
 

 

１５０

 
緑の現況 

中央には見沼田圃の緑が広がります。西部は土地区画整理事業による住宅地が多いものの、一

部には雑木林や屋敷林が点在しています。東部は、東北自動車道を挟んで、樹林地と農地の広が

る緑豊かな地区と、新しいまちづくりが進んでいる浦和美園駅周辺地区となっています。また、文化

財が多いことからもわかるとおり、緑区は古くから人の暮らしの営まれてきた場所です。都市公園は、

見沼自然公園・見沼氷川公園・大崎公園などが整備され、市内でも高い整備水準となっていますが、

身近な公園の計画的な整備が必要です。

緑緑区区  ● 面積  ２,６５１ha ● 人口  １０４,５１７人（平成１７年４月）

見沼田圃と斜面林 プラザイーストの屋上緑化

見沼自然公園 埼玉スタジアム２００２公園

山崎の大ケヤキ 見沼通船堀

氷川女体神社 浦和くらしの博物館民家園



 

 

１５１

■緑被分布図 

■緑の現況 

0 0.5 1 Km 

N 

埼埼玉玉ススタタジジアアムム２２００００２２公公園園  

見見沼沼田田圃圃  

見見沼沼自自然然公公園園

東浦和駅

●緑被地面積・緑被率 

１,４８４.３８ha  ５５.８９％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

７.００㎡/人 

農地（田）（61.86ha 2.33%）

裸地（84.40ha 3.18%）

道路・ 

建築物等

44.11% 

樹林地（476.56ha 17.94%） 

草地（281.10ha 10.58%）

農地（畑）（542.35ha 20.42%）

水面（37.79ha 1.42%）
屋上緑地（0.32ha 0.01%） 

氷氷川川女女体体神神社社  

見見沼沼通通船船堀堀  

芝芝川川  

 
凡例 

 

樹林地 
  
草地 
 

農地（田） 
 
 

農地（畑） 
 
 

裸地 
 

 

水面地 
 

 

屋上緑化地 
 

 

区界 
 
 

行政界 
  市街化区域界 
 



 

 

１５２

緑のまちづくりに向けて 
●見沼田圃の自然環境の保全・活用 

・ 見沼田圃・周辺斜面林、河川・水路を一体的に保全し、自然・農業とのふれあい・体験の場として

活用します。 
・ 見沼田圃の自然環境に配慮した公園や調節池の整備を進めます。 

●まとまりのある緑の保全・活用 
・ 武蔵野の面影を残す代山・南部領辻・大崎・北原・間宮一帯の屋敷林・雑木林・農地などの緑の

保全と活用に努めます。 
・ 綾瀬川周辺の農地・集落地の緑の保全に努めます。 

●歴史を伝える緑や身近な緑の保全・活用・整備 
・ 吉祥寺・氷川女体神社・見沼通船堀・国昌寺などの社寺林・歴史的資源や屋敷林・農地などの保

全に努めます。 
・ 樹林地を保全するために、保存緑地・自然緑地・都市林などを活用し、樹林地の担保性の向上を

図ります。 
・ 東浦和駅・浦和美園駅周辺では、花や緑による魅力づくりに努めます。 
・ 身近な公園や広場などのオープンスペースの整備を進めます。 
・ 保存樹木の指定を進めます。 

●土地区画整理事業にあわせた緑の創出 
・ 土地区画整理事業にあわせて、身近な公園の整備と緑豊かなまちなみの形成に努めます。 
・ 浦和美園駅周辺では、新しい緑を生み出し、魅力あるまちなみづくりに努めます。 

●公共公益施設や民間施設の緑化推進 
・ 市民・団体・事業者との協働により公共空間や未利用地を緑化するコミュニティガーデンづくりを

進めます。 
・ 区役所や学校などの公共公益施設では、屋上緑化・壁面緑化を含めた多様な緑化に努めます。 
・ 事業所や住宅地の庭と道に面した部分の緑化を促進します。 

