単純な雇用率引き上げは限界
直接雇用に限らぬ制度設計を

障害者雇用の制度疲労にも目を向けよ

ーにするだけでは不十分で︑その能力

障害者を雇用する場合は︑バリアフリ

ため相応の負担がかかる︒また︑知的

雇い入れなければならないことになる

社に集めたり︑それまでアウトソーシ

を本社や各事業所から切り出して子会

ュレッダー︑郵便物仕分けなどの作業

からである︒各企業は事務︑清掃︑シ

を変えることなく障害者を雇用できる

年８月︑複数の中央省

れる法定雇用率は１・５％だった︒そ

慶應義塾大学商学部教授

の後︑ 年に知的障害者︑そして２０

中島隆信

庁が雇用している障害

中小企業から大企業へ金が渡る構図になった「納付金制度」

が明るみに出た︒同月 日の厚生労働

いるように見せかけていたという事実

定雇用率をクリアして

者の数を水増しし︑法

５００人の企業では 人以上の障害者

になっている︒すなわち︑常用労働者

広がり︑現在の法定雇用率は２・２％

１８年に精神障害者の義務化と対象が

今

複数の中央省庁で障害者雇用の水増しが相次いで発覚した︒国の不正が批判されることは当然であるが︑
現行の障害者雇用制度が抱える本質的な問題に目を向け︑現状に即した制度への改善を検討する必要がある︒

に適した仕事を見つけ出す必要があ

ングしていた制服のクリーニング等の
仕事を子会社にやらせたりするなどし

ただ省庁を批判するだけでなく︑現行

判されなければならない︒
その一方で︑

央省庁によるこうした不正は厳しく批

共生社会構築の旗振り役を務める中

る１・１９％だったことがわかった︒

用率は法定の２・３％をはるかに下回

６０人分が不正に算入され︑実際の雇

７０００円の調整金を渡すというもの

は法定雇用率を超えた分につき同２万

の納付金を徴収する一方︑達成企業に

業から未達成分１人につき月額５万円

度は︑法定雇用率をクリアできない企

用のインセンティブを与えた︒この制

付金制度﹂を導入し︑企業に障害者雇

厚労省は義務化とセットに﹁雇用納

を雇用しなければならない︒

の障害者雇用の制度が抱える本質的な

で︑いわば企業間の助け合い的意味合

省の報告によれば︑ の機関で計３４

問題に目を向けるべきだ︒

害者のみが対象で︑民間企業に課せら

１９７６年に始まった︒当初は身体障

に従事することが多く︑大企業は障害

ってそれだけ多くの障害者を追加的に

法定雇用率の引き上げは︑企業にと

いを持つ︒

クリーニングなどの業務は︑本業の利

者雇用に消極的だったため︑納付金は

日本における障害者の雇用義務化は

益に直接貢献しない
＂コストセンター＂

大企業から中小企業への＂補助金＂と

純作業が日本からなくなり︑あわせて

である︒したがって︑これらの業務で

さらに︑子会社が親会社から受け取

＂特例＂によって大企業の障害者雇用

いう形をとっていた︒ところが︑産業

る業務委託料は︑要した費用に利益を

が進むと︑両者の立場は逆転し︑現在

障害者雇用を増やすことは経営効率の

上乗せした﹁総括原価方式﹂で決めら

では経営上の余裕がない中小企業から

構造の変化によって製造業における単

れることが多く︑子会社サイドには費

集めた納付金を大企業に渡すという構

悪化につながりかねない︒

用の削減に努めるインセンティブが存

図になっている︵左図参照︶
︒

1.0

在しない︒
また親会社にとってみても︑

1.8

合理化によって障害者の雇用者数
が減ると法定雇用率をクリアでき
なくなるおそれがあるため生産性
改善には消極的だ︒
もうひとつの問題は︑こうした

しかし︑
障害者雇用が伸びた一方で︑

（年）

18
15
10
05

＂特例＂を活用した障害者雇用は
中小企業には不向きということ
だ︒規模のさほど大きくない企業
では切り出せる単純作業に限りが
あり︑障害者を雇用しても十分な
仕事量を確保するのが難しい︒ま
た︑数名の障害者を雇うためだけ
の子会社を設立するのは非効率だ

