連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！
榎太一（えのき・たいち）76歳、二名島バッテリーの創
よ なん

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。

亀田太（かめだ・ふとし）29歳、伊予南市役所・地

45歳、
伊予南市長。榎太一の娘。

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……。

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。

花咲かえで（はなさき・かえで）25歳、西朱雀プロジ
ェクト社員、
悠太の１年先輩。

堤誠一（つつみ・せいいち）71歳、元大阪の大手電

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。

機メーカー社員、再婚を決意し「パン焼き工房・まつし
ま」
で披露宴を開く予定。

新庄誠人（しんじょう・まこと）

広岡卓次（ひろおか・たくじ）49歳、地域おこし協力

方がいいのではないか。

ある髪型……広岡卓次だった。

生え際が後退しながらも長く伸ばした特徴

小柄だががっしりした体躯、侍みたいに

立っていた。

廊下の突き当たりに見覚えのある男の影が

亀田たちの部屋がある最上階で降りる。外

エレベーターに乗り込み、悠太や喜多嶋、

道路沿いの五階建ての建物だ。

西朱雀地蔵通り商店街とは逆側にある幹線

西朱雀プロジェクトのオフィスを挟んで、

ンションに向かった。

ロジェクトが借りてくれたウィークリーマ

オフィスを出た悠太は急ぎ足で西朱雀プ

に釘を刺す効果はあるはずだ。

に秘めているとしたら、実行させないよう

新庄が言うように何か良からぬ計略を胸

前回までのあらすじ
伊予南フェアの開催が迫った。亀田は販売す
ンタル倉庫に変更し、西朱雀地蔵通り商店街

る伊予南市の商品の届け先を次川が借りたレ

店街の中ほどにある、もとは酒屋
たが、彼の仕事ぶりはそれ以上でも以下で

嶋の指示通りにてきぱきと仕事をしてくれ

ッテリーはベトナムへの本社移転を決めた。

に届かないように画策する。一方、二名島バ

だった空き店舗のどこにモニター

ン画面を使ってレイアウトを検討しながら、
く見えなかったのだ。意図して言われたこ

自ら進んで何かをやろうという姿勢は全

もなかった。

悠太は亀田がかえでや喜多嶋と交わしたや
としかやらないのではないのだろう。自ら

そも亀田の中にはないのだ。

進んで仕事するという意識や習慣が、そも

りとりを思い返していた。
亀田は「品物の配送はだれが担当するの
でしょうか？」と質問した上でこう言った。
「まさか……」
悠太は新庄の言葉を思い出した。
「ますます怪しいですね。やはり亀田の胸

