連載小説

まちおこし特命社員 石打悠太

馬鹿者を命ず！
きょう お お さ か

な じま

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

大渡薫子（おおわたり・かおるこ）21歳、伊予南市
長である大渡晴美の娘で榎太一の孫。京大阪大学
で建築を学ぶ。
堤誠一（つつみ・せいいち）71歳、元大阪の大手電

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
クトの幹部社員となる。

バイスプレジデント

かぶ き

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。
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……。

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。

「あの、私も仕事がありますので。ホーム

事な仕事があるんだよ」と言った。

悠太は麻衣から目を逸らし「こっちで大

と赤く染まり、後ろ髪が少し乱れている。

麻衣は冷静さを装ったが、頰がうっすら

「驚いたわ。いきなり帰ってくるなんて」

かった……。

るのに違いない」と。しかし、そうではな

子は悠太をかついで慌てさせようとしてい

ッキリではないか？」と思ったのだ。
「薫

あの時、悠太は「もしかして、これはド

を握っていた。

には薫子がいてベッドに横たわる次川の手

あれは次川が担ぎ込まれた病室だ。そこ

たのをすぐに思い出した。

最近こんなシチュエーションに出くわし

互に見た。

悠太は呆けたように口を開けて二人を交

抱き合っていたのだ。

慌てて体を引き離したのが目に入った。

たその瞬間、畳部屋にいた麻衣と名女川が

引き戸を開け、上がりかまちに足をかけ

が喜ぶに違いない約束を結んだのだ。

ロジェクト社長の四分地と交渉して、麻衣

麻衣に話したいことがあった。西朱雀プ

た。麻衣だろうか？ それなら好都合だ。

は母屋の窓の向こうに人影がよぎるのを見

事務所兼社宅の古い冠木門を開けた悠太

にし す ざ く

前回までのあらすじ
伊予南フェアを失敗させる亀田の企みはショ
と次川の関係を知った悠太は、伊予南市の広

ーン・次川の告白で回避できた。同時に薫子

転を翻意させるアイデアを明確にする。

報ビデオをモニターで見て、榎社長の本社移

残された最大の課題は榎を翻意させ、二

終わった。

とても懐かしく、伊予南フェアの
名島バッテリーの本社工場移転を阻止する

週間ぶりに見る伊予南市の風景は

準備でくたびれた悠太の心と体を癒やして
ことだ。

伊予南フェアでは、
「パン焼き工房・ま

そのためのアイデアは胸中にある。

コンビニに立ち寄った悠太は弁当と缶コー

ンテナショップで流す予定で、そのための

つしま」での結婚式やダンス会の映像をア

時刻は午後一時過ぎ、ようやく取りつけ
実証実験を、一週間前に行った時のことだ。

昼食を食べたら特に何をするでもなく、
太は榎を翻意させるためのアイデアが明確

予南市の風景を背景に踊る映像を見て、悠

堤誠一のサークル仲間の四人が美しい伊

ゆっくりしようと悠太は思った。のんびり
な形になっていくのを意識したのだった。
恐らくはこれが榎に挑む最後のチャンス

り、伊予南市から送った名産・特産品が西
名島バッテリーにとって経済的メリットが

果たして「伊予南市にとどまった方が二

に違いない。

朱雀地蔵通り商店街に届かないという最悪
あ る 」と い う 根 拠 に な っ て く れ る だ ろ う

「あたしも悠太に話があるの」

か？

ページのバグを直さないといけませんので。

仕事を手伝ってくれている。だったらきち

るかな？ 『麻衣は西朱雀プロジェクトの

「僕が以前、麻衣に言ったことを覚えてい

「悠太からどうぞ」

「じゃあ麻衣から」

「麻衣に話があるんだ」と言った。

悠太は麻衣に向き直り、表情を変えずに

っていった。

名女川が逃げるように事務所の土間に入

失礼します！」

伊予南市のアンテナショップもほぼ改装が

西朱雀地蔵通り商店街に開店する予定の

の事態は何とか回避できた。

白状してくれたおかげで亀田の企みが分か

ヴィンセント・ファンド副社長の次川が

できるのは久しぶりなのだ。

にはまだ四時間近くある。

た二名島バッテリー社長の榎との面会まで

ヒーを買い、事務所兼社宅を目指した。

Ｊ Ｒ伊予南駅の改札をくぐり、商店街の

くれるようだった。

一

第 三十五回 悠太、
馬鹿者にな る その二

よ なん

い

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……。

イラスト ●丹下京子

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。
榎太一（えのき・たいち）76歳、二名島バッテリーの創

