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序章 「緑のまちづくり基本計画」策定にあたって

１．計画策定の趣旨

（１）『桶川市緑のまちづくり基本計画』とは

桶川市では、これまでに緑化政策にかかわる計画として、昭和 54年(1979)に「緑のマス

タープラン」、平成元年(1989)に「第 2 次緑のマスタープラン」を策定しています。これ

らのなかでは、主として市街化区域とその縁辺を対象に、同 17(2005)年までの長期目標の

もと、都市における緑とオープンスペースの総合的な保全計画を策定してきました。

「緑の基本計画」は、平成 6 年(1994)に都市緑地保全法が改正された際に制度化され、

同 16年(2004)に改称、改正された都市緑地法において「緑地の保全及び緑化の推進に関す

る基本計画」と位置づけられています。この計画は、住民に最も身近な自治体である市町

村が、独自性と創意工夫を発揮し、中長期的な目標のもとに、都市公園の整備を含めた都

市における緑地の保全と緑化の推進に関する総合的なマスタープランとして、「緑」につ

いての将来像と、それを実現するための施策を明らかにするものです。

桶川市では今回の策定にあたり、既に策定されている総合振興計画や都市計画マスター

プランを上位計画とし、関連する諸計画を踏まえ、これを単なる緑のための計画ではなく

まちづくりの一環と位置づけ、市民等1と事業者、行政が協働2で進める「緑のまちづくり」

のための総合的な計画として、『桶川市緑のまちづくり基本計画』としています。

第１図 桶川市緑のまちづくり基本計画の位置づけ

1 本計画では、桶川市に在住、在勤する人、任意の市民団体、NPO、NGO を含むものとする
2 主体者である市民等、事業者、行政が、ともに考え、行動し、協力して「緑のまちづくり」を行うこと

桶川市第5次総合振興計画
(平成 23 年 4月)

桶川市都市計画マスタープラン

(平成 25 年 3月)

桶川市緑のまちづくり基本計画

緑のまちづくりの推進

桶川市環境基本計画

（平成 24 年 3月)

桶川市第２次緑のマスタープラン

(平成元年 3月)

桶川市緑のマスタープラン

(昭和 54 年 3 月)

都市緑地法

(平成 16 年 12月)
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雑木林・斜面林

（生垣・庭木等）

屋敷林・社寺林

平地林・斜面林

（２）計画の目的

本計画は、緑の現状と課題を明らかにし、市民等の要望、要請を捉えながら、緑の将来

像とそこに至る道筋を具体的に示すものです。

桶川市では、減少していく緑に対し、公園緑地等の整備方針だけでなく、農地や樹林地、

住宅地の生垣など民有地の緑も対象とし、その保全・創出の方策を「緑のまちづくり」の

主体である市民等、事業者、行政が、ともに考え、行動し、また、どのように関わってい

くのかを総合的、包括的に示していくために本計画を策定します。

（３）対象となる「緑」

桶川市の台地上は、宅地や畑地が大半を占め、また、低地部や河川沿い、樹枝状に複雑

に入り込んだ谷地には水田がみられます。森や林の面積は少なく、「雑木林」と呼ばれる

コナラやアカマツ、アカシデなどを主とする平地林や斜面林、シラカシやケヤキ、スギ、

ヒノキ、モウソウチクなどからなる屋敷林が、市街化調整区域を中心に展開しています。

この地域の本来の植生であるといわれているシイやカヤなどは社寺林として残っています。

台地と低地部との移行帯には、好水性の樹木であるクヌギ、ハンノキなどが見られ、湿

地部のヨシ草原に接しています。湿地部や休耕田にはヨシやガマなどが群落をつくり、サ

クラソウやサワトラノオなどの湿地性植物と共生しているところもあります。

一方、住宅地の整備が進んだことから、昭和 52年に施設緑地として都市公園の整備事業

が始められました。また、交通量の増加に伴い、広幅員の街路が整備されることによって

街路樹が植えられるようになりました。

桶川市では、人との係わり合いが非常に深い「緑」が多く存在しています。そして、こ

のような環境を生息場所とする様々な動植物を見ることができます。以上のような特性を

踏まえ、本計画では第 2図のような緑を対象とします。

第２図 本計画が対象とする緑のイメージ
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（４）検討体制と検討方法

