
 

 

１４２

 
緑の現況 

国・県・市の公共公益施設が集まった地区と緑豊かな落ち着きのある住宅地区の２つが共存して

います。鉄道沿線では緑が少なく、北部には比較的樹林地などの分布が見られ、見沼田圃沿いの

一部には斜面林が残っています。浦和区は宿場町として栄えたまちで、中山道沿いに調神社などの

歴史的資源があります。都市公園は、駒場運動公園・北浦和公園・常盤公園などが整備されていま

すが、身近な公園の計画的な整備が必要です。また、浦和駅東口では再開発事業が進められてお

り、新しいまちなみの形成が期待されます。 
     
 

浦浦和和区区  ● 面積  １,１５１ha ● 人口  １４１,２５２人 （平成１７年４月） 

見沼田圃と斜面林 見沼代用水西縁のサクラ並木

調神社 玉蔵院周辺

北浦和公園 天王川コミュニティ緑道

国道４６３号のケヤキ並木 さいたま市役所



 

 

１４３

裸地（37.01ha 3.21%） 

道路・ 

建築物等

76.43%

樹林地（148.55ha 12.87%）

草地（47.95ha 4.16%）

農地（田）（0.73ha 0.06%） 

農地（畑）（34.55ha 2.99%）

水面（3.15ha 0.27%）

屋上緑地（0.08ha 0.01%） 

■緑被分布図 

 ■緑の現況 

0 0.5 1 Km 

N 

北北浦浦和和公公園園  

調調神神社社  

駒駒場場運運動動公公園園  

見見沼沼田田圃圃  

浦和駅

●緑被地面積・緑被率 

２７２.０２ha  ２３.５７％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

１.７４㎡/人 

北浦和駅

ささいいたたまま市市役役所所  

国国道道４４６６３３号号  

 
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 
 



 

 

１４４

緑の将来目標 
■公共公益施設や民有地の緑化を進めます。 
■中山道と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。 
■都心を形成する浦和駅周辺などにおいて、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。 
■緑と水のネットワークづくりを進めます。 
■見沼田圃と周辺の斜面林の保全に努めます。 

緑のまちづくりに向けて 
●公共公益施設や民間施設の緑化推進 

・ 市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。 
・ 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。 
・ 建築物緑化の助成を進めます。 

●歴史を伝える緑や身近な緑の保全・活用・整備 
・ 浦和駅・北浦和駅・与野駅周辺では、花や緑による魅力づくりに努めます。 
・ 玉蔵院・調神社などの社寺林・歴史的資源や屋敷林・農地などの保全に努めます。 
・ 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。 

●都心における緑の創出 
・ 浦和駅・北浦和駅周辺では、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。 
・ 浦和駅東口再開発事業にあわせた緑化に努めます。 

●緑と水のネットワークづくり 
・ 見沼田圃・見沼代用水西縁・天王川コミュニティ緑道・常盤緑道から発展する緑のネットワークづ

くりに努めます。 
・ 中山道と歴史的資源を活かした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。 
・ 鉄道沿線の緑化を促進します。 

●見沼田圃の保全・活用 
・ 見沼田圃、周辺斜面林の保全と、自然を活かした土地の有効利用に努めます。 
・ 見沼田圃の自然環境に配慮したセントラルパーク構想を進めます。 

●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        歴歴史史とと文文化化がが調調和和すするる緑緑豊豊かかなな文文教教ののままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ セントラルパーク構想 
・ 浦和駅東口駅前広場 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 



 

 