に

青山麻衣（あおやま・まい）24歳、悠太の元カノ。
悠太を振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。
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。

から四分地さんに話してみるから』とも言

んとお金をもらった方がいい』って。
『僕
「
『田舎に住むのもいいかなと思っている』

「話したことって？」

まで仕事して、土日も会社に駆り出されて、

ってずっと思っていたって。毎日、夜遅く

の先輩たちを見ていて、皆、大変そうだな

高い家賃や住宅ローンを払い続けて……。

って」
悠太は小海島での麻衣との会話を思い出

ったよね」
「覚えているわ。
『労働の対価はきちんと

「それだけじゃない。四分地さんはこうも

情には何の変化もなかった。

んと対価を支払う』と約束してくれた」

『これまで手伝ってくれた分も含めてきち

たら『ただ働きさせるのは絶対にまずい』

にそのことを相談してみたんだよ。そうし

「その通りだよ。それで昨日、四分地さん

せる』と返事したと思う」

人」

かを手がけるシマウミソラ社に転職した

緒に小海島に移住して、オリーブの栽培と

の通信会社に勤めていたけれど、家族と一

ら出口栄さん、憶えているわよね？ 大手

空き家を何軒か見せてもらったの。それか

あの日、あたし、小海島の市役所を訪ねて

「本気よ。悠太が朝一番で伊予南に帰った

「本気？」

「あたし、小海島に移住するわ」

てみるのもいいかな」と言ったのだった。

ていればどこでもやれるから、都会を離れ

とかの仕事だったら、ネットさえつながっ

そうだった。麻衣は「ウェブデザイナー

「仕事はどうするの？」

「伊予南プロジェクトが終わったらすぐ」

「いつ移住するつもり？」

麻衣もぺたりと畳に座る。

悠太は言われるままに腰を下ろした。

い？」

そんなところに突っ立っていないで座らな

だか辛そうな姿ばかりだわ。ねえ、悠太、

社員の不祥事の後始末に追われている、何

しが知っている父は、株主総会の準備とか

それからはずっと総務の仕事だった。あた

ニアの仕事ができたのは三十代前半までで、

アになるのが夢だったから。でも、エンジ

それを断って東京で就職したの。エンジニ

南魚沼市で公務員になる話もあったけれど、

それから父の話もしたわよね。父は地元の

言ってくれた。もし麻衣が望むのなら、こ

「覚えているよ」
「フリーのウェブデザイナーとしてやって

した。

れからも西朱雀プロジェクトで働いてほし

「その出口さんにも空き家を探してもらっ
いくつもりよ。もし悠太の会社でウェブデ

もらうべきだ』って悠太は言ってくれたわ

いって」

たの。それで何軒か良さそうな物件が見つ
ザインの仕事があったら回してね」

よね。あたし『そこまで言うなら悠太に任

と済まなそうに言った。
かったのよ」

しばらくして悠太に向き直り「ごめん」

ものかと宙に視線を這わせた。

麻衣は悠太から目を逸らし、どう言った

悠太は麻衣の顔を覗き込んだが、その表

「悠太の気遣いは嬉しいけれど、あたし決

びつかないよ。きっと一カ月で飽きてしま

「僕にはどうしても麻衣と田舎暮らしが結

「麻衣……」

麻衣の表情が揺れた。

「一人で行くつもり？」

悠太はため息をついた。

うと思う」
「一人じゃないわ」

悠太はかぶりを振った。

の？」と聞いた。

「前にも言ったでしょう？ あたし、会社

さんだったっけ？ 大学で建築を勉強して

めたの」

「悠太と小海島に行った時、あたしが話し

「
『別れた』と言ってくれたわ」

いて、古民家の再生に興味があって、ここ

悠太はけげんな顔をして「 何を決めた

たことを覚えている？」

「信じるのか？」

に見学に来たんだとか言っていたわよね。

麻衣はうなずいた。

しょう かい じま