この措置により企業の障害者雇用は

このやり方には問題もある︒なぜなら

制度が導入された当初は︑障害

し︑それだけの資金力を持たない

大幅に伸びた︒なぜなら︑知的障害者

障害者雇用の促進が企業経営の効率化

1.60
1.6

AFLO

る︒そこで厚労省は 年より民間企業
に対し︑障害者を専門に雇用する子会

て法定雇用率をクリアしようとした︒

限界を迎える﹁納付金﹂制度

社を設立した場合︑そこに雇用されて
いる障害者を企業グループ全体の障害
者雇用率にカウントしてよいという

Takanobu Nakajima

1.2

2000
95
90
85
80
1975

企業も多いだろう︒

でも従事可能な単純作業を子会社に集

者の多くは中小企業での単純作業

0.6

中小から大企業へ渡る金

1960 年生まれ。慶應義塾大学大学院
経済学研究科後期博士課程単位取得退
学、博士（商学）
。著書に『障害者の
経済学』（東洋経済新報社）
、
『高校野
球の経済学』
（東洋経済新報社）など。

従業員数
1000人以上
0.8

＂特例＂を設けることとした︒

28

27

11

知的障害者の
雇用義務化
法定雇用率
1.4

産業構造の変化で単純作業が減り、経営上の余裕がない中小企業の障害者雇用は難しくなっている

と矛盾するからだ︒まず︑事務︑清掃︑

従業員数
50~99人
2.0

8
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97

2.16
2.2

POLITICS

めれば︑親会社の人事制度や給与体系

（％）
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精神障害者の
雇用義務化
（出所）厚生労働省資料を基にウェッジ作成
（注）民間企業における従業員規模別障害者雇用率の推移（従業員 50 〜 99 人の民間企業については、
1977 年〜 87 年は67 〜 99 人、88 年〜 98 年は63 〜 99 人、99 〜 2012 年は56 〜 100 人）

WE DGE

前回の東京五輪が開催された頃、日本は第一次マンションブームに沸いていた。
それから半世紀、空前のタワマンブームは東京から地方へと広がりを見せる。
しかしこの間、建て替えは一向に進まず、実績はたったの２５０件。

享、榊 淳司、Ｗｅｄｇｅ編集部︵友森敏雄、濵﨑陽平︶

これから押し寄せるマンション老朽化の波は、住民の資産と街を蝕んでいく。
文・中西

イラストレーション・マグマジャイアンツ
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マンション
サバイバル時代
Wedge Special Report
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1

