連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

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。
装した旅館「深山の里」を営む。

ショーン・次川（つぎかわ）45 歳、アメリカの投

亀田太（かめだ・ふとし）29歳、伊予南市役所・地

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

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……。

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。

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。

さと

み やま

きよ だに

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。

前回までのあらすじ
「深山の里」で悠太は榎社長に、宿題を解くヒ
しいと頼む。榎はショーン・次川の経歴を悠

ントを説明し移住してきた高齢者を雇ってほ

ね。彼、そろそろ、そちらに引っ越すつも

いう。翌朝、悠太は新庄の電話で起こされた。

太に教え、孫の薫子を好きなら協力するとも

前九時前、電話口に出た悠太の耳

「ちょっと待ってください！ 僕、今、清

午
れませんか？」という新庄の声が聞こえた。
谷に来ていて……」

きよ

りでやって来るはずですよ」

「石打くんところの事務所兼社宅で亀田を
「じゃあね、よろしくお願いしますよ」
新庄は電話を切った。

だに

しばらく預かってもらいたいんですよ。亀
田が今朝、出社するなり私たちに土下座し
悠太は新庄にかけ直そうとしたが、すぐ

ざん げ

て懺悔したんです。実はヴィンセント・フ

新庄にはもう何を言っても手遅れだ。亀

に思い直した。

次川から『まちおこしを滅茶苦茶にしてみ
田は今ごろ、荷物をまとめて事務所兼社宅

ァンドの次川副社長には何度も会っていて、

たらどうですか』とそそのかされていたと
に向かっているに違いない。

嶋はいっこうに電話口に出ない。

代わりに喜多嶋の番号を押したが、喜多

ね。懺悔、告白してくれたのはけっこうな
ことなんですが、私はどうも腑に落ちませ
んでね。そこで石打くんに二十四時間、亀

「新庄さん！ いきなり何を言っているん
「亀田がやってくる」そう喜多嶋に教えて

を鳴らし続けた。

悠太は三十秒、一分と喜多嶋のケータイ

ですか。二十四時間監視だなんて絶対に無
おかないと、揉めるのは必至だからだ。

田を監視してもらいたいんですよ」

理ですよ」

要はそちらで預かってくれればいいんです
を手にした亀田太の目の前に、亀田より頭

リュックサックを背負い、大きな旅行鞄

「
『二十四時間』は言葉の〝あや〞です。

よ。実はもう亀田に命じちゃっていまして

「お前、考え方がとんでもなく歪んでいる

この無駄に大きな男には以前、会った記
令に、どうして俺が従わなければならない

別の会社なんだぞ。お前の会社の上司の命

んじゃないか？ 俺の会社とお前の会社は

憶がある。石打悠太の先輩だか同僚だ。か

るのに等しいんだぞ」
「それの何が悪いんですか

僕たちは一

あなたはおならしてください』と言ってい

んだよ？ 『私は芋を食べました。だから

名前は何だったっけ？ 北川？ それと
も西嶋？

ないですか」

緒にまちおこしに取り組んでいる仲間じゃ

高で嫌な感じだ。あの暴力的な小笠原とい

はお前がしたことを絶対に忘れないからな。

「どの口がそんなことを言うんだよ！ 俺

のだろう。

奥から男がもう一人出てきた。ＡＫＢ

「どうかしたんでしょうか？」

「絶対に嫌だね！」

「入れてください！」

だ」

お前は俺たちの車にペンキをぶちまけたん

無駄に大きな男が不愉快そうに言った。
「そうですか。でも上司の新庄から命じら
れたことですから」
亀田は玄関の土間に入ろうとしたが、男
が通せん坊をした。

「そんなのいらないよ。
ありがた迷惑だよ」

るようにスタンバイしろ』って」

て、二十四時間、協力体制を取っていられ

プロジェクトの事務所兼社宅に寝泊まりし

アがいよいよ差し迫ってきたから、西朱雀

司の新庄に言われたんです。
『伊予南フェ

「社命ですから。入らせてください！ 上

から」

「あ……私、伊予南プロジェクトの亀田太

「名女川さんには関係ありませんよ」

ですか」

「喜多嶋さん、何か揉めていらっしゃるん

イプの奴だった。

点が不気味な、これまた好きになれないタ

ところは何だか妙に若々しい。年齢不肖な

年男にも見えるが、肌がつるつるしている

のてっぺんがすっかり薄くなっている。中

のＴシャツを着た小柄で小太りの男で、頭

「上司の新庄に命令されたんです！」

「勝手に入るなよ。俺は聞いていないんだ

48

「俺はそんな話聞いていないぞ」

い、どうして僕の周りにはこんな奴が多い

忘れてしまったけれど、相変わらず居丈

!?

