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第１章 桶川市の緑の特性

１．緑地の状況

（１）減りつづける桶川の緑

現在の市域内の人口増加は、戦後昭和 20年代から始まっていました。昭和 30年(1955)、

約2万人だった人口は、昭和46年(1971)に 2倍、昭和 60年(1985)に約 3倍、平成4年(1992)

には 7万人を超え、約 3.5倍になっています。特に昭和 30年代後半からは顕著で、39～45

年まで間の対前年比人口増加率は 5％を超えています。台地上の雑木林や農地は、急激な

人口増加＝住宅地の供給によって、東観団地、殿山団地、日出谷団地、おけがわ団地など

に変わっていきました。また、これに伴い、学校など教育施設の建設にかかわる教育費や

道路、上下水道など都市基盤整備のための土木費の歳出は増大する一方でした。

このような急激な都市化の流れは、若干の時間差はあるものの、ほぼ全国的なもので、

この結果、昭和 43年に新しい都市計画法が制定されました。本市でもこれに基づき、秩序

ある開発を行うため、昭和 45年に市街化区域と市街化調整区域の線引きが行われています。

第 4 図は、高度経済成長期以前の昭和 31 年と、いわゆる「バブル経済」崩壊後の平成

15年の状況を比較したものです。市の東西に位置する現在の市街化調整区域部分は、樹林

地が農地などに変わってはいるものの、総量としてはそれほど大きく変化していません。

一方、現在の市街化区域内は、昭和 31年頃にはかなり大きな樹林地が存在していましたが、

区画整理事業などによって、農地とともに大きく減少していることが分かります。

これに対して、桶川市では昭和 54 年に「桶川市緑のマスタープラン」、平成元年に「桶

川市第２次緑のマスタープラン」を策定し、主に市街化区域とその縁辺の緑とオープンス

ペースの総合的な保全計画を定め緑化に取り組んできましたが、緑は現在も年々減少する

傾向にあります。

（２）多様な動植物が生息する水辺と緑

市街化調整区域及びその縁辺は、河川や池沼及びその周辺、斜面林から続く湧水の確認

できる場所、畑地や水田、雑木林など、緑のまとまった場所です。

荒川や江川、元荒川などの河川やその周辺は、特に重要な生息域となっており、生態系

ピラミットの高次消費者に位置付けられているオオタカなどの猛禽類、ホンドタヌキやホ

ンドイタチなどの哺乳類などが確認されています。また、江川下流域にはサクラソウやサ

ワトラノオ、チョウジソウなどの絶滅が危惧されている湿地性植物が残る貴重な場所もあ

ります。
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第５図 緑の変遷図

平成 15年（2003年）

昭和 31年（1956年）
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（３）市街化調整区域に広がる地域制緑地