・ 開発などにあわせて屋上緑化・壁面緑化などの多様な緑化を誘導します。 
・ 建築物緑化の助成を進めます。 

●緑と水のネットワークづくり 
・ 東西の見沼代用水を軸として、公園や歴史的資源などを結ぶ歩行者ネットワークの充実に努め

ます。 
・ 道路整備にあわせて歩行者空間の確保と街路樹の整備を進めます。 

●市民との協働による緑の保全と緑化の推進 
・ 「花いっぱい運動推進会」や「みどり愛護会」などの緑のボランティアの活動を支援します。 

 

緑の将来目標 

■見沼田圃の自然環境とまとまりのある緑を守り、育てます。 
■歴史的資源や屋敷林などの身近な緑を活かした緑のまちづくり

を進めます。 
■土地区画整理事業にあわせた緑のまちづくりを進めます。 
■公共公益施設や民有地の緑化を進めます。 
■緑と水のネットワークづくりを進めます。 

緑緑のの将将来来像像        自自然然環環境境とと調調和和ししたた風風かかおおるる緑緑ののままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ 見沼通船堀公園 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 



 

 

１５３

清清泰泰寺寺  

■緑区の緑の将来像図 

農地の保全 

芝芝川川  
大大崎崎公公園園  

緑緑区区役役所所  見見沼沼代代用用水水東東縁縁  

東東浦浦和和駅駅  

松松芝芝公公園園  

吉吉祥祥寺寺  

芝芝川川第第一一調調節節池池  

中中尾尾自自然然緑緑地地  

井井沼沼方方公公園園  

浦浦和和くくららししのの博博物物館館民民家家園園  

見見沼沼氷氷川川公公園園  

ププララザザイイーースストト  

国国指指定定史史跡跡  
見見沼沼通通船船堀堀  

駒駒場場運運動動公公園園  

太太田田窪窪ののカカヤヤ  

松松木木西西公公園園  西西宿宿自自然然緑緑地地  

アアケケビビ、、ココルルククガガシシ  

大大門門神神社社  

大大崎崎園園芸芸植植物物園園  

ククママガガイイソソウウ自自生生地地  

東東浦浦和和中中央央公公園園  

見沼田圃の自然環境の保全・活用 

見沼田圃斜面林の保全 

東東北北自自動動車車道道  

鷲鷲神神社社  
辻辻ののムムククノノキキ  

馬馬場場西西公公園園  氷氷川川女女体体神神社社 

総総持持院院ののボボタタンン  

見見沼沼代代用用水水東東縁縁  

見見沼沼自自然然公公園園  

加加田田屋屋川川 

緑緑ののトトララスストト保保全全地地  

三三浦浦運運動動公公園園  

馬馬場場東東公公園園  

大大興興寺寺ののヒヒイイララギギ、、ヒヒヨヨククヒヒババ、、ウウメメ  

浦浦和和美美園園駅駅  

国国昌昌寺寺ののセセンンダダンンババノノボボダダイイジジュュ  

宝宝 蔵蔵 院院 観観 音音 堂堂 のの
山山崎崎ののボボダダイイジジュュ  

産産業業道道路路のの  
山山崎崎のの大大ケケヤヤキキ  

大大古古里里自自然然緑緑地地  

鉄鉄道道構構想想路路線線  

凡例 

緑の骨格軸 

低地部の広がりの 
ある農地 

街路樹・歩道などを 
備えた主な道路 

見沼田圃シンボル軸 主な公園緑地など 

  （計画・構想） 

主な歴史・文化の緑 

花と緑の駅 

条例などによる緑地 

緑の帯 

直売所 

学校 

歩行者ネットワーク 

主な公共公益

施設 

安行武南自然公園 

  （計画） 武蔵野の面影を

継承する緑   （構想） 

綾綾瀬瀬川川  

0 0.5 1 Km

N

見見沼沼臨臨時時ググララウウンンドド  

埼埼玉玉ススタタジジアアムム２２００００２２公公園園  

大大門門下下池池調調節節池池  

見見沼沼代代用用水水西西縁縁  

重重殿殿社社  

辻辻ののムムククロロジジ  

まとまりのある緑の保全 
（安行武南自然公園）  

ささぎぎ山山記記念念公公園園  

見見沼沼通通船船堀堀公公園園  

大大間間木木公公園園  

馬馬場場小小室室山山遺遺跡跡  

魅力ある緑豊かな
まちなみづくり 



 