１４５

■浦和区の緑の将来像図 

岸岸町町緑緑道道  

見見沼沼田田圃圃  

芝芝川川  

浦浦和和駅駅  

ささいいたたまま市市役役所所  

浦浦和和区区役役所所  

埼埼玉玉県県庁庁  

北北浦浦和和公公園園  
浦浦和和北北公公園園  

岸岸町町緑緑道道  

浦浦和和総総合合運運動動場場  

浦浦和和第第一一女女子子高高校校  
  ユユーーカカリリ樹樹  
  セセンンダダンンババノノボボダダイイジジュュ  

元元町町緑緑道道  

玉玉蔵蔵院院  

別別所所沼沼公公園園  

白白幡幡沼沼  

ケヤキ並木  

国道４６３号 

駒駒場場緑緑地地  
国道１７号  

三三崎崎公公園園  

足足立立神神社社  

大大東東東東児児童童公公園園  

大大原原臨臨時時ググララウウンンドド  

延延命命寺寺ののムムククノノキキ  

東東泉泉寺寺ののボボダダイイジジュュ  

大大東東南南児児童童公公園園  

天天王王川川ココミミュュニニテティィ緑緑道道  

凡例 
見沼田圃シンボル軸 

主な公園緑地など 

  （計画・構想） 花と緑の駅 

条例などによる緑地 

直売所 

学校 

主な公共公益

施設 

主な歴史・文化の緑 

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） 

 

見見沼沼代代用用水水西西縁縁  
上上木木崎崎足足立立神神社社公公園園  

中山道  

廓廓信信寺寺ののカカヤヤ  

本本太太三三角角稲稲荷荷  

調調神神社社・・調調公公園園  

北北浦浦和和駅駅  

与野駅 

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 

常常盤盤緑緑道道  

本本太太氷氷川川神神社社  

駒駒場場運運動動公公園園  

緑化地域の指定検討 

常常盤盤公公園園  

0 0.5 1 Km 

N 

見沼田圃斜面林の保全 

大大原原競競技技場場  

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 

市街地整備事業や駅改修

に伴う緑の創出 
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緑の現況 
台地の端部には別所沼や白幡沼があり、北には鴻沼川・高沼用水路、中央には笹目川、東には

藤右衛門川と見沼代用水西縁などの河川が流れています。東部には、比較的多くの雑木林・屋敷

林・農地が分布しているものの、区全体では、緑が少ない状況です。都市公園は、荒川彩湖公園・別

所沼公園・沼影公園・明花公園などのほか、花と緑の散歩道などの緑道・散策路が整備されていま

すが、今後も身近な公園の計画的な整備や新たな樹林地の創出が必要です。また、新たに（仮）大

谷口公園の整備が予定されています。 

睦神社

● 面積  １,３８９ha ● 人口  １６６,７０５人 （平成１７年４月） 南南区区  

武蔵浦和駅駅前広場

大谷場氷川神社 別所沼公園

白幡沼 六辻水辺公園

花と緑の散歩道 文化センター
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■緑被分布図 

■緑の現況 

●緑被地面積・緑被率 

３２４.８８ha  ２３.３７％ 

●区民 1 人当たりの都市公園面積 

１.２７㎡/人 

裸地（32.89ha 2.37%） 

道路・ 

建築物等

76.63% 

樹林地（139.41ha 10.03%） 

草地（72.26ha 5.20%）

農地（田）（7.26ha 0.52%） 

農地（畑）（55.27ha 3.98%） 

水面（17.73ha 1.28%） 

屋上緑地（0.06ha 0%） 

 
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 
 

0 0.5 1 Km 

N 

別別所所沼沼公公園園  

白白幡幡沼沼  

南浦和駅

荒荒川川  

武蔵浦和駅 

大谷場氷川神社 

睦睦神神社社  

花花とと緑緑のの散散歩歩道道  
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緑の将来目標 
■公共公益施設や民有地の緑化を進めます。 
■水辺空間や周辺の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。 
■駅周辺では、新しい緑を生み出し、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。 

緑のまちづくりに向けて 
●公共公益施設や民間施設の緑化推進 

・ 区役所や学校などの公共公益施設では、屋上緑化や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や壁面緑化を含めた多様な緑化を誘導します。 
・ 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。 
・ 建築物緑化の助成を進めます。 

