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第２章 緑の保全及び緑化の目標

１．緑のまちの将来像

これから「緑のまちづくり」を推進していくにあたって、桶川市が目指す20年後の緑の
まちの将来イメージを提示してみましょう。

○ 空から見る桶川の緑

西暦 2025 年。上空から見る桶川市は、首都圏中央連絡

自動車道や上尾道路、第二産業道路などの建設にもかかわ

らず、荒川や江川、元荒川などの河川沿いの緑がいっそう

濃くなり、豊かで大きな「緑の軸線」として明確になって

きました。

「緑の軸線」の周りに広がる緑は「郊外の緑」として、

農業との調和が図られ、水田と斜面林、畑と平地林は今も

美しい景観を伝えています。また、農家の屋敷林や新たに

建てられた家々の緑も、この景観に溶け込んでいます。

「郊外の緑」は、市の東西を走る幹線道路の街路樹など

により市街地内に延び、市街地の「身近な緑」につながっ

ていきます。さらに、東西方向、南北方向にそれぞれ延び

ている幹線道路の街路樹や住宅地の生垣や庭木などが組

み合わさり、上空から見ると「緑の格子」が桶川市を覆っ

ているように見えます。市街地には、土地区画整理事業な

どで用地を確保し造られた公園や緑化の進んだ学校など

が点在し、また、郊外にある大規模な公園緑地は、まるで

雑木林のようです。これらの「公共空間の緑」が大規模工

場の緑地帯などとともに「緑の拠点」となり、「緑の格子」

の所々にふくらみを持たせています。公園緑地や市民緑地

などの「緑の拠点」は、遊具などを使った遊びやスポーツ

だけではなく、地域社会の形成を促すお祭りや行事の場所

として、人とペットが一緒に遊べる場所として、あるいは

「学校教育」や「生涯学習」などを通し自然との共存をめ

ざす場所として、整備に工夫がなされ、多くの人たちが

様々なレクリエーションを楽しむ空間になっています。ま

た、災害の際には、重要な避難場所にもなるよう機能が整

備され、市民生活の安全性を高めています。

さらに「緑の格子」と「緑の拠点」は、多様な動植物を

「緑の軸線」から市街地へ導くとともに、隣接する自治体

の緑とも連携して「生き物の回廊」となっているのです。

江川下流域

朝日２丁目の街路樹

桶川市の俯瞰

朝日中央公園
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○ 地上から見る桶川の緑

今度は地上を歩いて、桶川市の緑を見てみましょう。

駅前は、桶川市の顔として豊かな緑による景観が形成

されています。商業地は、広い歩道に植えられた大きな

街路樹や、各店舗や所々につくられたポケットパークの

フラワーポットなどが行き交う人を楽しませ、会話も弾

んでいます。住宅地は、生垣や庭木だけでなく、多くの

草花による鉢植えが道路からも見える場所に飾られ、住

んでいる人たちの気持ちを表す緑が潤いを演出していま

す。地域の人々によって花や樹木が植えられ、手入れが

されるようになったこれらの緑の間には、近頃、いろい

ろな種類の蝶や昆虫、鳥の姿が見られようになりました。

新たに整備された土地区画整理事業区域では、地区計画

や緑地協定など、その地域に住む人たちの間でルールが

つくられ、緑化が進められています。首都圏中央連絡自

動車道や上尾道路、第二産業道路は、環境施設帯や街路

樹が整備され、大きな緑の帯が形成されています。また、

緑化率の高い工業地では、多様な樹種による構内の緑と

街路樹などが重なってボリュームのある緑を見ることが

でき、周囲にも潤いを提供しています。

