
 

 

１２６

 

緑の現況 
東には見沼田圃があり、西には鴨川、中央に鴻沼川が流れています。区の北部には緑の濃い氷

川神社・大宮公園一帯が区を代表する重要な緑の資源となっています。しかし、区全体として緑は少

なく、特に鉄道沿線一帯で少ない状況です。都市公園は、大宮公園・大宮第二公園・大宮第三公園・

大和田公園などが整備されているほか、見沼田圃では合併記念見沼公園の整備を進めていますが、

身近な公園の計画的な整備が必要です。 

大大宮宮区区  ● 面積   １,２７５ha  ● 人口  １０６,７２１人 （平成１７年４月） 

芝川 大宮公園

氷川参道（平成ひろば） 普門院

大宮第二公園 大宮小学校芝生グラウンド

市民花壇 さいたま新都心駅東口



 

 

１２７

屋上緑地（0.15ha 0.01%） 

裸地（39.16ha 3.06%）

道路・ 

建築物等

76.12% 

草地（68.09ha 5.33%） 

農地（田）（14.83ha 1.16%）

農地（畑)（27.76ha 2.17%） 

水面（10.94ha 0.86%） 

樹林地（144.31ha 11.29%）

■緑被分布図 

■緑の現況 

0 0.5 1 Km 

N 

氷氷川川参参道道  

氷氷川川神神社社

大大宮宮公公園園  

大宮駅 

普普門門院院  

●緑被地面積・緑被率 

３０５.２４ha  ２３.８８％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

８.７３㎡/人 

大大和和田田公公園園  

大大宮宮第第二二公公園園  

大大宮宮第第三三公公園園  

鴨川 

 
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 
 



 

 

１２８

緑の将来目標 
■氷川神社・氷川参道・大宮公園の緑を守り、育てるととも

に、見沼田圃を活かした緑の整備と活用に努めます。 
■都心を形成する大宮駅周辺・さいたま新都心周辺におい

て、緑を積極的に確保し、魅力あるまちなみの形成に努

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

 

 

緑のまちづくりに向けて 
●氷川神社・氷川参道の緑の保全・育成 

・ 氷川神社・大宮公園の緑の保全・育成に努めます。 
・ 氷川参道のケヤキ並木の保全と、快適に歩ける参道の整備に努めます。 
・ 氷川神社周辺の緑の保全・育成に努め、参道沿道の魅力ある緑化を促進します。 

●見沼田圃の保全と活用 
・ 見沼田圃沿いの斜面林などの保全・活用に努めます。 
・ 見沼田圃の保全・活用に配慮した合併記念見沼公園の整備とセントラルパーク構想を進めます。 

●都心における緑の創出 
・ 大宮駅周辺・さいたま新都心周辺では、積極的に緑を確保したまちなみづくりを目指し、緑化地

域の指定や緑化重点地区（先導地区）の整備計画の策定を検討します。 
●歴史を伝える緑や身近な緑の保全・活用・整備 

・ 北大宮駅・大宮公園駅・大成駅周辺では、花や緑による魅力づくりに努めます。 
・ 生垣の助成など住宅地の緑づくりを支援します。 
・ 普門院などの社寺林・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。 
・ 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。 

●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。 
・ 桜木駐車場や区役所・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 
・ 見沼田圃・鴨川・鴻沼川・高沼用水路を軸として、氷川参道・大宮公園・さいたま新都心一帯を結

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          氷氷川川のの杜杜とと都都心心のの緑緑がが調調和和すするるままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ 合併記念見沼公園 
・ （仮）桜木調節池公園 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 

用語解説 
※セントラルパーク構

想 

（→P174） 

※緑化地域 

（→P176） 



 

 

１２９

 