「誰と？ まさか……名女川さん？」

「信じるしかないじゃない！」

「そのまさかなの」
こ

あたしよりも彼女が気になっていたんでし

「だって悠太は全然振り向いてくれなかっ

悠太は麻衣をまじまじと見つめた。

麻衣の瞳が潤んだ。

悠太は自分の声が引きつっているのを意
たんだもの。小海島へと向かう車の中で、

確かに麻衣の言う通りだった。薫子のこ

「どうして……」

識したが、取り繕うことはできなかった。
あたし悠太に謝ったわよね。
覚えている？」

ょう？ 綺麗な女だったわよね」

「名女川さんとは別れたんだろう？ 『彼
「ああ……覚えているよ」

とが気になっていたのだ。それどころか薫

はあたしを騙していた。本気で付き合う気

ちょっかいを出す札付きだった』麻衣はそ

「あたし……本当を言うと、悠太を振っち

麻衣は言ったのだった。

あのいけすかないショーン・次川と付き合

かと愚かな勘違いをしていたのだ。薫子は

ら彼女もまた僕のことを好きなのではない

子と一緒に尾花市に旅行して、もしかした

う言っていたよね」

ゃったのを後悔しているの。一時の気の迷

っていて、大学を卒業したら結婚したいと

小海島へと渡る高松港に向かう車の中で、

「言ったわ」

いであんな名女川みたいな人と付き合っち

なんか初めからなかった。新人の女の子に

「
『もう二度と付き合わないわよ』とも言

まで思っているのを知らずに……。
土間の引き戸が開き、名女川が畳部屋に

ゃって……。悠太、ごめんね」
悠太は「今さら謝られても遅いよ！」と

っていた。それがなぜ……」
「ごめん」

入ってきた。

強い口調で返したのだ。
「一時の気の迷い

悠太は名女川のすっかり薄くなった頭頂

「謝れって言っているんじゃないよ！ ど

なぜあんなことを言ったのだろう？

部を見つめた。この男と麻衣は小海島で暮

悠太を見て、深々とお辞儀する。

「
『騙された』と言ったのも『二度と付き

「それだけじゃないわ。あたし、小海島で

らすと言うのだ。

とか、あんな名女川みたいな人とか、今さ

合わない』と言ったのも本心だったわ。で

こうも言ったのよ。
『もし悠太が移住に関

うして名女川さんと一緒に小海島に行くん

も……ここで『パン焼き工房・まつしま』

心を持ってくれたら嬉しい』
『二人でここ

薫子が次川と付き合っているのは現実だけ

「麻衣さんのこと、幸せにしますから」

や『古民家一覧』のホームページを作ると

に暮らせたら素敵じゃない』って。でも悠

れど、こちらは昼寝の夢なのだ。

らそんなことを言わないでくれよ！」と。

きにアドバイスしてもらったり手伝っても

太は相手にしてくれなかった。悠太、もし

だよ！」

らったりして、
『ああ、やっぱり技術力は

かしてあの女のことを考えていたんでしょ

痛みをはっきり感じた。

名女川は顔を上げて言い、もう一度深々

右手で左手の甲を思いきりつねってみる。

そうか、これは夢なんだと悠太は思った。

凄いな』と見直したのよ。一緒に仕事をす

う？」

「麻衣さんのこと、
許してあげてください」

こ

るパートナーとして頼りがいがあると思っ

「あの女って……？」

こ

たの」

「以前、ここを訪ねてきた女よ。大渡薫子

こ

「名女川さん、彼女がいるんだろう？」

まちおこし特命社員
石打悠太

馬鹿者 を
命ず！
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とお辞儀した。
は神妙な顔をして言った。
「 あたし、もし悠太が許してくれるなら

麻衣はそれきり黙り込み、悠太から視線

……」

腹にある展望台が見えてきたころには混乱
を逸らして通り過ぎる車窓の風景を見つめ

「少しは気が済んだか？」
悠太はコクリとうなずいた。
「何があったのか俺に聞いてほしいか？」
悠太はまたコクリとうなずいた。
「もしかして振られたか？」
悠太は「なぜ分かったのか？」という顔
をした。