 

１５４

 
緑の現況 

中央には自然が豊かな元荒川が南北に、西には綾瀬川が巡っています。元荒川・綾瀬川周辺の

低地には水田を主とする農地や集落が広がっています。台地上には住宅地が形成されていますが、

北部や南部の一帯は、雑木林・屋敷林・農地が混在する緑の濃い地域となっているとともに、台地を

取り囲むように斜面林が連続しています。また、中心市街地は岩槻城の城下町であったことから、岩

槻城址をはじめとする歴史を背景とした地域固有の緑も多く残されています。都市公園は、岩槻城

址公園・岩槻文化公園・川通公園などが整備されていますが、身近な公園の計画的整備が必要で

す。 

岩岩槻槻区区  ● 面積  ４,９１６ha  ● 人口  １１１,７８８人 （平成１７年４月）

元荒川 岩槻城址公園

南部の農地と斜面林 赤坂沼

久伊豆神社 赤間堀自然緑地

日光御成道の杉並木 慈恩寺親水公園



 

 

１５５

裸地（104.99ha 2.14%）

道路・ 

建築物等

39.73% 

樹林地（591.08ha 12.02%） 

草地（516.51ha 10.51%） 

農地（田）（942.45ha 19.17%） 

農地（畑）（724.41ha 14.74%） 水面（83.11ha 1.69%） 

屋上緑地（0.16ha 0%）

0 0.5 1 Km 

N 

■緑の現況 

■緑被分布図 

岩岩槻槻城城址址公公園園  

赤赤坂坂沼沼  

元元荒荒川川  

浄浄国国寺寺  

ししららここばばとと公公園園  

久久伊伊豆豆神神社社  

●緑被地面積・緑被率 

２,９６２.７１ha  ６０.２７％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

５.４８㎡/人 

綾綾瀬瀬川川  

慈慈恩恩寺寺親親水水公公園園  

 
凡例 

 

樹林地 
  
草地 
 

農地（田） 
 
 

農地（畑） 
 
 

裸地 
 

 

水面地 
 

 

屋上緑化地 
 

 

区界 
 
 

行政界 
  市街化区域界 
 



 

 

１５６

緑のまちづくりに向けて 
●元荒川・綾瀬川と周辺の緑の保全・活用 

・ 元荒川と周辺の貴重な自然環境の保全・復元に努めます。 
・ キタミソウ・チョウジソウ自生地などの貴重な自然環境の保全に努めます。 
・ 綾瀬川の周辺の斜面林などの保全に努めます。 
・ 赤坂沼と周辺の斜面林の一体的な保全に努めます。 

●まとまりのある緑の保全・活用 
・ 武蔵野の面影を残す北部・南部一帯の屋敷林・雑木林・農地などの緑の保全と活用を目指し、緑地

保全地域などの指定を検討します。 
・ 区の南部に広がる農地を市全体の環境を支える場として保全に努めます。 

●歴史を伝える緑や身近な緑の保全・活用・整備 
・ 樹林地を保全するために、保存緑地・自然緑地・都市林などを活用し、樹林地の担保性の向上を図

ります。 
・ 岩槻城下町の歴史を伝える緑や屋敷林・農地などの保全に努めます。 
・ 岩槻駅・東岩槻駅周辺では、花や緑による魅力づくりに努めます。 
・ 身近な公園や広場などのオープンスペースの整備を進めます。 
・ 保存樹木の指定を進めます。 

●土地区画整理事業にあわせた緑の創出 
・ 土地区画整理事業にあわせて、身近な公園の整備と緑豊かなまちなみの形成に努めます。 
・ 岩槻南部地区では、新しい緑を生み出し、魅力あるまちなみづくりに努めます。 

