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令和２年度 第１回さいたま市花とみどりのまちづくり審議会

さいたま市の緑の現況について（さいたま市緑の基本計画の改定に向けて）

資料１
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(1) さいたま市を取り巻く社会・環境の変化と課題
(2) 新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性（令和２年８月31日国土交通省発表）
(3) 緑に関する新たな潮流
(4) 緑に関連する制度・方針

７．次期緑の基本計画の改定に向けて
・現行計画を踏まえた方向性の整理
・今後の方向性の整理
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１．さいたま市緑の基本計画について

さいたま市緑の基本計画が令和２年度末をもって目標年次を迎えます。
次期計画の策定は、令和２年度と令和３年度の２か年で行い、令和４年３月の策定を目標として取り組んでいきます。
本年度は、計画改定の前提となる主に以下の視点につきまして、貴審議会のご意見をいただき次期計画の方向性をまとめ、

翌年度の本編改定に繋げたいと考えます。

（１） 本市の都市構造と緑被の変化、市民意識調査結果から得られる課題
（２） さいたま市緑の基本計画（改訂版）の取り組み実績と得られる課題
（３） 社会構造や住民ニーズの変化に対応した今後の緑のまちづくりの課題
（４） さいたま市みどりの基本計画の改定に向けた今後の方向性

改定スケジュール
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・緑の現況分析
・現行計画に係る施策の取りまとめ

・緑に関する市民意識調査

・現行計画の評価・課題整理
　（審議会への意見聴取）

・改定の方向性の整理

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・関係各課による庁内検討会

・審議会への意見聴取

・議会報告・パブコメ

・その他手続き

令和２年度

令和３年度

市民意識調査

実施・集計

審議会意見を踏まえた

方向性の整理（庁内検討）

審議会

②

アクションプラン進行管理

緑被等の分析

審議会

①

委託

契約

策定

公表

報告

（改定の方向）

素案の

検討・作成

審議会

①

審議会

②

審議会

③

改定の方向まとめ

素案報告

パブコメ

パブコメ意見を

踏まえた見直し

審議会意見を

踏まえた見直し
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１．さいたま市緑の基本計画について

• 緑の基本計画は、都市緑地法第４条に基づく「緑地の保全や緑化の推進に関する基本計画」であり、さいたま市が中長期的な視点から定める
緑に関する総合的な計画として定めたものである。

• さいたま市緑の基本計画は、「さいたま市総合振興計画」と「さいたま市都市計画マスタープラン」のもとに位置付けられ、「さいたま市環境基

本計画」、「さいたま市見沼田圃基本計画」等と密接に関連している。

（１）計画の位置付け

さいたま市都市計画マスタープラン
（平成26年4月改定）

さいたま市緑の基本計画
（平成19年3月改訂版策定、令和3年度改定予定）

＜関連するその他の主な計画＞
• さいたま市環境基本計画改訂版（平成23年3月）
• さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画（さいたまSMARTプラン）

（平成29年3月）
• さいたま市農業振興ビジョン改訂版（都市農業基本指針）（平成26年3月）
• さいたま市田園環境整備マスタープラン改訂版（平成25年12月）
• さいたま市水環境プラン第2次改訂版（平成29年3月）
• さいたま市景観計画（平成22年4月）
• さいたま市地域防災計画（平成30年3月）
• さいたま市スポーツ振興まちづくり計画改訂版（平成28年3月）
• さいたま市見沼田圃基本計画（平成23年1月）

• さいたま市緑の基本計画 前期アクションプラン
【平成22年度～平成26年度】 （平成22年3月策定）

• さいたま市緑の基本計画 後期アクションプラン
【平成27年度～令和2年度】 （平成27年3月策定）

さいたま市総合振興計画（2020さいたま希望のまちプラン）
（平成26年4月後期基本計画改定）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（平成28年10月変更）



さいたま市の土地利用現況
（平成３０年３月 「さいたま市のすがた～都市計画基礎調査と活用事例～」）

２．さいたま市の特性

• 住宅や商業系施設などの都市的土地利用は市域の面積の約７２．３％を占める
• 樹林地や農地などの自然的土地利用は市域面積の約２７．７％であり、緑のシンボル軸である「見沼田圃」「荒川」「元荒川」が属する

区では自然的土地利用の割合が高い傾向にある。（西区・見沼区・桜区・緑区・岩槻区）

（１）土地利用状況

3

1,861 1,530 1,203
2,029

800
1,376 1,096 1,301

1,826
2,707

1,032

164
78

1,032

38

489
57

92

831

2,214

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区(ha)

都市的土地利用 自然的土地利用

29.70%

4.30%

4.30%

0.30%

6.30%

13.90%1.00%

5.50%0.10%

6.90%

8.60%

11.30%

2.20%
1.70%

3.90%

荒川シンボル軸
見沼田圃シンボル軸

元荒川シンボル軸

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

市全域の土地利用ごとの面積割合

区ごとの都市的土地利用、自然的土地利用面積



4

• 見沼田圃、荒川、元荒川等の河川低地が緑の骨格を成し、南北にのびる緑の軸となっている。

• 見沼田圃や荒川は、「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」において、まとまりがある保全すべき緑地として位置付けられており、