本計画の策定にあたっては、公募による市民と市職員がプロジェクトチームを組織し、

現地調査や先進地の事例学習などを踏まえたうえで会議を重ね、素案を作成しました。

これと並行して平成 14 年度には小・中学生及び 18 歳以上の市民、敷地面積 1,000 ㎡以

上の事務所を構える市内企業にアンケートを実施しました。また、素案作成後には、イン

ターネットや公共施設において素案を公開するとともに、平成 16 年 1 月 24、25 日の両日

に市内 2箇所において市民懇談会を行い、広く意見を求めました。

これらに基づき原案を作成し、市役所関係各課による検討・調整を行い、緑やまちづく

りに関わりの深い各種団体や学識経験者の方々からなる委員会の審議を経て、平成 16 年 3

月に本計画を策定しました。

第３図 検討体制

（５）計画の見直し（平成 25年追加）

このようにして策定された「緑のまちづくり基本計画」ですが、平成 23年(2011)年に上

位計画である「桶川市第 5 次総合振興計画」が策定されるとともに、「桶川市都市計画マ

スタープラン」の見直しが行われ、また『桶川市環境基本計画』の改正がなされ、加えて

関連する諸法令の改正などを受けて、このたび時点修正を行いました。

これにあたっては、庁内修正検討委員会での検討を受け、修正案を作成し、これを元に

平成23年 2月に市内4ヶ所で説明会を行い、その後、パブリックコメントを実施しました。

（６）計画の目標年度

本計画は、都市計画マスタープランの目標年次と合わせて、平成 37 年（2025 年）を目

標年次とし、総合振興計画の計画期間である平成 32年（2020 年）を中間年次とします。

＊専門的な検討

桶川市緑のまちづくり基本

計画策定委員会

・緑やまちづくりに関わる団体

・学識経験者

・行政

緑のまちづくり基本計画の策定

＊意見の調整・取りまとめ

事務局
・都市計画課

・コンサルタント

インターネット

市民懇談会

市 民
専門家

＊多くの市民の意見

・市民アンケート

・学生アンケート

（小中学生）

・企業アンケート

（企業・団体）
緑のまちづくり基

本計画作成プロジ

ェクトチーム
・市民

・職員

＊計画案づくり

庁内検討調整会議
・関係各課

＊検討・調整
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２．計画の背景

（１）地球環境問題

ａ．地球温暖化

水蒸気や炭酸ガスなどによる温室効果は地球温暖化を引き起こし、都市部でヒートアイ

ランド現象や、近年においては局所的な豪雨による水害の発生等の深刻な事態を生んでい

ます。国では、地球温暖化対策として、緑の保全・創出に係る総合的な計画の策定を推進

するとともに、都市公園の整備や都市内の水面の確保、道路・河川等の緑化、既存の民有

緑地の保全、新たな緑化空間の創出などを促進しています。また、世論調査でも、地球温

暖化防止のために、公園緑地の整備に力を注ぐ必要があるとの結果が得られています。

ｂ．水をめぐる環境の変化

生活排水や産業排水による河川や湖沼、地下水の汚染は、水環境の悪化を招いています。

また、上下水道の普及など都市基盤の整備は、日常生活を快適なものとしましたが、同時

に人々の生活を水辺から遠ざける一因にもなっています。安全な水を確保し、水辺のうる

おいが身近なものとなるためには、市民生活での水に対する関心を高め、水を汚さない生

活を築くことが必要です。さらに清らかで豊かな川の流れを維持、創造するためには、大

きな水循環において森林が果たす役割を認識し、緑の保全を心がけることが重要です。

ｃ．生物多様性

生活様式の変化や様々な開発行為などを原因とする生活環境の変化は、そこに生存して

きた動植物にも影響を与えています。また、作為、不作為を問わず人為的な種の移植・移

入などにより、在来種が駆逐されるということも起こっています。これらを原因とする生

態系の崩壊と多様性の喪失は、今後、私たちの生活にも影響を与えるものになるといわれ

ています。生物多様性は、「人間生存の基盤であり、豊かな生活、文化、精神の基礎」で

あることから、それを尊重することにより、トータルで長期的な安全性や効率性を保障す

るといわれるようになりました。これらのことを踏まえて、①種の保全の強化、②自然再

生、③持続可能な利用を進めることの３つを推進していくことが必要とされています。

（２）市民の要望、要請の変化

ａ．市民意識の高まり

近年、市民の生活意識の向上、多様化にともない、行政サービスへの要望、要請が高度

化するとともに、これに対応する際には、的確性、迅速性そして透明性が求められていま

す。また一方では、行政、市民、NPO など多様な主体が参加・連携し行う地域づくり活動

を、国土交通省など国の機関が支援する動きが見られるようになってきました。

ｂ．公園緑地への市民の要望、要請の変化

市民の公園緑地への要望、要請も、このような背景から、より高度な機能が求められる

ようになってきました。例えば、在来の動植物の復元を目指すものや環境問題へ対応した
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もの、より高度な防災機能を持つもの、新たなレクリエーションが安全に楽しめるもの、

