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首都圏 東海 関西 あなたの街は大丈夫か

2025年予測MAP

─首都圏のマンション供給─ （→P39）
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東京、
神奈川、千葉、埼玉の合計
（出所）新築マンション供給戸数は不動産経済研究
所、
中古マンション成約戸数はレインズ

■ 三井不動産のKACHIDOKI
THE TOWERがトップ
順位

54

INTERVIEW│長嶋 修 ●さくら事務所 会長「築年数を問わず中古が評価される時代に」

■ 新築と中古が逆転

─月島、勝どき、豊洲エリア─ （→P46）
マンション名

1 KACHIDOKI
THE TOWER

評点

ホームシェアで老人と若者が同居する選択

広がる解決策

（万円）

発売時から
の上昇率
（%）

4.69 10,701

70.1

2 BAYSIDE COURT 4.66 10,666

61.0

3 ウィルローズ月島

61.3

コンシェリア東京

4.63

9,722

久光龍彦

新築の供給ピーク
9万5635戸
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労働時間は減るのか
抜本策なき電通改革

増え続ける認知症患者。薬は効果が期待できる一方で副作用も深刻だ。
投与量を増やしたことで症状が悪化する場合もあり、患者家族の正しい理解が重要だ。
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ビジネスアスペクト JAグループ／八女のブランド価値を高める伝統本玉露
ヒューマントラスト シダックスグループが給与随時払いサービス
「キュリカ」
を選んだ理由とは
ジョンソン＆ジョンソン デキる男の「フィジカルケア」のススメ
BRIDGE CSアカウンティング／アウトソーシングサービスの提供で働き方改革を促進
広告特集 ビジネスパーソンのための賢いクレジットカード選び

図表作成：小堺賢吾
本誌の記事は「日経テレコン」
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「ELNET」
「FACTIVA」等のデータベースに収録されており、フリーキーワードで検索、購入できます。

能力
「見える化」
で
採用を変える

自分が持つスキルや能力は世界でどこまで通用するのか。
それを証明できる「QF」が各国で構築されている。働き方改革の起爆材になるか。

GPIFも運用を開始！

106

ESG投資は有効か
日本の年金もついにESG投資を開始したが、多くの課題も。

特集／親の住まい 子の住まい

第1特集

マンション・戸建て・サ高 住

賃借から始め、郊外に戸建てを買
って
「上がり」
。
かつての
「住宅すご
ろく」
はもう成り立たなくなった

の住まい
の住まい

長寿社会で住まいの選び方が変化している。

つい

すみ か

親（リタイア世代）は安心して人生を終えられる「終の住処」を求め、

子（現役世代）は都心と郊外、賃借と購入、戸建てとマンションといった選択を
迫られている。実家をどうするかも家族の大問題だ。

お盆の時期、
「これからの住み替え」を家族でじっくり考えたい。
本誌：山川清弘、風間直樹、長谷川 隆
デザイン : 新藤真実

進行管理 : 下村 恵

データ編集：久野貴也

イラスト : 熊野友紀子

わが家の賢い選び方

2020年以降の住まいとの付き合い方

地価が下がることで
家探しの選択肢が増える

近年高騰のマンション価格 買い時はいつか

大手4社が必死の価格維持
高止まりが続く
新築&中古

マンション激戦区ルポ

修繕費、税など真の費用を徹底解剖

賃借と購入の損得
本当のコストで比較

最新版 全国主要駅別

マンション・戸建て比較データ
33

週刊東洋経済 2017.8.12 -19

老後の住まいの探し方
介護保険だけでは不十分

大事なのは「地域」
健康なうちの移住も手
老人ホーム、サ高住はこう選ぶ

認知症から看取りまで
任せられる終の住処
保存版 47都道府県別

サ高住ランキング

2025年 介護と医療に不安
予測 あなたの街は大丈夫か
先送りしてもいいことなし！

空き家の悩み 広がる解決策
2017.8.12 -19 週刊東洋経済
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城県在住の本田美智子さん
効果は症状の進行を遅らせること