できたことがあった。

つて石打悠太と一緒に市役所に怒鳴り込ん

きそうな顔で見下ろしていた。

一つ半背の高い男が立ちはだかり、嚙みつ

新庄誠人（しんじょう・まこと）

な じま
に

にし す ざ く

に「ちょっと頼まれごとをしてく

馬鹿者を命ず！

よ なん

い

ロバート・グライナー 49 歳、清谷で古民家を改

第二十九回 まちおこし進む そ の 四

榎太一（えのき・たいち）76 歳、二名島バッテリー

イラスト ●丹下京子

名女川直行（なめかわ・なおゆき）27 歳、麻衣の
会社員時代の先輩で彼氏、麻衣を追いかけて……。
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。

「昼ごはんにも付き合ってほしいんだよ。
君に会わせたい人間がいるんだ」

と言います。今日からこちらで寝泊まりさ
電話を切った悠太は深く長い息をついた。

「それは会っての楽しみだ。店はここから

せてもらいます」

にやってきていて、喜多嶋との間ですでに
さらに山を登っていった場所にあるので、

「どういう関係の方ですか？」

「よろしくじゃないですよ、名女川さん、
揉め事が始まっていた。いったん始まって
運転を頼むよ。ああ、それから君が昨晩言

手遅れだった。亀田はもう事務所兼社宅

余計なことを言わないでください。とにか
しまったからには、二人は事あるごとにぶ

「そうですか、それはよろしく……」

く亀田、お前はとっとと帰れよ。それで後
っていた、伊予南に高齢者が移住したら雇

榎はみそ汁を一口すすり、真剣なまなざ

ってくれないかという話だがね」

つかり、揉め続けるに違いない。
もう一度ため息をついたのと同時にケー

日、この件について上司の新庄さんから俺
に説明してくれるようにと伝えてくれ」
タイが鳴った。榎だった。

「昨晩、あれからじっくり考えてみて、場

「そんな悠長なことをしていられませんよ。

榎は呑気な声を出した。
合によっては応じてやってもいいと思って

しで悠太を見つめた。

「いえ……まだですけれど」
いる」

「君はもう朝ごはんをすませたか？」

「じゃあ一緒にどうだ？ 母屋の裏手に来
「本当ですか 」

伊予南フェアはもうすぐですよ」
「偉そうに言うなよ！」
「あの……喜多嶋さん……」
名女川が割って入った。
てくれ」
「深山の里」の裏手には小さな東屋があ
引用してくれたように、私は以前、新聞の