広域的にも重要な緑である。

• 緑の骨格である河川低地と、河川低地周辺の樹林地や農地等が広がる区域が市街地をはさんでいる

（２）緑の構造

２．さいたま市の特性

さいたま市の緑の構造
首都圏の保全すべき自然環境

（平成16年3月自然環境の総点検等に関する協議会「首都圏の都市環境インフラのグランドデザ
イン」より抜粋）

見沼田圃・安行ゾーン荒川・江川ゾーン
その他の緑地 田畑・水面以外の緑被地

都市公園・都市緑地

市民緑地・自然緑地

ふるさとの森・景観地



３．さいたま市の緑の現況

• 緑のシンボル軸などのまとまりは現在もその形状を残す一方で、南北を繋ぐ鉄道沿線市街地の緑は不足している状況が続いている。
• 市全体の緑被率は、平成17年度が約48%、令和元年度が約39%である。（※）

（１）緑被の変化（緑被図による比較）

さいたま市緑被図（平成17年緑被現況調査）

※平成17年度と令和元年度では、異なる調査方法で緑被地を抽出している。
平成17年度は、航空写真の判読によって緑被地（樹林地、草地、農地、裸地、屋上緑地、屋上緑化可能地、水面地）を抽出した。
令和元年度は、埼玉県が算出した緑被地データ（衛星画像から抽出した緑被のデータに平成27年度都市計画基礎調査の土地利用データのうち田、畑のデータを重合したもの）に、平成
27年度都市計画基礎調査の土地利用データのうち水面のデータを重合して緑被地を抽出した。

さいたま市緑被図（令和元年身近な緑現況調査〈埼玉県〉をもとに作成）
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３．さいたま市の緑の現況

• 市全体の緑被率は９．４９％減少、各区緑被率はいずれも減少しており、減少割合は７％～１１％である。
• 緑被の減少要因としては、①相続税納税のための樹林地・農地の売却、②開発需要への対応、③農業者の高齢化・人手不足による離農、

④区画整理事業等のまちづくり事業用地への転換、等が考えられる。

（２）緑被の変化（緑被面積・緑被率）

区 平成17年度 令和元年度 増減

区名 面積 緑被面積 緑被率 緑被面積 緑被率 緑被面積 緑被率

西区 2914.00ha 1842.22ha 63.52% 1522.12ha 52.30% -322.1ha -11.22%

北区 1691.00ha 487.10ha 28.77% 298.90ha 17.60% -188.20ha -11.17%

大宮区 1275.00ha 305.24ha 23.88% 213.50ha 16.50% -91.74ha -7.38%

見沼区 3063.00ha 1626.45ha 53.08% 1385.33ha 44.90% -241.12ha -8.18%

中央区 839.00ha 185.27ha 22.11% 89.63ha 10.70% -95.64ha -11.41%

桜区 1860.00ha 1012.69ha 54.45% 862.38ha 45.80% -150.31ha -8.65%

浦和区 1151.00ha 272.02ha 23.57% 144.56ha 12.50% -127.46ha -11.07%

南区 1389.00ha 324.88ha 23.37% 177.57ha 12.70% -147.31ha -10.67%

緑区 2651.00ha 1484.38ha 55.89% 1198.75ha 44.60% -285.63ha -11.29%

岩槻区 4916.00ha 2962.71ha 60.27% 2611.82ha 52.80% -350.89ha -7.47%

市全体 21749.00ha 10502.93ha 48.29% 8504.61ha 38.80% -1998.32ha -9.49%

下表緑被調査の解析方法がそれぞれ異なるが、緑量の推移をわかりやすく示すため、単純比較により整理している。
なお、緑被面積及び緑被率は、樹幹面積より算出したものであり、比較結果は単純に緑地の多用途への転換を示すものではない。



公園緑地図（公園は予定地を含む） 7

３．さいたま市の緑の現況

（３）都市公園・指定緑地の整備状況

• さいたま新都心公園や合併記念見沼公園（セントラルパーク先行整備地区）などの整備に加え、身近な公園（街区公園）の整備を
着実に進めてきた。

• 特別緑地保全地区の指定促進による緑の担保性向上及び市民の緑の触れ合いの機会創出に努めた。
• 都市公園面積及び市民一人当たりの公園面積は、計画策定時より増加している。
• 自然緑地から特別緑地保全地区への移行に伴う面積減はあるが、市民一人当たりの緑のオープンスペース面積も増加している。

種 別
計画策定時
（平成18年度）

(ha)

令和元年度
(ha)

都市公園

住区基幹
公園

街区公園 85.44 111.05 

近隣公園 55.56 66.11 

地区公園 12.79 18.24 

小計 153.79 195.40 

都市基幹
公園

総合公園 72.1 87.68

運動公園 87.3 83.2

小計 159.40 170.88
広域公園 81.20 90.70 

特殊公園
歴史公園 1.74 1.74 

墓園 23.87 27.14 

小計 25.61 28.88 

その他

広場公園 1.20 1.32 

都市緑地 150.46 161.70 

緑道 7.58 13.42 

都市林・緩
衝緑地等

0.25 

運動場 4.32 4.32 

小計 163.56 181.01 
都市公園 計 583.56 666.87 

都市公園
に準ずる公
園

子供広場 6.79 1.99 

民間児童遊園 5.90 3.10 

表面管理 3.85 1.26 

小計 16.54 6.35 

農業公園

市民の森 13.81 13.81

大宮花の丘
農林

10.88 10.88

春おか広場 3.73 3.73

小計 28.42 28.42
都市公園に準ずる公園

計
44.96 34.77

都市公園の整備状況

種別
計画策定時

（平成18年度）
（(ha)

令和元年度
(ha)

