連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

日下部
小笠原一徹（おがさわら・いってつ）22歳、
地区の生産者。元暴走族のリーダー。

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。

大渡晴美（おおわたり・はるみ）

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

45歳、
伊予南市長。大渡薫子の母。榎太一の娘。

資ファンド、ヴィンセント・ファンド副社長。

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。

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……。

な じま
に

亀田太（かめだ・ふとし） 29歳、伊予南市役所・

きよ だに
さと

いることがよくわからないです」

装した旅館「深山の里」を営む。

前回までのあらすじ
悠太は、小海島のレストランシェフ登坂の話
リー榎社長から出された宿題を解くヒントを

を一緒に聞いた麻衣の一言に、二名島バッテ
見つける。一方、伊予南市への復讐を決意し

のすごくムカついたけれど何も言い返せま

た亀田の家に新庄が突然訪ねてきた。

田さんは洗いざらい告白してくだ

としたくないんです！」

せんでした。あんな超ムカつく思いを二度

ら私に『まちおこしを滅茶苦茶にしてやり
「あなたは罰せられませんよ」

すか、とそそのかされた』と」

まちおこしを滅茶苦茶にしてみたらどうで

ィンセント・ファンドの次川副社長から、

「そしてさらにこう打ち明けるんです。『ヴ

そんなことをしたら僕は……」

「ちょっと待ってください！ 次川さん、

た』と」

りませんでした。私は噓をついておりまし

に上司にこう言ってください。
『申し訳あ

ください。明日、あなたは出社したらすぐ

亀田さん、落ち着いて私の話をよく聞いて

「 どうもしていませんよ。いいですか？

「次川さん、
どうかしちゃったんですか？」

「その通り、信用です。そして、それが私

「信用……ですか？」

以前よりも信用するはずです」

と思うでしょうね。そしてあなたのことを

ますよ。彼らは『よく打ち明けてくれた』

上司たちの気持ちは手に取るようにわかり

「私はこれでも副社長ですから、あなたの

……」

「 分かりません。僕は上司じゃないから

すよ。上司たちはどう思うでしょうね？」

起こす前にすべてを正直に打ち明けるんで

からです。それどころか、あなたはことを

りますか？ あなたはまだ何もしていない

「あなたは罰せられません。なぜだかわか

次川は冷静だが断定的な口調で言った。

「 僕はもう二度と罰せられたくないんで
たちの武器になるんです」

さず打ち明けるんです」

す！ 市役所を諭旨解雇された時、僕はも

ですね？ 明日の朝、出社したらすぐに上

耳障りなアラームのデジタル音で目を覚

司たちに打ち明けるんですよ」

させ、まちおこしを滅茶苦茶にしたいんで
ました悠太は目をこすり、ベッドのヘッド
ボードを見た。
時刻は午前六時ちょうど、アラームが鳴
る時刻をあと一時間ほど遅らせておけば良