広岡は庭にいて、洗濯物を物干し竿にか
「でも負けるな。お前はまちおこし特命社

「榎さんは以前、高齢者たちにとってどん

「話してみろ」

と言った。

知ですよね。
『おじいさん・おばあさんの

けるんです。西朱雀地蔵通り商店街、ご存

店します。そこのモニターで動画を流し続

商店街に伊予南市のアンテナショップが開

「面白いな」

と思います」

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。

国道を南に下って海沿いの山に登り、中

した気持ちはいくらか落ち着きを取り戻し
ていた。
あの時、麻衣が嚙み殺した言葉を今の悠

ていた。
展望台の駐車場にラパンを停めた悠太は、

れることについては、俺はお前の大先輩だ

「お前の様子を見ていれば分かるよ。振ら

悠太はアクセルを踏み、駐車場を出た。
からな。振られるのは辛いよな。心が折れ

太はよく分かっていた。

社工場をフロントガラス越しに眺めた。そ
なぜだか広岡に会いたくなったのだった。

眼下に見える二名島バッテリーの巨大な本

の向こうに広がる海は曇天のため鉛のよう

深い喪失感で胸がいっぱいになった。
けていた。Ｔシャツにジーンズという広岡
員なんだ。辛いのも悲しいのも呑み込んで、

てしまうよな」

それは薫子から「次川と付き合っている
の格好を見て、そう言えば今日は日曜日だ
とことん馬鹿になってみろ。俺はいつでも

にくすんでいる。

んです。大学を卒業したら結婚したいと思
ったのだと悠太は思い出した。
力になってやるぞ」

広岡は真顔になった。

っています」と言われた時よりもずっと強
「どうした？」

午後五時五分前、悠太は市街地を見下ろ
す小高い丘の上にある榎の邸宅のベルを鳴

「どうぞ」と言う女性のスピーカーを通し

らした。

悠太は慌てて両手で顔を覆ったが、抑え

な住まい方が最も安全、安心、快適なのか、

六本木』とも呼ばれている商店街です。そ

「石打くん、君は俺が人生第四コーナーの

中年の女性は広壮な母屋の右手にある小

ちらへどうぞ」

「榎様は離れにいらっしゃいますので、こ

が開き、中年の女性が姿を現した。

悠太が玄関の前まで来たのと同時にドア

な門が自動で開く。

たくぐもった声がどこからか聞こえ、巨大

みを浮かべた。

やがて悠太が泣き止むのを待って、微笑

止めて悠太を見つめた。

広岡は何も言わず、洗濯物をかける手を

泣き出した。

嗚咽は号泣に変わり、悠太は声を上げて

お えつ

ようとしても涙が自然にあふれ出てくる。

いものが込み上げてきた。

目じりに寄った深い皺を見たとたん、熱

した顔を綻ばせた。

車を下りた悠太に気づき、広岡は日焼け

い感情だった。麻衣にはすでに振られてい
るのに、今さらなぜこんな気持ちになるの
だろう。
悠太は麻衣と一緒にこの展望台にやって
来た日のことを思い出した。麻衣が仕事の
ついでに伊予南市にやってきて、久しぶり
にいろんな話をしたっけ。
そうだ、あれ以来、麻衣は悠太のかたわ
らにいて、ずっと力を貸してくれていたの
だ。
それなのに麻衣の気持ちをこれっぽっち
も考えたことはなかった。
小海島に向かうラパンの助手席で、麻衣

んな人材を見つけられるか？』とも言われ

案するのが俺の人生最後の夢というか目標

榎は悠太の返事も待たずに向かいに置い
ました。
『様々な経歴を背負った人材を最

体な庵に悠太を案内した。純和風の数寄屋

た空のワイングラスに白ワインを注いだ。
低でも六、
七人は集めたいができるか』と」

だからな」

「本社工場移転の件では少しばかり悪いこ
「その通りだな」

造りで、意外に広い和室の中央に榎が座り、

とをしたな。とっととベトナムへの移転を
「集められると思います。六、七人どころ

「それで僕がそのアイデアを高齢者たち自

決めたことについてはきっと君も気分を害

か二十人でも三十人でも集められるかもし

テーブルの肴をつつきながら、白ワインを

しただろうが、経営とは時間との闘いだか
れません」

身に考えてもらったらどうかと提案したら

らな。今回のベトナム政府からの提案を逃
「ほう！」

飲んでいた。

してしまったら、これに匹敵する好条件の

「ネットで動画を流して『高齢者たちにと

『面白い』
と言ってくれました。
それから
『そ

案件を獲得するまでにどれほどの時間を浪

ってどんな住まい方が最も安全、安心、快

「よく来たな。君も飲むだろう？」

費してしまうか分からない。そんなわけで

適なのか、終末までの幸せなライフスタイ

ませんか』と募集をかけるんです。今度の

ルとはどんなものなのか、一緒に考えてみ

即断即決させてもらったわけだ」
悠太は白ワインを一口飲み「追加のアイ
デアがあるんです」と言った。

終末までの幸せなライフスタイルとはどん

れでその動画の内容は榎さんの頭の中にあ

ライフスタイル研究所を起ち上げたら参加

伊予南フェアをきっかけに西朱雀地蔵通り

なものなのか、答えを出してみたいと言わ

るイメージをアニメにしてもいいかもしれ

してくれるか？」

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。

［次号いよいよ最終回］

榎は子持ち昆布を口に放り込み「ふむ」

れましたよね」

ません。伊予南市の美しい風景にコンピュ

榎は真剣な顔をした。

榎が興味深げな顔をした。

「ああ、言ったな。二名島バッテリーとし

ーターグラフィックスを被せるのもありだ

Kazuhiro Shibuya
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てこんな暮らし方があるんじゃないかと提

作家・経済ジャーナリスト・大正大学表現学部客員教授。