地域制緑地とは、法律または条令による規制によって、緑の良好な環境が保全されてい

る区域です（数値は、平成 24年末現在に変更）。

市域の緑の大部分を占める農地についてみると、市街化調整区域には農用地区域1が

638.69ha 指定されていますが、地域制緑地としての担保性は弱いものです。また、市街化

区域内の農地に生産緑地地区2が 26.51ha 指定されています。

荒川及びその周辺は、河川区域3として 268ha が指定されています。また、荒川近郊緑地

保全区域4に230haが指定されていますが、これは農用地区域と河川区域に重複しています。

樹林地には、市民緑地5として川田谷地区に 4 ヶ所、加納地区に 1 ヶ所、計 1.34ha が、

指定されています。保存樹林としては市街化調整区域の川田谷地区に 2 ヶ所、小針領家地

区に 1ヶ所、市街化区域の上日出谷地区、坂田地区にそれぞれ 1ヶ所、計 5ヶ所 0.75ha が

指定されており、加えて県条例｢｣ふるさと埼玉の緑を守る条例」に基づき指定されてきた

「泉福寺ふるさとの森」2.78haが緑地管理協定締結期間終了となり指定解除となったため、

平成２４年度新たに「桶川市みどりの保全及び推進に関する条例」に基づき保存樹林の指

定を行いました。このほか、荒川沿いの原山古墳群は、市指定史跡（0.91ha）ですが、現

況は雑木林として下草刈りを行い、管理されています。

このように地域制緑地は、市街化調整区域に広がる担保性の弱い農用地区域と、河川区

域によって構成されています。

（４）郊外地には屋敷林等の貴重な樹林地が多い

郊外地に多い樹林地は、農家と一体となった屋敷林やいわゆる「里山」と呼ばれ利用さ

れてきた雑木林です。屋敷林については、現在も手入れが十分にされているものも多く、

桶川市郊外の特徴的な緑の景観要素となっています。特にケヤキなどの大木は、保存樹木

に指定されているものが多くあります。一方、里山として利用されてきたコナラやクヌギ

などを主とする雑木林は、第２次大戦後から高度経済成長期以降の生活様式の変化から管

理があまり行われなくなったため、アズマネザサや常緑樹などが密集し自然植生化する、

荒れた状態になってきました。また、このことによって機能しなくなった雑木林は、相続

時に手放されたり、皆伐されたりするものも多い状況です。

このような状況のなか、近年、市民の間でも緑は地域の重要な資源であるという意識が

高まり、その一部を保存樹林や市民緑地として指定するとともに、ボランティアの手によ

り「ヤマかき」や「炭焼き」など、里山が持つ本来の機能を復活させる試みが始められま

した。また、このことによりフデリンドウなどの植物が目に付くようになってきました。

1農業振興地域の整備に関する法律に基づく「今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地」。
2市街化区域内の農地等の内、公害や災害の防止等良好な生活環境の確保に効果があり、公園緑地などの公共施設等の用

地として適した地区。
3 河川法第６条に「河川の流水が継続して存する土地」「地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続し

て存する土地に類する状況を呈している土地の区域」「河川管理施設の敷地である土地の区域」及び堤外の土地の区域の

うち、「一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域」とされ、区域内の土地の形状その他を

変更するときには河川管理者に許可を得なければならない。
4首都圏の近郊整備地帯に樹林地等の良好な自然環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有する緑地で、住民の健全な生

活環境を確保するとともに、公害・災害の発生を防止し、無秩序な市街化を防止するために国土交通大臣が指定する緑地
5土地所有者と地方公共団体などが契約を締結し、緑地を公開することによって、地域の方々が利用できる制度。
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（５）まだまだ少ない都市公園

平成 24年 11月現在、桶川市の都市公園の開設状況は、次のようになっています。

住区基幹公園6である街区公園7が 16 ヶ所 4.95ha、近隣公園8が２ヶ所 2.70ha となってい

ますが、地区公園9はありません。都市基幹公園10としては、総合公園が１ヶ所 10.30ha と

なっていますが、運動公園はありません。その他の公園として、特殊公園（富士見ホタル

親水公園）が 1 ヶ所 0.63ha 開設され、都市緑地が 4 ヶ所 1.75ha 開設されています。以上

を合計すると、24ヶ所 20.33ha となります。

これを人口で割った住民一人あたりの都市公園面積でみてみると、2.68 ㎡／人となりま

す。これは、埼玉県の一人あたりの都市公園面積が 6.55 ㎡／人となっていることからみて

も、かなり少ない状況です。

（６）緑化が進まない市街地景観

郊外では比較的緑が多いものの、市街地での緑化はあまり進んでいません。

人間の目で見た場合の、視界内の緑の量（面積）の割合を「緑視率11」としてあらわし、

これを比較しても、市街地内はまだまだ低いのが現状です。

市街地を商業地、工業地、住宅地に分け、緑視率を測定すると、商業地が 0％～13％程

度と低く、ついで住宅地、工業地の順になります。住宅地では 5％～30％程度と、生垣や

庭木の整備状況により緑視率に大きな違いがでます。工業地では、27％～55％程度となっ

ていますが、これは工場立地法及びその関連法令によって「緑地面積率」が定められてい

ることに加え、東部工業団地のように敷地規模が大きく、敷地内緑化が十分行われている

ことが影響していると考えられます。また、街路樹として高木が植栽されていることも大

きな要因となっています。

このようななかにあって、寿二丁目の桶川稲荷神社のような社寺林は、地域の歴史や文

化を感じさせるとともに貴重な緑となっています。

6住民の日常生活圏に配置される街区公園、近隣公園、地区公園を総称する名称。
7身近なレクリエーションの場として提供される公園。
8日常的な屋外レクリエーション施設と休養スペースが整備されている公園。
9身近なスポーツを中心としたレクリエーション施設と休養スペース、修景施設等が整備されている公園。
10都市全体を対象に配置される総合公園、運動公園等を総称する名称。
11道路などの公共空間から見た、沿道の街並みの緑で覆われた割合を、ここでは便宜上「緑視率」と呼ぶ。
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２．市民の意識