小笠原の奴、伊予南フェアに出品する名

に戻りたい誘惑を振り切り、ベッドを出た。

悠太は再び瞼を閉じて安穏な眠りの世界

かったと後悔したが今さら遅い。

産・特産品を受け取りに行った亀田の足を

閑散とした朝食会場に入った悠太は「あ
れ？」と眠い目を見開いた。
麻衣がビュッフェの料理を自分の皿に盛

一時的に別居してもいいのではないか」と

で、デートで午前中に待ち合わせた時には

付き合っていたころは宵っ張りの朝寝坊

っている。

言い、それが別居への背中を押してしまっ

しょっちゅう遅刻してきたのだ。
「あたし、今は朝方なのよ」

おこし特命社員だとか得意げに吹聴してい

「それに海も山も空もとんでもなくきれい

らせて言った。

麻衣は驚いた顔をしている悠太に唇を尖

る石打悠太も気に入らない。たかが器物破

腰掛けた。

悠太は和食を中心に皿に盛り、向かいに

トレーにのせた麻衣は窓際の席に座った。

山盛りのサラダにフルーツとオムレツを

いないと思ったの」

なんだもの。朝早く散歩しなければもった

じて、私の言う通りにしてください。いい

「あなたの気持ちが変わらないなら私を信

次川は言った。

「亀田さん、私の話を聞いていますか？」

大渡晴美市長にも我慢がならない。

損程度の罪で諭旨解雇を言い渡しやがった

憎らしいのは小笠原だけじゃない。まち

て亀田をさんざん罵ったのだ。

た時も、小笠原は市役所に怒鳴り込んでき

た妻に「ここに住むのがどうしても嫌なら

だ。それだけではない。以前、広岡の別れ

くしてやるからな」などと脅しやがったの

踏みつけ、
「今度悪さをしたら足腰立たな

田は電話口でうなずいた。

脳裏に小笠原の憎らしい顔が浮かび、亀

「はい……」

りませんよね？」

すよね？ そのお気持ちは今でも変わりあ

「亀田さん、あなたは伊予南フェアを失敗

ませんか』とそそのかされたことも包み隠

亀

49 歳、清 谷で古民家を改
ロバート・グライナー
み やま

「あの……僕、やっぱり次川さんの言って

にし す ざ く

さい。私に会ったことも、それか

馬鹿者を命ず！

よ なん

い

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。

第二十七回 まちおこし進む そ の二

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。

イラスト ●丹下京子

新庄誠人（しんじょう・まこと）
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。

x
xi

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。

「うん、朝御飯を食べたらすぐに発つよ」

一番で伊予南に帰る』って」

「悠太、昨日言っていたこと本気？ 『朝

いことがいかに大切か、あたしなりに学習

ように、あたしも少し変わったの。飽きな

「そんなことないと思う。悠太が変わった

たんだよ」

「伊予南フェアの準備でほとんど徹夜だっ

びている。

の顔をしており、無精ひげがうっすらと伸

「それよりも先輩、二名島バッテリーにつ

「それでお前の方の用事は済んだのか？」

は弁解するように言った。

顔をまじまじと見つめる悠太に、喜多嶋

したの」

いなかった。

麻衣はそう言って笑ったが、目は笑って

「昨日も言ったけれど、あたし今日、行き
たいところがあるんだけれど」
「麻衣、免許証、持ってきているよね？」
「まあね」
かなえまち

いての資料、捨てていませんよね」

鼎町の目抜き通りにあるレンタカー店で
麻衣と別れた悠太は、高松港へと向かうフ

「だったらレンタカーの店まで送るから、
自分で運転して回ってくれないかな」

悠太はオフィスとして使っている土間に

「俺はお前の資料には触ってもいないぞ」

島の周囲を回る国道からは昨日同様、太
飛び込み、書類棚から目当てのバインダー

ェリーボートの埠頭を目指した。

たいほど仕事が気にかかるの？」
陽の光を反射したきらめく海面や遠くの島
を取り出した。

「こんな素晴らしい島を一刻も早く後にし

「それはそうさ、仕事だもの」
影が見える。

意味じゃないのよ。前にも言ったけれど、

「悠太、本当に変わったね。ううん、悪い

市に戻らなければならない寂しさが湧き上

うちに、麻衣をこの島に残し、一人伊予南

切れ目なく続く美しい景色を眺めている

悠太は毎経新聞の記事を取り出した。伊

「あった！ これだ」

雑誌記事をまとめたファイルだ。

麻衣はため息をついた。

田舎暮らしが、悠太を大人にしたんだと思
がってきたが、悠太はその気持ちに無理矢
予南市に赴任する直前に目にして切り抜き、

二名島バッテリーについての新聞記事や

う」
理蓋をして、
「大事な仕事なんだから」と
ファイルしておいたのだ。

悠太はどう返事していいかわからず、小
自分に言い聞かせた。

海島名産のトビウオのすり身が入ったみそ

一氏は毎経新聞のインタビューに答えて、

「二名島バッテリーの創業者で社長の榎太

高松港から高松自動車道と徳島自動車道を
どんなに劣化しても液漏れを起こさない、

フェリーの船内で一時間ほど仮眠を取り、

「ねえ、悠太、あたしが今日、どこに行き
乗り継いで伊予南市に戻って来た時、時刻

汁をすすった。

たいと思っているかわかる？」
次世代の全固体電池の開発にメドが立った

「お前、もう帰ってきたのか 」
事務所兼社宅の引き戸を開けた悠太を、
喜多嶋が驚いた顔をして出迎えた。
んで心臓のペースメーカーの電源として使

全固体電池が実現されれば、体に埋め込

に入りたいと言う。

ことを明らかにした。今後二年以内に量産

は正午を回っていた。

悠太は見当がつかないという顔をした。
「市役所を訪ねて、空き家を見せてもらお
うと思っているの。あたし、ここに移住し
ようかなと言ったの、
けっこう本気なのよ」
「前に言ったけれど、きっと一カ月で飽き

