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第４章 緑化重点地区の推進方策

１．緑化重点地区の指定方針

（１）緑化重点地区とは

本計画の目標を先導して具体化するため、一定の地区を設定し、短期間に集中的に緑化

事業を行い、緑化推進のモデルとして他地区への波及を目指す、緑化重点地区を設定しま

す。

緑化重点地区とは、都市緑地法第４条第２項第７号に「緑化地域以外の区域であって重

点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」として規定されています。これは、都市のシ

ンボルとなる地区、緑が少ない地区、風致の維持が特に重要な地区、緑化の推進に対し住

民の意識が高い地区などで、なおかつ市街地開発事業等と連携して計画を設定することが

可能な地区や、住民の緑化活動が活発で「緑のまちづくり」の推進が大いに期待される地

区など、計画の実現性の高い地区を対象としています。

市が緑化重点地区に指定することのメリットとしては、以下の点があげられます。

・指定地区内で緑化重点地区整備事業等により集中的に事業を行う一方で、一定規模以

上の民間開発に対し緑化施設整備計画を認定することにより、「緑のまちづくり」をモ

デル的に具体化できる。

・モデル的に「緑のまちづくり」を具体化することによって、他の地区での緑化意識の

高まりなどの波及効果が期待できる。

・この結果、市の骨格的な緑を構成する緑を創造することができる。

このうち緑化施設整備計画の認定は、

・整備する緑化施設の概要などを記載した緑化施設整備計画を作成し、

・敷地面積 500㎡以上

・地上の緑化、屋上・壁面緑化によって、緑化率が 20％以上

という要件に適合する場合は、市長が認定することができ、認定された緑化施設整備計画

に基づいて整備された緑化施設については、固定資産税の特例措置が受けることができま

す（整備後５年間は課税標準が１/２）。

本計画が目指す「緑のまちづくり」の姿を目に見える形にしていく緑化重点地区は、地

域住民とともにその緑化内容を計画に定め、実現を図っていきます。

また、各地区の状況を勘案して、計画内容の変更や緑化重点地区の追加、変更を逐次行

っていきます。
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（２）緑化重点地区の抽出

緑化重点地区の抽出にあたって、前述の要件を市内においてあてはめると、次のような

地区が考えられます。

指定要件 該当すると考えられる地区

都市のシンボルとなる地区 ・桶川駅周辺

緑地が少ない地区 ・桶川駅周辺市街地

・市東部地域

風致の維持が特に重要な地区 ・荒川近郊緑地保全区域（既存及び計画）

・江川沿い農地と斜面林を含む地区

・川田谷地区の土地利用検討地区

・小針領家地区

地区の都市基盤整備と連携して計画

を設定することが可能な地区

・現在事業中の土地区画整理事業区域（５区域）

・桶川駅東口地区

また、これまでのアンケート調査などによって明らかになった「緑のまちづくり」に対

する市民等の要望、要請は、以下のようなものです。

市民等の主な要望、要請 該当すると考えられる地区

残された自然の緑の保全 ・荒川近郊緑地保全区域（既存及び計画）

・江川沿い農地と斜面林を含む地区

市民との協働による緑のまちづくり ・桶川駅周辺市街地

・現在事業中の土地区画整理事業区域（５区域）

・桶川駅東口地区

施設緑地の整備 ・市東部の計画運動公園の周辺

・桶川駅周辺市街地
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（３）緑化重点地区の設定

緑化重点地区の設定にあたっては、複合的な施策を組み合わせることによって地域の緑

の質の向上に相乗的な効果が期待できることや、公共・民間による地区全体の複合的な新

たな緑の創造が可能であることを考慮します。このことから、以下の地区を緑化重点地区

として設定します。

①桶川駅東側既成市街地地区

桶川駅周辺市街地は、桶川市の顔となる駅前の空間を含み、都市（まち）の特徴を示す

緑の演出が必要な地区です。また、桶川駅西側の市街地は、基盤整備に伴い近隣公園や街

路樹の整備、民有地の緑化が進んでいますが、基盤整備が進んでいない桶川駅東側の市街

地は、緑が少なく、潤いにかけており、住民協力による積極的な民有地の緑化が必要な状