ようですね。亀田が仕事に前向きで明るい

そういう仕事、市役所で随分させられて慣

喜多嶋が「それは俺の担当だ」と答え、
感じになっているのは、胸に秘めている良

には何か一物がありそうだと見た方がいい

運送会社の名前を告げると、亀田はさらに

悠太は仕事の手を止めた。

からぬ計略が彼のモチベーションとなって

っています。僕、何度も荷物を発注しまし
亀田はもうとっくにいない。悠太や喜多

こう続けた。

たから。今度も僕、何でも手伝います」
嶋と同じウィークリーマンションに引き上

いるからですよ」

何だかいつもの亀田らしくなかった。
げたのだろう。

あご

いち

悠太が広岡に声をかけたのと亀田の部屋

ヴィンセント・ファンドの副社長だよ。お

「ショーン・次川、アメリカに本社がある

れどな。市役所にいた亀田が、ラコステの

「そうか？ 俺の飲み友達が言っていたけ

「会っていません」

も何度か会っていたそうじゃないか」

ているだけじゃなく、伊予南市の居酒屋で

のドアが開いたのとほとんど同時だった。

「どうして……」

た。

広岡が有無を言わさぬ口調で亀田に言っ

「ちょっといいか？」

を交互に見て唇を嚙みしめた。

前、知り合いだろう？ 電話でやりとりし

「いきなり何の話ですか？」

亀田がスマホを床に落としてしまう。

っているよな」

まあ、いいか。お前、ショーン・次川、知

「お前、スマホでゲームなんかしたっけ。

亀田が慌ててスマホを取り上げた。

「ゲームをしていたんです」

る亀田のスマホを目ざとく見つけた。

広岡が備え付けのデスクの上に置いてあ

「誰かと電話していたのか？」

も後に続く。

田の断りもなく部屋に入っていった。悠太

広岡は悠太に向かって顎をしゃくり、亀

な。お前も一緒に来い」

「石打、ちょうどいいところに帰ってきた

瞥した。

べつ

広岡は亀田から視線を逸らして悠太を一

いといけなくなっちまったんだよ」

あってね。それでお前のところにも寄らな

「
『ここに来たのか』か？ 東京に用事が

以前、新庄に言ったように、亀田は喜多

「ヤマノ運輸なら、担当者も含めてよく知

れているので……」

まっていなければ僕がやってもいいです。

「宅配便への連絡とか念押しとか、もし決

隊員として伊予南市に移住し、
その後伊予南プロジェ
クトの幹部社員となる。

ドアから顔を覗かせた亀田は広岡と悠太

「広岡さん！」

を置き椅子や机を並べたらいいか、パソコ

商

四分地恒三（しぶち・こうぞう）59歳、天興大学地
域デザイン学部教授で西朱雀プロジェクト社長。

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。

な じま
に

にし す ざ く

亀田が何を考えているのか問いただした

い

大渡晴美（おおわたり・はるみ）

第 三 十三回 伊予南フェア始まる その四

バイスプレジデント

イラスト ●丹下京子

ショーン・次川（つぎかわ）45歳、アメリカの投資フ
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。

大衆居酒屋に似合わないすかした野郎と飲

ポロシャツにヌーディージーンズをはいた、

めに東京に出てきたんだ。ショーン・次川

「それで今日、その昔の知り合いに会うた

「大丈夫です……」

本当に大丈夫か？ 顔面が青白いぞ」

けよ」

らないことがあるんだよ。いいか、よく聞

「それよりも石打、お前に伝えなければな

真剣な眼差しになった。

広岡は照れ笑いを浮かべかけたがすぐに

んでいたって」

について何か知っていることがあったら教

かお

「その次川だが、ニューヨークにあるヴィ
えてもらおうと思ってね。伊予南プロジェ
に声を潜めた。

広岡はニヤリと笑った。

ンセント・ファンド本社に転勤になるそう
クトの金でちょっぴり奢ってやったら、ニ
「伊予南市がヤバいんだ」

転に向けて動き出したんだよ。ベトナム政

「二名島バッテリーがいよいよ本社工場移

うにして亀田の部屋を離れた。

広岡は悠太の胸倉をつかみ、引きずるよ

広岡は部屋にいる亀田に聞こえないよう

だ」
ューヨークへの転勤が決まったそうだと教

見つめた。

広岡はそれだけ言うと押し黙り、亀田を

いたそうだ」

えてくれた。次川の奴、得意げに吹聴して

「……」
亀田は無表情を装うとしたが顔色が変わ
った。
「それもどうやら本人の希望らしい。彼は
やり手のようだから日本よりも生き馬の目

たそうだ」

府と本社工場移転についての覚書を交わし

だけですか？」と聞いた。
「本当ですか 」

亀田は広岡から視線を逸らし「話はそれ

な。どうした？ 顔色があまり良くないな。
「それだけならもう帰っていただけますか。

を抜くアメリカの方が、水が合うんだろう

疲れているなら腰掛けたらどうだ？」

「残念ながら本当の話だ。俺の昔の知り合

か？」

「お前、今の俺の話を出まかせだと思った

「けっこうです」

今度こそ本当にただじゃおかないぞ」

もしお前がつまらないことをしやがったら、

