
 

 

１３４

 
緑の現況 

中央には鴻沼川・高沼用水路が流れ、新幹線沿線の緩衝帯が連続しています。新大宮バイパス

の西側には、屋敷林・農地などの緑が比較的残っている地域がありますが、全体的に緑は少なく、

緑被率は市内で最も低い状況となっています。都市公園は、与野公園・与野中央公園・八王子公園

などが整備されています。また、中央区は市場町・宿場町として栄えた歴史的な資源がある一方、東

北部ではさいたま新都心の整備が進み、新しいまちなみが形成されています。

中中央央区区  ● 面積    ８３９ha  ● 人口  ９０,５６２人 （平成１７年４月） 

鴻沼川 上町氷川神社

圓乗院 与野本町通り

けやきひろば 与野公園

さいたまスーパーアリーナの壁面緑化 国道４６３号のケヤキ並木



 

 

１３５

■緑被分布図 

■緑の現況 

0 0.5 1 Km 

N 

与与野野公公園園  

上上町町氷氷川川神神社社

鴻鴻沼沼川川  

ささいいたたまま新新都都心心  

国国道道４４６６３３号号  

●緑被地面積・緑被率 

１８５.２７ha  ２２.１１％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

１.６７㎡/人 裸地（25.95ha 3.10%）
道路・ 

建築物等

77.89% 

樹林地（87.92ha 10.49%） 

草地（29.68ha 3.54%） 

農地（田）（4.51ha 0.54%）

農地（畑）（32.83ha 3.92%）

水面（4.32ha 0.52%）

屋上緑地（0.06ha 0.01%）

けけややききひひろろばば  

 
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 
 



 

 

１３６

緑のまちづくりに向けて 
●鴻沼川・高沼用水路の緑の保全と創出 

・ 鴻沼川の緑の保全に努め、親しみやすい川づくりを進めます。 

・ 高沼用水路の緑の保全に努め、生き物の生育や生息に配慮した整備を進めます。 

・ 河川・水路周辺で魅力ある緑化を促進します。 

●歴史を伝える緑や身近な緑の保全・活用・整備 
・ さいたま新都心駅・与野駅・北与野駅・与野本町駅・南与野駅周辺では、花や緑による魅力づく

りに努めます。 

・ 上町氷川神社などの社寺林・歴史的資源や屋敷林・農地などの保全に努めます。 

・ 生垣の助成など住宅地の緑づくりを支援します。 
・ 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。 

●都心における緑の創出 

・ さいたま新都心周辺では、積極的に緑を創出したまちなみづくりを目指し、緑化地域の指定を検

討します。 

●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 

・ 鴻沼川・高沼用水路・白神川などの水辺を軸として、公園や歴史的資源などを結ぶ緑のネットワ

ークづくりを進めます。 

・ 与野七福神などの歴史的資源の保全とこれらを活かした歴史の散歩道ネットワークづくりに努め

ます。 

・ 国道４６３号のケヤキ並木の保全と育成に努めます。また、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。 
・ 新幹線沿線の緩衝帯の緑化に努めます。 

●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。 
・ いずみ高校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 

■鴻沼川・高沼用水路の保全と活用に努めます。 

■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。 
■さいたま新都心周辺では、緑を積極的に創出した魅力あ

るまちなみの形成に努めます。 
■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      歴歴史史にに培培わわれれたた緑緑とと新新ししいい緑緑がが融融合合すするる美美ししいいままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ 与野中央公園 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 



 

 