鴻鴻沼沼川川  

■大宮区の緑の将来像図

北北大大宮宮駅駅  

大大宮宮公公園園  

鴨鴨川川  

大大平平公公園園  
普普門門院院ののタタララヨヨウウ、、  
イイヌヌツツゲゲ、、キキャャララななどど  

かかみみここ公公園園  

並並木木公公園園  

新新大大宮宮ババイイパパスス  

南南中中丸丸緑緑地地公公園園  

大大和和田田緑緑地地公公園園  

芝芝川川  

みみつつわわ公公園園  

大大和和田田公公園園  

大大宮宮第第二二公公園園  

三三橋橋総総合合公公園園  

生生物物系系特特定定産産業業技技術術

研研究究支支援援セセンンタターー  

精精進進場場公公園園  

鐘鐘塚塚公公園園  

桜桜木木公公園園  

熊熊野野下下公公園園  

山山丸丸公公園園  

大大宮宮区区役役所所  

氷氷川川参参道道のの並並木木  

大大日日堂堂ののシシイイノノキキ  

景景元元寺寺ののシシイイノノキキ  

大大宮宮第第三三公公園園  

天天沼沼緑緑地地  

高高沼沼用用水水路路  

新新都都心心東東広広場場  

駅周辺の積極的な緑の創出 

鉄鉄道道博博物物館館  

高沼用水路の整備 

氷川神社・氷川参道
の緑の保全・育成 

氷川参道沿道の緑化 

上上小小町町氷氷川川神神社社ののモモッッココクク  

凡例 見沼田圃シンボル軸 主な公園緑地など 

条例などによる緑地 

緑の骨格軸 
  （計画・構想） 

主な歴史・文化の緑 

花と緑の駅 

直売所 

学校 

風致地区 主 な 公 共 公 益

施設 

緑の帯 

街路樹・歩道などを 
備えた主な道路 

歩行者ネットワーク 

  （計画） 

大大宮宮駅駅  

大大成成駅駅  

桜桜木木駐駐車車場場  

中山道を活かした歩行者ネットワークと
沿道を含めた魅力ある緑化の推進 

ささいいたたまま新新都都心心駅駅  

大大宮宮公公園園駅駅  

0 0.5 1 Km 

N 

合合併併記記念念見見沼沼公公園園  

風致地区内の緑の保全・育成 

緑化地域の指定検討

見見沼沼代代用用水水西西縁縁  

セントラルパーク構想の推進

高速埼玉東西連絡道路を
活用したビオトープの創出

（仮）桜木調節池公園の整備



 

 

１３０

 
緑の現況 

西には見沼田圃が、東の綾瀬川周辺には水田などの農地と集落地が広がっています。 また、見

沼田圃には芝川・加田屋川・見沼代用水が、東部には綾瀬川・深作川が流れ、台地を豊かな緑や水

辺が取り囲んでいます。台地上には市街地が広がり、中央部には一部に樹林地・農地が残り、南東

部には樹林地・農地が多く分布しています。都市公園は、七里総合公園・思い出の里市営霊園など

が整備されています。北部では身近な公園の整備が進んでいますが、南部では計画的な整備が必

要です。 

見沼くらしっく館

見見沼沼区区  ● 面積  ３,０６３ha ● 人口  １５１,９３８人 （平成１７年４月） 

見沼田圃と斜面林

南部浄化センター・みぬま見聞館猿花キャンプ場

七里総合公園 東大宮親水公園

大和田緑地公園 春おか広場



 

 

１３１

裸地（94.87ha 3.10%） 

道路・ 

建築物等

46.92% 

樹林地（528.01ha 17.23%）

水面（25.23ha 0.82%）
屋上緑地（0.06ha 0%） 

農地（田）（253.22ha 8.26%）

農地（畑)（527.65ha 17.22%）

草地（197.41ha 6.44%） 

■緑被分布図 

■緑の現況 

0 0.5 1 Km 

N

芝芝浦浦工工業業大大学学  

見見沼沼田田圃圃  

七七里里総総合合公公園園  

●緑被地面積・緑被率 

１,６２６.４５ha  ５３.０８％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

３.７４㎡/人 

染谷ふるさとの緑の景観地

大大和和田田緑緑地地公公園園  

深深作作多多目目的的遊遊水水地地  

 
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 
 



 