郊外に足を延ばしてみると、樹林地と農地が一体とな

った景観が保全され、美しい田園風景が眺められます。

上空にはオオタカが舞い、江川沿いの刈り取りが終わっ

た田んぼにはタゲリも戻ってきました。農家を取り囲む

雑木林は、多くの市民の支援によって手入れされ、春先

にはカタクリやキンラン、ギンラン、フデリンドウなど

も見られるようになりました。木々の間にはウラナミア

カシジミやミドリシジミなども飛び交っています。多く

の鳥たちのさえずりも聞こえます。

また、市内各所に残る社寺林や文化財と一体となった

緑は、地域の歴史や文化を伝える緑として、周辺の人々

の手により大切に維持管理され、地域住民の交流の場と

しても活用されています。

河川やその周辺は、以前より比較的良好な自然を呈していましたが、多自然型川づくり

の整備手法などにより景観や生態系などにも配慮されるようになりました。また、自然再

生事業などにより、サクラソウなどの湿地性植物をはじめとする豊かな動植物の宝庫とな

っています。

これは、人と緑の共生をめざし、市民等と事業者、そして行政の協働によって進めてき

た緑のまちづくりの成果といえます。このような緑の姿が、桶川市の将来像です。

住宅地の緑

潤いのある街路樹のある商業地

工業地の緑

屋敷林と生け垣が美しい集落地の緑
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２．緑のまちづくりの基本目標

（１）計画テーマの設定

桶川市では、緑のまちづくりの将来像を実現するため、上位・関連計画での緑のまちづ

くりの方向性、緑のまちづくりに向けての問題点と課題、水と緑の解析・評価の結果など

を踏まえ、次のような計画テーマを設定します。

■緑の類型

公共空間の緑 郊外の緑 身近な緑

主
に
対
象
と
す
る
緑

・ 公園緑地

・ 公共公益施設の緑

・ 道路の緑

・ 雑木林

・ 農 地

・ 河川及び水辺

・ 屋敷林

・ 生 垣

・ 社寺林

計画テーマ

水清
きよ

み 草花息吹
い ぶ

き チョウが舞
ま

う

３つの緑で つなぐ桶川

○計画テーマの考え方

桶川市には、多くの動植物が生息する荒川などの河川とその周辺の水と緑、美し

い生垣や屋敷林、雑木林に囲まれた郊外の緑、駅を中心とした人々の賑わいと活気

を感じる市街地の緑などがあります。

これらを活かして調和ある緑の都市を創造していくためには、私たちの暮らしと

自然との共生が必要です。このような「緑のまちづくり」を進めていくために市民

等、事業者、行政がともに当事者としての自覚を持ち、相互にパートナーシップを

育み、役割を認識しながら行動していくことが求められています。

計画テーマである「水清み」は桶川を流れるあるいは水源とする河川とその周辺

の豊かな緑、「草花息吹き」はサクラソウをはじめとする保全されてきた在来植物

や現在も駅前、公園などを演出している花々や街路樹など様々な植物たち、「チョ

ウが舞う」はミドリシジミなどの蝶類やオオタカなどの鳥類をはじめとする生き物

たちのそれぞれの象徴としました。これらを緑のまちづくりの主体者である市民

等、事業者、行政が、「公共空間の緑」「郊外の緑」「身近な緑」の緑と、時間軸で

ある過去（これまで）、現在（いま）、そして未来（これから）の３つを「つなぐ」

ことによって、すべての生き物にとって「心地よい」といえるような環境をつくっ

ていこうという思いを込めて設定しました。
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（２）基本目標の設定