市民の緑に対する意識は高く、桶川市の緑を守り育てていこうという声が各世代から寄

せられています（アンケート調査結果より（平成 14年 12月実施））。

（１）自由に遊べる公園を求める多くの子供たち

（小中学生アンケート結果より）

・ 遊び場としては友達の家が最も多く、次いで公園、学校となっており、家の中で遊ぶ

ことが多い子供の様子が伺えます。

・ 一方で、外へ出かける場合には、自然のなかへ入っていくことが多く、特に水辺に対

する関心が高いことが特徴です。

・ 望む公園機能としては、スポーツが出来ること、自分たちが自由に改造できる（秘密

基地など）スペースを持つこと、などがあげられています。

・ 市街地の子供ほど、公園緑地の不足を感じています。

（２）緑と水辺への関心が高い市民

（市民アンケート結果より）

・ 家の周りには、樹林地などの緑が比較的多いものの、公園や広場が少ないと感じてい

ます。

・ 城山公園や駅西口公園など規模の大きな公園を、魅力や特徴がある緑と感じています。

・ 市街地から離れた荒川や元荒川などの大きな河川より、農地や斜面林と一体となった

景観を持つ江川の方が桶川の特徴的な緑と感じています。

・ 今後の緑のまちづくりには、川の水と水辺をきれいにし、魚や生き物が多く棲める環

境の創造が望まれています。

・ 環境美化などへのボランティア活動への関心は高いものの、実際に参加する意欲はあ

まり高くないようです。

（３）緑化推進に積極的な企業も多い

（事業所アンケート結果より）

・ 回答のあった事業者の平均の敷地緑化率は19％で、最も敷地緑化率が高い業種は22％

の製造業となっています。

・ 事業所の規模が大きくなると敷地緑化率が高くなる傾向があります。

・ 敷地内の植樹スペースには、多様な樹種が使用され、季節毎の変化を楽しんでいると

いう事業所もあります。

・ 枝の剪定や落ち葉掃き、また植栽の病害虫など植栽の維持管理に手間がかかることを

あげている事業者が多く見受けられます。

・ 今後の緑化予定のある事業者はあまり多いとはいえない状況です。

・ 「緑のまちづくり基本計画」に対しては、緑化は進めるべきであるという意見が多い

ものの、財政状況を考慮して効率化を図るべきとの意見もみられます。また公園とし

て、事業者の土地を貸しても良いという意見もありました。
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３．緑のまちづくりの課題

桶川市において緑のまちづくりを進めていくためには、次のような課題が整理されます。

（１）量的にも質的にも不足している「公共空間の緑」

・ 新たに整備される道路などの都市骨格に対して、新たな緑を整備する必要があります。

・ 新たな幹線道路の整備に伴い、環境への影響を抑制する環境施設帯等の整備が必要で

す。

・ 身近なレクリエーションのための施設緑地や全市的なレクリエーション施設緑地は、

量的に不足しており、かつ配置に偏りがあります。

・ 本来、緑化を導くはずの公共施設の緑が不足しています。

・ 桶川駅東側には、桶川市の顔、シンボルとなる緑が不足しています。

・ 延焼を抑制する機能や避難経路となる歩道を持つ道路の確保とその緑化が必要です。

（２）桶川らしさを表わす緑の保全が求められている「郊外の緑」

・ 都市の骨格を構成する要素の一つである荒川や元荒川などの河川及び河川沿いは、多

くの動植物の生息域となっており、その水と緑を保全する必要があります。

・ 水害を抑制する河川敷や河川沿いの農地の保全が必要です。

・ 川田谷地区をはじめ樹林地と一体となった畑地や河川沿いの水田など、美しい田園風

景を構成する緑を保全する必要があります。

・ 桶川市の歴史や文化を伝える景観を形成している緑を保全する必要があります。

（３）今後も減少傾向にある「身近な緑」

・ 市街化区域内の農地や樹林地などの緑は、開発行為などにより減少傾向にあります。

・ 住民の身近な空間である住宅系市街地には、潤いを感じさせる緑が不足しています。

・ 地球温暖化、都市の高温化に対応するために、市街地内の敷地緑化や屋上緑化などを

推進する必要があります。

・ 市街化調整区域内は、都市計画法の改正などにより、これまでより開発が許容されて

いくことが想定されます。

・ 延焼を抑制し、また避難経路となる可能性のある道路の緑化が必要です。

（４）「緑のまちづくり」のために、市民等、事業者、行政の「協働」が求められています。

・ 「緑」に対する要望、要請は、質的、量的にも高いものとなっています。特に、公園

緑地等の利用者の要望、要請は、多様化、高度化しています。

・ 民間、行政ともに、長びく不況による財源不足が緑化に対する状況を非常に厳しいも

のにしています。

・ より良い環境を作るため、ボランティア活動などに住民の関心が高まりつつあります。

・ 行政、民間とも緑化に対しパートナーを求めており、そのためのシステムづくりが望

まれています。
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プロジェクトチームの活動