「ただし条件がある。君がいみじくも昨晩、

「さっきからケータイがずっと鳴っていま
すが、いいんですか？ 石打さんからの電
り、縁側で榎が胡坐をかいていた。

騰しているらしい。

みるみる紅潮していった。怒りがさらに沸

た方がいいな。ロバートが作る朝餉も絶品

「だったら朝ごはんはほどほどにしておい

「普通だと思いますけれど」

「石打くん、君は食が太い方か？」

悠太は唾を呑み込んだ。

のキノコをふんだんに入れたみそ汁……。

汲み出し豆腐、ヒメアユの蒸し焼き、土地

ト自らが朝餉を運んでくる。山菜の佃煮、

悠太は向かいの座布団に座った。ロバー

話に終始したが、具体的にはこんなことを

者に手の内をさらしたくないので抽象的な

タビューでは、ライバルとなる企業の関係

になるはずだ』とコメントした。そのイン

康や安全、快適がより強く求められるよう

るのは高齢者で、超高齢社会の到来で、健

出す企業にしたい。その時、重要視してい

電池を使って人の健康や安全、快適を創り

ーを、電池を生産するモノ作りの企業から、

インタビューに答えて、
『二名島バッテリ

あぐら

話みたいですけれど」

「お前、それで断らなかったのかよ！ ど

だが、昼にはこれ以上の量が出てくるから
考えているんだよ」

「どうしてもっと早く言ってくれないんだ

うして断らないんだよ！」

な」

喜多嶋は名女川の手からケータイをひっ
たくり、耳に当てた。
二言三言、言葉を交わした喜多嶋の顔が

喜多嶋がケータイに向かって思いきり怒

あさ げ

鳴った。
「はあ？」

よ！」

「俺は絶対認めないからな！」

「なるほどね」

言えば、マンションを供給する業者にとっ

悠太は榎を見つめ返した。

「私は、高齢者が安全、安心、快適に住み

まい方や暮らし方を提案したいんだ。もう

家じゃない。家という器を通して新しい住

「そうだ。ただし、ただの建築物としての

「家……ですか？」

したいんだ」

室は玄関ホールの両側にある洋室にならざ

得ないんだよ。例えばこの間取りだと、寝

こういう一般的な間取りには違和感を禁じ

みれば、いや、よくよく考えるまでもなく、

し我々の世代からすると、よくよく考えて

「君の感想はなかなか率直でいいな。しか

に変えてみたいんだよ。高齢者が落ち着け

「私はまずこういうのをすべて居住者本位

けた。

「こいつはうまいな」と独り言ち、話を続

榎はヒメアユの蒸し焼きを一口かじって

れて、居住者本位にはなっていないんだ」

らだ。つまり供給側の考えや都合が優先さ

てそれが常識だし、コストがかからないか

少し大げさに言えば、私は残りの人生をか
るを得ない。リビングダイニングルームで

るような間取りを考え、その上で電池を使

榎は苦笑した。

けて、人生の最終コーナーを回った後の
寝るわけにはいかないだろう？ ところが

って終末までの幸せなライフスタイルを模

続けられるような家を、電池を使って実現

二十数年間、すなわち終末までのライフス

これが高齢者にとってはなかなか安全、安

索してみたい。さいわい、それを実現する

ご

タイルを模索してみたいんだよ」

心、快適とは言い難い。なぜだか分かる

ための技術もすでに出そろいつつある。例

悠太はきょとんとした。
か？」

「よく分からないか？ まあ、君はまだ若

に使う洋室が配置されている。廊下を奥に

あり、玄関ホールの両側に寝室や書斎など

りだ。普通は北側の外廊下に面して玄関が

「こいつはごく一般的なマンションの間取

の間取りらしい。

線を引く。どうやらマンションかアパート

に絵を描いた。長方形を書き、間を仕切る

バッグからボールペンを出して紙ナプキン

榎は山菜をつまみ、床に置いたクラッチ

しかも、
も
齢者にはなかなか堪えるんだよ。

人もいるだろう？ そんな物音や気配が高

人もいるし、深夜酔っぱらって帰宅する住

が行き交うんだ。中には早朝に出勤する住

届けに来た宅配便の業者など、雑多な人々

ターに向かう同じフロアの住人や、荷物を

ていると思うか？ 外出しようとエレベー

戸外なんだ。君はそんな部屋が寝室に向い

側だ。
壁一枚隔てた向こうは、
外廊下という

「寝室はどこにあると思う？ 最も外廊下

い。テレビのスイッチを入れ、あらかじめ

守りサービスも出てきた。それだけじゃな

か異変が起きていないかなどを察知する見

隔地から把握して、日々の健康状態や、何

ンターネットにつなぎ、その使用状況を遠

アコンなど日常的に使う家庭内のモノをイ

「さらに魔法瓶やテレビ、湯沸かし器、エ

悠太はうなずいた。

トキー、知っているよな」

ホによる遠隔操作で鍵をかけられるスマー

スマホで確認でき、かけ忘れていたらスマ

えば部屋の鍵をかけたかどうか外出先から

行くとリビングダイニングルームに出て、

しかしたら外部からの闖 入 者かもしれな

設定したチャンネルを選ぶとオペレーター

悠太は首を横に振った。

サッシの窓を隔てた向こうがベランダだ。

いなどと考え始めたら不安も募る一方だ」

につながり、買い物の代行を頼んだり、健

いからな」

君はこの間取りをどう思う？」

「かもしれませんね」

康診断の案内や天気、交通状況などの情報

こた

「それは……羨ましいです。そんなに部屋

「では、なぜそんな間取りばかりなのかと

ち ん にゅう し ゃ

があって」

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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を使えばいっそう安く、使いやすくなる。

ポイントだが、それらの技術は我々の電池

れ始めている。そして、ここがまさに話の

を得られたりする双方向サービスも実現さ

経歴を背負った人材を最低でも六、七人は

るか？ 一人や二人じゃ駄目だぞ。様々な

な人材を見つけられるか？ 呼び寄せられ

いは今、模索している高齢者たちだ。そん

記されている。

日の運営手順がフローチャート図を使って

紙に伊予南フェアの準備に必要な事項や当

のタイトルがついており、大きめのＡ３の

「伊予南フェア準備・運営マニュアル」と

「気安く触るなよ。大事な書類だ」

り上げる。喜多嶋だった。

長い手が頭の上から伸びてきて書類を取

亀田は書類を手にして読み始めた。

欲しいところだ。できるか？」

うじゃないか」

「君にそれができたら、彼らを雇ってやろ

榎は悠太を見すえた。

つまり本格的な普及へと一歩踏み出せる。
しかし、そこへ行くのには越えなければな
らないハードルがあるのも事実だ」
榎はまたヒメアユの蒸し焼きを一口かじ
り、一瞬嬉しそうな顔をしたが、すぐ真顔