学習や教育の場としての機能を有するもの、街の美しさを演出するものなど、実に様々な

利用者の要望、要請がでてきています。さらにこれらのことは、河川や街路樹などの整備

の際にも求められるようになってきました。

（３）財政及び公共投資問題

長びく不況により、地方公共団体の財政は極めて厳しい状況にあります。このことから、

簡素で効率的な行政システムを確立し、徹底した行政改革の推進及び歳出の見直しによる

抑制と重点化を図るとともに、行財政運営の透明性の向上、地方財政の健全化への努力を

続ける必要があります。また、公共投資についてもその投資効果を高め、効率化を図るた

め、公共事業の建設コスト縮減対策や費用対効果分析の活用を推進する必要性が高まって

います。

このようななか、効果のある公園緑地の整備、水や緑の保全など公園緑地事業を行うた

めには、明確な目標のもとで、客観的な基準に基づき、費用対効果の検討を行いつつ、事

業を取捨選択することが重要な課題となっています。

（４）公園緑地の管理問題

ａ．公園緑地の維持管理の問題

公園緑地の維持管理とは、施設などが初期の機能や目的を維持するために行われるもの

で、多くの費用が必要とされ、公園緑地の増加、施設の経年変化とともに増加していきま

す。これらの維持管理費の増大は、前述の財政事情とも関係して、現在公園緑地の大きな

問題点となっています。また、遊具による事故などが相次いだことから、安全基準の見直

しなども行われています。

このことから、施設の安全性の維持とバランスをとりながら、市民等が積極的に関わる

ことも考慮した、効率的な維持管理が求められています。

ｂ．公園緑地の運営管理の問題

公園緑地の運営管理とは、本来は利用者の公園緑地の利用を手助けするものです。しか

し、最近では利用者の要望、要請に合わせた自主的な催し物や商業行為など、積極的に情

報を発信し利用を喚起するプロモーションもこの中に含まれ、これらに対する対応も求め

られています。また、実際の運営管理にあたっても、利用者や地域住民を主体としたもの

や行政との協働によるものなど、多様な管理主体への対応も求められています。

（５）インターチェンジ周辺における土地利用（平成 25年追加）

平成 18 年の都市計画法の改正により、市街化調整区域は、平成 12 年改正の市街化抑制

の緩和から一転し、法本来の「市街化を抑制する区域」となっています。しかし、本市で

は、首都圏中央連絡自動車道のインターチェンジが 2 ケ所設置されることから、乱開発の

抑止に努め、周辺に広がる田園地域の環境と調和した土地利用を進める計画的な誘導エリ

アの設定が望まれています。
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３．市の概況

（１）位置と沿革

①位置・地勢

桶川市は、東経 139 度 34 分、北緯 36 度、埼玉県のほぼ中央に位置し、東西 8km、南北

に 4km の広がりを持ち、面積は 25.26 です。市域は、蝶が羽を広げたような形をしてお

り、市中央部の JR高崎線を中心として市街地が形成されています。

地形は、市街地が位置する中央部が台地となっており、東西方向の市境に向かって下っ

ています。市東端には元荒川、市域西部には江川、西端には荒川が流れています。

首都圏整備計画で業務核都市として位置づけられているさいたま市から約 18km の距離

にあり、東京から約 40km の通勤圏に位置します。

古くは中山道の宿場町として栄え、その後も国道 17 号、JR 高崎線の整備により、交通

利便性の高い郊外地として、工場や住宅地などの整備が行われてきました。

②沿革

桶川市に人が住み始めた歴史は古く、台地上から旧石器時代の遺跡、遺物が発見されて

います。続く縄文時代の遺跡数は多く、日出谷地区の高井遺跡や高井東遺跡、赤堀地区の

後谷
うしろや

遺跡は同時代を代表する集落遺跡です。弥生時代前期の遺跡は現在まで発見されてい

ませんが、後半になると再び台地上に人々の生活の跡が刻まれています。古墳時代には、

川田谷地区に熊野神社古墳や原山古墳群など多くの古墳が築造されるとともに、八幡
や は た

耕地
こ う ち

遺跡などの集落跡が見つかっています。

古代の桶川は、元荒川沿いに鉄生産を行った宮ノ脇遺跡があり、『延喜式
えんぎしき

』神名帳の足

立四座の一つとされる多気比売
た け ひ め

神社や、荒川沿いには淳和
じゅんな

天皇の勅願により慈覚
じ か く

大師開基

と伝える東叡山
とうえいざん

勅願
ちょくがん

院円頓
いんえんとん

房泉
ぼうせん

福寺
ぷ く じ

が建立されています。泉福寺の阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

坐像
ざ ぞ う

は国指

定重要文化財に指定されています。続く中世は、文書などがないことから不明な点が多い

のですが、加納城跡や三ツ木城跡、伝倉田孫四郎館跡など有力豪族の居城や供養塔である

板石塔婆
いたいしとうば

が数多く残っています。

江戸時代に入ると、中山道に伝馬制度が布かれ、江戸日本橋から 6 番目の宿場として桶

川宿が置かれます。宿及びその周辺は、米、麦、紅花の集積地、生産地として栄え、桶川

宿は、享保 14年(1729)の人口 1,363 人、家数 156軒から幕末の慶応 2年(1866)には 1,620