か、伊予南フェアを絶対に成功させろよ。

「俺が言いたいことはもう一つある。いい

るんです」

僕、今日、忙しかったのですごく疲れてい

「二名島バッテリーの社員はどうなるんで

を完了させる計画だそうだ」

とに徐々に移転を進めて、再来年中に移転

表するらしい。来年以降、各部門・部署ご

いたと言っていた。二、三週間後に正式発

「大渡市長が父親の榎太一社長から直接聞

広岡は真顔になった。

いに……俺が勤めていた家電メーカーの財

亀田の部屋を出たところで悠太は「あり
配置転換するとのことだが、リストラ対象

「希望者には岡山県にある物流センターに

すか？」

き合いのある奴がいるんだよ。俺がいた会
がとうございます」と広岡に頭を下げた。

務部の社員にヴィンセント・ファンドと付

社は昔、ヴィンセント・ファンドに資金の

は言っていた」

者は数千人に上る可能性があると大渡市長

「
『伊予南フェアを成功させろよ』と亀田
「そんな……」

広岡がきょとんとする。

をふいに思い出して、知り合いに電話して
さんに言ってくれて」

一部を運用してもらっていてね。そのこと

みたら今でも時々、短期の資金を運用して
「たいしたことじゃないよ」
悠太は榎に裏切られた思いだった。

もらっていると教えてくれた。亀田、お前、

数多く移住させたい。実現したら二名島バ
駅で半蔵門線に乗り換え、表参道駅から地

西巣鴨駅から都営三田線に乗って神保町

どうしました？」と言った。

繕い、かすかに笑みを浮かべて「亀田さん、

次川は驚いてのけぞったが、平静を取り

と呼びかけた。

ッテリーで雇ってくれないか」と提案した
上に出た亀田はスマホの地図を頼りにヴィ

「次川さん、僕を裏切るつもりですか？」

悠太は榎に対して「高齢者を伊予南市に

のだった。
ンセント・ファンドの東京オフィスを目指

「どういうことかな？」

榎はその提案を面白がってくれた。
した。

白かった」と言ってくれたのだ。

証拠とまではいかなかったが、なかなか面

リーにとって経済的メリットがあるという

喜びそうなラグジュアリーな雰囲気を醸し

外観は豪華かつ瀟洒で、いかにも欧米人が

ていたよりも小体だったが、ガラス張りの

青山通り沿いの角地に立つビルは想像し

んよ。あなたは安心して自分の気持ちに正

なたの処遇については悪いようにはしませ

ね。そしてこう約束してくれました。
『あ

に復讐してみませんか？』と言いましたよ

「次川さんは以前、僕に『一緒に伊予南市

「伊予南市にとどまった方が二名島バッテ

「石打、お前が榎を翻意させるんだ。大渡
出している。

しょう しゃ

こ てい

市長によれば榎社長は唯一、お前の提案が

噓だったんですか？」

直になっていいんです』と。その言葉は皆、

ようにして立った。時刻は午前七時三十分、

「君が何を言いたいのか僕にはよく分から

亀田はビルの入り口近くの電柱に隠れる

のはお前しかいない」

いくら次川が早起きだったとしてもまだオ

心残りだという印象だったそうだ。やれる

「でもどうやって？」

ないな」

亀田は来る途中、コンビニで買ったサン

フィスには出社していないだろう。ここで

どこからか「行ってきます！」という声

ドイッチをリュックサックから出して食べ

「俺に分かるもんか。お前が考えるんだ」

が聞こえてきた。亀田はベッドサイドの目

始めた。昨晩、広岡と石打が部屋から出て

葉を絞り出した。

「次川さん、ニューヨークの本社に転勤に

覚まし時計を見た。午前六時十分、窓のカ

行った後、食べた物を吐いてしまったせい

「なるほど……確かに説明が必要だね。こ

待っていれば必ず会えるはずだ。

ーテンの隙間から朝の光が差し込んでいる。

か、早朝にもかかわらず腹が空いていた。

次川は一瞬絶句したが、平静を装って言

と聞きました」

なるそうですね。それも次川さんの希望だ

とうとう一睡もできなかった。

こでは差し障りがあるので近所にスターバ
ックスがあるからお茶でも飲みながら話そ

二つ目のサンドイッチを食べ終わるころ、
表参道との交差点方面からピンストライプ

亀田はベッドから出て床に落ちたままだ
ったスマホを拾い、教えられていた番号を

うか？」

次川は「参ったな」と言い、亀田に一歩

んでしょう？ ここで話しましょうよ」

い繕うのか考える時間稼ぎをするつもりな

「お茶はけっこうです。次川さん、どう言

のスーツを着た男が近づいてきた。

って電柱の陰から飛び出し、
「 次川さん 」

亀田はぎりぎりまで近づいてくるのを待

思っていた通り仕事熱心な男だ。

次川に間違いない。時刻は午前八時前、

押そうとして思い直した。電話だときっと
言いくるめられてしまう。ショーン・次川
は口先で商売している男なのだ。
亀田はスマホの検索欄に「 ヴィンセン
ト・ファンド 所在地」と入れた。

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
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赤に染まった顔を両手で塞いだ。赤いペン