動車かというぐらいで大差ない︒

認知症薬の
その飲み方は
安全か

︵仮名︑ ︶がアルツハイ

マー型認知症と診断されたのは︑
スタッチパッチ﹂を選んだ︒

を防げると思い︑貼り薬の﹁リバ

にある﹂と説明された︒飲み忘れ

最初は1日4・5㍉ɡの処方だ

4年前のことだった︒大学病院の
か貼り薬を選ぶことになった︒医

った︒だが2カ月後に ㍉ɡへ増

状を見ながら4週以

師に違いを質問したところ︑
﹁車

﹁物忘れ外来﹂にかかり︑飲み薬

茨

撮影：高橋孫一郎

させていく︒ほかの

1日5㍉ɡ以上と説

認められているのは

すことが規定されている︒そ

はいずれも段階的に量を増や

症例に応じて保険適用を認めるよ

た場合も︑
一律に査定せず︑
個々の

認知症薬を規定用量未満で投与し

18

功罪
増え続ける認知症患者。薬は効果が期待で
きる一方で副作用も深刻だ。投与量を増や
したことで症状が悪化する場合もあり、患
者家 族 の 正 し い 理 解 が 重 要 だ 。

高齢化で認知症患者は増
え続けている。老老介護
など家族の負担が増える
中、画期的な治療薬はい
まだ開発されていない

量︒すると感情の起伏が激しくな

的に怒る状況が続いたので︑9㍉
降は ㍉ɡまで漸増

経ったある日︑薬を貼り忘れた日
認知症薬も同様に増

認知症患者は国内だけで5

のため増量をせずに少なく処

うにとの通達を︑社会保険診療報

アルツ
ハイマー型
50%

でいうと︑トヨタ自動車か日産自

り︑暴言や過食がひどくなった︒
ɡまで減らした︒そして2年ほど

プになる﹂と言われていたが︑そ
があった︒すると2〜3日間︑驚

アリセプトの開発

00万人以上とされる
︵上図︶
︒

明する︒

方 す る と︑ 診 療 報 酬 明 細 書

酬支払基金などへ行った︒アリセ

しかし昨年6月︑厚生労働省は︑

︵レセプト︶の審査で保険適

それまでは自治体によって︑レ

プトの場合︑5㍉ɡなどへ増量し

たとえば1997年から使

セプト審査の判断はバラバラだっ

用が認められず︑医療機関の

われている認知症薬﹁アリセ

た︒2015年 月の共同通信の

なくても︑状況によっては保険適

プト﹂は︑最初の1〜2週間

調べでは︑9県が保険適用を認め

用を認めるという内容だ︒

は1日3㍉ɡを投与︒1〜2

ていなかった︒一方︑ 県は少量

負担が増えるケースのあるこ

週間後に5㍉ɡへ増やし︑症

とが問題となっていた︒

いるのは半数以上︒認知症薬

このうち認知症薬を利用して

しつつも︑有効性が

せる必要がある﹂と

状により適宜増減さ

44

その他
15%

本誌： 前 田 佳 子

医師からは﹁薬を増やすとシャー
の変化は想像以上だった︒近所の

現在︑美智子さんの認知症は家

量規定が設けられて

のトイレの場所がわからない状態

くほど調子がよかった︒それ以降︑

男の妻の典子さんの元へ入った︒

・販売元であるエー

人からは︑老人会の集金に何度も

車を運転すると塀にぶつけるなど
にまで進行している︒医師と相談

ザイは﹁ ％の人に

軽度

100

物忘れ、物盗られ妄想、
徘徊、取り繕いなど

投与を認めるべきとしていた︒

年9月に発足した﹁抗認知症

を上げる医師も少なくない︒

るのが現実だ︒しかし︑反対の声

増量規定を守る医師が多数を占め

しまう︒リスク回避の意味もあり︑

半が医療機関の持ち出しとなって

に負担を求めることは難しく︑大

になる︒このようなケースで患者

あるいは患者が全額負担すること

れないと︑その治療費は医療機関

ない︒通らずに保険適用が認めら

機関にとって死活問題になりかね

レセプト審査に通るかは︑医療

（出所）
認知症ねっと、
レビー小体型認知症 家族を支える会

いる︵100㌻左上

のトラブルも増え︑典子さんの携
し︑別の認知症薬と抗精神病薬を

消化器系などで副作

300

レビー
小体型
20%
認知機能障害（注意力、
視覚など）
、幻視・妄想、
う
つ状態、パーキンソン症
状、睡眠時の異常言動、
自律神経症状など

貼り薬をやめてしまった︒

帯電話が頻繁に鳴るようになった︒
服用している︒典子さんは﹁義母

用が認められている︒

400

脳血管性
15%

来るので困るというクレームが長

1年後︑家族は疲弊してしまっ
も家族も落ち着いているので︑今

700

図︶
︒

た︒困り果てて別の認知症クリニ

処方量は認知症の症

2025年には700万人近くが認知症に

エビデンスめぐり
意見が真っ二つ

の状態で様子を見たい﹂と話す︒

500

8/12-19号̲認知症
前頭側頭型認知症、若年
性認知症、アルコール性
P1-2
認知症など

10

ックを受診すると︑認知症薬を減
らすことを勧められた︒ ㍉ɡを
・5㍉ɡにすると症状は落ち着

中度

600

認知機能障害（まだら認
知症）、手足のしびれ・マ
ヒ、感情のコントロール
がうまくいかないなど

15

いた︒だが2〜3日に1度は発作

800

認知症にも種類がある ─ 種類別の比率と主な症状 ─

12

98
2017.8.12-19 週刊東洋経済
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99

85

11

13
（万人）

900
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0

高度
（注）
各年齢層の認知症有病率が2012年以降一定であると仮定した場合
（出所）
日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究