土交通省によると︑２
のマンションを訪問した︒

９階建てで 戸のうち︑ 戸が

４万１０００戸で︑居

ンストック総数は６４

いる︒本来は見えないようになっ

外国人︑１階には飲食店が入って

き出し︑継ぎはぎ工事をした跡が

よいこともあって部屋は全室埋ま

見える︒それでも︑駅からの便が

０戸あり︑全体に占める割合は約１割

っている︒

戸︑ 年後には５倍の３５１万戸と爆

昨年 月に管理組合が民間金融

だが︑ 年後には２・５倍の１８４万

年以上の老朽マンションは 万９００

民の約１割に当たる︒そのうち︑築

ているはずの配管が天井部分にむ

０１７年末のマンショ

11

住人口は１５３３万人と推計され︑国

34

給過剰で空き家だらけの﹁虚大都市﹂

このまま日本の﹁巨大都市﹂は︑供

資金不足から第二次工事の見通しは立

ての大規模修繕工事をした︒しかし︑

工事として︑外壁塗装︑防水など初め

機関から１５００万円借りて︑第一次

になってしまうのだろうか︒実は自ら

っていない⁝⁝︒

組合を通じて︑
﹁他人任せ﹂ではなく︑

マンションのメンテナンスがないがし

に管理を委託しなかったこともあり︑

年に建設され︑分譲後は管理会社

自らマンション管理にコミットする姿

ろにされてきた︒マンション内の管理

選択にかかっている︒マンション管理

勢こそが今︑求められている︒こうし

組合は機能しておらず︑修繕費と管理
費も区別なく合算で徴収するという形

た住民が多いマンションは生き残って
いく可能性が高い︒

態で︑滞納者も複数いた︒
そんなスラム化の一途をたどるな

横浜市内で小規模のマンション管理

ンションの惨状を見るなり﹁スラム化

ら管理を委託された田邊賢一氏は︑マ

か︑このマンションを所有する親戚か

業をしている︑横浜サンユーの利根宏

マンション延命化﹂を事業として行う

水漏れ、ガス漏れ……
管理不全で進むスラム化

社長の案内で︑同市中区にある１９７

横浜サンユーに駆け込んだ︒

（出所）国土交通省

築30年～40年未満
築40年～50年未満
築50年超

300

100

0

これは同意され︑管理費︑修繕費を

た︒

り︑延命策として大規模修繕を提案し

田邊氏自身が管理組合の理事長とな

金銭的にも難しい︒そのため︑まずは

要があるほか︑高齢者︑外国人が多く

め︑建て替えとなると戸数を減らす必

旧建築基準法の基で建っているた

増加する築後3 0 〜5 0 年超の
分譲マンション戸数

しかし︑修繕費として 万円の一時

こぎつけた︒

けてなんとか︑第一次の大規模修繕に

金融機関から１５００万円の融資を受

い︑
競売にかけるなどして体裁を整え︑

払わないオーナーとは弁護士と話し合

2037 （年）

2027

2022

2017

40

住むマンションの生死は︑自分たちの

発的に増える︒

12

200

﹁理事長は居住者から選出する﹂とい

ことになった︒しかも理事会の決議で

いうことが判明すると︑離反者が出る

金を各戸が負担しなければならないと

25

74

400

72

４︵昭和 ︶年に建てられた築 年目
44

（万戸）

国
20

10

49

Toru Nakanishi 、
Wedge編集部

享
文・中西

スラム化していくマンション
PART

「老朽化マンション」の
不都合な真実

老朽化したマンションが都市部を中心にこれから増え続けていく。

スラム化するか、延命に成功するか。その瀬戸際に立つマンションの実態に迫る。

14

2

たい じ

らの住むマンションが

で切り盛りする管理組合の理事たちが

0

0

いる︒彼らの活動に︑今後のマンショ

100

5

﹁スラム化マンション﹂

200

10

ン自治のヒントが隠されている︒

任した際︑管理費の収支計画を初めて

新規供給

︒

５１５世帯︶
︒現在副理事長の應田治

多く︑管理に関する知識が人に集積さ

見て驚いた︒当初︑約５００区画の駐

600

（出所）国土交通省

│
組合活動の充実で
資産価値が上昇

東京都足立区千住曙町にあるマンシ

に関して意思決定を行う︒しかし︑一

彦氏︵ 歳︶は︑１期目の理事長に就

れない︒そもそもマンション管理に関

車場のうち４００弱が埋まっていた

（万戸）

分譲マンションのストック戸数は増加の一途

になっては困る
多くの住民がそう思っ

ているだろう︒では︑住民︵所有者︶

マンションの場合︑管理組合が組織

ョン﹁イニシア千住曙町﹂
︵ 階建て︑

はどう対峙すべきなのだろうか︒

され︑理事会を中心に管理・修繕など

般的にその役員は１︑２年の輪番制が

しては素人の集団だ︒
﹁プロが言うこ

まず︑マンション１階に入っていた

が︑たった２台の空きが出るだけで収

その結果︑それらの支出

ミニショップの撤退を目指した︒当初

とに全て任せる﹂と︑大半の管理組合