これから「桶川らしい」緑のまちづくりを進めていくために、次の４つの基本目標を設

定します。

の整備により

○考え方

市域の東西を南北に流れる荒川、江川、元荒川などの河川とその流域に広がる河川沿い

の緑は、多様な動植物の生息域です。これら広域にわたる水と緑を良好な状態で保全する

ことによって「緑の軸線」を形成していきます。

そして、この「緑の軸線」とともに在来種による街路樹等の植栽を持つ広幅員道路、幹

線道路の緑によって「緑の格子」が形成されていきます。

また、城山公園など市内各所に位置する公園緑地や学校などの公共公益施設、市民緑地

など地域制緑地の緑が「緑の格子」にふくらみを持たせる「緑の拠点」となっていきます。

「緑の軸線」を保全し、また生態系に配慮した「緑の格子」「緑の拠点」を整備し、多様

な生き物の回廊となる「公共空間の緑」が充実したまちづくり目指します。

○考え方

桶川市の郊外に広がる緑の特徴は、市街化調整区域を主とする畑地と屋敷林や平地林が

一体となった良好な農村景観、江川などの河川に沿った水田と斜面林が一体となった谷水

田1の景観、そして、泉福寺や多気比売神社などの社寺林や原山古墳群など歴史的資源と一

体となった樹林地による美しい田園風景です。

これらの緑は、これまで人との積極的な係わりによって生み出され、景観上優れている

ということのみならず、多様な動植物をも育んできました。しかし、人の側における生活

様式の変化は、これら「郊外の緑」に対して量的減少と質的変化を引き起こしています。

このようなことから、緑の資源として貴重かつ豊かな「郊外の緑」を、市民全体の財産

として保全し、また、活用したまちづくりを進めていきます。

1 谷状に入り込んだ地形に立地する水田。

＜基本目標１＞

「緑の軸線」を保全し、生き物の回廊となる「公共空間の緑」が整備されたまちづくり

を進めます。

＜基本目標２＞

美しい田園風景を形成し、緑の資源として貴重かつ豊かな「郊外の緑」を保全、活用する

まちづくりを進めます。
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○考え方

桶川市の「身近な緑」は、既成市街地内と、郊外で大きく違っています。

桶川駅周辺など既成市街地内に建てられる住宅の多くは、敷地が狭く、ブロック塀に囲

まれた緑の少ない状態です。一方、川田谷地区や坂田、加納地区など郊外の農村部は、生

垣と庭木、屋敷林が一体となった良好な緑の生活環境となっています。

これらをふまえて、生活環境に潤いを与える緑を創っていくためには、市街地において

は、建物の周囲を生垣にするなど、市民自らによる積極的な緑化や、街角への緑のスペー

スの確保などが必要です。また、桶川駅周辺や主要な公共公益施設など、市や地区の顔と

なっている場所は積極的に緑化を行い、「桶川市の顔」としてふさわしい緑の演出も必要で

す。また、寿二丁目の桶川稲荷神社など歴史や文化を伝えてきた社寺及びその社寺林は、

市街地にある貴重な緑の資源となっていることから、その保存、活用が図られることが望

まれます。

一方、川田谷地区や坂田、加納地区など郊外の集落地では、庭木や生垣、屋敷林など優

れた緑の環境が見られますが、近年、地域住民の高齢化などにより手入れが行き届かなく

なった場所も見られるようになりました。

これら「身近な緑」の重要性を市民全体が認識し、積極的に創造、管理するまちづくり

を進めます。

○考え方

このように、桶川市の緑は、「公共空間の緑」「郊外の緑」「身近な緑」により構成されて

います。これらの緑を一体的に整備することによって、緑豊かな桶川市が実現します。そ

のためには、市民等、事業者、行政がお互いを尊重し、ともに考え、ともに行動していく

ことが不可欠です。

このことをふまえて行政は、既存の組織との連携やそれへの支援、市民等、事業者との

新しい組織の設立、様々な立場の人々から広く意見を聞く仕組みの創設、それぞれの役割・

目標を定めた計画やルールづくり、情報の積極的発信・公開などを行っていかなければな

りません。また、市民等、事業者においては、これらに積極的に参画するのみならず、自

ら行動を起こし、「協働による緑のまちづくり」をともに進めていくことが重要です。

＜基本目標３＞

潤いのある市街地の緑を形成する「身近な緑」を積極的に創造、管理するまちづくりを

進めます。

＜基本目標４＞

市民等、事業者、行政の「協働による緑のまちづくり」を進めます。
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（３）桶川市の緑の将来像図

緑の将来像の骨格を示すと、次のようになります。

第６図 桶川市の緑の将来像図
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３．緑の確保目標と配置方針の設定