人、358 軒の規模となっています。その一部が保存されている本陣 (埼玉県指定有形文化

財)をはじめ、数軒が今でも往時の姿を伝えています。

明治になると町村合併が進み、同 22 年(1889)に、現在の市域は 1 宿 11 ヶ村から、桶川

町、加納村、川田谷村の 1 町 2ヶ村となります。明治 18 年に開設された現在の JR 高崎線

桶川駅によって一層発展しました。また、大正 3 年(1914)12 月には桶川郵便局に電話が、

翌年 3月には電信も開通し、12月には電灯が敷設されるとともに、一般家庭でも電話が使

用されるようになりました。

その後、関東大震災、2 度の世界大戦による混乱期を経て、昭和 30(1955)年 1 月、桶川
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町に加納村が、3 月に川田谷村がそれぞれ合併し、翌年 4 月に上尾町大字井戸木の一部を

編入し、現在の市域の桶川町となりました。昭和 45年 11月に市制施行し、平成 22年(2010)

に 40周年を迎えました。

（２）自然的条件

①地形及び地質・土壌

桶川市は、西側に荒川、東側に元荒川が流れる大宮台地の北に位置しています。大宮台

地は全域を見渡すとほぼ平坦ですが、奥東京湾の海進、海退に伴う侵食や湧水流の開析、

江川などの中小河川による侵食により、複雑な樹枝状谷が入り組み、起伏のある地形とな

っています。

市内の最も高いところは川田谷地区の諏訪北で海抜 26.8ｍ、最も低いところは荒川河床

で約 5ｍです。市内の高度及び面積割合は、台地（海抜 15～26ｍ）62％、谷地（海抜 12～

15ｍ）21％、低地（海抜 10～12ｍ）15％、そのほか水面 2％となっています。

市内の土壌は、海から陸化したのち火山灰が 6～8ｍ降り積もった「関東ローム層」が台

地のベースとなっており、その上に草木の腐植土（表層腐植質黒ボク土、淡色黒ボク土）

が 20～50㎝堆積しています。川田谷や日出谷では「ヤドロ」と呼ばれる荒川の氾濫土がこ

の上に十数㎝～1ｍ近く堆積しているところがあります。谷地の土は、水がつかない部分で

は真っ黒い腐植土、湿地では植物が酸欠状態で腐植してできる青灰色の土（黒泥土、細粒

強グライ土、厚層多腐植質多湿黒ボク土、多腐植質黒ボクグライ土）で覆われています。

また、低地の土は河川が上流から運んできた氾濫土（＝「ヤドロ」、細粒褐色低地土、灰

色低地土）で、やや砂っぽいですが肥沃度に富んでいます。

②河川及び池沼

ａ．河川

桶川市を流れる川は、水系別にみると以下のとおりです。

【荒川水系】

荒 川―甲武信岳(標高 2,475ｍ）に水源を発し、東京湾に注ぎ込む幹川延長約 173
㎞。水流幅40～60ｍ、堤防から堤防までの河川敷は幅約１㎞。現在の流路
は、昭和初年頃人工的に掘られて造られたもので、それ以前のものは、そ

の西側に曲がりくねり断続的に残っている。市内を流れる一番大きな川。

江 川―鴻巣市に水源があり、川田谷地区樋詰
ひのつめ

から宮下樋管で荒川と合流する。全

長約 5.28km。かつては水田の用排水路であり、川舟も通ったことがある。

現在は一級河川だが、都市排水路にもなっている。4番目に大きい川。

芝 川―桶川中学校の東にあった浅間池が源流と言われるが、現在は埋められてい

る。この流れと北二丁目と西二丁目の旧中山道沿いの湿地からの水路など

が稲荷神社の北で合流し、上尾市の東部を流れ、見沼田圃を流下し、川口

市で荒川と合流する。長さ約 26km。地元では「タケガワ」と呼ばれていた。

鴨 川―若宮パークタウン付近はかつて大小の沼があり、「沼田谷(ぬたのや)」と

称されて鴨川の水源地とされてきた。上尾市、さいたま市の秋ヶ瀬公園を



9

桶川市緑のまちづくり基本計画 序章

流下し、朝霞市で荒川と合流する。全長約 19km。

石川川―「石川堀」とも呼ばれる。川田谷地区諏訪に端を発し、全長約 3.7km。

【利根川水系】

元荒川―荒川の元の流路。寛永 6 年(1629)の瀬替え以前は荒川の本流だった。川幅

は約 50～60ｍで両側には堤防が築かれている。2番目に大きい川。

赤堀川―古い荒川の流路の可能性もあり、鴻巣市の東部から流れてくる。流路の大

部分は人工的に開削されているようである。3番目に大きい川。

綾瀬川―この川の源流といわれているところは何ヶ所かあるが、公的に認められて

いるのは、備前堤のほぼ中央東側に標識が立っている場所。荒川の古流路

とも考えられており、全長は約 47.6km。東京都葛飾区で中川に合流。

ｂ．池沼

池沼については、過去の調査によると、市内にはかつて 72 ヶ所の池沼があり、昭和 59

年度に現存したものは 13ヶ所でした。

消滅原因をみると土地改良や宅地造成のための埋め立て 31、水枯れや自然埋没によるも

の 12、河川工事によるもの 7、干拓 1 などとなっています。その年代は、江戸時代 1、明

治 2、大正 6、昭和 10 年代 6、同 20 年代 2、同 30 年代 11、同 40 年代 13、同 50 年代 8、

第４図 市内水系図
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昭和 60年代 1、その他不詳となっており、昭和 30～50年代に消滅したものが 32ヶ所もあ