がマンション管理に見合っ

は維持管理費に年間９００万円かかっ

支が赤字に転落することが判明したか

たものかどうか判断できな

ていた︒しかし︑ファミリー世帯を中

が︑管理業務を委託する管理会社に言

いだけでなく︑日々の管理

心に過半数を超える反対意見が出た︒

らだ︒ここから應田氏らの改革が始ま

と大規模修繕のための財布

これに対して﹁１日の赤字を来客数で

われるままに経費を支払っていること

を混同し︑気が付いたら大

割り算した赤字補填額を実売価格に加

った︒

規模修繕の資金が足りなく

えると﹃牛乳を１本買ったら実は５０

が多い︒

なっていた︑といったケー

０円になっている﹄状態となり︑これ
でも維持する価値がありますか？﹂
と︑

スも少なくない︒
そんな中︑安易に管理会

説明するなどして反対する人を納得さ

（右目盛り）

25

24

2015（年）

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

300

（左目盛り）

15

55

500

ストック戸数

（万戸）

自
社に頼らず︑自分たちの手

400

20

無関心でマンションは守れない
PART

マンションの本当の価値は
管理組合が握る
自らの住まいに「知らぬ存ぜぬ」では、価値暴落は避けて通れない。
危機感を持った住民たちの意識ある活動が重要になる。

16

3

が必要となる︒建て替えに関わった弁

︵区分所有者︶の﹁５分の４﹂の賛成

建て替えを決議するためには住民

取るケースもある︒

議無効の訴えが出されたりして︑手間

た後から︑建て替え反対の住民から決

土交通省によると︑昨

年超の老朽化マンショ

護士に聞くと︑この﹁５分の４﹂を得

年末現在で全国に築

ンが約 万戸あるが︑

意を得ながら建て替えを実現するのが

ションの老朽化が進む中で︑住民の合

わずか２５０件程度でしかない︒マン

これまで建て替えられたマンションは

もいる︒また投資用で購入して︑賃貸

りすれば売り抜けようというオーナー

レミアムがついて購入時よりも値上が

ば︑短期間住んでマンション価格にプ

の意識が様々で︑永住志向の人もいれ

るのに大変な労力を使うという︒住民

１９７１年に旧日本住宅公団が分譲し

コンサルティングの山田尚之社長だ︒

替え・再生を成功に導いたのが鳩ノ森

の多摩ニュータウンにある団地の建て

そうした困難な条件を克服して東京

多摩ニュータウン
老朽団地を再生

同省の﹁マンション敷地売却・建替

に出してその収入を当てにしている

﹁５分の４﹂の賛成を得るため

マンション建て替え実施状況

92

200

いかに難しいかを表している︒

えに関する専門家相談等ＰＴ﹂の犬塚

ントとして①最も紛争になりやすい建

には︑こうした住民たちの同意

50

た﹁諏訪２丁目住宅﹂
︵６４０戸︶の

て替え決議の有効性の担保︑②どの法

を取り付けなければならない︒

100

人︑外国人が投資物件として複数購入

律を使って建て替えるかの判断基準の

外国人の国籍もグローバル化し

だけでも手間と時間が掛かる︒

150

浩座長︵京橋法律事務所所属弁護士︶

（出所）国土交通省

住民のうち ％が２０１０年に建て替

明確化︑
③デベロッパーの協力度合い︑

さらにマンション住民の人間関係の

賃貸収入を得ている区分所有者

ており︑オーナーと連絡を取る

難しさ︑切迫感がないことによって︑

の場合は︑建て替えをすると︑

の３点を挙げる︒

スピード感が生まれないのが建て替え

その期間は賃貸収入が得られな

いう︒彼らをどうやって説得す

の進まない背景にあるとみている︒建

弁護士は﹁成功した例は少ないが︑途

るのか︑
時間がたてばたつほど︑

くなるため反対する人が多いと

中で挫折したケースは数え切れないほ

建て替えに向けての盛り上がり

て替え案件の相談に関与してきた犬塚

どある︒一言でいうと︑建て替えを実

が衰えてくる︒だが︑あまり急

（件）

しているケースもある︒

40

は︑建て替えの合意を得るためのポイ

73

現しようという住民全体としての盛り

ぎ過ぎると︑建て替え決議をし

October 2018
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2016（年）

2014

2012

2010

2008

国
上がりが足りない﹂と指摘する︒

250

2006

2004

0

工事完了済（マンション建替法によらない）
工事完了済
実施中（マンション建替法によらない）
実施中
実施準備中

300

建て替え実績はわずか250 件
PART

住民合意、資金、容積率…
厳しいマンション建て替え
老朽化マンションが7 3 万戸あるが、建て替えられたマンションはわずか。
住民合意、資金、容積率などの多くの条件が高いハードルになっている。