●河川・水路・沼などの水辺の保全・活用 
・ 鴻沼川・笹目川・藤右衛門川・見沼代用水西縁・白幡沼などでは、親しみやすい水辺づくりを進め

ます。 
・ 調整池の有効活用に努めます。 

●歴史を伝える緑と身近な緑の保全・育成 
・ 武蔵浦和駅・南浦和駅・中浦和駅周辺では、花や緑による魅力づくりに努めます。 
・ 内谷氷川神社・睦神社・太田窪氷川神社などの社寺林・歴史的資源や台地端の斜面林・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。 
・ 身近な場所に樹林地の創出を検討します。 
・ 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。 

●駅を中心とした緑のまちなみづくり 
・ 武蔵浦和駅・南浦和駅周辺では、積極的な緑の創出に努めます。 
・ 武蔵浦和駅周辺では、施設上部を有効に活用して立体的な緑の創出と緑化を誘導します。 

●緑と水のネットワークづくり 
・ 鴻沼川・笹目川などの水辺を活用して、六辻水辺公園・フラワーロードと有効につなぎ、公園や歴

史的資源を結ぶ緑と水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。 
・ 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。 

 

緑緑のの将将来来像像        多多彩彩なな緑緑ががつつななががるる、、住住んんででよよかかっったたままちち  

■今後整備する主な公園など 
・ （仮）大谷口公園 
・ 歩いて行ける身近な公園 

 



 

 

１４９

 
■南区の緑の将来像図 

緩衝帯の緑化 

駅周辺の積極的な緑の創出 

駅周辺の積極的な緑の創出 

明明花花公公園園  

浦浦和和向向公公園園  

東東中中尾尾公公園園  

フフララワワーーロローードド  

篠篠堤堤公公園園  

見見沼沼代代用用水水西西縁縁  

太太田田窪窪氷氷川川神神社社  
行行弘弘寺寺ののツツババキキ  

舟舟山山公公園園  

藤藤右右衛衛門門川川  

大大谷谷口口細細野野公公園園  

文文蔵蔵フフィィッットトネネスス広広場場  

浦浦和和記記念念公公園園  

文文蔵蔵公公園園  

御御獄獄公公園園  

一一ツツ木木公公園園  

六六辻辻水水辺辺公公園園  

白白幡幡市市民民緑緑地地  

辻辻中中道道公公園園  

神神明明丸丸公公園園  

白白幡幡公公園園  

辻辻児児童童公公園園  

根根岸岸西西児児童童公公園園  

真真福福寺寺ののイイチチョョウウ  

睦睦神神社社社社叢叢  
白白幡幡沼沼  

武武蔵蔵浦浦和和駅駅  

沼沼影影公公園園  

南南区区役役所所  

笹笹目目川川  

四四谷谷公公園園  

別別所所沼沼公公園園  

鴨鴨川川  

荒荒川川  新新大大宮宮ババイイパパスス  

鴻鴻沼沼川川  

神神明明神神社社古古墳墳  

四四谷谷３３丁丁目目公公園園  

松松本本２２丁丁目目公公園園  
松松本本２２丁丁目目第第一一公公園園  

松松本本緑緑道道  

花花とと緑緑のの散散歩歩道道  

内内谷谷氷氷川川神神社社  

中中浦浦和和駅駅  

沼沼影影観観音音堂堂  
ののイイヌヌママキキ  

荒荒川川彩彩湖湖公公園園 

彩彩湖湖  

凡例 

緑の骨格軸 

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 

直売所 

学校 

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） 

南南浦浦和和駅駅  

大大谷谷場場氷氷川川神神社社ののユユリリノノキキ  
ささくくらら公公園園  

0 0.5 1 Km

N 

西西浦浦和和駅駅  

東東京京外外環環自自動動車車道道  

国国道道２２９９８８号号  

斜面林の保全・育成 

白幡沼を中心とした周辺

一帯の緑地の整備 

調整池を活用した 
（仮）大谷口公園の整備 