況です。

②江川流域地区

江川沿いの地域は、桶川市の「緑の軸線」の一部を構成しています。市内の上流部では、

農地と斜面林で構成された、桶川市の「郊外の緑」の特徴をよく示す、美しい田園風景を

見ることができ、下流域では将来の河川改修や広幅員の都市計画道路整備に伴って、従来

の環境が大きく変わる可能性がある地域となっています。これらの状況をふまえ、複合的

な緑の保全・整備が必要とされています。

③小針領家地区

市の東部に位置する小針領家地区、舎人
とねり

新田
しんでん

地区などには斜面林と広々とした水田が広

がり、また、備前堤などの歴史的資源や下水処理施設の上部を緑地として利用する計画な

どもあります。これらの資源を活用して、地域制緑地や運動公園を中心とした「緑の拠点」

を形成する必要があります。
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第 20 図 緑化重点地区位置図
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Ｎ

緑化重点地区

②江川流域地区

①桶川駅東側既成市街地地区

③小針領家地区

保存樹林№2（川田谷字武城）

護摩堂沼

綾瀬川起点サクラソウトラスト地

生け垣
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２．緑化重点地区の整備方針

（１）桶川駅東側既成市街地地区

①現況

桶川駅周辺は、「桶川の顔」といえる場所です。東口側は、江戸時代の街道整備に伴い宿

場としての体裁が整えられ、その後、「桶川臙脂」と呼ばれる紅花の取引きや「中山道もの」

といわれた良質の麦の集散地として栄えました。街道沿いは市（いち）が立つなど早い時

期から整備が進み、寛政 12年（1800）には旅籠 15軒、商家 83軒、総家数 247軒が立ち並

ぶまでになりました。明治 18 年（1885）には桶川駅が開業し、現在の地割につながってい

ます。また、昭和 18（1943）年には桶川―菖蒲間にバス路線も開設されています。江戸時

代には屋敷後方に竹やぶや樹林、畑地が広がっていましたが、明治以降になると徐々に住

宅地に変貌していきました。

昭和 45 年、市制施行に伴い設定された DID 地区の JR 高崎線東側の部分にあたる西一・

二丁目、北一・二丁目、東一・二丁目、南一・二丁目、寿一・二丁目、末広一丁目、神明

一丁目は、このような開発の結果、駅前広場もなく、駅前道路などは幅員が狭いことから

街路樹等も未整備で、公園緑地等の整備も遅れており、公共空間における緑はほとんどな

い状況です。

②課題

・都市の温暖化を抑制する道路や公園、建物、敷地等の緑化が必要とされています。

・駅周辺市街地の密集住宅市街地では、区画整理等の基盤整備も行われていないことか

ら、防災上の観点からも敷地内の緑化を進める必要があります。

・当該地区には公園緑地等がほとんどなく、身近なレクリエーションのための空間や都

市の潤いを演出するための空間としてのポケットパークなどの整備が必要です。

・緑による潤いやシンボル道路による演出によって、「緑の格子」の形成が必要です。

・駅周辺の商業地や住宅地も緑が少なく、住民の協力による潤いの演出が必要です。

③整備方針

・駅東口周辺は、建物の敷地内緑化や窓辺を草花で飾るなど、「桶川の顔」として、潤い

と華やかさを演出します。沿道の緑化や修景においては、住民と行政による緑化計画

等を作成し、一体的な緑地空間として創り出していきます。

・主要な道路に面した空き店舗や駐車場には、大型のフラワーポットを設置し、潤いと

華やかさの演出を図ります。

・地区内の主要な公共公益施設は、緑の先導役となるよう、敷地や屋上、壁面などの緑

化を推進します。

・地区内の主要な道路の沿道は、敷地状況に応じて、緑地協定などの活用も考慮しなが

ら接道部分の緑化を行います。また、「緑の拠点」となる学校などの公共公益施設や神

社仏閣、緑豊かな住宅団地をつなぎ、人々が歩いて緑を楽しめるよう整備します。

・駅東口駅前や緑化された路線に面する場所に、ポケットパークを設置し、身近な憩い
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の場とするとともに、市街地に潤いを与える空間として修景します。