4

たばかりの浅井淳さん
︵仮名・ 歳︶
は︑

ね ⁝⁝﹂
︑今 年 結 婚 し

てできたらいいですよ

を呼んでパーティなん

ワーマンションに友達

タスを求める人にとっては﹁人生の上

仕様で眺望は申し分ないため︑ステー

れた人たちだ︒駅に隣接していて豪華

超える﹁パワーカップル﹂など︑限ら

年収が１５００万円〜２０００万円を

きるのは︑
夫婦ともに上場企業で働き︑

はり﹁高嶺の花﹂
︒若い世代で購入で

ど︑最近のタワマンにはない斬新なデ

高層部分はフロアを階段状にするな

雑に配置され表面が凸凹している︒最

マンションで︑バルコニーや出窓が複

の最新技術を駆使して建築した超高層

大手ゼネコンの竹中工務店が︑当時

了した︒

で︑ここは昨年２月に修繕を無事に完

超高層、複雑な形状、長期間、高額費用……
タワマン大規模修繕の実態とは？

東京都心部からはじまったタワマン

がりの住み家﹂なのかもしれない︒

不動産経済研究所が４月に発表した数

必ず古くなり︑十数年で大規模修繕の

あるように︑タワマンも年数が経てば

しかし︑
﹁盛者必衰のことわり﹂が

題点を直に聞いた︒

に大規模修繕を行った経緯と今後の問

エルザタワーの管理組合の理事数名

計画されている超高層マンション︵

階以上︶は︑２９４棟︑ 万８７５７
戸で︑
前回調査︵ 年３月︶より 棟︑
１万６４７１戸増えている︒このうち
首都圏は１８１棟︑８万３０３戸を占
め︑全国に占めるシェアは ・８％と
高い︒このほか近畿圏で 棟と前回に
比べ 棟増加︑さらに福岡県 棟︑愛

「エルザタワー 」
修繕費用 億円

﹁築後 年を経過した２０１３年ごろ

から︑外壁部のひび割れ︑タイルの浮

き︑
鉄筋露出などの劣化現象が発生し︑

年ごろからベランダ部分での雨漏り

ルザタワー ﹂
︵ 階建て︑６５０戸︑

に埼玉県川口市元郷に建てられた﹁エ

大規模修繕の必要性は多くの住民が感

のクレームが多くなった︒このため︑

タワーマンションの中で︑先駆け的

15
ーが目に飛び込んでくる︒大規模修繕

と︑地上１８５メートルの超高層タワ

い埼玉高速鉄道の川口元郷駅を降りる

１９９８年︶がある︒都心からほど近

金に加えて駐車場の収入が十分あった

ことができた︒資金的にも︑修繕積立

賛成は︑大きな問題もなく承認を得る

じていたので︑合意に必要な過半数の

つつある︒

広島県２棟など︑地方都市にも拡大し

まさに日本中が﹁タワマンブーム﹂

知県 棟︑北海道 棟︑宮城県４棟︑

15

55
55

54

20

ザインになっている︒

字によると︑ 年以降に全国で建設︑

時期を迎える︒

タワマンに羨望の眼差しを向ける︒

「
タ

建設は︑郊外︑地方にも広がっている︒

31

73

47

ので︑特別徴収や金融機関から借り入

10

12

55

17

10

20

18

を行ったタワマンの事例が少ない中

11 13

の真っ只中にある︒とは言っても︑や
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日本全国に広がりを見せるタワマンブーム
PART