（１）緑のまちづくりの目標水準

①すべての緑地の目標（維持目標）

市域面積の４割を緑地として維持します

「すべての緑地」とは、地域制緑地の指定区域や施設緑地である公園緑地、諸施設の植

栽地、あるいは運動場や学校のグラウンドのように植物が生えていなくてもオープンスペ

ースとして機能している担保性のある空地も含んだ区域です。

桶川市の現況の緑地量は 1,155ha で、市域面積の 45.7％となっています。これを平成 37

年の目標年次における緑地量として 1,085ha、市域面積の 43.0％を維持します。これは、

今後、広域幹線道路整備や土地区画整理事業などの開発により農地、樹林地などの緑地が

大きく減少していくなかで、その量を必要最低限に抑え、残された緑地には保全策を施し、

全市面積の４割を緑地として維持していきます。

その実現には、行政による公園緑地の整備や地域制緑地の指定などだけでなく、これら

の緑地や自宅、事業所内の緑などの維持管理、創造に、市民等や事業者が積極的に関わっ

ていくことが必要です。

■「すべての緑地」の目標

緑地全体(ha)
市域に対する

緑地面積率 市域面積(ha)

策定時（H15） 1,170 46.3% 2,526

現況（H24） 1,155 45.7% 2,526

目標（H37） 1,085 43.0% 2,526

②担保性のある緑地の目標（確保目標）

「担保性のある緑地」は、市域の面積の２割をめざします

平成 37年の目標年次での維持目標として掲げた上記の緑地のうち、担保性の弱い農用地

区域を除く地域制緑地と都市公園などの施設緑地を合わせたものを「担保性のある緑地」

として、その量が市域面積の２割となるよう確保をめざします。内訳は、都市公園等が

46.37ha、それ以外の施設緑地が 81.90ha、地域制緑地が 312.97ha、合計 441.24ha となり、

市域面積の 17.5％を確保していきます。

■担保性のある緑地の目標

担保性のある緑地(ha)

面積（ha） 市域に対する割合
市域面積(ha)

策定時（H15） 389 15.4% 2,526

現況（H24） 379 15.0% 2,526

目標（H37） 441 17.5% 2,526

緑の量

時間

担保性のある緑地

すべての緑地

■緑のまちづくりの目標の考え方

現況
目標(H37)

379
441

0

100

200

300

400

500 面積(ha)
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ａ．公園緑地の目標（整備目標）

公園緑地の倍増をめざします

桶川市の都市公園面積は、現況では市民一人当たり 2.68 ㎡/人で、埼玉県の 6.55 ㎡/人

の 4 割程度しかありません。このようなことから、目標年次までに現況の整備量の 2 倍を

めざし、埼玉県の平均的な一人当たりの公園緑地面積に近づけます。

具体的には、都市公園の確保目標は、新たに設定した中間年次（平成 32年）までに、街

区公園 12 ヶ所 2.29 、近隣公園 2ヶ所 1.92 特殊公園 1 ヶ所 0.96 都市緑地 1 ヶ

所 0.07 を整備します。

さらに目標年次（平成 37年）までの間に、総合公園である城山公園 10.30 を 11.10

に拡大し、また、新たに運動公園 1ヶ所 15.00 、江川下流域に都市緑地 5.00 をそれぞ

れ新たに整備します。

以上により全体での整備量は、街区公園は 28 ヶ所 7.24 、近隣公園は 4 ヶ所 4.62 、

総合公園は１ヶ所 11.10 、運動公園は 1ヶ所 15.00 、特殊公園は 2ヶ所 1.59 、都市

緑地は 6 ヶ所 6.82 となり、現在の 20.33 、2.68 ㎡/人から中間年次までに 25.57 、

3.32 ㎡/人、目標年次までに 46.37ha、6.02 ㎡/人をめざします。

ｂ．地域制緑地の目標

地域制緑地の拡大を図ります

「担保性のある地域制緑地」として、河川区域、近郊緑地保全区域、生産緑地地区、市

民緑地、保存樹林、史跡をあげます。これらは、主に民有地の緑を法的規制等により保全

する制度です。

市内の樹林地の多くは、現状では未指定であることから保全のための法的規制がなく、

このままでは失われる可能性があります。したがって、動植物の生息域として重要な河川

敷や樹林地、景観的に重要な樹林地などに対しては、近郊緑地保全区域の拡大や市民緑地

制度の活用など、法による指定をより積極的にしていくことにより、残された緑の確保と

質の向上をめざします。

具体的には、現況の地域制緑地 290.94ha を目標年次までに 312.97ha にすることをめざ

します。

③市街地内の緑の目標

緑視率 30%・公共公益施設緑化率 30%・大規模民間施設緑化率 30%をめざします

ａ．緑視率の確保

「緑が豊かである」と感じる緑視率は、ほぼ 30％程度です。これは、道路沿いに背の高

策定時 現況 目標

○公園緑地の総量の整備目標 －19.88 → 20.33 → 46.37

○公園緑地の市民一人当たりの整備目標（㎡/人） － 2.68 → 2.68 → 6.02
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い樹木を植えたり、ブロック塀を生垣などにしたりすることによって達成することができ

