね」
「それでこの島に移住をされたんです
ね？」
悠太の質問に登坂はうなずいた。

前回までのあらすじ
はチャンスをうかがう。その行動は、榎太一

伊予南市への復讐を次川から示唆された亀田
に知られた。一方悠太は、小海島のお年寄り

故郷じゃない。だから嫌な思い出もしがら

いう話です。ここは故郷に似ているけれど

かりませんが、簡単に言うとこう

まく理解してもらえるかどうかわ

ね。そこにもってきて兄弟子が二号店を出

に客足が鈍り、経営が傾いてしまいまして

所にファミリーレストランが出店したため

盛していたんですが、私が中学生の時、近

元で洋食店を営んでいました。けっこう繁

紹介されたレストランシェフの登坂に会った。

たちの移住のきっかけを聞きたいと、出口に

みもないうえに毎日、新鮮な発見がある」

背負ってしまったんです」

店が倒産したあおりで何千万円もの借金を

店する時の借金の保証人になり、兄弟子の

登坂は麻衣に向かってうなずいた。
「我々のような田舎で生まれた人間にとっ
登坂はカクテルを飲み、話を続けた。
「自己破産した父は大阪の心斎橋にあるレ

て、故郷は必ずしも良い思い出ばかりじゃ
ないんですよ」
ストランのコックになり、私たち家族は故

四畳半の二間と狭い台所だけ、風呂もない

「登坂さんには故郷に嫌な思い出があるん

麻衣が聞いた。
小さなアパートで、高知市内に構えていた

郷を離れ、大阪に移り住みました。六畳と

「その通りです」
一戸建ての五分の一にも満たない広さでし

ですか？」

「どんな嫌な思い出ですか？」
た。まさに中流の上から下流への転落です。
ただそんな生活でも、父はむしろほっとし

「そんな質問よしなよ」
悠太は麻衣をたしなめたが、登坂はかぶ
た様子でした。近所の人たちから後ろ指を

思い起こせば悠太が伊予南市に移り住ん

麻衣が身を乗り出して聞いた。その興味

りを振った。

た故郷を思い出させてくれるんです。それ

だばかりのころ、人間関係の近さや関係を

深げな様子を見ていると、
「 移住したい 」

さされる心配がなくなったからです。安い

だけじゃありません。ここは人と人の距離

持った人たちの濃さに息苦しさを覚えたも

と言っていたのはやはり本気なのかとも思

「もう何十年も前の話ですからかまいませ

が近過ぎないというか、心地よい按配なん

のだった。自分のペースで暮らしたいと考

えてくる。

焼酎に酔った父はよく言っていましたよ。

ですよ。それはまさに新しい発見、この島

える高齢者にとって、人と人とのほど良い

「別にほかの土地の人間関係に詳しいわけ

んよ。私は高知で生まれましてね。父は地

ならではの良さでしたね」

距離は大事なのかもしれない。

ではないんですが、この島は丘陵地が多く

うんですか？」

「人と人の距離が近過ぎない……」

「
『この島ならでは』とおっしゃいました

平地が少ないので、市街地を除くと家々は

り返した。

悠太は登坂の言葉を嚙みしめるように繰

けれど、小海島の人間関係って、ほかと違

「この島の風景はどこか子どものころに見

「嫌な思い出がない？」

う

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。

「その気持ちは子どもながら私にもよくわ

登坂が遠くを見る目をした。

『故郷より住みやすいな』って」

い

大渡晴美（おおわたり・はるみ）

第二十 六回 まちおこし進む その一

資ファンド、ヴィンセント・ファンド副社長。

イラスト ●丹下京子

歳、アメリカの投
ショーン・次川（つぎかわ）45