１３７

凡例 

主な公園緑地など 

  （計画・構想） 

緑の骨格軸 主な歴史・文化の緑 

花と緑の駅 

主な公共公益

施設 
歩行者ネットワーク 

街路樹・歩道などを 
備えた主な道路 

緩衝帯 

緑の帯 

  （計画） 

■中央区の緑の将来像図 

白白神神川川  

上上町町氷氷川川神神社社  

新新大大宮宮ババイイパパスス  

円円福福寺寺  
弘弘法法尊尊院院  

国国道道１１７７号号  

円円乗乗院院千千代代桜桜  

別別所所沼沼公公園園  

ケケヤヤキキ並並木木  

上上落落合合北北公公園園  

国国道道４４６６３３号号  

八八王王子子多多目目的的広広場場  

天天祖祖神神社社  

一一山山神神社社  

鴻鴻沼沼川川  

上上落落合合公公園園  

高高沼沼用用水水路路東東縁縁 

正正圓圓寺寺ののドドウウダダンンツツツツジジ  

中中央央区区役役所所  

与与野野公公園園  
与与野野本本町町駅駅  

鈴鈴谷谷大大堂堂  

妙妙行行寺寺ののモモククココクク  

 

南南与与野野駅駅  

高高沼沼用用水水路路西西縁縁  

けけややききひひろろばば  

ささいいたたまま新新都都心心駅駅  
高沼用水路の整備

と周辺の緑化推進 

駅周辺の積極的な緑の創出 

与与野野駅駅  

北北浦浦和和駅駅  

北北与与野野駅駅  

大大戸戸公公園園  

与与野野のの大大カカヤヤ 

直売所 

学校 

緩衝帯の緑化 

彩彩のの国国ささいいたたまま

芸芸術術劇劇場場  

与与野野中中央央公公園園  

0 0.5 1 Km 

N 

鴻沼川・高沼用水路の緑の保全・

創出と緑のネットワークづくり 

八八王王子子公公園園  

与野七福神などを活かし

た緑のネットワークづくり 

緑化地域の指定検討 

雑木林などの身近

な緑の保全・活用 



 

 

１３８

 
緑の現況 

西には荒川の河川敷が広がっています。荒川と鴨川に挟まれるように、屋敷林や農地が点在する

地域があり、緑の多い田園的な面影を残しています。東部や南部は、住宅を中心とする市街地が形

成される地区です。また、桜区は古墳群や神社仏閣などの歴史的資源が多く残されているのが特徴

です。都市公園は、荒川の河川敷に、桜草公園・秋ヶ瀬公園・荒川総合運動公園などの大規模な公

園が整備されていますが、市街地の中で身近な公園の計画的な整備が必要です。 
 

桜桜区区  ● 面積  １,８６０ha ● 人口  ９１,２９２人 （平成１７年４月） 

荒川 田島ケ原サクラソウ自生地

荒川総合運動公園 鴨川

鴻沼川と秋ヶ瀬緑道 鴨川堤桜通り公園

プラザウエスト・桜区役所 田島氷川神社



 

 

１３９

0 0.5 1 Km

N 

■緑被分布図 

■緑の現況 

埼埼玉玉大大学学  

鴨鴨川川  

秋秋ヶヶ瀬瀬公公園園  

荒荒川川総総合合運運動動公公園園  

鴻鴻沼沼川川  

●緑被地面積・緑被率 

１,０１２.６９ha  ５４.４５％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

１８.４８㎡/人 

裸地（60.08ha 3.23%）

道路・ 

建築物等

45.55% 

樹林地（203.70ha 10.95%） 

草地（430.17ha 23.13%） 

農地（田）（198.55ha 10.67%） 

農地（畑）（59.00ha 3.17%） 

水面（61.01ha 3.28%） 屋上緑地 0.18ha 0.01%）

荒荒川川  

国国道道４４６６３３号号  

田田島島氷氷川川神神社社 

ププララザザウウエエスストト  
桜桜区区役役所所  

 
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 
 



 

 

１４０

緑の将来目標 
■荒川と周辺の自然環境を守り、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。 
■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。 

緑のまちづくりに向けて 
●荒川と周辺の緑の保全・活用 

・ 国指定特別天然記念物の田島ケ原サクラソウ自生地などの貴重な自然環境の保全に努めます。 
・ 広域的なエコロジカル・ネットワークの拠点を目指します。 
・ 自然環境に配慮したスポーツ・レクリエーションの場づくりと、高規格堤防や調節池の整備を検討