近郊緑地保全区域 1328.00 1328.00 

緑地保全地域 （指定なし）
（指定な

し）

風致地区 284.00 284.00 

自然公園 431.00 431.00 

特別緑地保全地区 5.38 

自然緑地 8.97 5.49 

保存緑地 69.58 47.19 

環境緑地 0.55 0.55 

ふるさとの緑の景観地 8.20 8.20 

ふるさとの森 (※) 16.04 0.00 

保安林区域 1.69 1.69 

市民緑地 0.23 0.91 

トラスト保全地 1.86 1.86 

農用地区域 2895 2486.44 

生産緑地地区 392.82 311.05 

計 5437.94 4911.76 

重複 817.41 817.41 

計（重複控除） 4620.53 4094.35 

緑の保全制度などの指定状況

(※)ふるさとの森は、埼玉県条例が廃止されたこと
により、自然緑地・保存緑地に移行した。



２．さいたま市の緑の現況

３．さいたま市の緑の現況

• 平成17年度より公園数が増加したことで、公園の空白地域は減少している。
• 近郊緑地保全区域や生産緑地、開設予定の公園等により、公園の空白地域における緑が補完されている場所がみられる。

（４）公園緑地の整備状況（不足地域の解消に向けた取り組み）

市街化区域内の身近な緑の核の配置計画
（現行緑の基本計画より）
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身近な公園の空白地域と公園緑地の位置
（令和元年度）

■：0.1ha以上の公園等の誘致圏域（250m）
※「公園等」：都市公園、公開された樹林地、都市公園に準ずる公園（子供広場、民間児童遊園、
表面管理、農業公園）、自然公園、その他の公園的空間（調整池、親水広場、他課所管広場）の、
公園緑地とオープンスペース的空間を指す。

・・・



３．市民意識調査結果
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【問1】 さいたま市が緑豊かなまちであると感じるか(単数回答）
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とても感じる, 
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まあ感じる, 
54.3%

あまり感じ

ない, 29.5%

まったく感じない, 
5.3%

わからない, 5.2%

(n=1000)

市民アンケート調査実施概要
（１）調査実施日時

令和２年７月３日～７月６日(４日間)
（2）調査方法

民間事業者の登録モニターを活用した
（3）調査対象

市内在住の満18歳以上69歳以下の男女
1,000人 各年代の男女各100サンプル

４．緑豊かで質の高いまちづくり（市民意識調査結果）

• 「緑豊かなまちである」と感じる人は60.0％で、区別にみても概ね5割を超える評価を得ており、
市全体の緑被が減少傾向にある一方で、まちの緑に対する市民の意識は高い。

• 「心地良い緑」として、公園などの身近な緑や社寺林などの歴史・文化の緑の評価が高い。
• 市に対する市民ニーズが高いのは公園整備・河川整備・街路樹整備である。

（１）インターネット市民意識調査結果
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24.5%
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16.1%

20.3%

0.4%

10.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

公園の木々や水辺

雑木林や屋敷林

神社やお寺の木々

水田や畑などの農地

河川や水路などの水辺

街路樹や道路脇の植え込み

駅前の花壇や植え込み

区役所や学校など公共施設の緑

商業施設などが設置する敷地内や屋上、壁面の緑

住宅の庭木、生垣、植木鉢

その他

特にない(n=1000)

【問２】 市民が心地よいと感じる緑 (複数回答） 【問３】 市に期待する緑の取り組み (３つまで回答）
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58.4%

45.8%

39.3%

21.5%

13.6%

13%

15.4%

6.3%

9.9%

10%

2.1%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

公園の整備・維持管理

河川や水路などの整備・維持管理

街路樹の設置・維持管理

樹林地の保全・活用・再生

農地の保全・活用

区役所や学校など公共施設の緑化

大規模な施設を建築する時の緑化指導

緑に関わるボランティア活動の支援

緑にふれあうイベントなどの開催

自宅や事業所などの緑化への支援

（費用の助成、苗木の配布、講習会の開催など）

その他

特にない／わからない(n=1000)



・ 市内居住者は緑に対する評価は高いが、通勤・通学者の緑への評価は高くない。
・ 県民アンケートでは、「緑に恵まれている」「緑に恵まれていない」と感じる理由の両方に、目に見える緑の多寡が挙げられている。
・ 緑の満足度が高い場所として「氷川神社と氷川参道」と「浦和駅周辺」の回答が多い。

居住エリアの緑に対する満足度(地域別）

通勤通学エリアの緑に対する満足度(地域別）

1
0

４．緑豊かで質の高いまちづくり（市民意識調査結果）

（２）身近な緑現況調査（埼玉県）における市民意識調査結果

心地よいと感じる緑の拠点

氷川神社と氷川参道

浦和駅周辺

10
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４．現行計画の進捗状況・ 緑の将来像「いのちきらめき 緑の風そよぐ 庭園都市・さいたま」の実現手段として４つの基本方針と６３の推進施策を掲げ、短期・
中期・長期の区分により進行管理を行っている。

５．施策の推進体系と取組実績

（１）現行緑の基本計画における施策の推進体系（目標年次：令和２年度）
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５．施策の推進体系と取組実績

（２）緑の基本計画アクションプランに基づく取組成果【１】

緑の基本計画に示す緑の将来像「いのちきらめき 緑の風そよぐ 庭園都市・さいたま」の実現に向け、
基本方針に基づき位置づけられた緑の推進施策に係る具体的な事業の内容と目標を明らかにし、基本計画をより
実効性のあるものにすることを目的に定めたものです。