●公共公益施設や民間施設の緑化推進 
・ 市民・団体・事業者との協働により公共空間や未利用地を緑化するコミュニティガーデンづくりを進

めます。 
・ 区役所や学校などの公共公益施設の魅力ある緑化を進めます。 
・ 事業所や住宅地の庭と道に面した部分の緑化を促進します。 
・ 開発などにあわせて屋上緑化・壁面緑化などの多様な緑化を誘導します。 
・ 建築物緑化の助成を進めます。 

●緑と水のネットワークづくり 
・ 元荒川・綾瀬川などの水辺を軸として、周辺の公園や歴史的資源などを結ぶ緑のネットワークづくり

に努めます。 
・ 道路整備にあわせて歩行者空間の確保と街路樹の整備を進めます。 

●市民との協働による緑の保全と緑化の推進 
・ 「花いっぱい運動推進会」や「みどり愛護会」などの緑のボランティアの活動を支援します。 

 

緑緑のの将将来来像像      豊豊かかなな自自然然環環境境とと歴歴史史・・文文化化がが息息づづくくままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ 元荒川緑地 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 

緑の将来目標 
■元荒川・綾瀬川と周辺の自然環境を守り、育てます。 
■まとまりのある緑の保全と活用に努めます。 
■歴史的資源や屋敷林などの身近な緑を活かした緑のまち

づくりを進めます。 
■公共公益施設や民有地の緑化を進めます。 
■緑と水のネットワークづくりを進めます。 



 

 

１５７

 

 
 

しらこばと公園

川通公園 

慈恩寺親水公園

岩岩槻槻工工業業団団地地  

赤赤坂坂沼沼  

大光寺

龍龍門門寺寺  

和土住宅公園 

■岩槻区の緑の将来像

まとまりのある緑の保全 
（緑地保全地域などの指定検討）  

日日光光御御成成道道のの杉杉並並木木 

一一里里塚塚  

東東岩岩槻槻駅駅  

小溝の榊

綾瀬川 

豊かな自然環境を残す赤坂沼と

周辺の斜面林の保全・活用 

久久伊伊豆豆神神社社 

城下町の緑の保全・活用

南南平平野野公公園園  

キキタタミミソソウウ自自生生地地  

台地を取り囲む斜面林の保全 

綾瀬川と周辺の農地や
斜面林などの保全 

岩岩槻槻城城址址公公園園 

赤赤間間堀堀自自然然緑緑地地 

岩槻諏訪公園
緑緑ののトトララスストト保保全全地地  

岩岩槻槻駅駅  

岩岩槻槻文文化化公公園園  

元元荒荒川川  

元元荒荒川川緑緑地地  

チチョョウウジジソソウウ自自生生地地  

目白大学 

北北部部工工業業団団地地記記念念公公園園  

凡例 

緑の骨格軸 

低地部の広がりの 
ある農地 

街路樹・歩道などを 
備えた主な道路 

元荒川シンボル軸 主な公園緑地など 

  （計画・構想） 

主な歴史・文化の緑 

花と緑の駅 

条例などによる緑地 

緑の帯 

直売所 

学校 

歩行者ネットワーク 

主な公共公益

施設 

武蔵野の面影を 
継承する緑 

  （計画） 
  （構想） 

0 0.5 1 Km 

N 

真真福福寺寺貝貝塚塚  

岩岩槻槻区区役役所所  

まとまりのある緑の保全 浄浄国国寺寺（（保保安安林林））  

まとまりのある緑の保全 
（緑地保全地域などの指定検討）  

台地を取り囲む斜面林の保全 

鉄鉄道道構構想想路路線線  

元荒川の自然環境と 

周辺の緑の保全・活用

まとまりのある農地と
屋敷林の保全 

魅力ある緑豊かな
まちなみづくり 

東東北北自自動動車車道道  
国国道道１１２２２２号号  