振り返れば伊予南市に赴任した翌日、大

の用途にも一気に拡大する││」

たりできるようになり、電池の需要は医療

ドイツが二十一・二四パーセントに達する。

化率はイタリアが二十二・四パーセント、

規模の課題で、例えばヨーロッパでは高齢

パーセントに達するが、実は高齢化は地球

ページを開いた。

ボードを叩き、二名島バッテリーのホーム

悠太は喜多嶋を無視してパソコンのキー

ったり、モーター付きの人工関節を動かし

渡晴美市長に面会した時、
「二名島バッテ
フランスやイギリスは間もなく二十パーセ

喜多嶋は今、目を覚ましたような寝起き

リーがいつまでもここにいてくれるとあな
ントを超えると言われる。

しかし、今、大事なのはその先の下りだ。

記事についてとっさに思い出したのだった。

ており、二○三五年には何と四億人に増え

者と呼ぶ。この人たちが今、二億人に達し

さらにお隣の中国では六十歳以上を高齢

長にお会いしたいのですが、取り次いでい

会社の石打悠太と申します。あの……榎社

「あの……私、西朱雀プロジェクトという

「二名島バッテリーを単に電池を生産する

ける高齢者の健康や生活の利便性、安全、

電池の技術を活用して、全世界で増え続

れで……あ、いや、西朱雀プロジェクトは

「あの……榎社長とは以前お会いして、そ

ただけますか」

モノ作りの企業から、電池の技術を活用し

快適さを提案・創造していきたいと思う」

まちおこしを支援する会社で、伊予南市の

る見通しだ。

て健康や生活の利便性、安全、快適さを提

「お前、突然帰ってきていきなり何をやっ

ことがあって……」

まちおこしについて榎社長にご相談したい

「どういったご用件でしょうか？」

案・創造する企業へと脱皮させたいとずっ
ているんだよ？」

喜多嶋がいぶかし気な顔でこちらを覗き

「二名島バッテリーの記事です」

に出た。

「お待ちください」

上で、とりわけ重視しているのは高齢者だ。

「それがどうかしたのか？」

「榎は本日、外出しております」

込んでいた。

超高齢社会の到来によって、健康や生活の

「ヒントが書いてあったんです」

ネスを展開する上での貴重な経験やノウハ

するための取り組みは今後、全世界でビジ

しかも、そうした技術やサービスを実現

リーの工場移転を撤回してもいい』と。そ

いう証拠を見せてくれたら、二名島バッテ

ッテリーにとって経済的メリットがあると

す。
『伊予南市にとどまった方が二名島バ

「榎社長は以前、僕たちにこう言ったんで

してみれば得体の知れない人間からの突然

ないかもしれないと思った。会社の側から

電話を切った悠太は、門前払いも仕方が

るとのことです」

ジュールは今後数カ月間すべて埋まってい

「今、秘書課に確認したところ、榎のスケ

「あの……明日は？」

保留音がしばらく流れ、案内係が電話口

利便性、
安全、
快適さを実現するための様々

「何の 」

ウを私たちにもたらしてくれるはずだ。

の宿題を解くためのヒントです」

の面会依頼なのだ。応じる方がきっとおか

ちの全人口に占める割合は今や二十七・七

日本の高齢化率││六十五歳以上の人た

「よくわからないぞ。もっと俺にわかるよ

だろう。

な技術やサービスが求められるようになる

二名島バッテリーがそんな進化を遂げる

要な一歩になると思う。

と考えていた。全固体電池の開発はその重

掲載されている。榎は言う。

記事の後半には榎太一社長のコメントが

ジに書かれている代表電話番号を押す。

ケータイを鞄から出し、会社概要のペー

うに説明しろよ！」

たは思う？」と突然質問を振られて、この

るよ」

!?

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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しいのだろう。
んだって？」