バイスプレジデント

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。

しら」

けれど、住みたくないという人は多いのか

「登坂さんのように故郷を懐かしくは思う

を生んでいるような気がするんです」

ざるを得ない土地の事情が、独特の空気感

いるんですよ。どうしても間を空けて建て

斜面に建てられ、それぞれの距離が離れて

すからね」

もあるのは気持ちを前向きにさせてくれま

面だけでなく、自分の居場所が自宅以外に

少の小金持ちなら一緒じゃないかな。収入

「大金持ちの気持ちはわかりませんが、多

も？」

「食べていくのに困らないお金がある人で

が生まれるかはわからないが、とにかくや

から人を集めたらどうだろう。そこから何

はハードルを下げて、観光でも何でもいい

まれるものでもあるんじゃないかな。まず

なり移住という高い目標を設定するから生

「ただ逆に言えば、
〝鶏・卵問題〞はいき

「はい……その通りですね」

ものでもある気がするな」

ってみるしかない。まちおこしとはそんな

悠太は腕組みをしてため息をついた。

「ですよね」

麻衣が誰に問いかけるともなく言った。
「少なくはないと思いますね」

なってしまったとか、いろんな事情で故郷

わってしまったとか、電車やバスが廃線に

が、開発によって故郷の風景がすっかり変

さすがにそれほど多くないかもしれません

「私みたいに嫌な思い出を持っている人は

の従業員が職を失う恐れがある。

画しており、このままだと約四千五百人も

か二名島バッテリーが本社工場の移転を計

な雇用を生み出す産業がない。それどころ

空気や美しい風景には事欠かないが、新た

った。移住のための土地や家屋、きれいな

だわ」

「上出来ね。ロスタイムはこれまでで最短

きっかり十分後に新庄はやってきた。

「君たちももう一杯どうかな」

言った。

登坂はカクテルを飲み干し悠太と麻衣に

を懐かしく思いながら帰らない、帰れない
「この出口くんから聞いたんだけれど、石

伊予南市に決定的に足りないのが仕事だ

人は少なからずいて、だからこの小海島の
打さんは伊予南市のまちおこしを手伝って

登坂が答えた。

ような故郷を思わせる懐かしい土地、懐か
いるんだってね？」
ーを新庄に渡そうとしたが、新庄は受け取

晴美はにっこり微笑み、ドリンクメニュ

ケータイに呼び出しの電話を入れてから

しい町が必要とされているんじゃないです

つからなくて……とくに伊予南市で雇用を

「はい……でもなかなかいいアイデアが見

ごとに新庄はより物慣れた様子になってい

市庁舎の裏手にあるバーで密談を重ねる

らず「いつものマティーニを」とバーテン

「登坂さんがこちらに移住しようと決めた

創り出すだなんて雲をつかむみたいな話で
く。それ自体はけっこうなことだが、喜ん

逆に登坂が悠太に質問した。

時、仕事があることも大きな理由でした

す」
でばかりはいられない。このバーでの密談

かね」

か？」

「確かにまちおこしにはいつもこの〝鶏・
が増えたのは、それだけやっかいな案件が

ダーに声をかけた。

「それはもちろんですよ」
卵問題〞がつきまとうよね。人が集まらな
山積しているからなのだ。

悠太は聞いた。

「 ほかの人たちにとってもそうでしょう
ければ仕事は生まれない。しかし仕事がな
「亀田の話だとおっしゃいましたね」

にわとり

か？」
ければ人は集まらない」

いませんか？」

ら？」

たまご

「だろうと思いますよ」

二人が交わしたのは単なる世間話かし

新庄の問いかけに晴美はうなずいた。