 

１３２

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。 
・ （仮）加田屋公園など、見沼田圃の自然環境に配慮した公園の整備を進めます。 

●まとまりのある緑の保全・活用 
・ 武蔵野の面影を残す片柳地区一帯の屋敷林・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。 
・ 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 
・ 社寺林・歴史的資源や屋敷林・農地などの保全に努めます。 

・ クマガイソウ自生地や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。 
・ 東大宮駅・大和田駅・七里駅周辺では、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。 

●土地区画整理事業などにあわせた緑の創出 
・ 土地区画整理事業などにあわせて、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。 

●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。 
・ 芝浦工業大学・日本大学などの緑の保全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 
・ 見沼代用水を軸として、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。 
・ 芝浦工業大学などの教育機関との連携による緑のまちづくりの調査研究を進めます。 

 

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    見見沼沼のの自自然然環環境境ににつつつつままれれたた、、花花とと緑緑ののああふふれれるるままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ 七里総合公園 
・ （仮）加田屋公園、（仮）見山公園

（構想） 
・ クマガイソウの里 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 



 

 

１３３

 
■見沼区の緑の将来像図

0 0.5 1 Km 

綾綾瀬瀬川川  

深深作作川川  

芝芝川川  

加加田田屋屋川川  

深深作作多多目目的的遊遊水水地地  

笹笹丸丸地地区区のの湿湿地地 

七七里里駅駅  

大大和和田田駅駅  

大大宮宮聖聖苑苑  

大大谷谷ホホタタルルのの里里  

見見沼沼代代用用水水東東縁縁  

見見沼沼代代用用水水西西縁縁  
染染谷谷菖菖蒲蒲園園  

日日本本大大学学  

猿猿花花キキャャンンププ場場  

砂砂ののモモッッココクク  

砂砂のの大大ケケヤヤキキ  

東東大大宮宮駅駅  
芝芝浦浦工工業業大大学学 

綾瀬川沿いの市街地

を包む農地の保全 

クマガイソウ・イカリソウ

自生地の保全 

見見沼沼区区役役所所  
大大宮宮武武道道館館  

見見沼沼田田圃圃  

（（仮仮））見見山山公公園園（（構構想想））  

七七里里総総合合公公園園  

南南中中丸丸緑緑地地公公園園  

凡例 見沼田圃シンボル軸 

低地部の広がりの 
ある農地 

主な公園緑地など 

武蔵野の面影を 
継承する緑 

条例などによる緑地 

緑の骨格軸 
  （計画・構想） 

主な歴史・文化の緑 

花と緑の駅 

直売所 

学校 

主な公共公益

施設 

緑の帯 

街路樹・歩道などを 
備えた主な道路 

歩行者ネットワーク 

  （計画） 
  （構想） 

圓圓蔵蔵院院ののシシダダレレザザククララ、、大大イイチチョョウウ  

N 

染染谷谷盆盆栽栽村村  

（（仮仮））加加田田屋屋公公園園  

見見沼沼くくららししっっくく館館  

見沼田圃を中心とした

緑のネットワークづくり

見沼田圃の自然

環境の保全・活用 

思思いい出出のの里里市市営営霊霊園園  

南南部部浄浄化化セセンンタターービビオオトトーーププ  

染染 谷谷 ふふ るる ささ とと
のの緑緑のの景景観観地地  

十十王王尊尊のの大大イイチチョョウウ  

まとまりのある緑の保全

（緑地保全地域などの指

定検討） 

春春おおかか広広場場  

大大和和田田緑緑地地公公園園  

高速埼玉東西連絡道路を
活用したビオトープの創出 

斜面林の保全による 
緑のふちどりの形成 