「話はまだあるのよ。堤さん、伊予南に移

いをかき立ててくれるに違いない。

たちが、伊予南市に行ってみたいという思

る。

「今日は都合が悪いんだよ。皆、やっかい

「どいてください！」

近づいて声を潜めた。

ークに転勤になっても、亀田さんは安心し
「今日はこれで帰ってくれないかな。君は

キが顔からも手のひらからもしたたり落ち

ていてほしい」
冷静さを欠いているよ。今度ゆっくり話そ

な案件を抱えているんだ」

「
『処遇について悪いようにはしない』と
う。とにかく大事なのは君の本当の気持ち

「あなたの処遇については悪いようにはし

いうのは、今度このことで僕が伊予南プロ
だ。君は伊予南を憎んでいる。町が進めて

次川が通せんぼした。

ジェクトを辞めさせられてしまっても、立
いるプロジェクトを滅茶苦茶にしてやった

ないと言ったのは本当だよ。僕がニューヨ

場と収入を保証してくれるという意味です

亀田はリュックサックを肩から外した。

ら痛快だと思っている。それがポイントな

「まあ……ヴィンセント・ファンドもしく
「
『一緒にやろう』だなんてうまいこと言

よね？ ヴィンセント・ファンドで何がし

はヴィンセント・ファンドが関係している
ってそそのかし、僕一人にやらせて、バッ

んだよ」

会社でね」
クレるつもりだったんでしょう？ 違いま

かの仕事をさせてもらえるという意味です

「ということは次川さんがニューヨークに
すか？」

「あなたは僕を騙したんだ」

転勤しても、その案件を引き継いでもらえ
「違うよ。君の誤解だ」

よね？」

る手筈なんですね」
「だったら今の態度は何ですか

言い逃

「それはね……」

リュックサックを開け、中から円柱形の

ればっかりじゃないですか！」

してください。そもそもこの話が会社に通
金属の器を出す。赤いペンキが入った缶だ

「だったら誰に引き継ぐつもりなのか紹介

っているのかどうか確認させてください。
った。
続いてＴの字形のビール瓶の栓抜きを出

僕、他の社員が出社してくるのを中で待た
せてもらいます」
し、ペンキの缶の蓋をこじ開けた亀田は次
川の顔に向けて中のペンキをぶちまけた。

亀田はビルの入り口に向かって歩き出し
た。
「ぎゃああ！」
次川は悲鳴を上げて尻もちをつき、真っ

「ちょっと待ってくれないか」
「待ちません！」

からだった。

とほとんど同時にケータイが鳴った。麻衣

いペンキの缶を出し、ヴィンセント・ファ
「ＯＫよ！」

亀田はリュックサックからまた一つ、赤

ンドが入居する入り口とガラス張りのビル

言った。

何度か伊予南を訪れて、どこか懐かしい

始めているんだって。打ち合わせのために

住してみるのもいいかもしれないって思い

「堤誠一さん、ＯＫしてくれたのよ。結婚

山々の風景や穏やかな海がすっかり好きに

麻衣は例によって挨拶も前置きもなしに

式の様子をネット回線で流してもいいって。

なって、奥様が賛成してくれたら本気で考

「それだけじゃないのよ。結婚式には大阪

「聞いているよ。良かった」

「グッドアイデアね」

らいいかもしれない」

てくれるサークルの人たちも招待してみた

「見てないぞ。まだ部屋で寝ているんじゃ

か？」