ることになります。

③植生

桶川市は、標高及び気象条件から暖温帯林区に分類されていることから、自然植生はヒ

サカキやシラカシ、アオキ、モチノキ、ヤブツバキ、スダジイなどの常緑広葉樹（照葉樹）

です。しかし、人為的な干渉により代償植生に置き換わっているため、コナラやクヌギ、

アカマツなどによるいわゆる「雑木林」が大部分を占めています。

ａ．雑木林

台地上の雑木林は、高木層を形成する樹種から相観的にアカマツ林とコナラ林に分けら

れます。アカマツ林は、東部の県立桶川高校の北側や小針領家地区向原などにみられます。

その亜高木層にはコナラやエゴノキがみられ、林内ではヤマツツジもみられます。最も優

占している低木層のヒサカキ、次いでシラカシが多いことを特徴としています。林床は暗

く、草本層にはそのような環境下でも生育できるジャノヒゲなど数種類にすぎません。コ

ナラ林は、川田谷地区栗原など市内各所でみられますが、その分布域は近年著しく減少し

ています。コナラのほか、エゴノキ、ウワミズザクラ、クリ、アオハダ、ムラサキシキブ、

ガマズミ、ヤマコウバシ、カマツカ、ムクノキなど多数の落葉広葉樹から構成されており、

草本やツル植物も多くみられます。第二低木層で多いのはシラカシ、アズマネザサ、ガマ

ズミ、カマツカ、草本層ではチヂミザサ、ジャノヒゲ、ササクサ、ホソバヒカゲスゲなど、

ツル植物ではオニドコロ、ツタ、アマチャヅル、サルトリイバラなどです。

台地が低地に移行する傾斜地には、いわゆる斜面林が発達しています。主な構成種はコ

ナラ林と変わりませんが、斜面という特殊な立地条件に適合しているアカシデが集団をつ

くっているのが特徴です。

これらの雑木林は、近年の耕地化、都市化、生活様式の変化などにより、いずれも小規

模化かつ自然植生化してきています。また、林床には、かつてシュンランやキンラン、ギ

ンラン、カタクリ、ヤマユリ、フデリンドウなどが自生していました。

低地部には、小針領家地区向原の台地と低地の移行帯にハンノキ林が、また、江川の右

岸などでクヌギ林が見られますが、数は極めて少ないものです。

ｂ．江川流域の草本群落

江川流域には草本群落をみることができます。自然草原や休耕田の水際にはヨシ群落、

耕作停止後数年が経過した水田跡地などの湿地にはガマ群落、それよりも乾燥した砂質土

壌地にはオギ群落、耕作停止後比較的早い時期の休耕田にはチガヤ群落、流れ近くの湿っ

た休耕田にはミゾソバ群落、台地に沿った休耕田にはコブナグサ群落、下流域の比較的乾

燥した休耕田にはイボクサ群落、川の岸辺に沿った場所にはヤナギダテ群落、ヤナギダテ

群落より乾いたところにはオオイヌダテ―サデクサ群落、耕作停止後間もない休耕田で流

れに沿った冠水地にはイヌビエ―ヌカキビ群落がみられます。

また、台地斜面の耕作停止後数年を経過した休耕田にはススキ群落が、平地林に接した

休耕田や休耕畑にはクズ群落が、台地寄りの乾燥した休耕田や台地斜面の休耕畑にはアキ
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ノノゲシ―カナムグラ群落がみられます。