18

200

深層リポート

認知症薬の功罪

・就社を通じロイヤルティを高められる

・短期決戦のため学生が
個別企業を十分に研究できない

・短期決戦のため企業が就職希望者の
能力や適性などを十分に測れない

─ QFの概念 ─

るものだ︒ジョブ型採用では︑あ

存続や遂行能力で雇用継続を決め

に対して採用を行い︑その仕事の

ジョブ型採用とは︑特定の仕事

人材の流動性を高める
ジョブ型採用

は並大抵のことではない︒

働市場やベンチャー企業で働くの

ョブ型﹂採用が一般的な世界の労

しか持たない個人にとって︑
﹁ジ

くなる︒企業内でのみ通用する力

築できるのかさえはっきりとしな

ような力を伸ばせばキャリアを構

ャリア像を描けないうえに︑どの

働きにくい︒そのため︑将来のキ

各個人の専門性を磨く動機づけが

ョン﹂では︑企業が競争力を維持

5月に発表した﹁新産業構造ビジ

高まっている︒経済産業省が 年

ョブ型採用を取り入れる必要性が

ってくる中︑日本の大手企業もジ

ていく︒個人のキャリア観が変わ

のスキルと知識は急速に陳腐化し

ッグデータが進化することで個人

しかし︑ＡＩ︵人工知能︶やビ

新卒採用では見受けられない︒

まってきたが︑日本の大手企業の

資系企業やベンチャー企業では広

育を受ける︒このような採用は外

らめるか︑能力を満たすための教

募し︑満たしていない場合はあき

せ︑その能力を満たしていれば応

各個人が自らの能力と照らし合わ

らかじめ各職種で必要となるスキ

・若年失業率を低くできる（社会の安定）

就職後も同一企業内でよいメン

─メンバーシップ型採用のメリット・デメリット─

ル が 明 示 さ れ る︵職 務 定 義 書︶
︒

■人材・企業の見極め、専門性の向上で問題が多い

バーでいることに重きが置かれ︑

知識とコンピテンシーのレベルを認める

気質

人材が持つ能力を QF で
測り、専門性ある人材を
効率よく採用できる

ョブ型採用が推奨されているほど

は行動特性と言われ﹁ＨＯＷ﹂に

識のことを指す︒コンピテンシー

にひも付いた︑何かを行う力・知

知識・スキルとは︑
﹁ＷＨＡＴ﹂

性﹂というものだ︒

スキルやコンピテンシーの適格

務分野で働くために必要な知識・

与えられる︑個人がある特定の業

︵Ｑ Ｆ︶ だ︒ Ｑ
tion Framework
Ｆとは︑
﹁信用のおける機関から

東で急速に広がっている Qualifica-

応用可能にするものが︑欧州や中

大きく広げられる︒これを実務で

ることで︑企業と個人の可能性を

採用の一定割合をジョブ型とす

だ︒

017年6月1日︑東京・
大 手 町︒
﹁な ぜ︑多 く の 若

日本においてＱＦは︑ 年に厚

仕組みと定義される︒

のために分類し︑開発するための

能力を教育や人材育成などの目的

指す︵中段図︶
︒Ｑ Ｆ は こ う し た

めに知識を応用する能力のことを

を与えるようになってしまう︒

面接の上手下手が最終判断に影響

素や︑就活塾などで即席で学べる

りやすい︒学歴などの外形的な要

にとって研究や選別が不十分にな

短期決戦となり︑学生︑企業双方

だが︑弊害もある︒就職活動が

性を高めてきた︒