ます。緑による潤いを身近に感じることができるよう、市街地全域で緑視率 30％以上をめ

ざします。

ｂ．公共公益施設の緑化率

学校や地区の集会施設、市役所などは地区における緑のまちづくりの核となる施設です。

これらの公共公益施設では、市街地の緑化を先導する施設として敷地緑化のほか、屋上緑

化、壁面緑化に努め、敷地面積の 30％以上を緑化します。

ｃ．民間敷地の緑化率

工場などの大規模民間施設は、市街地内で大きな面積を占める施設であり、また、緑化

の効果が市街地全体の環境面、景観面に与える影響は大きく、民間の緑化を先導する役割

も期待できます。したがって、これらの大規模民間施設については、敷地緑化、屋上緑化、

壁面緑化によって敷地面積の 30％以上となるよう緑化の推進をめざします。

④市民参加の目標

桶川市「緑のまちづくり人」の大幅な増加をめざします

今後、桶川市の緑のまちづくりでは、公園緑地の管理運営や活用、民有地の緑化など、

市民等や事業者が重要な役割を果たします。特に、確保目標に掲げた地域制緑地の大部分

は民有地であり、所有者を含め、運営、管理、維持、創造にいたるまで多くの人々の協力

がなければ実現は不可能です。また、これらの人々が緑に対する理解や緑に触れることの

楽しさ、すばらしさを伝える役目を行政とともに担っていかなければ、息の長い活動を行

っていくことは困難です。

そこで、桶川市の緑のまちづくりに参加する人々を「緑のまちづくり人」と位置づけ、

本計画の策定に携わったボランティア組織などの実績をふまえ、緑化を推進していきます。

また、自治会や商工会など既存の組織や学校、事業者団体、あるいは個人などに、様々な

方法、機会を捉え、参加を働きかけるとともに、その大幅な増加を実現します。

（２）緑地の整備方針

① 都市公園等の整備方針

都市公園の整備時期は、中間年次の平成 32 年までに、新たに 12 ヶ所の街区公園と、近

隣公園 2 ヶ所を整備します。これには、現在、街区公園として一部開設している下日出谷

中央公園を拡大し、近隣公園に位置づけ、開設します。これに伴い、日出谷地区における

公共施設の配置及び機能を見直し、愛宕中央公園の規模を縮小する一方、江川を望む中流

域の斜面林を生かした近隣公園を整備します。このほか、旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場

を歴史公園としての機能を持たせ、特殊公園として整備します。また、市民緑地として公

開している「川田谷こどもの森」の隣接地を、既存の雑木林を生かした管理を行い、都市

緑地として開設します。
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■中間年次（平成 32年）、目標年次（平成 37 年）の都市公園等の整備量

中間年次(平成 32 年)の整備予定量 目標年次(平成 37 年)の整備予定量
公園種別

新規計画公園 面積( ) 新規計画公園 面積( )

総合公園 ― 城山公園の拡大 ０．８０

運動公園 ― 運動公園 １５．００

下 日 出 谷 中 央 公 園 １．１３
近隣公園

し ら は た 山 公 園 ０．７９
―

上 日 出 谷 南 特 定

土 地 区 画 整 理 地 内
１．２０

下 日 出 谷 東 特 定

土 地 区 画 整 理 地 内
０．２３

坂 田 西 特 定

土 地 区 画 整 理 地 内
１．１９

街区公園

坂田原南公園 ０．２７

特殊公園 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場 ０．９６

都市緑地 川田谷こどもの森 ０．０７ 江川沿いの都市緑地 ５．００

合 計 （重複を除く）５．２４ ２０．８０

0m 500m 1km 2km

Ｎ

近隣公園（既存） 市街化区域近隣公園（計画）

総合公園（既存） 運動公園（計画） 都市緑地（計画）総合公園拡大（計画）

第７図 都市公園等の整備方針（近隣公園以上）

市街化区域
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目標年次の平成 37年までに、総合公園である城山公園の施設の見直しと規模の拡大を図り、