「新庄から聞いたわよ。宿題が解けそうな

大渡晴美市長だった。その声が心なしか

「お前、いきなり二名島バッテリーに電話
なんかして、一体何を考えているんだよ」
弾んでいる。
「いえ、本当に解けるかどうかはまだわか

喜多嶋がオフィスに入ってきて口を尖ら
せた。

した。
ここから山すそに向かって車を走らせ、
山越えの県道を使えば清谷には三時間ほど
で行かれるはずだ。
悠太は以前訪れた清谷についての記憶を
手繰り寄せた。

の最南端に位置し、切り立った山の斜面に

らないんです。もしかしたら僕の勘違いか

「とにかく至急父に会いなさい！ 彼は今、
古民家が点在する神秘的な雰囲気の集落だ。

「先輩、ちょっと静かにしてもらえません

悠太は新庄のケータイ番号を押した。
清谷にいるわ。清谷……一度行っているか
昔ながらの古民家は多くが茅葺き屋根で、

清谷郷は伊予南市の北に位置する中田市

新庄はすぐに電話に出て「 どうしまし
ら行き方はわかるわよね。宿も以前と同じ
初めて訪れたのにどこか懐かしくもあった。

もしれないですし……」

た？」と呑気な声で言った。
深山の里よ。いいわね、すぐに発ちなさ
集落はところどころ霧にかすみ、その隙間

か」

「あの……実は新庄さんにお願いがありま
い！」
から棚田が顔をのぞかせていた。

して……二名島バッテリーの榎社長にお会
晴美はそれだけ言うと電話を切った。

何か新たな決断について考えを巡らせてい

いできるように大渡市長に頼んでいただけ

いてリュックサックに入れた。さらに必要
るのだろうか。榎は以前、
「大事な判断を

その清谷郷を榎がまた訪れているという。

ントが得られるかもしれないんです」
な着替えや洗面用具を詰め込み、リュック
下さなければならない時には清谷に一泊で

悠太はノートパソコンのコンセントを抜

「ほお！」
サックを背負って庭に出る。
も二泊でも逗留して考え抜くのだ」と言っ

ないでしょうか？ 榎社長の宿題を解くヒ

新庄が感心したような声を出した。
「おい、どこに行くんだよ 」
悠太は喜多嶋を無視してラパンに乗り込
んだ。

小海島からの長旅の直後だったが、不思
議と疲れはまったく感じなかった。
下ろせる伊予南市の風景を楽しみたかった

の看板が見えてきた。立ち寄って庭から見

くりつけられた「パン焼き工房・まつしま」

山道に入ってしばらくすると杉の樹にく

ていたのだ。

「やってみましょう。後ほどコールバック
します」
「お前、榎社長に会ってどうしようって言
うんだよ」
喜多嶋がまた口を挟んだ。
「だから宿題を解くヒントだって言ったじ

張感と昂揚感がそうさせているのだろう。
道から砂利道へと入った。再び舗装された

悠太はそのまま車を走らせ、舗装された

が、今はそんな余裕はない。

駅周辺の入り組んだ道を通り抜けた悠太
道に入り、スギやヒノキがそびえる山道を

これから榎太一に対峙するのだという緊

は海岸沿いの国道に出て、二名島バッテリ
登っていく。

ゃないですか」

「 は い、 石 打 で す。 新 庄 さ ん、 い か が
ーの本社工場が左手に見える交差点を右折

壮な総漆喰塗りの古民家へと近づいていっ

「お前、このごろ少し生意気だぞ！」

……」

た崖の下を流れる川は以前と同じように陽

た。深山の里の本館だ。正面玄関は開け放

悠太のケータイが鳴った。

悠太はまた麻衣のことを思った。
光を受けて鮮やかなコバルトブルーに輝い

うと思っているの。あたし、ここに移住し
になったあたりで前方に小さな集落が見え

渓谷沿いの道を三十分ほど走り、下り坂

悠太に気づいた榎は笑みを浮かべた。

長身でがっしりした体躯の男は榎だった。

スから男が立ち上がった。

そのロビーに置かれた木製のしゃれたイ

がっている。

たれており、奥に広い吹き抜けの空間が広

しっ くい

麻衣は言った。

ようかなと言ったの、
けっこう本気なのよ」
てきた。小仏の集落だ。川沿いに十数棟の

ている。

もしかしたら本気で小海島への移住を考
温泉宿が並び、煙突からはうっすらと煙が

「市役所を訪ねて、空き家を見せてもらお

えているのかもしれない。彼女なりにいろ
たなびいている。

悠太は小海島で麻衣と二人で暮らす自分
山道を登った場所にある。榎が清谷で定宿

清谷郷は小仏から五、六百メートルほど

て？」

「 あの……でも……僕が来るのをどうし

お ぼとけ

いろ悩み迷った末の決心なのかもしれない。

の姿をイメージしかけて、慌てて打ち消し

にしている深山の里はもう間近だった。

「意外に早かったな」

た。麻衣とはもう終わったのだ。

駐車場にラパンを停めた悠太は、築百五

俺に伝えろ』と頼んだんだ。宿題が解けた

てきて、
『これから石打悠太が行くからと

「晴美がこちらの主人のロバートに電話し

界をさえぎっていたスギやヒノキの林が途

十年の庄屋の屋敷をリノベーションした広

悠太はスピードを少し上げた。やがて視

切れ、眼下に渓谷が見えてきた。切り立っ

んだって？」
「いえ……まだ解けたと決まったわけでは
ないんです。ただヒントが見つかるかもし
れないと思って……それで……」
「今晩はこちらに泊まれるんだろう？」
「ええ……まあ……」
「だったら夕食の時にゆっくり話そう。そ
れまではお互いゆっくり過ごそうじゃない
か。ロバート！ お一人様追加だ」
カウンターの奥に声をかけた榎は悠太に
向き直った。
「ああ、そうだ。大事なことを聞くのを忘

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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れていた。君は薫子のことをどう思う？」
榎の顔は真剣だった。
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