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桶川市緑のまちづくり基本計画 第５章

第５章 計画の基本フレーム

１．計画のフレーム

（１）目標年次

本計画の目標年次は、桶川市都市計画マスタープランに合わせ、平成 37 年（2025 年）

とし、中間年次は、桶川市第 5次総合振興計画に合わせ、平成 32年（2020年）とします。

（２）将来人口

将来人口の目標値は、基本的に桶川市第 5 次総合振興計画との整合を図るものとして、

その目標年次、平成 32 年に 77,000 人とし、総合振興計画の見直しに連動させるものとし

ます。

（３）将来市街化区域面積

現在の桶川市の市街化区域は、JR 桶川駅を中心に広がった市街地と、市東部に計画的に

造成された工業団地に設定されています。

今後、市内において首都圏中央連絡自動車道や上尾道路、第二産業道路の整備が行われ

ますが、基本的には、市街化区域は拡大しないこととします。

■目標年次、将来人口、将来市街化区域面積

基準年次 中間年次 目標年次
年次

平成 24年（2012 年） 平成 32年（2020 年） 平成 37 年（2025 年）

将来人口 ＊75,724 人 77,000 人 77,000 人

将来市街化区域面積 819ha 819ha 819ha

都市計画区域面積 2,526ha 2,526ha 2,526ha

＊平成 24年 11月 1日人口
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２．すべての緑地の目標の体系表

■平成 37 年における

桶川市の緑の体系表(単位：ha)

都市公園等 現 況 目標(H37)面積

街区公園 4.95 7.24

近隣公園 2.70 4.62

総合公園 10.30 11.10

運動公園 0.00 15.00

特殊公園 0.63 1.59

都市緑地 1.75 6.82

公共施設緑地 現 況 目標(H37)面積

都市公園除く公共空間※ 5.67 6.39

学校の校庭 18.89 18.89

市町村が設置している

運動場やグラウンド※
13.40 12.87

公共公益施設の植栽地 9.38 16.98

公共施設緑地 計 47.34 55.13

現況面積 目標(H37)面積
民間施設緑地

重複含 重複除 重複含 重複除

社寺境内※ 13.90 (13.73) 13.90 (13.73)

工場の植栽地 6.19 (6.19) 13.04 (13.04)

遊園地等※ 59.34 (0.00) 59.34 (0.00)

民間施設緑地 計 79.43 (19.92) 86.28 (26.77)

現況面積 目標(H37)面積
地域制緑地

重複含 重複除 重複含 重複除

生産緑地地区 26.51 (26.51) 24.78 (24.78)

市民緑地※ 1.34 (1.34) 25.10 (25.10)

保存樹林※ 3.53 (3.53) 3.53 (3.53)

史 跡※ 0.91 (0.91) 0.91 (0.91)

河川区域 268.00 (258.65) 268.00 (258.65)

近郊緑地保全区域※ 230.00 (0.00) 257.96 (0.00)

農用地区域※ 638.69 (598.86) 587.38 (519.88)

担保性のない緑地 現 況 目標(H37)

担保性のない農地等 135.73 107.19

担保性のない樹林地 42.13 16.37

( )は重複を除く面積

都市公園等

現 況

20.33

目標(H37)

46.37

担保性のない緑地

現 況 目標(H37)

177.86 123.56

すべて

の緑地

現 況

(1155.25)

目標(H37)

(1084.68)

( )は重複を除く面積

施設緑地

現 況

(87.59)

目標(H37)

(128.27)

( )は重複を除く面積

都市公園以外

現 況

(67.26)

目標(H37)

(81.90)

( )は重複を除く面積

※重複している種類

河川区域との重複を基本として設定

公共空間・運動場 ―近郊緑地保全区域・河川区域との重複

社寺境内地―児童遊園地・保存樹林№6泉福寺との重複
遊園地等 ―河川区域との重複

市民緑地・保存樹木・史跡 ―農用地区域との重複

近郊緑地保全区域 ―河川区域との重複

農用地区域 ―河川区域・近郊緑地保全区域との重複

河川区域

近郊緑地保全区域の面

積から河川区域との重

複分を除く

近郊緑地保全区域

地域制緑地

現 況

(889.80)

目標(H37)

(832.85)

( )は重複を除く面積
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３．担保性のある緑地の目標の体系表

■平成 37 年における桶川市の担保性のある緑の体系表(単位：ha)

都市公園等 現 況 目標(H37)面積

街区公園 4.95 7.24

近隣公園 2.70 4.62

総合公園 10.30 11.10

運動公園 0.00 15.00

特殊公園 0.63 1.59

都市緑地 1.75 6.82

現況面積 目標(H37)面積
民間施設緑地

重複含 重複除 重複含 重複除

社寺境内※ 13.90 (13.73) 13.90 (13.73)

工場の植栽地 6.19 (6.19) 13.04 (13.04)

遊園地等※ 59.34 (0.00) 59.34 (0.00)

民間施設緑地 計 79.43 (19.92) 86.28 (26.77)

現況面積 目標(H37)面積
地域制緑地

重複含 重複除 重複含 重複除

生産緑地地区 26.51 (26.51) 24.78 (24.78)

市民緑地 1.34 (1.34) 25.10 (25.10)

保存樹林 3.53 (3.53) 3.53 (3.53)

史 跡 0.91 (0.91) 0.91 (0.91)

河川区域 268.00 (258.65) 268.00 (258.65)

近郊緑地保全区域※ 230.00 (0.00) 257.96 (0.00)

( )は重複を除く面積

都市公園等

現 況

20.33

目標(H37)

46.37

地域制緑地

現 況

(290.94)

目標(H37)

(312.97)

( )は重複を除く面積

担保性の

ある緑地

現 況

(378.53)

目標(H37)

(441.24)

( )は重複を除く面積

施設緑地

現 況

(87.59)

目標(H37)

(128.27)

( )は重複を除く面積

都市公園以外

現 況

(67.26)

目標(H37)

(81.90)

( )は重複を除く面積

※重複している種類

河川区域との重複を基本として設定

公共空間・運動場 ―近郊緑地保全区域・河川区域との重複

社寺境内地 ―近郊緑地保全区域・保存樹林№6泉福寺
との重複

遊園地等 ―河川区域との重複

近郊緑地保全区域 ―河川区域との重複

河川区域

近郊緑地保全区域の面

積から河川区域との重

複分を除く

近郊緑地保全区域

公共施設緑地 現 況 目標(H37)面積

都市公園除く公共空間※ 5.67 6.39

学校の校庭 18.89 18.89

市町村が設置している

運動場やグラウンド※
13.40 12.87

公共公益施設の植栽地 9.38 16.98

公共施設緑地 計 47.34 55.13