が低位安定化し︑日本社会の安定

ことができる︒結果︑若年失業率

ル採用という名の下に仕事に就く

門能力のない学生でもポテンシャ

り︑企業への忠誠心が高まり︑専

い働き方が求められる︒これによ

き換えに特定の職種にかかわらな

めずに人を採用し︑雇用安定と引

就社と言われるように︑職務を定

ーシップ型﹂採用がほとんどだ︒

日本特有の新卒採用は﹁メンバ

化し始めることも意味する︒

界の労働市場においてガラパゴス

誓する︒同時に︑日本の若者が世

本企業のカラーに染まることを宣

プ権﹂を得るために︑学生らは日

に入社するための﹁メンバーシッ

は︑おなじみの光景だ︒日本企業

句した︒新卒採用選考の解禁日に

現状を聞くと︑
﹁今時⁝ ⁝﹂と絶

筆者の友人は︑日本の新卒採用の

を着ているのか﹂
︒香港から来た

い男女が紺色で個性のないスーツ

２

IGS代表 ● 福原正大
（出所）
筆者作成

コンピテンシー ＝ 一定の職務を実行するために
知識を応用する能力

関連し︑一定の職務を実行するた

門がスペインの大学の教育レベル

に関しても︑ドイツ企業の人事部

にはわからなかった︒実際︑学歴

のレベルの職種と近いのかが簡単

職というポジションが︑自社のど

てスペイン企業の企画部門の課長

Ｆ導入以前は︑ドイツ企業にとっ

転職するケースを考えてみる︒Ｑ

た人材が︑ドイツの同様な企業に

る企業で企画部門の課長職にあっ

ば︑スペインのサービス産業のあ

動の自由化が背景にある︒たとえ

た︑欧州統合に伴う域内の労働移

は︑国を超える転職が可能となっ

ＱＦが欧州を中心に広がったの

欧州や中東でなぜ
ＱＦが広がったのか

んどされてきていない︒

コンピテンシーの能力定義はほと

として応用されているにすぎず︑

たとえば介護分野などで国家資格

知識が絶対に必要な一部の分野︑

及された程度︒それは︑スキル・

する研究会﹂を立ち上げた際に言

る職業能力評価制度のあり方に関

生労働省が﹁労働市場政策におけ
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自分が持つスキルや能力は世界でどこまで通用するのか。それを世界的に証明で
きる「QF」が各国で構築されている。
「働き方改革」の起爆剤にQFはなりうるのか。

知識・スキル ＝ 何かを行う力・知識のこと

するためには︑人事システムでジ

コンピテンシー
＝行動特性

働き方改
革
の
起
爆
剤

・企業内の個別職種ごとの採用が
なされないため、学生が大学在学中に
専門性を磨くインセンティブを持ちづらい
ト
・学校別採用が横行する
リッ
メ
デ
（出所）
本誌作成

QFはジョブ型採用の導入で
非常に有効だ。女性、高齢者
の採用にも革命をもたらす
アフロ
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・若手の教育を効率的に行える

ット
メリ

・人事担当者が効率的に採用を行える

能力「見える化」で
採用を変える
知識・スキル
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深層リポート
能力「見える化」
で採用を変える