します。 
・ 鴨川や鴻沼川などの河川では、親しみやすい川づくりを進めます。 
・ 自然環境と調和した、まとまりのある農地を保全します。 

●歴史を伝える緑や身近な緑の保全・活用・整備 
・ 社寺林・古墳などの歴史的資源や屋敷林・農地などの保全に努めます。 
・ 西浦和駅・中浦和駅周辺では、花や緑による魅力づくりに努めます。 
・ 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。 
・ 生垣の助成など住宅地の緑づくりを支援します。 
・ 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。 
・ 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。 
・ 埼玉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 
・ 荒川・鴨川・鴻沼川・白神川などの水辺を軸として、公園や歴史的資源を結ぶ緑のネットワークづ

くりに努めます。 
・ 国道４６３号のケヤキ並木の保全と育成に努めます。また、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。 
・ 新幹線沿線の緩衝帯の緑化に努めます。 

●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。 
・ 埼玉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。 

 

緑緑のの将将来来像像        荒荒川川のの自自然然ににつつつつままれれたた、、緑緑ああふふれれるるままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ 秋ヶ瀬公園 
・ 荒川彩湖公園 
・ 西堀高沼公園 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 



 

 

１４１

 ■桜区の緑の将来像図
まとまりのある農地の保全 スポーツ・レクリエーション

の場づくり 

秋秋ヶヶ瀬瀬公公園園  

桜桜草草公公園園  

荒荒川川 

高規格堤防・調節池

の整備の検討 

埼埼玉玉大大学学  

自然環境と調和する

農地と里やまの保全 鴨鴨川川堤堤桜桜通通りり公公園園 

白白鍬鍬塚塚山山古古墳墳  

神神明明寺寺古古墳墳  

薬薬師師堂堂ののママキキ  

薬薬師師堂堂ののヒヒイイララギギ  

大大泉泉院院ののウウススギギモモククセセイイ  

身身形形社社ののセセイイココノノヨヨシシ自自生生地地  

大大久久保保のの大大ケケヤヤキキ  

栄栄和和３３丁丁目目公公園園  

桜桜区区役役所所  

白白神神川川  

鴻鴻沼沼川川  

田田島島西西公公園園  

高高沼沼用用水水路路 

鴨鴨川川  

かかねね山山古古墳墳  

権権現現塚塚古古墳墳  

新新大大宮宮ババイイパパスス  

国国道道４４６６３３号号  

緩衝帯の緑化 

西西堀堀高高沼沼公公園園  

中中浦浦和和駅駅  

大大久久保保浄浄水水場場  

ププララザザウウエエスストト  

西西浦浦和和駅駅  

林林鐘鐘寺寺ののイイトトザザククララ  

荒荒川川総総合合運運動動公公園園通通りり  

大大久久保保神神社社社社叢叢 

塚塚山山古古墳墳  

千千貫貫樋樋水水郷郷公公園園  

西西堀堀氷氷川川神神社社  

田田島島氷氷川川公公園園  

御御獄獄神神社社ののイイヌヌママキキ  

如如意意輪輪観観音音堂堂ののカカシシワワ  

ケケヤヤキキ並並木木  

浦浦和和西西体体育育館館  

中中島島市市民民緑緑地地  

八八島島公公園園  

新新開開臨臨時時ググララウウンンドド  

記記念念総総合合体体育育館館  

田田島島ケケ原原ササククララソソウウ自自生生地地  

羽羽根根倉倉河河岸岸跡跡  

荒荒川川総総合合運運動動公公園園  

緊急河川敷道路

の整備 

レレッッズズラランンドド 
浦浦和和斎斎場場  

凡例 

歩行者ネットワーク 

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 

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 

緩衝帯 

緑の帯 

直売所 

学校 

主な公共公益

施設 
  （計画） 

荒荒川川彩彩湖湖公公園園  

田田島島臨臨時時ググララウウンンドド  

0 0.5 1 Km

N 

スポーツ・レクリエーションの場づくり 

鴻鴻沼沼川川  

本本杢杢古古墳墳  
南南与与野野駅駅  

与与野野本本町町駅駅  


