２０１２年１月２９日（日）
ＮＯ３４６
区議控室 ℡ 5742-6818
事務所 大井３-１９-７-101
℡ 3773-3231

大崎・大井町・五反田

につづき、今度は…

武蔵小山に
巨大ビル１９棟乱立

１４０ｍ級３棟、６０ｍ級３棟、４５ｍ級１３棟 ━区が誘導━
航空 法 に よ る 建 設 高 さ制 限 約 １ ４ ５ ｍ ラ イン
高さ １ ４ ０ ｍ 級

既存建物
中 原 街道

品川区 議会・建設委 員会が １月
日に 開催。 委員 会で 区は「 武蔵 小山
駅周辺地域 街並み誘導指針（案）」
を発 表し、 「荏 原地 区のラ ンド マー
ク」とし て巨大ビル 棟を建 設・誘
導する計画が示されました。
共 産党は 「高 層ビ ル群と は、 区民
が望 む武蔵 小山 の姿 ではな い。 抜本
的に見直しを」と述べました。

昨年 月に、区は
「 品川 区の 西の 玄関
口 にふ さわ しい まち
づ くり 」と いう 、ま
ちづくり方針を策定。
こ の方 針を 受け 武蔵
小 山駅 周辺 の街 並み
形 成に 向け た基 本方
針 が、 今回 の「 誘導

築物 群を 建設 し、 品
川区 の西 の玄 関口 に
ふさ わし い新 たな ス
カイ ライ ンを 形成 。
荏原 のラ ンド マー ク
とし て機 能す る形 態
に誘 導す る〟 とす る
考え が示 され 「街 並
みイ メー ジ図 」と し
て、 上の 資料 が提 出
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されました。
ズ バリ 、航 空法 ギ
リギ リの 高さ １４ ０
ｍビル３棟を含む
棟の 建設 を進 める 計
画です。
裏へ

航空法ギリギリ

品川区作成「武蔵小山駅周辺地域 街並み誘導指針（案）」より抜粋

指針」です。
区が 目指 す武 蔵小
山 とは どん な姿 か。
こ の「 誘導 指針 」に
は 〝武 蔵小 山駅 前に
お いて 複数 の高 層建

12

高 さ ４ ５ ｍ級

武蔵 小 山駅

パルム商店街
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高さ６０ｍ級

週刊区政報告に対するご意見、ご要望お寄せください バックナンバーはＨＰに掲載
なかつか亮メールアドレス「ryo@nakatsukaryo.net」

このビルが「オフィ
スビルなのか」「マ
ンションなのか」
「駅前商業施設のテ
ナントには何が入る
のか」は未定ですが、
どちらにしろ巨大ビ
ルを建設したところ

きです。なかつか亮

この計画について、 の質問で、「人々の るのか疑問。商店街
私（なかつか亮）は、 触れ合いを大切にす への影響も心配です。
「なぜ武蔵小山が高 る庶民の街」との回
長引く不景気のな
層ビルなのか。この 答が ％を占め、ダ か「マンション販売
計画が武蔵小山らし ントツ第１位。ちな が飽和状態」「オフィ
いとは間違っている。 みに「洗練された都 スビル過剰」の報道
住民要望を汲み取っ 会的なまち」は ％ もしばしば。３・
た計画なのか」と質 と最下位でした。
大震災を受け、高層
問すると、区は「住
多くの区民が望む ビルの長周期地震動
民要望を汲み取り進 武蔵小山の姿とは
が指摘。高層ビルの
めてきた」と答弁し 棟の巨大ビルの街で 安全性と共に消費者
ました。
はありません。規制 ニーズも変わってい
緩和と税金投入で進 ます。また「２０２
区民が望む
武蔵小山の姿とは める大型公共事業の ０年をピークに人口
見直しを求めました。 は減少」「民間住宅
はたして高 層 ビル の空家が区内で２万
に人は集まるのか 戸」という区の調査
もあります。この状
況で巨大ビルへの需
要が果たして、どこ
まであるのでしょう
か。「ハコモノを作
れば人が集まる」と
は……。やっぱり、
この計画は見直すべ
〝むさこ〟の愛称
で若者にも親しまれ
る武蔵小山。この愛
称には商店街が連な
る庶民的な街への強
い愛着が込められて
います。
計画策定に向け、
区は２００７年に住
民アンケートを実施。
その結果は「将来希

5.6

で、本当に人が集ま
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望する街のイメージ」

44
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品川区
放射能ホットスポット測定結果が公表へ

同じく１月２３日建設委員会にて、品川区が昨年９月末から実施してきた１１４
１箇所の放射能ホットスポット測定（小中学校、幼稚園、保育園、公園など）につ
いて全結果を公表した事が報告されました。結果は区ホームページをご覧ください。
区は、当初、「ホットスポット探しのような測定は風評被害を広げるのでやらな
い（昨年９月本会議にて）」と測定実施を求める共産党の質問に、このように答弁。
しかし、測定を求める保護者らの強い要望と共産党の取り組みが力になり、ホット
スポットになりやすい場所の測定実施が実現しました。これを受け共産党は「全て
の結果についてすみやかな公表を」と求めたところ、区は「余分な混乱を起こした
くない。公表の方法については現在、議論中（昨年１１月建設委員会にて）」と渋っ
ていましたが、このほど全ての測定結果の公表が実現しました。共産党は、さらに
放射能測定器の区民貸出や子どもの内部被曝対策などの実施を求めています。

弁護士と一緒に相談会を行います。生活のこと法律のこと、お気軽にご相談ください
連絡先
昼：区議控室５７４２－６８１８ 夜：事務所３７７３－３２３１

次回の『気軽な町の無料法律相談会』のお知らせ
場所：日本共産党なかつか亮事務所
２月１７日(金) 午後６時～８時

