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マンション苗場が立っていた敷地（中央の空き地）。右奥は運営会

社が経営破綻（はたん）した会員制リゾートホテル＝新潟県湯沢

町三国、４月１５日、松浦新撮影

廃虚同然リゾマン、執念の解体　全員同意へ所有者を追跡

負動産時代

　つくるのは簡単だが、こわすのは大変。それは マン

ション の宿命といえる。一度建った マンション を建て

替えたり、更地にしたりするには、所有者の大多数、場

合によっては全員の同意が必要だからだ。

シリーズ「負動産時代」

　築４４年で老朽化が進み、所有者も散り散りになって

いた 新潟県 湯沢町のリゾート マンション （リゾマン）が

昨年取り壊され、更地として売却された。所有者全員が

同意しての マンション 解体は全国的にも珍しく、「奇跡

的」ともいえる。売るに売れず、税金や管理の負担が重

くのしかかる「 負動産 」の問題を長く取材してきた記者

が、現地に向かった。

リゾマンの草分け

上越新幹線 の越後湯沢駅から車で約３０分。「 マン

ション 苗場」があった場所はいま、きれいな更地になっている。

　全国屈指のスキーリゾートとして知られる苗場高原にこの マンション が建ったのは１９７５年。６階建て、４０～５０

平方メートルの３０部屋にレストランなどもあり、リゾート マンション の草分け的存在だった。その後、バブル期にか

けてリゾマンが次々と建ち、そのバブルも崩壊したため、利用者は激減した。

　管理費の滞納も相次ぎ、管理組合は機能不全に。２００３年を最後に大規模修繕も行われなくなり、廃虚に近づい

ていった。

立ち上がったオーナー

　朽ちゆく マンション の惨状を見かねて、立ち上がった所有者たちがいる。その一人が 新潟県 柏崎市 の建設会

社社長、石坂泰男さん（５４）だ。会社名義で マンション 苗場の物件２戸を持ち、先代社長だった父は管理組合の理

事長をしていた。石坂さんは「このまま廃虚になることだけは避けたい」と、１４年に地元の不動産仲介会社ひまわり

に相談した。

　廃虚同然のリゾマンをどうするか。やらなければならないことは山ほどあった。

　まずは休眠状態にあった管理組合の立て直しだ。１５年６月に臨時総会を開き、あらためて理事を決めた。

　つぎに、散り散りになった所有者たちの意向を確認しなくてはいけない。

　石坂さんらは 不動産登記 簿に載っていた２８の個人・法人にアンケートを郵送した。回答は２１、無回答が３。４通

は宛先不明で戻ってきた。

　回答があった２１人のうち１９人は、すでに マンション を利用していなかった。２人が「年に５～１０泊利用している」

と答えた。使い続けたいという声は皆無で、解体をめざすという方向性は決まった。保証期間が切れる寸前だったエ

レベーターを止め、建物は閉鎖した。１５年１０月に改めて管理組合の定期総会を開き、解体の方針を決議した。

全員同意の「壁」

　管理組合の「財布」を調べ直してみると、 修繕積立金 が約３５００万円残っていた。理事を務めていた３人ら、一部

の所有者が管理費・積立金を払い続けてきたことが大きかった。解体費用のめどは立った。だがそこで最大の難関

が立ちはだかった。「所有者全員の同意」だ。 マンション を壊すのに、なぜ全員の同意が必要なのか。

マンション を壊すのは①建て替える②更地にして売却する――という二つのパターンがある。原則として①では

所有者の５分の４以上、②では所有者全員の合意が必要となる。ただし②には特例もある。 耐震性 が足りない マ

ンション や、大規模に被災した マンション については５分の４以上の合意があれば、解体・売却できる。

マンション 苗場も 耐震性 が足りない可能性があり、特例の「５分の４以上」の合意による解体も検討した。だが、

行政の手続きでかえって時間がかかるかもしれないと判断。全員合意を目指す方針をとった。
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特徴的な名前で……