・その他の市街地は、潤いある住居系市街地として敷地内に生垣や庭木などの緑化を推

進し、敷地の狭い建物では屋上や壁面、窓辺の緑化を働きかけます。

④推進方針

・住民参加などにより重点地区の実施計画を地区の関係者とともに策定し、これに基づ

き緑化を推進します。

・地区内の小学校も含む、地域緑化活動のモデル事業を推進します。

第 21 図

桶川駅東側既成市街地地区

整備イメージ図

桶川駅

桶小

ことぶき広場

公民館

図書館

社寺・仏閣

JR 高崎線

潤いを演出する公園緑地等

緑化重点地区

潤いと華やかさのある商業地

緑豊かな住居系市街地

大雲寺

稲荷神社

浄念寺

駅入り口付近の

「桶川の顔」として緑の演出

住民と行政の協働による

「桶川の顔」となる緑の演出

緑の拠点となる公共施設

地区内の緑をつなぎ、沿道の敷地緑化を

行う地区内主要幹線道路

桶川駅
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（２）江川流域地区

①現況

江川は、鴻巣市、北本市、桶川市、上尾市の４市を流下し、宮下樋管から荒川に注ぐ、

流路延長 5.28km、流域面積 17.35k ㎡を測る河川です。昭和 32年から行われた土地改良事

業以前は、周辺道路もなく、一部は腰下までもぐる深田で、耕作条件の極めて悪い低湿地

でした。明治 14 年測量の第一軍管地方迅速図をみてもこれは明らかで、現在「荒沢沼」と

呼ばれている周辺より下流は沼の表記とともに「草」と記されています。

昭和 31年の地図では、谷が複雑に入り組み、流域の両側は樹林地となっています。昭和

40年代に日出谷地区において住宅団地の建設が相次ぎ、流域の環境は一変しますが、現在

でも上流には桶川の特徴的な美しい景観である農地と斜面林が広がり、下流域では絶滅危

惧種とされる湿地性植物や動物、鳥類が数多く見られます。地元の方の話によると、この

あたりは昔、冬場に地域の人たちが総出でヨシやマコモを刈ったそうで、このことによっ

て、サクラソウやサワトラノオ、チョウジソウなど湿地性植物が生息してきたようです。

約 20年前、一部の地権者の方々の協力を得て、自然保護団体と周辺住民の方々によって自

然を守る活動が始まりました。現在も帰化植物除去や草刈など過酷な作業がＮＰОやボラ

ンティアの方々の手によって行われ、豊かな自然環境を残す努力が続けられています。

しかし、近年の水質悪化や流域の盛り土の問題、また近い将来には首都圏中央連絡自動

車道の横断計画や下流域での河川改修計画があり、生態系への影響が危惧されています。

②課題

・流域は多様な動植物の生息域となっており、自然環境の保全が必要です。

・親しみのもてる水辺とするために、水質の浄化を図る必要があります。

・水田は、防災上重要な水害抑制機能も持っており、その機能を保全するため、水田と

しての土地利用と盛り土を抑制する必要があります。

・下流域では、河川改修による環境変化に対する対応策や周囲の湿地や河畔林の保全、

活用も検討する必要があります。

・上流域は、広々とした水田と斜面林による特徴的な景観があり、この眺望の保全が必

要です。

・首都圏中央連絡自動車道が、江川を横断する計画となっており、良好な景観をなるべ

く阻害しないよう配慮する必要があります。

③整備方針

・周辺住民の協力を得ながら、「緑の軸線」として地域の生態系にあった種による修景を

行います。

・上流の生活雑排水が流れ込まないよう、下水道事業の推進を働きかけるとともに、水

質浄化のための浄化装置等の設置も検討します。

・水害の発生を抑制するため、江川沿いの農地を水田として保全するとともに、保水機

能を損なう盛り土を抑制するよう、地権者に協定の締結を働きかけます。

・河川改修事業は、動植物の生息域としての環境を保全するため、湿地や河畔林の現状
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に配慮し、多自然型工法などによる整備や事業の進捗に合わせ都市緑地を整備してい