各事業の評価は、「達成」「概ね順調」「遅れ」の３段階により毎年評価し、進行管理を行ってきました。

施策名 事業数 「達成」 「概ね順調」 「遅れ」

(１)　緑のシンボルづくり 36事業 12事業 19事業 5事業

(２)　都市の緑の核づくり 7事業 0事業 7事業 0事業

(3)　市街地を包む緑の保全・活用 6事業 3事業 2事業 1事業

(4)　緑の風の道づくり 4事業 1事業 2事業 1事業

53事業 16事業 30事業 7事業

基本方針１．地球環境や首都圏の環境を支える緑を守り育てます

施策名 事業数 「達成」 「概ね順調」 「遅れ」

(1)　樹木・樹林地の保全・活用・再生 9事業 2事業 5事業 2事業

(2)　農地の保全・活用 4事業 2事業 2事業 0事業

(3)　歴史・文化の緑の保全・育成 6事業 1事業 4事業 1事業

(4)　身近な緑の核づくり 5事業 1事業 4事業 0事業

(5)　魅力ある緑のまちづくり 8事業 3事業 4事業 1事業

(6)　さまざまな緑化によるまちなみづくり 22事業 7事業 11事業 4事業

54事業 16事業 30事業 8事業

基本方針２．さいたま市らしい身近な緑を守り、つくり、育てます
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５．施策の推進体系と取組実績

（２）緑の基本計画アクションプランに基づく取組成果【２】

施策名 事業数 「達成」 「概ね達成」 「遅れ」

基本方針１．地球環境や首都圏の環境を支える緑を守り育てます 53事業 16事業 30事業 7事業

基本方針２．さいたま市らしい身近な緑を守り、つくり、育てます 54事業 16事業 30事業 8事業

基本方針３．緑と水と風が息づくネットワークをつくります 30事業 6事業 20事業 4事業

基本方針４．緑のさいたま市民によるパートナーシップを築きます 43事業 9事業 31事業 3事業

合計　〈再掲事業を含む〉 180事業 47事業 111事業 22事業

合計　〈再掲事業を含まない〉 67事業 13事業 51事業 3事業

【全体】

施策名 事業数 「達成」 「概ね順調」 「遅れ」

(1)　東西を結ぶ緑の帯づくり 8事業 3事業 3事業 2事業

(2)　安全で健康的な暮らしを支える緑の道のネットワークづくり 10事業 2事業 7事業 1事業

(3)　彩りのある緑の散歩道ネットワークづくり 3事業 0事業 3事業 0事業

(4)　水と風のネットワークづくり 3事業 0事業 3事業 0事業

(5)　いのちきらめくエコロジカル・ネットワークづくり 6事業 1事業 4事業 1事業

30事業 6事業 20事業 4事業

基本方針３．緑と水と風が息づくネットワークをつくります

施策名 事業数 「達成」 「概ね順調」 「遅れ」

(1)　緑を育む意識づくり 11事業 1事業 10事業 0事業

(2)　市民・団体・事業者との協働による花と緑づくり 13事業 4事業 8事業 1事業

(3)　緑の人材の育成と活用 8事業 2事業 6事業 0事業

(4)　市民・団体・事業者の取り組みの支援体制づくり 8事業 1事業 5事業 2事業

(5)　環境に配慮した緑を確保する仕組みづくり 3事業 1事業 2事業 0事業

43事業 9事業 31事業 3事業

基本方針４．緑のさいたま市民によるパートナーシップを築きます

概ね順調
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（３）基本方針１．地球環境や首都圏の環境を支える緑を守り育てます

• さいたま市全体の緑の骨格を形成する緑（緑のシンボル軸）を保全し、その質の向上に努めた。

５．施策の推進体系と取組実績

【主な取組成果】

■首都圏の環境を支える緑の保全、緑の創出

• さいたま市見沼田圃基本計画の策定（平成２３年）

• 氷川参道の並木保全のため参道沿いに中低木を植栽（累計７９５ｍ）、

一部区間を歩行者専用化（令和元年）

• 良好な自然環境を有する樹林地を公開型の自然緑地として指定・整備

（令和元年度末時点 ２１地区 ５．４９ha）

• 保全の緊急性・重要度を鑑み、特に貴重な緑地を特別緑地地区に指定

（令和元年度末時点 １３地区 ５．３８ha  うち見沼田圃斜面林5地区を指定）

• サクラサク見沼田んぼプロジェクト推進事業として、見沼田圃に桜を植樹（総延長20.45㎞）

• 氷川緑道西通線（南区間）を開通

■緑の活用、公園整備

• 見沼代用水と一体となった斜面林を開放し、散策路や休憩施設を整備

• ビューポイント等へ休憩施設（ベンチ7か所）を設置

• 見沼通船堀公園、合併記念見沼公園、秋葉の森総合公園等の整備

• 見沼通船堀の保全と整備（園路再整備、休憩施設の改修 等）

• 身近な公園整備事業の推進（令和元年度末時点 ８９４公園）

見沼田圃の桜の回廊

身近な公園整備 （美園台公園 緑区）

【今後の取り組みに向けた課題】

①見沼田圃や氷川参道は、現在も緑のまとまりを維持しており、都市住民との交流、歴史・文化を受け継ぐ景観資

源として活用を図りながら、引き続き保全に取り組む必要がある。

②見沼田圃斜面林の公有地化に取り組み、緑の担保性向上に努めているが、整備や維持管理の側面を踏まえ

斜面林保全についての考え方を再整理する必要がある。

③身近な緑である公園は年々増加傾向にあるが、周辺の環境変化に合わせた維持管理（倒木や落葉、住民協

働による維持管理など）の方法を再整理する必要がある。



４．現行計画の進捗状況

（４）基本方針２．さいたま市らしい身近な緑を守り、つくり、育てます
• 樹林地や農地が点在する区域では、緑を保全しつつ緑を活用したまちづくりを推進した。
• 緑が少ない市中央部の南北に伸びる区域では、安全な都市づくりを目指し公園などのオープンスペースの確保に努めた。
• 都市の緑を保全するため、生産緑地の指定促進や市民農園の整備に努めた。