　全員から合意を取り付ける仕事にあたったのは大野元さん（６１）だ。ひまわりグループのリゾマン専門の管理会

社、エンゼルの管理部長としてこの問題を担当した。

　大野さんはさっそく壁に突き当たった。所有者不明問題だ。

　所有者へのアンケートで、宛先不明で戻ってきてしまったのは３人と１法人。送り先の住所を訪ねてみたが所有者

は見つからない。

　大野さんは周辺の「聞き込み」から始めた。３人のうち１人は飲食店オーナーだったが、すでに 自己破産 して行方

がわからなくなっていた。ただし、飲食店の元従業員がいることがわかった。訪ねて事情を聴くと、元従業員もかつて

マンション 苗場を利用したことがあるという。すぐに元オーナーに連絡を取ってくれ、協力を得られることになった。

　法人の１社は２部屋を持っていたが、何度か住所が変わった末に事業の実態はなくなっていた。最後の住所地を

訪ねると マンション が建っていて、手がかりはなくなった。

　それでも大野さんは聞き込みを続けた。訪ね歩くうちに、ふと目についた診療所の看板に、元経営者の特徴のある

名字と同じ名前があった。その診療所に飛び込んで事情を話すと、医師の父が、探していた法人の元経営者だとわ

かった。

　残った２人には、管理組合が滞納分の管理費の支払いを求める裁判を起こした。裁判所からの手紙である「送達」

は、郵便局の転送期限が切れても可能な限り転居先を追いかけて届けられる。これで２人とも連絡が取れた。

　このうち１人は、納める管理費を一部減額することを条件に解体に協力してくれた。

　最後の１人になった。でも、解体には合意できないという。もともと、管理組合との関係がこじれていた所有者だっ

た。

最後の１人

　いざこざの原因は複雑だ。

　その人が買った マンション 苗場の部屋は競売物件だった。元の所有者が住宅ローンを滞納したため差し押さえら

れたのだ。

　ここで「債務の引き継ぎ」というやっかいな問題が持ち上がる。

　競売物件を買った人が、元所有者の住宅ローンを肩代わりする必要は、もちろんない。ところが、元所有者が滞納

していた管理費などの債務は、物件の新たな所有者に引き継がれるのだ。

　管理組合は滞納分の支払いを求めたが、新たな所有者は応じなかった。そこで管理組合は、この所有者が マン

ション を利用することを拒否していた。

　説得に当たったのが大野さんだ。「あなた以外の所有者は解体に合意しています。このまま 幽霊屋敷 になって事

故が起きたら、あなたが責任を問われますよ」などと説き、ようやく解体することにだけ合意が得られた。

個人の土地を、管理組合が競売に

　ついに全員の合意を取り付けた。１７年１０月の管理組合総会で解体を決議した。残っていた 修繕積立金 約

３５００万円を使って解体を始め、昨年６月に更地になった。

　あとは更地を売るだけ、という段階で、最後まで解体に応じなかった１人が土地売却に反対した。そこで管理組合

は、その人の所有分である土地を競売にかけることを申し立てた。管理費の滞納があるため、「債権者」である管理

組合は土地を競売にかけることができる。今年２月、新たな所有者が落札し、一連の敷地売却が完了した。

　こうした苦労を重ねてようやく更地になった敷地を買ってくれたのは、近くのペンション経営者で、５００万円を出し

てくれた。大野さんの努力もあって、滞納管理費など１千万円以上を回収できた。

　解体工事費や諸経費などを差し引くと、５００万円近くが残った。これを、ずっと管理費などを払い続けてきた７戸の

所有者の５人に分配した。

　理事長の石坂さんは振り返る。

　「管理がない状態が続いて積立金がたまっていたので、工事費に回せた。初期のリゾート マンション だったので、

所有者はもともと比較的余裕のある人たちが多く、協力が得られたことも大きい」

思い出のマンション

　ほかにも、いろいろな課題に直面した。解体にあたって工事車両の出入りや足場の設置場所が必要だったため、

隣の土地を借りたいと頼んだときのことだ。

　隣の土地の所有者から、借りるのではなく買うよう求められた。応じざるをえなかった。

　解体前、苗場 マンション を「社員寮にしたいので丸ごと売ってほしい」という話が舞い込んだこともあった。石坂さ

んたちは真剣に検討した。しかし、本当に責任を持って使ってくれるかの確信が持てず、断った。

　その会社が近くでやると言っていた事業は、いまはない。もし売却していたら、 マンション 苗場の所有者たちは楽

になったかもしれないが、物件そのものは今も放置され、廃虚になっていたかもしれない。

　「自分が中学生のときに親が会社の 保養所 として買い、友達と何度も利用した思い出の マンション だった。廃虚

になることが避けられて、本当によかった」

アクセスランキング もっと見る

ソーシャルランキング もっと見る

1

2

3

Facebook Twitter 記者ページ

注目コンテンツ ご案内

埋め込む Twitterで表⽰

@asahi_kinyuさんのツイート

2019年4⽉24⽇

強みは「⼝座直結」 ＱＲコード決済、銀⾏が新
サービス︓朝⽇新聞デジタル

…asahi.com/articles/ASM4R

三井住友銀⾏が⾏員への「ノルマ」を事実上なくし
ます。顧客ニーズにあったサービスをしているかで
評価するそうです。 …asahi.com/articles/ASM4R

朝⽇新聞 ⾦融取材チーム
@asahi_kinyu

強みは「⼝座直結」 ＱＲコード決済、銀⾏…
 スマートフォンでＱＲコードを読み取って…
asahi.com

朝⽇新聞 ⾦融取材チーム
@asahi_kinyu

※Twit terのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示さ

れない場合もあります。
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神泡人気で販売も好調！サントリープレモル
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エアーズロックだけじゃない！ＮＴ州の魅力

独立を意識したら　朝デジ会員なら簡単登録！

受験に挑む親子へ　今からできる新入試対策
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週末の家飲みおすすめワイン
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T JAPAN

姉妹が作るシャンパーニュ

「ゾエミ・ド・スーザ」

GLOBE＋

つきまとう「一発屋」の不安

芸人が大統領に、ウクライナ

sippo

愛猫スコティッシュが突然死

台湾人学生、保護猫を引き取る

働き方・就活

転職情報　朝日求人ウェブ

自信を持って目上の方を誘える凜とした和食店「妻恋坂 けい吾」［状況別、相手の心をつかむサクセス

レストラン  Vol.11］ (アエラスタイルマガジン)

中国でも珍しいギョーザ

「天皇陛下、万歳」始まっ

た集団自決、母の命を奪

い号泣

真凜と望結がアイス

ショー　２人そろってイン

タビューに

「被害最小限に」スリラン

カ、爆発を入り口で止め

た男性
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カヌーの羽根田卓也選手 令和へ　移りゆく下町 世界一へ！氷上の仲間

たち