このほか、特に下流域においてはサクラソウやサワトラノオ、チョウジソウ、ミズチド

リなど、国レベルの絶滅危惧種 20種をはじめとする湿地性植物が生育している場所があり

ます。

④動物

過去の調査によると、哺乳類では、埼玉県で絶滅危惧種に指定されているキュウシュウ

ノウサギ、ホンシュウジネズミ、ホンドカヤネズミ、ホンドタヌキ、ホンドイタチ、最近

はあまり見られなくなったホンドキツネなどのほか、ホンドアカネズミ、アズマモグラ、

アブラコウモリなど合計 13種類の確認が報告されています。また、江戸時代にはシカやイ

ノシシなども棲んでいたという記録があります。

鳥類では、環境省で絶滅危惧種に指定されているオオジシギ、オオタカ、コアジサシ、

サンショウクイ、シラコバト、ツバメチドリ、チュウヒ、トモエガモ、ハヤブサのほか、

埼玉県で絶滅危惧種に指定されているウズラ、カワウ、クイナ、ケリ、コムクドリ、コヨ

シキリ、サシバ、サンコウチョウ、タマシギ、トラフズク、ヒクイナ、ホオアカ、マガン

の確認が報告されています。そのほかアオゲラ、ウグイス、カワセミ、コサメビタキ、ノ

スリなど合計 135種類に上っています。またタゲリは、昭和 50～60年代頃まで、冬の江川

沿いで数十～百羽くらいの群れが見られましたが、最近はごく少数が確認できるのみです。

魚類では、環境省で絶滅危惧種に指定されているギバチ、メダカのほか、埼玉県で絶滅

危惧種に指定されているカマツカ、ナマズ、ヤリタナゴなど、合計 29種類が報告されてい

ます。

両生・は虫類では、イモリ、イシガメ、タカチホヘビ、トウキョウサンショウウオ、ヒ

バカリ、マムシなど埼玉県で絶滅危惧種に指定されているもののほか、合計 29種類が報告

されています。

（３）緑と人のかかわり

桶川市の緑は、前述したように人と積極的にかかることによって様々な形にその姿を変

え、現在まで続いてきました。時代の変遷とともに緑と人のかかわりをみていきましょう。

①旧石器時代～縄文時代

いまから約 1 万年前、旧石器時代から縄文時代の始め、日本は、海底から陸化した大地

に侵食や堆積が繰り返され、火山灰が降り積もり、現在のような四島離ればなれとなりま

した。市内の遺跡、遺物の初現が確認できるこの頃、氷河期の寒冷気候から後氷期の温暖

気候へと変化したのに伴い、植物相も亜寒帯の針葉樹と落葉広葉樹の混合林から常緑樹と

落葉樹の混合林に変化したといわれています。

約 6300 年前、温暖化のピークを迎える日本列島では、奥東京湾が栃木県下都賀郡の旧藤

岡町あたりまで入り込み、海面は現在より 5ｍ前後高く、桶川市周辺も干満の潮汐の影響

を受けていました。約 4500 年前になると、やや冷温化しましたが、それでも現在より年平
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均 1～2度高い状態でした。近隣市町村のデータでは、クヌギ林の中にクリやハンノキ類が