５．施策の推進体系と取組実績

【主な取組成果】

■市街地の緑の創出

• 公立保育園及び学校の芝生化、学校における緑のカーテン設置

• 大宮盆栽村地域内に大宮盆栽美術館の開館（平成２１年）、盆栽文化の情報発信

• 「みどりの街並みづくり助成事業」「生垣助成事業」による民有地の緑化推進

• 開発行為に伴う緑化協議による緑の創出の推進 令和元年度末時点累計 1,461件 182ha）

• 公共施設における緑の創出及び緑の維持管理に係るマニュアルの運用

① 公益施設緑化マニュアル（平成２１年）

② 公共用地における樹木等の管理ガイドライン（平成３０年）

・ 都市計画道路の緑化推進

（令和元年度末時点 整備延長3.7㎞ 高木・中木63本、低木1,308㎡を植栽）

・ 景観重要樹木の指定（令和元年度末時点 ４件指定）

■都市農地の保全

• 生産緑地地区の指定促進（令和元年度末時点 1,333地区 319.34ha）

• 市民農園整備

（令和元年度末時点 栽培収穫体験農園数48か所 市民農園利用区画数2,730区画）

• 地産地消事業（特別栽培農産物の生産等の促進）

景観重要樹木（JR土呂駅東口駅前広場のアカマツ（3本）
平成31年3月27日指定 指定番号第4号

15

公共施設の緑化（緑のカーテン） さいたま市役所

【今後の取り組みに向けた課題】

①身近な場所の良好な緑を維持するため、公園遊具の更新や樹木の適正な維持管理を継続して行う必要がある。

②民間緑地に対する支援について、所有者が維持管理を行うことが困難な事例や、周辺環境の変化に伴い、越境や

落葉などの問題も生じている現状を踏まえた支援方法を検討する必要がある。

③生産緑地などの都市農地が減少傾向にある中、都市農地の保全だけでなく活用も含めた施策展開が必要。
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（５）基本方針３．緑と水と風が息づくネットワークをつくります

５．施策の推進体系と取組実績

• 緑の骨格軸を基軸とした緑の保全・活用
• 市街地における緑の創出を推進し、大きな緑を身近な緑でつなぐ「緑のネットワーク」づくりを推進した。

【主な取組成果】

■多様な生き物の生息地・生育地となる緑の確保

• さいたま市見沼田圃基本計画の策定（基本方針１再掲）

• 特別緑地保全地区の指定 （基本方針１再掲）

• 田島ヶ原サクラソウ自生地の保護を目的とした周辺の環境整備や維持管理の検証

• 生産緑地地区の指定、市民農園の整備（基本方針２再掲）

• 高沼用水路整備事業の推進（水辺環境整備・親水性の高い水辺空間づくり）

• 環境影響評価の実施（令和元年度末時点 環境影響評価実施案件 10件）

■人が安全で快適に歩くことができる緑の道の整備

• 氷川参道の並木保全のため参道沿いに中低木を植栽（累計７９５ｍ）、

一部区間を歩行者専用化（基本方針１再掲）

• 見沼代用水と一体となった斜面林を開放し、散策路や休憩施設を整備（基本方針1再掲）

• ビューポイント等へ休憩施設（ベンチ7か所）を設置（基本方針1再掲）

• 都市計画道路の緑化推進（基本方針１再掲）

国指定特別天然記念物 田島ケ原サクラソウ自生地（桜区）
昭和27年年3月29日指定

公開された樹林地 （南中丸緑地公園 見沼区）

【今後の取り組みに向けた課題】

①緑のネットワークづくりに向け、特別緑地保全地区や生産緑地の指定等による保全と公園整備や民有地へ
の緑化支援等による緑の創出を引き続き推進する必要がある。
②特に、南北を繋ぐ鉄道沿線における緑の不足や公園空白地域の解消に向け、身近な場所への緑を積極的
に創出し、ネットワークの強化に取り組む必要がある。
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４．現行計画の進捗状況

（６）基本方針４．緑のさいたま市民によるパートナーシップを築きます

５．施策の推進体系と取組実績

• 市民との協働による市街地の緑の創出・緑地の保全
• 緑の啓発を目的としたイベントや講習会の開催、ガイドブック等による情報発信
• 環境教育・学習推進事業の促進
• 愛着の持てる公園づくりの推進

【主な取組成果】

■市民活動の支援、緑に関する情報発信

• 緑化ボランティア団体の活動を支援

（さいたま市みどり愛護会、さいたま市花いっぱい運動推進会）

• 緑に関する広報活動、緑や農情報に関するガイドブックの発行

• 「区の花」の制定による個性を生かした愛着あるまちづくりの推進（平成22年）

• 企業・団体との協働によるさいたま新都心駅での飾花活動

• 認定市民緑地制度を活用した民間活力による緑のまちづくりの推進

■愛着の持てる公園づくりの推進

• 都市公園におけるPark-PFI制度の導入・活用

• 公園美化ボランティアの活動を支援

■緑に関するイベント・講習会の開催（※）

• 緑化イベントの開催（シビックグリーンさいたま、みどりの祭典、緑のカーテン講習会）

• 市民主体によるオープンガーデンの取り組みを支援（見沼区・緑区）

• 環境保全標語・ポスターコンクールの実施

• 緑環境講座（自然や緑・花をテーマとした講座）の実施

※令和2年度の事業については、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に
より、緑に関するイベントの開催を中止する等の影響があった。 緑のイベント
の開催に関する事業については、今後も影響を受ける可能性がある。