きます。

・良好な景観を保全するため、眺望の緑の縁を形成する斜面林を公園や市民緑地制度等

で保全します。

・上流から下流にわたって散策路を整備し、多様な動植物や湿地、河畔林等の自然環境

や優れた景観を楽しめるようにします。

・斜面林に隣接する学校や下水道ポンプ場等の公共施設は、斜面林の連続性を途切れさ

せないよう、高木による敷地内の緑化を働きかけ、江川からの眺望に配慮します。

・首都圏中央連絡自動車道は、良好な景観を阻害しないよう、街路樹や環境施設帯等の

緑化を行い、周囲の自然や景観と調和するよう事業者に要請します。

④推進方針

・重点地区の実施計画を地区の関係者とともにワークショップ等により策定し、地区の

緑化を推進します。

・河川沿いの景観を乱すセイタカアワダチソウなど外来種の除草や、市民緑地などの管

理のための組織を検討し、協働による活用を図ります。

・江川とその周辺の緑を保全、活用していくためには、桶川市だけでなく、上尾市など

との広域的な連携による施策を考えていきます。

⑤改訂にあたって（平成 25年加筆）

改訂時の当地区の状況は、次の通りです。

上流部は、首都圏中央連絡自動車道の整備が進み、景観が著しく変化しています。流

域の水質にはさほど変化が見られず、平成 16年に「桶川市土砂等のたい積の規制に関す

る条例」が施行されたことにより、流域の埋め立ては進んでいません。しかし、上流部

および下流部において、特定外来生物に指定されているアライグマが捕獲されています。

このようななか、埼玉県による保護指針の効果もあり、オオタカの姿は今でも見るこ

とができます。また、単独ではありますが、タゲリの姿もここ数年見られました。

施策としましては、上流域では、埼玉県から移譲を受けた「ふるさと歩道」を、最近

の健康志向によるウォーキングブームなどの需要に応え延長し、標識などを整備する計

画です。

中流域においては、ボランティア組織が設立され、埼玉県、桶川市との三者で「彩の

国リバーサポート制度の実施に関する協定書」が締結され、河川敷の草刈りや不法投棄

のパトロールなどが行われています。また、周辺の雑木林の所有者と市との間で新たに

市民緑地契約が締結され、土地所有者、ボランティア団体、桶川市との三者間で管理協

定が結ばれました。これによって、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく市民

管理協定制度の認定を受けました。

また、下流域においては、「江川流域づくり推進協議会」による「江川流域づくりの実
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江川都市基盤
河川改修事業

江川

都計道 滝の宮線

西中

都計道
首都圏中央
連絡自動車道

都計道上尾バイパス
都計道高速埼玉中央道路

下水道
 ポンプ場

 緑の軸線としての修景

水害抑制、生物生息域
 保全のための 水田の
 保全と 盛り土の抑制

 多様な生物のすみかとなる
多自然型 工法による河岸の整備

都市緑地による 湿地や
 河畔林を保全

 斜面林と連続 に配慮した 緑化を
 行う公共施設

 江川沿いの自然や景観を 楽しむ
散策路

 周囲の自然や景観に 配慮した
 緑化を行う都市計画道路

緑化重点地区

 景観的に 重要な斜面林を
 保全する市民緑地

都市緑地 （計画）

ふるさと歩道

標識設置

リバーサポート

協定締結

市民緑地

契約締結

施に向けての提言」が平成17年3月にまとめられ、5つの重点対策が設定されました。
これを受け、平成 20年 1月より「江川流域づくり支援会議」、「江川流域づくり推進行
政会議」が組織され、平成22年には「河川改修計画案についての提言」がまとめられ、
現況地盤を活用する河川改修方法が提示されています。