「さっき父から電話をもらったのよ」

「亀田くんの話だと言ったじゃない。亀田

話ですか？」

か良からぬ話をしていたのかもしれません

「榎社長が心配されているように二人は何

わを寄せた。

「そんなことはないけれど……」

登坂さんの話、期待外れだった？」

「悠太、何だか浮かない顔をしているけど、

ーに戻ってくるなり、顔を見合わせた。

出口と登坂を見送った悠太と麻衣はロビ

くんについて父が気になる情報をくれたの。
ね。実は今日、広岡さんから亀田について

「だったらもう少し嬉しそうな顔をしなさ

新庄はマティーニを一口飲み、眉間にし

亀田くん、ヴィンセント・ファンドのバイ
折り入って話があると言われたんです」

「榎社長ですか？ ということは例の株の

スプレジデントのショーン・次川と何度も

「
『亀田の様子がこのところおかしい』
、広

「それはよかったね」

なる話だったんだから」

いよ。あたしにはとても面白くて、ために

「亀田と次川、意外な取り合わせですね」

岡さんはそう言っていました。
『どこか上

「もしかして〝鶏・卵問題〞のことを考え

晴美が新庄を見つめた。

「やっかいな取り合わせかもしれないのよ。

の空で、一人考えごとをしていたり、ぶつ

ているの？」

密かに会っているそうよ」

と言うのも……」

ぶつ何か言っていたりしている。面と向か

バーテンダーが二人のいるテーブルまで

は言うのよ。父によれば次川は実は伊予南

「
『次川は何かを企んでいるようだ』と父

るのを待って続けた。

の指示がうまく伝わらなかったことが何度

が最近は心ここにあらずという印象で、私

目で意外に集中力があったんですよ。それ

です。亀田は問題児でしたが、仕事は真面

くなった』と。言われてみれば確かにそう

は言っていられない」

テリーが出て行っちゃうんだ。悠長なこと

ンマだよ。しかもこのままだと二名島バッ

なければ人は集まらない。伊予南市のジレ

らなければ仕事は生まれない。でも仕事が

「登坂さんが言った通りなんだ。人が集ま

悠太はうなずいた。

市の出身で、父親はここで町工場を営んで

かありました。広岡さんは何が亀田を変え

「その話なんだけれど」

って話をする時にもあいつは目を合わさな

いたらしいの。ところが父親の工場は倒産

たのかは見当がつかないと言っていました

麻衣が真顔になった。

マティーニを運んできた。

して、一家は石もて追われるように伊予南

が、榎社長の話と照らし合わせると……」

晴美は口をつぐみバーテンダーが遠ざか

市を出ていったらしいわ。その後、父親は

いを抱き、何か良からぬことを企んでいる

「つまり次川はこの町に対して屈折した思

すね」

「一刻も早く亀田に会った方がいい流れで

ち上がった。

「どっちにしても要するに社長の勝手でし

「
〝都合〞というか榎社長の〝思い〞だよね」

的な都合なんでしょう？」

いうのはあくまでも榎とかいう社長の個人

「二名島バッテリーの工場を移転させると

というわけですか？」

「いきなり行くつもり？」

ょう？ だったら『少しは伊予南市のこと

新庄はマティーニを一気に飲み干し、立

「父はそう言っていたわ。あなたはどう思

「不意打ちを食らわした方が〝効く〞と思

失意のうちに亡くなったそうよ」

う？ 次川が亀田くんと何度も会っていた。

まちおこし特命社員
石打悠太
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い い ん じ ゃ な い 』っ て 頼 め る ん じ ゃ な い