新たに大型の施設緑地である運動公園と江川沿いの都市緑地を各1ヶ所整備します。
整備にあたっては、街区公園及び近隣公園は土地区画整理事業の進捗状況に合わせ整備

を行い、また、江川沿いの都市緑地は、河川改修事業との調整を図りながら、内容、時期

を検討し、整備します。運動公園は、都市公園事業として、環境センターや元荒川水循環

センター内の新小針領家グラウンドなどとの調整を図りながら整備します。

② 地域制緑地の指定方針

地域制緑地として、近郊緑地保全区域、農用地区域、河川区域、市民緑地、保存樹林、

史跡について指定方針と方針図を示します。

近郊緑地保全区域は、荒川沿いの緑の保全を強化するため、関係団体に働きかけ、北側

へ拡大（27.96ha）をめざします。このことにより、上流の荒川ビオトープ2や下流の三ツ

又沼ビオトープとのエコロジカルネットワークを形成し、広域にわたる「生き物の回廊」

の確保をめざしていきます。

農用地区域は、上尾道路、首都圏中央連絡自動車道、第二産業道路の道路整備により、

解除される区域があるものと考え、51.31ha 減少するものと計画します。

生産緑地地区は、土地区画整理事業により減歩されるものと考え、各事業の平均減歩率

を勘案し、1.73ha 減少するものと計画します。

河川区域は、今後も変更しないものとします。

都市緑地法に基づく市民緑地は、現在の川田谷 4地区、加納1 地区の計 5 ヶ所、1.34

に加え、郊外の緑の特徴をよく表した農地と一体となった斜面林や平地林を保全するため

に指定するものとします。江川を望む樹林地、べに花ふるさと館周辺の各 1 ヶ所で契約締

結したことから、これらを拡大するとともに、小針領家地区向原、倉田地区田鰭野
た ひ れ や

を合わ

せ、計４地区 23.76ha の新たな指定をめざします。また、これらの市民緑地は、都市緑地

法や景観法などの関連法、緑地保全や緑化にかかわる地区制度の活用等により段階的に積

極的な保全を図ることをめざします。

農家と一体的になった屋敷林については、公開を前提としていない保存樹林による保全

を図るものとし、今後も地区指定を行います。

文化財保護法に基づく「史跡」のうち、現在、樹林地と一体となっている市指定史跡原

山古墳群は、地域制緑地とみなし、その区域を今後も変更しないものとし、区域内の樹木

の保全と一体となった整備をしていきます。

樹林地と一体となった谷水田の保全については、今後、新たな地区指定等を検討し、保

全、活用を図っていくこととします。

2ビオトープとは、生命（バイオbio）と場所（トポスtopos）の合成語で生物の生息空間のこと。ビオトープネットワ
ークはビオトープを線状、飛び石状につなぎ、生物の生息域を広げていくもの。
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■地域制緑地の指定目標

目標年次（平成 37年）の指定予定量

新規指定地域制緑地 面積(ha) 減少する地域制緑地 面積(ha)

近郊緑地保全区域 27.96 生産緑地地区 1.73

市民緑地 23.76 農用地区域 51.31

第８図 地域制緑地の指定方針図

0m 500m 1km 2km

Ｎ

市民緑地（既存 及び計画）

近郊緑地保全区域 （既存）

近郊緑地保全区域 （計画）

河川区域 （既存）

農用地区域（一部変更）

史跡 （既存）

保存樹林 （既存） 土地区画整理事業区域
（ 減歩の対象区域）

市街化区域生産緑地地区 （既存 及び変更）

 ふるさとの森

市街化区域内農地
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プロジェクトチームの活動