背景に、結婚を祝福するダンスだなんて素

とになったの。伊予南市のきれいな景色を

つしま』の庭でダンス会を開いてくれるこ

「何だって 」

閃きかけたのはそのアイデアだろうか？

ればそれができるのかずっと考えていた。

四分地の叫び声が悠太の考えをかき消し
た。

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！

1959年、
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、
独立。

の外壁にペンキを撒いた。瀟洒でラグジュ

『撮影した
奥様になる女性に相談したら、

えてみようと思っているんだって」

亀田はその口に向けて残りのペンキを浴

社した時、喜多嶋もかえでもすでに来てい

から趣味のサークルの仲間たちもたくさん

「待てよ……」

ないか」

敵でしょう？ 素晴らしい映像になると思

そう広岡に言われてから、悠太はどうす

「出がけに呼び鈴を押したんですけれど部

うわ」

四分地は受話器を持ったまま立ち上がり、

「亀田くんが逮捕された。傷害と器物損壊

皆に言った。
期間中、結婚式やダンス会の映像をアンテ

の現行犯だ」

Kazuhiro Shibuya

アリーな外観に赤い染みが広がっていく。

た。

映像は思い出として残るし、何よりも私た

「だったら堤さん夫妻を一度、伊予南の体

次川は両手で顔をこすり何とか目を開け

「き……君は自分が何をしたのか分かって

ちの結婚式が誰かの役に立てるのなら嬉し

験ツアーに招待してみてもいいかもしれな

ひと

いるか 」

い』と言われたって。ちょっと！ 悠太、

びせた。

て、二人ともパソコン画面に向かって伊予

出席してくれるんだって。悠太、何のサー

悠太の頭の中に何かが閃きかけた。

いね。それだけじゃなくてダンス会を開い

南フェアの準備を進めていた。社長の四分

ク ル だ と 思 う？ 社 交 ダ ン ス よ。全 部 で

「石打、お前が榎を翻意させるんだ」

聞いているの？」

地は自分のデスクで朝食の弁当を食べてい

二十四人、堤さんとほぼ同世代の仲間たち

悠太が西朱雀プロジェクトの事務所に出

る。

がやってきてくれて、
『パン焼き工房・ま

ひらめ

「 喜多嶋さん、亀田さんを見かけました

屋にはいないみたいなんです」

「確かに」

!?
ナショップで流し続けたら、見てくれた人

麻衣の言う通りだった。伊予南フェアの

「 だったら朝飯だろう？ そのうち来る
よ」
「そうならいいんですけれど……」
そう言いながらパソコンを起動させたの

作家・経済ジャーナリスト・大正大学表現学部客員教授。
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1997年に長編ミステリー『銹色（さびいろ）
の警鐘』
（渋沢和樹の筆名、
中央公論新社）
で作家デビュー。
著書に『罪人（とがびと）
の愛』
（幻冬舎）
『
、稲盛和夫 独占に挑む』
（日本経済新聞出版社）
、
本名・渋谷和宏で『文章は読むだけで上手くなる』
（PHPビジネス新書）
など。
ＴＶ、
ラジオでコメンテーター、
メインキャスターも務める。