認定市民緑地（コクーンシティ （大宮区））
平成30年5月 片倉工業㈱をみどり法人指定

市民協働による花いっぱい運動の推進（南区）

【今後の取り組みに向けた課題】

①ボランティア活動の推進やイベント等による緑化啓発に引き続き取り組み、市民の緑に関する関心

と理解を一層高め、あらゆる世代が社会活動に参加できるための仕組みづくりが必要である。

②民間活力を導入し、様々な市民ニーズに柔軟に対応した緑の空間での賑わいの創出を推進する

必要がある。
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２．都市公園を市民１人当たり１０㎡以上確保します。また、都市公園を含めた
核となる緑のオープンスペースを市民１人当たり１５㎡以上確保します。

０.２５～１ha程度のまとまりのある樹林地・農地・公園などの緑や水辺を、歩いて行ける範囲
（約５００m）に確保することを目指します。

① さいたま市緑に条例に基づく、開発事業者との緑化協議 （敷地の20％以上の緑化を指導）

② 公共施設緑化マニュアルの策定・運用（敷地の25％以上の緑化に係る協議）

③ 屋上緑化・壁面緑化の推進

④ 家庭内緑化を推進するため、「みどりの街並みづくり助成」「生け垣助成」による緑化支援

⑤ 「公共用地における樹木等の管理ガイドライン」による、公共施設の緑の適正な管理を推進

５．市民誰もが身近な場所で緑豊かと実感できる質の高いまちを目指します。
（さいたま市総合振興計画策定に係る市民意識調査より引用）

４．公共公益施設は敷地の２５％以上、民間施設は敷地の２０％以上の緑化に
努めます。

【令和元年度末時点】

〇市民1人当たりの都市公園面積 ５．０６㎡

（公園数 ９９１ 公園面積合計 ６６６．８６ha 人口 １，３１８，３６３人）

〇市民１人当たりの緑のオープンスペース面積 １０．７９㎡

５．施策の推進体系と取組実績

（７）緑の目標水準達成に向けた取り組み状況

１． 担保性のある緑を市域の３５％以上確保します。

計画策定時
（平成１８年度）

目標
（令和２年度）

実績
（令和元年度）

●樹林地や農地を保全するために法律・条例などで指定する区域の目標

樹林地・農地などを保全する区域
（指定緑地・地域性緑地・農用地など）

４,６２０ha ５,２００ha ４,０９５ha

●公園などの整備や施設の緑化によって確保する緑の目標

都市公園 ５８４ha １,３００ha ６６７ha

都市公園に準じる公園や緑地 ３６８ha ５１０ha ５３０ha

公共公益施設植栽地や制度に基づく緑化地 １７３ha ２７０ha ４１６ha

河川・水路 ３４０ha ３４０ha ３４０ha

計
６,０８５ha

（２８.０％）
７,６２０ha

（３５.０％）
６,０４４ha

（２７．８％）

※都市公園に、公開された樹林地・子供広場・民間児童遊園・緑道・農業公園・グラウンド・

調整池・調節池・公共公益施設植栽地・その他の施設緑地を加えたものを指します。

３．まとまりのある緑を歩いて行ける範囲に確保します。

調査年度 調査項目 割合 増減
Ｈ１３

さいたま市は自然が豊かであると感じる市民の割合
31.9％

-4.9
R１ 27.0％

H２５ 街なかに緑や開放的な空間が感じられ、快適な生活ができて

いると感じる市民の割合

53.8％
+5.5

R１ 59.3％

Ｈ２５
市内の景観（まちなみ、自然等）に魅力を感じる市民の割合

51.8％
-0.1

R１ 51.7％

■：0.1ha以上の公園等の誘致圏域
（250m）

身近な公園の空白地域と公園緑地の位置
（令和元年度）
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６．さいたま市をとりまく社会・環境変化への対応

人口減少・超高齢化時代の到来
【次期総合振興計画（素案）】

「生涯現役」社会の実現
・社会参加や生涯学習に取り組める環境づくり
・住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり

安全・安心に対する意識の変化
【次期総合振興計画（素案）】

ハード・ソフトの両面による「災害に強いまちづくり」の推進
・建築物の耐震化支援や治水対策、災害時の被害拡大防止【公助】
・自らの命は自らが守る【自助】
・自分たちのまちは自分たちで守る【共助】

地球規模での環境問題の深刻化
【次期総合振興計画（素案）・グリーンインフラ推進戦略 他】

地球温暖化に対する市民や事業者の意識高揚
・持続可能・再生可能なエネルギーの確保・普及促進
・温室効果ガス削減につながる多様なモビリティの普及促進
・自然環境の保全・活用・再生、都市緑化の推進、緑のイン
フラの再構築などによる人と自然が共生する社会の実現

社会の多様性と市民協働・官民連携の高まり
【次期総合振興計画（素案）・グリーンインフラ推進戦略 他】

多様な主体の参画による地域力の維持・向上
・人々が主体的に地域の課題を解決していくまちづくりの推進
・国際交流・多文化共生社会の推進
・企業によるCSR活動やコミュニティビジネスの取組支援
・コミュニケーション形成の場としての都市農業の振興

（１）さいたま市を取り巻く社会・環境の変化と課題

（２）新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性（令和２年８月31日国土交通省発表）
■今後の都市政策の方向性
○ 大都市は、クリエイティブ人材を惹きつける良質なオフィス、住環境（住宅、オープンスペース、インターナショナルスクール等）、