行鞄を置いた亀田は、ノートブックパソコ
アル』と書いてあるだろう？ 俺たちはこ

「ここに『伊予南フェア準備・運営マニュ

「何の書類ですか？」

「高齢者たちにとってはどんな住まい方が
ンをリュックサックから出し、一階に下り
いつにしたがって伊予南フェアの作業を進

二階の畳部屋の隅にリュックサックと旅

最も安全、安心、快適なのか、終末までの
ていった。事務所として使っているらしい
めているんだよ。当日もこいつに書かれて

に戻った。

幸せなライフスタイルとはどんなものなの
土間のドアを開け、置いてあるサンダルを

隅のデスクでパソコンを打っていた喜多
つをまとめたんだ」

か、答えが出ていないどころか、そのイメ

んだよ。我々だけじゃない。たぶん、まだ
嶋が憮然とした顔で亀田を見やり、舌打ち
「へえ！」

いるとおりに運営する手はずだ。以前、関

だれもつかんでいないはずだ。そこで君が
したが、もう何も言わなかった。石打悠太

履いて中に入る。

昨日、いみじくも言った言葉だ。
『だった
が新庄の頼みを聞いてしまったと聞いて、

ージの一端さえ我々はまだつかんでいない

らそのアイデアを高齢者に考えてもらった
追い出すのを諦めたのだ。

分かっている』と言える高齢者たちを伊予

そんな『自分たちのことなのだから、よく

から、よく分かっているはずです』
。君は

務所に戻ろう。そして新庄には「西朱雀プ

トにつないだら、伊予南プロジェクトの事

ブックパソコンを置いた。パソコンをネッ

亀田は土間の中央にある作業机にノート

「ああ、俺のこのパソコンの中にな」

じゃなくてデータもあるんですよね」

でも、もちろんプリントアウトした紙だけ

「それは大切に扱わないといけないですね。

った。

亀田は危うく笑顔になるのをこらえて言

係者がここに集まって一晩議論して、こい

らどうでしょうか。自分たちのことなのだ

南に集められるか？」
ロジェクトの人たちには快く受け入れても

ぱいに清涼な空気を吸い込んだ。

駐車場にはもう一台、車が停まっていた。

はるか眼下に清谷郷の集落が見える。

いだろう。向かいには峻厳な山々がそびえ、

ここはまさに天空の食事処と言ってもい

めた。

悠太は霞庵の横手にある駐車場に車を停

名付けたそうだ」

ら見下ろす景色が霧に煙りがちなのでそう

ぴったり正午、悠太は榎をラパンに乗せ、

はそうですよね」と相槌を打った。

亀田はポーカーフェースを装って「それ

「
〝そんな〞とは〝どんな〞人たちですか？」
らいました」と報告しよう。

あるという。車でも三十分ほどの道のりだ。
「心が洗われ、思考が研ぎ澄まされるよう

ほのかに森林の香りがして、悠太は胸いっ

涼しくて清涼な空気が車内に流れ込む。

にとまった。

作業机の上に置いてある書類が亀田の目

「終末までの幸せなライフスタイルとはど
んなものなのか、その住まい方、生き方に
ついて掘り下げて考えたことがある、ある

エンジンをかけた。
かすみ あん

霞庵もロバートが経営しているが、料理は
な気がしないか？」

昼食場所である「 霞 庵」は山の頂近くに

地元の若者が作っているらしい。ロバート
「そう言えば何となく……」
榎の言っていることが何となく分かる気

が手ほどきしたそうだ。
悠太は清谷郷の集落を見下ろしながら、
がした。ここにいると自分の心の奥底を覗

あがった。

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！

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、

つづら折りの道を上っていった。

には不似合いな、これみよがしのベンツは

メタリックシルバーのベンツだ。山深い里

道幅が狭まり、樹木の間から山の斜面に

どこかで見覚えがある。榎に案内され、悠

いて見ることさえできる気がする。

は、遠ざかるにつれて淡い模様のように霞

古民家が一軒、ぽつんと建っているのが見

太は霞庵に入っていった。

陽光に照らされた棚田や茅葺きの古民家

み、やがて樹木に隠れて見えなくなった。

えた。平屋建てで、どちらかと言えば小体

こ てい

「エアコンを止めて、窓を開けてみてくれ
なつくりだ。

「あれが霞庵だ。一千メートル近い標高か

土間で電子タバコを吸っていた男が立ち

ないか」
悠太は榎が言ったとおりにした。

ピンストライプのスーツを着た四十代の
男にはやはり会ったことがある。以前、「パ
ン焼き工房・まつしま」の店内で榎と口論
していた男だ。
「ご足労をかけたな」
榎が男に声をかけた。
「石打くん、こちらはヴィンセント・ファ
ンド副社長のショーン・次川君だ」
「あの……はじめまして。西朱雀プロジェ
クトでまちおこし特命社員を務める石打悠
太と言います」
「まちおこし特命社員だって？」

Kazuhiro Shibuya
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次川は刺すような目で、悠太をにらみつ
けた。

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。

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。