第 22 図 江川流域地区整備イメージ図

都計道上尾道路
都計道高速埼玉中央道

潤いを演出する公園緑地等
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（３）小針領家地区

①現況

高野戸川流域とその周辺に広がるこの地区は、旧石器時代の遺跡である本村遺跡や伝倉

田孫四郎館跡、慶長年間に伊奈備前守忠次による備前堤、元和年間に護摩堂沼を開拓しで

きた舎人新田、あるいは神社などの歴史的資源が数多くあります。公園緑地や学校などの

公共公益施設も多く、また、綾瀬川の起点を表す石のモニュメントも置かれています。

地形的には、南側の台地から北に下り、護摩堂沼を通り元荒川に至ります。台地上及び

その移行帯には、現在でも屋敷林や斜面林、平地林が広がり、その一部は子ども公園わん

ぱく村や保存樹林に指定されています。湧水が確認できるところの周辺や台地に入り込む

谷では、昭和60年代頃までは田んぼが作られていましたが、現在はヨシなどの湿地性植物
が繁っています。絶滅危惧種になっている動植物の生息も確認されており、豊かな緑を物

語っています。

②課題

・元荒川は、「緑の軸線」として緑化を進める必要があります。

・元荒川と赤堀川に挟まれた地域や台地上の樹林地は多くの動植物の生息域となってお

り、自然環境の保全を図る必要があります。

・桶川市にはスポーツレクリエーションのための本格的な公園緑地が無いことから、整

備する必要があります。また、既存のスポーツレクリエーション施設との一体的な運

用を行う必要があります。

・元荒川、赤堀川沿いの水害を抑制するため、運動公園整備により水田が持つ保水機能

を補完するよう配慮する必要があります。

・計画された運動公園の周囲には、歴史的資源、良好な樹林地があり、運動公園を中心

に、地域の歴史的資源や自然を楽しむ仕掛けが必要とされています。

・地区内の大規模な公共公益施設のなかには、建造物が目立つことから周囲の緑化によ

る修景が必要なものもあります。

・地区を南北に縦断する都市計画道路があり、周囲の景観や自然を阻害しないよう、配

慮が必要です。

③整備方針

・桶川市のスポーツレクリエーションの拠点となる運動公園を整備します。

・運動公園の整備にあたっては、計画地となる農地の保水力を補完する調整池を整備し

ます。

・運動公園は、既設のスポーツレクリエーション施設との一体的な運用を計画します。

・子ども公園わんぱく村や計画される運動公園、桶川高校、加納小学校などを拠点とし

て、周囲の歴史的資源や自然を楽しむ散策路を整備します。

・樹林地は、市民緑地制度等により保全し、住民を主体とした管理と活用を図ります。

・元荒川と赤堀川に挟まれた水田は、水害抑制機能を持ち、多様な動植物の生息域でも

あることから保全を図ります。
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・学校や環境センターなどは、周囲の自然や景観と調和するよう、敷地や屋上、壁面の

緑化を行います。

・地区内を南北に縦断する都市計画道路は、周囲の景観や自然をなるべく阻害しないよ

う、在来種などを使用した街路樹や環境施設帯による整備を働きかけます。

・工業地域は、街路樹等の公共用地緑化と工場の敷地内緑化による緑豊かな産業地の形

成をめざします。また、農村部は農地と屋敷林や平地林、社寺林が調和した景観の保

全を図ります。

④推進方針

・地区の関係者とともにワークショップ等により、重点地区の実施計画を策定し、緑化

を推進します。

・市民緑地や保存樹林などの管理のための組織を検討し、住民との協働による活用を図

ります。

第 23 図

小針領家地区整備イメージ図

舎人
スポーツパーク

環境センター

備前堤

桶川高

桶川市のスポーツレクレーション

の拠点としての運動公園

運動公園と一体的な運用を

図る運動場等

地域の歴史的資源である

備前堤

神社仏閣

周囲との調和を図るために緑化を

行う公共公益施設

水害の抑制と生物の生息域を

保全する水田

周囲の自然や景観に配慮した

緑化を行う都市計画道路

緑化重点地区

良好な屋敷林等を保全する

市民緑地（計画）

良好な樹林地を保全する

保存樹林

加納小

子ども公園
わんぱく村

舎人公園

緑豊かな工業団地

農地と屋敷林、社寺林等が

調和した農村集落地

都計道倉田五丁台線
（第二産業道路）
（ ）

河川水源

上越新幹線

歴史的資源や市民緑地をつなぐ

散策路

元荒川

水循環センター

綾瀬川起点
計画運動公園
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緑化先進地見学会
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