文化・エンタメ機能等を、郊外、地方都市は、住む、働く、憩いといった様々な機能を備えた「地元生活圏の形成」を推進
○ 大都市、郊外、地方都市それぞれのメリットを活かして魅力を高めていくことが重要
○ 様々なニーズ、変化、リスクに対応できる柔軟性・冗長性を備えた都市が求められる
○ 老朽ストックを更新し、ニューノーマルに対応した機能（住宅、サテライトオフィス等）が提供されるリニューアルを促進
○ 郊外や地方都市でも必要な公共交通サービスが提供されるよう、まちづくりと一体となった総合的な交通戦略を推進
○ 自転車を利用しやすい環境の一層の整備が必要
○ 街路空間、公園、緑地、都市農地、民間空地などまちに存在する様々な緑やオープンスペースを柔軟に活用
○ リアルタイムデータ等を活用し、ミクロな空間単位で人の動きを把握して、平時・災害時ともに過密を避けるよう人の行動を誘導
○ 避難所の過密を避けるための多様な避難環境の整備
○東京一極集中の是正が進みやすくなる可能性
○ゆとりあるオープンスペースへのニーズの高まり

都市の持つ集積のメリットは活かしつつ、「三つの密」の回避、感染拡大防止と経済社会活動の両立を図る新しいまちづくりが必要
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６．さいたま市をとりまく社会・環境変化への対応

（３）緑に関する新たな潮流

法令等名 改正年月 改 正 内 容

都市公園法 H29.5 公募設置管理制度（Park-PFI)の創設、ＰＦＩ事業の設置管理許可期間の延伸
保育所等の占用物件への追加、公園の活性化に関する協議会の設置、都市公園の維持修
繕基準の法令化

都市緑地法 H29.6 緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度の拡充、市民緑地認定制度の創設
緑化地域制度の改正、緑地の定義への農地の明記、緑の基本計画の記載事項の追加

生産緑地法 H29.5 面積要件の引き下げ、直売所・農家レストランの設置、特定生産緑地制度の創設

みどり関連法令の改正

持続可能な開発目標（SDGs） 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり

令和時代の新たな価値
創造や様々な地域課題へ
対応する新たなまちづくりの
方向性として、官民のパブ
リック空間（街路、公園、広
場、民間空地等）をウォーカ
ブルな人中心の空間に転換
していくことで、「イノベーショ
ンの創出」と「人間中心の豊
かな生活の実現」を図ること
が示されている。

出典：「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の再生～都市におけるイノベーションの
創出と人間中心の豊かな生活の実現～

都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会（令和元年6月作成）

みどりをとりまく社会情勢の変化

2015年9月の国連サミットで採択された、「誰一人取り残さない」持
続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を達成
年限とする17の国際目標。

17の目標は、社会、経済、環境等の3側面から捉えられる世界が
直面する課題を網羅的に示している。

出典：持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けて日本が果たす役割
外務省国際協力局地球規模課題総括課（令和2年9月作成）

ロゴ出典：
国連広報
センター
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６．さいたま市をとりまく社会・環境変化への対応

（４）みどりに関連する制度・方針

グリーンインフラ推進戦略（令和元年7月）

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環

境が有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観

形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくり

や地域づくりを進めるグリーンインフラに関する取組を推進する。

出典：グリーンインフラストラクチャー～人と自然環境のより良い関係を目指して～
国土交通省総合政策局環境委政策課（平成29年3月作成）

生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き

平成30年4月 国土交通省都市局公園緑地・景観課

都市の生物多様性確保に必要な生物の生息・生育地となる緑

地の保全や創出、ネットワーク化を計画的に推進するため、都市

における総合的な緑のマスタープランである緑の基本計画に生物

多様性に関する方針や施策を位置づけることが有効である。
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７．次期緑の基本計画の改定に向けて（現行計画を踏まえた方向性の整理）

• 見沼田圃、荒川、元荒川は引き続き
本市の緑の大きな骨格であり、都市
の基盤となっている。

• これらの緑は首都圏において貴重な
まとまった自然環境であるとともに、
さいたま市独自の自然や文化のシン
ボルとなっている。

本市の都市構造と緑の構造の変化(1)

• しかし、それらの大きな骨格の緑において
は、土地利用転換が行われた土地や、管理
が低下している緑も見られる。

• 緑をとりまく社会情勢が変わる中、既存制
度等に基づくこれまでの取組のみでは、緑
の保全・活用を十分推進できない状況にあ
る。

• 緑のシンボルの保全・活
用の方向性の継承。

• 緑のシンボルと市街地と
を結ぶ、緑のネットワー
ク形成の方向性の継承。

• 上記を推進するための、
社会情勢等の変化に対応
可能な新たな方策の展開。

⇒Ａ,Ｃ※

市民ニーズを踏まえた課題の整理(2)

• 市民は、「緑豊かなまちである」と
感じる人が過半を占める。

• 「市に期待する緑の取り組み」は、
公園の整備・維持管理、河川や水路
などの整備・維持管理、街路樹の設
置・維持管理が上位を占め、緑の整
備・維持管理双方を期待している。