増え、クルミ、ケヤキ、トチなどの落葉広葉樹が混生し、イヌガヤなどの針葉樹やヒサカ

キなどの照葉樹が少し混在するといった、現在の植生に非常に近い樹種組成であったこと

がわかっています。市内日出谷地区に所在する高井遺跡の南側の谷からも当時のクルミや

クリ、トチの実が湧水付近から出土しています。このように食料となる多種類の堅果類が

採集できる環境によって、集落規模の拡大、数の増加が見られます。その後の気候は、現

在と同じか、やや低い程度となり、海岸線はほぼ今の状態となります。縄文時代後・晩期

と呼ばれるこの時期、遺跡数が激減しています。そのうちの一つである高井東遺跡からは、

魚釣りや魚網に使用したと考えられる石・土製の錘や、砂岩製の砥石、軽石製品が多数出

土しています。また、赤堀地区の後谷遺跡は、舌状に張り出した台地の先端から当時の川

と考えられている低地部を生活面とする遺跡です。現況面より約 1ｍ、低地部では約 3ｍも

低い、水田面下に埋没していた場所からは、トチ、クルミ、クリの殻が 1ｍ以上も堆積し

た状態で発見されており、水さらしの場所として利用されていたことがわかりました。こ

こからはまた、土器、石器のほか、木製品と大量の未製品、葦などで編まれたザルやアジ

ロ、櫛などの漆製品、シカ、イノシシなどの骨をはじめとする動物遺存体
いぞんたい

などが出土して

おり、豊かな森が人々の生活を支えてきたことが予想されます。この場所はその後、厚い

粘土層によって覆われてしまいます。層上部と下部から出土した土器に時間差がほとんど

見られないことから、短時間のうちに環境を激変させるようなことが起こったようです。

この時期の生活様式は、狩猟採集を主とするものでした。しかし、漠然とそこにあるも

のを採取していたわけではありません。前述の後谷遺跡からは、アク抜きをしなければ食

べられないトチの実が大量に出土していることから、シカやイノシシが食べられないもの

を人が積極的に利用していたことがわかります。また、出土した動物の骨には幼獣が認め

られないことからも、自然との共存が意識されてきたことがわかります。

②弥生時代～古墳時代

弥生時代の集落跡は、江川や赤堀川、あるいはその支谷沿いの低湿地を臨む台地上や自

然堤防上に立地しています。イネ科植物の繁茂する低湿地を開墾し、田を造成する水稲耕

作が始まります。続く古墳時代の集落も同様の場所に立地し、水稲耕作が行われるととも

に、川田谷地区には現存する熊野神社古墳（出土品は国指定重要文化財、古墳自体は埼玉

県指定史跡に指定）や原山古墳群をはじめ多くの古墳が築造されています。

湿地部の開墾や墳丘の築造など、人々の生活様式の変化は大土木工事を伴っていました。

現在に至る土地利用の原形や自然環境の始まりは、ほぼこの頃と考えられます。

③奈良・平安時代～中世

元荒川沿いには、古代の鉄生産に関わる遺跡が数多く見られます。加納地区の宮ノ脇遺

跡もその一つです。鉄の生産には燃料となる炭の供給が欠かせないことから、周辺には多
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くの雑木林が存在していたと思われます。その上流の篠津地区には、延長 5年(905)に編纂

が始まった延喜式に登載されている、多気比売神社があります。境内には大シイが 4 本あ

り、入口のものは推定樹齢 600 年といわれる市指定天然記念物です。これに劣らぬその隣

のシイには、今でも地区の人々によって作られた七五三縄が年末に飾られます。周辺の社

寺には、加納光照寺のコウヤマキや倉田明星院の大カヤ(いずれも県指定) など、樹齢 500

～600 年といわれる大木が現存しています。川田谷地区には天長 6年(829)開山と伝わる泉

福寺があり、その社寺林は現在、「桶川市みどりの保全及び推進に関する条例」に基づき

保存樹林に指定されています。また、この頃編纂された『万葉集』に、生垣を廻らした民

家の様子が謡われています。

鎌倉期の武将足立遠元
あだちとおもと

の館跡の１つと伝えられてきた川田谷地区の三ツ木城跡は、その

後の研究で時代はもっと下るといわれていますが、後背地に湿地帯をもつ三角形の土塁が

残されています。この土塁は、現在、城山公園に隣接する斜面林となっています。また、

「倉田」の地名の由来といわれる倉田孫
くらたまご

四郎
しろ う

基行
もとゆき

の隠居地と伝えられている場所も、今は

その空堀を覆うように雑木林となっています。加納地区川辺には市内最古(文永 8年、1271)、

復元地上高約 3.6ｍ、県下 7 位の板石塔婆があります。この時期、盛んに作られた板石塔

婆は、長瀞地方で特徴的に産出する緑泥
りょくでい

片岩
へんがん

製で、瀬替え前の荒川上流から筏
いかだ

で運ばれ

たものと思われます。

古代から中世の桶川周辺の様子は、文献などの資料がほとんどないことから詳しいこと

は不明です。『更級日記』などによる武蔵野のイメージは、馬の背に乗った人も隠すほど

の葦原によって「草原」かつ「広大」といわれますが、このように見てくると、このあた

りでは前時代同様、かなり多くの樹木が見られたと思われます。

④近世

江戸時代の古文書などによると、この頃の市内には、鷹狩用のオオタカの訓練と餌とな

る小鳥や水鳥を捕らえる場所としての紀州家の御鷹捉飼場
おたかとらえかいば

や、明和元年(1764)の「下日
しもひ

出谷村
で や む ら

御触書
おふれがき

並ニ
ならびに

明細帳
めいさいちょう

下書写
したがきうつし

」にみられるシカ、イノシシによる作物被害の記述など

から、これらの動物が生育できる豊かな緑が広がっていたことが想像できます。また、「倉

田村荒井家文書」には、勝手に薪木
たきぎ

や馬草取り、山かきを行ってはいけない、それを見逃

したものにも罰金を科す、ということが村人たちの間で取り交わされた文書が残されてお

り、里山をみんなで大切に使っていたことが分かります。天明・寛政年間(1781～1801)に

江戸の商人によって最上
もがみ

地方より種が伝わったといわれる紅花は、「桶川
おけがわ

臙脂
えん じ

」として有

名になり、「桶川宿明細帳」にも産物として記されています。いまも最上地方の河川沿い

では、多くの紅花が栽培されています。往時、桶川周辺でも開花時期にあたる６月頃のご

く短い期間、朝靄の中、河川沿いの畑が黄色く色づく光景が見られたことでしょう。

この時代、荒川の瀬替えや、市内では護摩
ご ま

堂沼
どうぬま

の開拓や備前堤
びぜんてい

の築堤など、それまで入
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り込むことができなかった大きな湿地や水利の行き届かない台地上でも非常に大規模かつ