憧れのタワーマンション
購入後に待つ困難
東京都心から、日本全国に広がりつつあるタワーマンションブーム。
ただし、タワマンならではの課題もある。その実態を探る。

MIXMAGIC/GET T YIMAGES

GDPR よりも厳しいとされる新規制に対し、
産業界は猛烈な抵抗をみせている

激化する規制当局と業界団体の戦い

︵ｅＰＲ︶
﹂の法案審議が山場を迎えて

いる︒しかし︑機械同士が人間を介さ

ずに相互に通信するマシンツーマシン

︵Ｍ２Ｍ︶やモノのインターネット︵Ｉ

ｏＴ︶
︑自動運転技術にも適用される

恐れがあるため︑業界は上を下への大

騒ぎになっている︒欧州の最前線から

舞台裏を報告する︒

﹁ｅＰＲは単純に良くない︒欧州が必

要としているのは国際競争力と技術革

新力だ︒なのに︑どうして屋上屋を架

すようにＧＤＰＲの上にｅＰＲを設け

なければならないのか︒全くもって意

味不明だ﹂

ＥＵ本部のあるブリュッセルで︑業

界団体﹁デジタルヨーロッパ﹂のセシ

リア・ボネフェルド＝ダール事務局長

はデンマーク人らしい単刀直入な物言

いでこう切り捨てた︒同団体には︑製

けん

造業のデジタル化を目指すドイツの国

反すれば巨額の制裁金

トウェア会社ＳＡＰをはじめ︑日系企

引するシーメンスや欧州最大級のソフ

いん

家戦略﹁インダストリー４・０﹂を牽

が科される欧州連合

密﹂を保障する﹁ｅプライバシー規則

いうのに︑デジタル時代の﹁通信の秘

員会が提案し︑同年 月に欧州議会で

昨年１月にＥＵの執行機関︑欧州委

３万６０００社が加盟する︒

業の日立︑富士通︑キヤノン︑そして

文・木村正人 Masato Kimura

︵ ＥＵ ︶の﹁ 一般デー

となったが、それを凌ぐ新たな規制の法案審議が山場を迎え、欧州が揺れている。

ＩＴの巨人アマゾンやグーグルなど約

EUの一般データ保護規則（GDPR）は個人データ活用時のルールの厳格さが話題

タ 保 護 規 則︵ Ｇ Ｄ Ｐ

〝GDPR超え〟の新規制に
大混乱の欧州
違

Ｒ︶
﹂が５月に施行されたばかりだと
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新連載の
﹁名門校︑未来への学び﹂
︒

本誌とじ込みハガキ

１つの物差しでの評価ではなく︑生産

www.wedge.co.jp/

ハガキ

性や創造性が重視される時代︒未来を
担う子どもたちは今︑受験勉強だけで
なく︑自ら何を学び身につけているの
か︒そこで︑時代とともに変化しなが
ら優れた人材を輩出してきた名門校の

﹁今﹂
に隠されたヒントを︑
授業や行事︑
部活などから︑ジャーナリストの鈴木
隆祐氏が読み解きます︒私も取材に同
行し︑生徒たちの将来への思い︑迷い︑
多感な時期だからこそのエネルギーを
感じています︒読者の皆様にも︑組織
づくりや新人育成︑お子さまの教育の
頃の純粋な
﹁熱量﹂を思い出すきっか

ヒントとしていただきつつ︑若かりし
けにして頂ければ幸いです︒ ︵濵﨑︶

都会で暮らす人の中には︑濃密な人
間関係が苦手で︑ご近所付き合いが少
なくて済むマンションライフを選んだ
し︑マンションの修繕や建て替えは︑

方も多いのではないでしょうか︒しか

WEB

﹁移動が変われば生活が変わる﹂

編集後記

A F T E R _ WO R D S

９月号特集﹁移動革命﹂を読んで︒電
子レンジと冷蔵庫の普及によって生活が
激変したように︑
﹁移動革命﹂は移動手
段のみならず︑社会全体を大きく変える
かもしれないと感じた︒自動運転で帰路
が楽だからと目的地で時間ギリギリまで
遊び︑休憩回数が減ればサービスエリア
が廃れるかもしれない︒宿泊の際にＥＶ
用充電施設完備のホテルが取り合いにな
るかもしれない︒何かひとつが変われば
玉突き式にどんどん変わる︒移動革命は
他の業界にとっても他人事ではない︒
畑山千香︵ 代︑会社員︶
﹁高齢化する外注社会は商機﹂
９月号連載﹁さらばリーマン﹂を読ん
で︒現代の生活は外注サービスに依存し
ている︒年を取り収入も減ればそれらの
サービスに頼れなくなるのは当然だ︒日
本の超高齢化社会では︑そういった﹁サ
ービス難民﹂がどんどん増えそうだ︒転
人﹂と皮肉を言われたが︑
器用貧乏返上︑

和田陽介

職の際︑
﹁何でもできるは何もできない

Designer

は戸建て以上に
﹁運命共同体﹂に組み

本多晋介（本多晋介デザイン）

住民の同意なく進められず︑その点で
込まれていると言えそうです︒住民間

STAFF

便利屋こそこれからの時代の仕事と感じ
高橋清太郎︵ 代︑自営業︶

図書印刷株式会社

た︒

株式会社クリフ

印刷・製本

で意見が割れると︑老朽化が進み︑資
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ご覧ください。

定価 本体1,700円＋税

佐々木和歌子 著

「元始、女性は太陽であった」
とは平塚らいてうの有名なこ
とば。推古天皇や清少納言、
秀吉の正室高台院や北斎の
娘、応為など10人の「太陽」
たちの魅力的ないきざまから、
もうひとつの、いきいきとし
た日本の姿が立ち上がります。

DTP制作

産価値は下がり︑住民も離れていき︑

塩川慎也
海野雅彦

残された者の負担は増える︑という負
取材が進むにつれ
﹁マンションなん
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広告部

か買うものじゃない﹂と断言する取材
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反論しながらも︑家でまじまじと収支
計画を見てしまいました︒
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