• 一方、地区別では、大宮区、浦和区等中心
的な市街地が立地する地区では他の地区に
比べて「緑豊かなまちである」と感じる人
の割合が低い。

• また、さいたま市への通勤・通学者の緑へ
の評価は県内他地域に比べ低い。

• 市街地中心部、市街地が大半を占める地区
においては他の区域に比較して緑への評価
が低い状況にある。

• 緑の量の確保とともに、
維持管理の推進。

⇒Ｂ,Ｃ
• 市街地における、緑を活
用した都市の質的向上、
生活の質の向上。

⇒Ｂ

現況、動向 課 題 改定に向けた検討の方向性

• ３つの緑のシンボルに挟まれる地域
の、市街地中心部では緑化、官民連
携による緑の創出、活用の取組が進
んだ。

• 一方で、市街地周縁部においては、
市街地に点在する農地、雑木林や屋
敷林等のさいたま市らしい緑地が保
全された。

• 身近な範囲において緑が不足する地域が存
在する。

• 市街地と緑のシンボルのネットワーク形成
が十分ではない。

※）P24のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄと対応。以下同様。
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現行計画の取り組みを踏まえた今後の方向性(3)

・緑を保全していく上で、量の確保だけでなく、
緑を活用することも重要であることから、緑
の機能を生かした維持管理が必要である。

７．次期緑の基本計画の改定に向けて（課題と方向性の整理）

• 人口減少・超高齢化時代の到来等、
今後本市をとりまく社会・環境変化
が予想される。

• 緑に関する新たな潮流として、グ
リーンインフラの形成、生物多様性
確保、SDGsの目標達成等や、新型コ
ロナ危機を踏まえたまちづくりの推
進等の検討が重要となっている。

社会の変化に対応した 緑のまちづくりの方向性(4)

• 都市における緑に期待される機能が多様な
ものとなっている。

• 具体的には、防災・減災や生物多様性の確
保、居心地が良く歩きたくなるまちづくり
等において、緑の有する機能の発揮が期待
されるが、一方、維持管理の低下（担い手
減等）により、緑が有する機能を十分発揮
できていない場合もある。

• 多様な主体の連携によ
る、緑がもつ多機能性の
さらなる発揮。
⇒Ｄ

• 緑の活用による、都市に
おける社会的課題の解
決、持続可能性を高める
取組の展開。 ⇒Ｂ,
Ｃ

現況、動向 課 題 改定に向けた検討の方向性

・個人が緑地を保全するためには、体力や
金銭的な負担が大きく、また、緑地周辺の
環境も変化していることから、所有者の意向
や地域性などを考慮した支援が必要である。

・社会の変化に伴い、緑に対する市民ニー
ズも多様化していることから、行政だけでなく
多様な主体による緑のまちづくりへの参加を
促進する必要がある。

• 緑の量の確保とともに、
良好な生活環境を維持す
るための「緑の質」を意
識した保全・創出・活用
に向けた取組の展開

⇒Ａ,Ｂ,Ｃ
• 多様な主体の連携による
による緑の活用、賑わい
の創出の促進

⇒Ｂ,Ｃ,Ｄ

緑のシンボル軸は現在もまとまりを残して
いるが、農業者の離農などによる緑の減少
が今後も懸念される。

農地が減少する中、都市機能としての生
産緑地を確保しつつ、生産緑地を都市の緑
として積極的に活用することが求められる。

企業や市民との協働による緑化活動に取り
組む中、新型コロナ危機に対応した新たな
枠組みを構築する必要がある。

個人所有の樹林地について、所有者の高
齢化や周辺環境の変化等により、維持管理
がますます困難となることが想定される。

公園整備箇所は着実に増えているが、市
民ニーズに対応した公園不足地域の解消
に向けた取り組みが引き続き必要である。
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７．次期緑の基本計画の改定に向けて

緑の量の確保とともに、緑が持つ多機能性の発揮に向けた「質の向上重視」への転換

Ａ．本市の象徴であり、広域的にも重要な「緑のシンボル軸」の保全・活用・創造に向けた取り組みの継続。

Ｂ．緑の多様な機能を活用した、防災・減災機能が発揮された持続可能で魅力あるまちづくりの推進

Ｃ．「生き物の生息や移動」「居心地の良いウォーカブル空間」の視点による、緑のネットワークの形成

Ｄ．緑の担い手の減少を背景とした、市民協働や官民連携による主体的な緑のまちづくりの推進

次期緑の基本計画の改定の方向性（案）

② 緑の機能に着目した気候変動対応
土壌等を活用した雨水の貯留浸透対策や植栽による暑熱緩和対策

③ 自然環境と調和した快適な都市空間の形成
・SDGｓ目標達成に向けた自然環境豊かな都市空間の形成（環境と共生したインフラ整備や土地利用の推進）
・防災・減災や都市の魅力・価値向上のための緑及び緑のオープンスペースの配置・活用

④ 多様な主体の参画による豊かな生活空間の形成
・緑の活用による人と自然の繋がりや多様な活動の舞台となる豊かな生活空間の形成
・本市特有の歴史や文化に名指した自然資産の持続的な維持管理
・Park-PFI制度の活用・推進、 社会や市民生活の変化（様々なニーズ）に柔軟に対応した公園の賑わい創出の推進

① 現行計画の「緑の将来像」及び「緑のシンボル軸」の承継
・本市が目指す「水と緑に囲まれたコンパクト＋ネットワーク型の都市型構造」の実現に向け、現在の「緑の将来像」「緑のシン
ボル軸」を次期計画に継承する。
・実現手段としてこれまで掲げてきた基本方針や目標水準等について、以下方向性を踏まえ整理する。

⑤ 官民連携による地域の多様性を踏まえた将来像（未来ビジョン）の構築
・地域の特性の現状分析を踏まえた、魅力的でわかりやすいビジュアルによる都市の将来像を示す。
・現在取り組んでいる官民連携によるまちづくりを、緑の視点から再整理を行う。

改定に向けた今後の方向性の整理