広域的な土木工事が行われるようになります。これは、戦国期が終わり、社会情勢が安定

したことから、生産性の向上が図られるようになったためと考えられます。

⑤明治期～高度経済成長期以前

明治期の市域の土地利用状況は、現存する明治 14 年の第一軍管地方迅速測図によると、

台地上に畑と「楢
なら

」による樹林地が広がっています。この時期、畑地で生産される大麦、

小麦のほか、陸米（陸稲）、甘藷は、北足立郡内で生産高１、２を争っていました。川田

谷・日出谷地区に広がる畑地では、荒川の氾濫土を毎年の農閑期に馬の背にのせて畑に運

び入れる、客土による土壌改良が行われ、麦処桶川を支えていました。「ドロツケ」と呼

ばれるこの方法は、大正 10 年頃まで盛んに行われています。現在もこのあたりの畑が灰色

っぽくみえるのはこのためです。また、コナラ、クヌギ、アカマツを主とする台地上の樹

林地は、昭和 30 年ごろまで薪炭材や堆肥を供給し、農家の現金収入の一部にもなっていま

した。低地部の水田は、土地改良が進むまでは沼地であったところが多く、深田で田植え

ができませんでした。そのため、直に種モミを蒔く「摘み田
つ み た

」といわれる農法が行われて

いましたが、生産性は低いものでした。この農法は、地域によって異なりますが、昭和 30

年代まで続いていたようです。

昭和に入り戦中・戦後にかけて、台地上の平地林は近在農家の増反用に開拓されていき

ます。もともと保水力の乏しいローム土壌に浅根性の麦や陸稲を広く栽培したことに加え、

水源涵養林としての機能もあった雑木林を各所で開発したために干ばつが年々激化してい

きました。その一方で江川や鴨川、芝川などでは雨水が一度に大量に流れるため、荒川の

水位上昇によって排水不良に陥り、流域にあふれて農作物に重大な影響を及ぼすようにな

ってしまいました。このようなことから、昭和 20 年代から 50 年代にかけて、用水源の確

保や陸田造成を目的とするもの（この結果、水田が昭和 43～45 年に一時増加する）、畑地

の改良などの土地基盤整備事業が市内数ヶ所で行われています。荒川の支流である江川で

も昭和 7 年に宮下樋管が設置され、深田に対する土地改良と区画の整形による基盤整備が

昭和 10年代と 40～50年代に行われました。

荒川は、この頃まで蛇行して流れていましたが、明治 43 年(1910)7 月下旬より降り続い

た雨が 8月に入っても止まず、10日には台風による暴風雨が起き、大洪水によって流域に

甚大な被害を与えました。これをきっかけに荒川の治水は見直され、堤防の補強、水路の

開削、流路の直線化など洪水防御を目的とした河川改修が行われました。中流域の桶川市

あたりも大正 7年から昭和 29年までに改修が行われ、現在のような形になりました。

中山道の宿場町として発展してきた桶川は、鉄道の開通に伴い、明治 18年に桶川駅が開

設されました。また、大正 4 年には電灯も敷設されました。昭和 10 年代からは、昭和 15

年に三井工作機株式会社（後の三井精機工業株式会社桶川工場）、同 19年に三菱製鋼株式
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会社合金部(後の三菱マテリアル株式会社)など、大規模工場の市内進出が相次ぎ、第二次

大戦を迎えます。

⑥高度経済成長期以降

昭和 29 年、高崎線が完全電車化し輸送力の増加が図られました。さらに昭和 37 年には

国道 17 号バイパス開通しました。昭和 30 年代中頃から始まる高度経済成長は、このよう

に始まり、桶川市も急激な人口増加と都市化が進行しました。

戦後の食糧増産や電気、ガス、化学肥料の普及になど生活様式の変化に伴い、市内の雑

木林は畑地に姿を変え、また、残された雑木林も手入れがされなくなります。さらに近年

に至っては、台地上の農地や雑木林が住宅地になるばかりでなく、減反政策なども相まっ

て耕作されなくなった水田などの低地部も開発されるようになっています。

ここ桶川に住む私たちが今、「美しい」「懐かしい」「ホッとできる」と感じる緑の景

観は、積極的に人がかかわることによってつくられてきたものといえます。それは、ヤマ

かきの終わった後の広々とした雑木林であったり、その林床に咲く花であったり、刈り終

わった茅場にひっそりと咲く花を見る瞬間であったり…と。しかし、高度経済成長期以降、

世の中の変化は、早く、著しく、都市化の進行や生活様式の変化などによって、手が入ら

なくなった雑木林は暗くなり、それまで身近にみられたキンラン、ギンラン、カタクリな

どの植物や若齢樹を食草とするミドリシジミやウラナミアカシジミなどの蝶類、また、湿

地部ではサワトラノオやサクラソウをはじめとする植物類、生態系ピラミッドの高次消費

者と呼ばれるオオタカやホンドキツネなど、多くの動植物が生息できなく、あるいはその

数を減らしているのです。

桶川の緑は、量の減少とともに質の変化も起こっています。



16

桶川市緑のまちづくり基本計画 序章

江川下流域の湿生植物群

ジャコウアゲハ オス

ジャコウアゲハ メスジャコウアゲハの幼虫

フデリンドウ

雑木林の植物たち

ギンラン サイハイラン