を考えて、まちおこしに協力してくれても
後八時三十分、まだ消灯して眠る時刻では

階角部屋は明かりが消えていた。時刻は午
おくと形が崩れてしまうからね」

「すぐに拾った方がいいと思うよ。放って

った。その手が小刻みに震えている。

亀田は言われるままにコンビニの袋を拾

ないはずだ。
亀田の奴、どこかで食事でもしているの

の？ 機会があったら面と向かってそう言
ってやりなさいよ」

しれないね。このままだと形が崩れてしま

「もしかすると君もこの朝御飯と一緒かも

新庄は呼び鈴を押し応答を待ったが、暗
うけれど、
今なら元に戻れるかもしれない」

だろうか。

い部屋は静まり返ったままだ。やはり外出
「な……何の話ですか？」

「面と向かって？」

しているらしい。
「亀田くん、君は僕が何しにここに来たと

「そう、少しは協力してくれてもいいんじ

「しょうがないな。しばらく待ってみます

悠太は麻衣をまじまじと見つめた。

ゃないって」

「今の麻衣の言葉でパズルがつながった気
思う？」

亀田との距離が一メートルほどになった

い換えてもいいかもしれないね。一時期の

りできない場所に連れて行ってしまうと言

「落ち着いてくださいよ」

きません！」

僕、もうやめます！ 次川さんには協力で

「本当に見当がつかないのかな？ 多少は

「さあ……」

かね」
そう一人ごちたのとほとんど同時に路地

がする」
「何の話？」
に人影が現われ近づいてきた。小柄で小太
りのシルエット、手にコンビニの袋を提げ

麻衣はきょとんとした。
「難しい連立方程式が解けるかもしれない
ている。

亀田だった。虚ろなその横顔は街路灯に

し、近づいてくる人影を観察した。

新庄は街路灯が届かない暗がりに体を隠

って話だよ。榎社長は以前、僕たちにこう
言ったんだ。
『伊予南市にとどまった方が
二名島バッテリーにとって経済的メリット
があるという証拠を見せてくれたら、二名

い』と。その答えが見つかったかもしれな
のを見計らい、新庄は暗がりから出て行く

照らされてより白けて見える。

いんだよ。麻衣、僕、明日の朝一番で伊予
手に立ちふさがった。

島バッテリーの工場移転を撤回してもい

南に帰るから」
「亀田くん、おかえりなさい」

広岡さんがそうだったようにね。さすがに

「サ……サンドイッチにサラダです」

「おにぎりかな？」

「あ……明日の朝食です」

「今落としたのは今晩の夕食かな？」

ニの袋を落とす。

亀田が「ひえ！」と叫び声を上げコンビ

「ちょっと待ってよ。あたし明日、行きた
いところがあるんだから」
「行きたければ一人で行ってくれよ」
悠太はポケットからケータイを取り出し
た。

商店街の裏手に建つ古びたアパートの一

後ずさる。
このアドバイスは身に染みたんじゃないか
った。

察しがついているんじゃないの？」

「いつだったか亀田くんは僕にこう言って
な？」

「時間はいくらでもありますから、ゆっく

新庄は亀田に一歩近づいた。亀田が一歩

いたよね。
『振り返ってみればこの町には
「いえ……」

ショーン・次川は亀田をあやすように言

嫌な思い出ばかりがあるんです』と。君は

ロジェクトの上司があなたを訪ねてきたん

り順を追って話してくださいな。伊予南プ

「何のことだか……」

ですね？」

亀田は嫌々をするようにかぶりを振った。

下層にいたそうだよね。
『高校を卒業する
「とぼけなくてもいいんだよ。自分の胸に

「はい」

確か中学、高校ではスクールカーストの最

日、ずっと思いを寄せていた女性にありっ
手を当ててみればわかるはずだからね」

「それでどんな話をされたんですか？」
亀田は深呼吸してからさっきの新庄との

次川はしばらく沈黙してから「亀田さん

にしてアパートの部屋に飛び込んだ。

亀田は新庄の脇をすり抜け、逃げるよう

たけの勇気を奮って告白したら笑われてし
まった』なんて話もしてくれたよね」
新庄はさらに一歩近づいた。

壁掛け時計が午前零時の時報を鳴らした。

は間違いなく彼らに疑われてしまいました

やりとりを伝えた。

を促すように助言したのも、君のこの町へ

亀田は頭からくるまっていた布団から顔

「そう言えば君が広岡さんの奥さんに別居

の複雑な思いが背後にあったのかもしれな

ね」と意外なほどあっさり言った。
「僕、もうやめます！ このままだと僕は

を出し、窓をそっと開けて外を見た。
新庄の姿は見えない。

いね。君の中にあるこの町から出ていきた
い気持ちが、あの取り返しのつかないアド

「いい手がありますよ。亀田さんは洗いざ

また罰せられて……」

三時間以上経っているのだから、いるはず

らい告白してください。私に会ったことも、

亀田は小さくため息をついた。あれから

いささかうがち過ぎかな？」

はないのだ。そうだとわかっても、体の震

バイスに結び付いてしまったと考えるのは

「あの……僕には新庄さんが言っているこ

私から『まちおこしを滅茶苦茶にしてやり

さず打ち明けるんです」

ませんか』とそそのかされたことも包み隠

えがまだ止まらなかった。

ていた番号を押した。

亀田は鞄からケータイを出し、教えられ

とがよく分からなくて……」
「 分かろうとしていないだけじゃないか
な？ 亀田くんはそういうのが良くないよ

亀田さん」と言った。

静ですから。いいですか？ 亀田さん、落

「どうもしていませんよ。私はいたって冷

「次川さん、
どうかしちゃったんですか？」

からもう一つ、アドバイスしてあげるとね、

「あの……さっき上司の新庄さんがやって

ち着いて私の話をよく聞いてくださいな」

相 手 は す ぐ に 出 て、
「 ど う し ま し た？

人間は、マイナスの感情に駆られて行動す

きて、僕のことをすっかり見透かしている

ね。気が弱いくせに強情なんだから。それ

ればするほど、どんどん駄目になっていく

次川は嬉しそうに言った。
ようで、もしかしたら僕たちのことを……。

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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んだよ。マイナスのエネルギーは人を後戻
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2014年3月末、
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（中央公論社）
で作家デビュー。
TV、
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