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第５章 緑地等の整備・管理方針 

１ 施設緑地 

１）都市公園 

（１）総合公園（グリーンセンター・イイナパーク川口） 

≪グリーンセンター≫ 

1967年に川口市立花木植物園として開業したグリーンセンターは、大温室や花壇等の農業振興

や緑地保全としての機能を有しているほか、展望すべり台や夏季にオープンする流水プール等のレ

クリエーションの機能も有しています。しかし、開園から50年以上が経過し、園内の各種施設・

設備で老朽化が進行し、耐震化が十分ではない施設もみられます。また、来場者数が伸び悩んでい

るなどの課題があります。 

そのため、今後は、園内の老朽化した各種施設・設備の更新を図っていきますが、再整備にあた

っては、Park-PFI や指定管理制度等の民間活力を導入した整備を検討していきます。 

≪イイナパーク川口≫ 

現在も整備が進められているイイナパーク川口（赤山歴史自然公園）は、歴史資料館で赤山や川

口市の歴史が学べる機能のほか、子ども向け大型遊具によるレクリエーション機能、地域物産館で

農産物の販売を通じた農業振興の機能を有しています。現在は、同施設の一部が供用開始していま

すが、今後、全面供用開始に向けて引き続き整備を進めていきます。 

また、イイナパーク川口周辺の農地の圃場等を開放するオープンナーセリーの整備を計画してお

り、公園の全面供用開始にあわせて整備を進めていきます。 

≪回遊性の向上≫

今後は、安行近郊緑地保全区域内に立地するグリーンセンター、イイナパーク川口、赤山城跡、

新井宿駅、川口緑化センター等の施設の連携による来訪者が回遊できる魅力づくりによって、更な

る集客の拡大を図っていきます。 

（２）運動公園（青木町公園・荒川運動公園） 

≪青木町公園≫ 

青木町公園は、陸上競技場や野球場、プール等の運動施設としての機能、ジョギングコースやス

ポーツ教室等を通じたコミュニティ形成としての機能を有しています。しかし、現在、公園内の施

設の老朽化が進行している課題があります。 

そのため、今後も引き続き、老朽化した園内の各種施設・設備の更新や、更なる機能の拡大を検

討します。また、都市公園法の改正等を踏まえ、カフェやレストラン等の設置等、持続可能な公園

の運営手法を検討していきます。 



≪荒川運動公園≫ 

荒川運動公園では、2017年にバーベキュー場とドッグランが整備されたことで、より市民のレ

クリエーションの場としての機能が高まりました。公園内には、ゴルフ場や野球場、ラグビー場も

あり、運動施設としての機能も有しています。また、公園内のビオトープでは様々な動植物を見る

ことができます。 

今後も更なる機能の充実を図るため、民間事業者との連携により、サービスの質の維持・向上に

努めます。 

（３）地区公園（川口自然公園・新郷東部公園） 

≪川口自然公園≫ 

川口自然公園は、見沼田んぼ内に整備されており、野鳥や昆虫等、様々な動植物を見ることができま

す。今後も引き続き、生物調査の実施や生物の生育・生息場所としての維持・整備に取り組んで動植物

の保全を図っていくとともに、自然と触れ合える環境学習の場としての整備を進めていきます。 

≪新郷東部公園≫ 

新郷東部公園は、調節地機能を有している公園であり、2011年からは多目的広場内はエリアご

とに利用区分を定めて活用されています。今後は、公園利用者の意向を把握しニーズに対応したル

ールづくりを検討するとともに、防災機能と合わせた公園としての機能・施設の維持・管理に取り

組みます。 

（４）近隣公園・街区公園  

近隣公園や街区公園は、町会や指定管理者、管理委託業者によって管理が行われています。しか

し、町会による管理は、参加者の高齢化や参加者の減少による公園管理の質の低下や、継続的な維

持管理活動が困難な状態にあります。そのため、管理においては、町会を中心にボランティア団体

等へも管理活動への参加を促して町会への負担を軽減していくことを検討します。 

また、近隣公園や街区公園では、幼児から高齢者まで多世代が利用することからボール遊びやペ

ットの散歩等の行為制限を行っていますが、利用者のニーズに応えられず利用率の低下につながっ

ている公園もあります。そこで、公園の利用においては、利用者のニーズを反映し、地域性や公園

ごとの特性を活かした利用方法・ルールづくりができるよう、公園協議会の設置促進等を検討しま

す。 

さらに、都市公園法の改正を踏まえ、公園内へのカフェやレストラン等の設置・占有と合わせた

Park-PFI の活用促進により公園管理の負担軽減の仕組みづくりを検討します。 



（５）特殊公園 

南平児童交通公園や芝児童交通公園は、交通ルールを体験できる学習機能を有していますが、乗り物

等の設備や公園施設の老朽化が進行していることや、公園自体の認知度が低いといった課題がありま

す。そのため、今後は、公園内の施設・設備の更新を進めることで安全な公園利用を推進するとともに、

公園の周知・PR活動を活発化させることで、認知度を高めて集客の拡大を図っていきます。 

新郷若宮公園は、歴史・文化財である新郷貝塚が保存された公園であることから、歴史・文化を

学習する公園として、今後も適切かつ継続的に管理を実施することにより、歴史・文化財の保全と

市民への学習の場の提供を図っていきます。 

２）公共施設緑地 

≪街路樹整備≫ 

 市内には、歩行者や自転車の通行の改善や交通環境の見直し等により撤去される街路樹がみられ

ます。今後、街路樹は、歩道の幅員や道路の利用者数等を踏まえて路線を選定した上で植栽を進め

ます。 

≪街路樹維持管理≫ 

  現在、街路樹周辺の清掃・美化活動に対して、管理ボランティア団体等の協力を得ていますが、

こうした団体の高齢化や人手不足等により、活動が困難な状況に直面しています。持続的な街路樹

のある美しい道路環境の維持に向けて、こうした活動への参加の周知や呼びかけを行うことで、継

続性の高い維持管理を進めていきます。 

また、街路樹等の維持管理を行う際に、樹木の特性を考慮した剪定等の手法について基準がない

ため、周辺環境との調和が図られていません。街路樹等の維持管理を行ううえで、路線や樹種ごと

に基準を定め、美しい街路空間の創出を図ります。 

≪歩道≫ 

 街路樹の植栽が困難な道路については、通行の妨げにならない場所への花壇やプランターの設置

等により、歩道の緑化を推進します。 

≪公共施設≫ 

 良好な緑化の事例となるよう、現行の緑化基準を上回る緑化率を確保するとともに、エントラン

ス部分や接道部等の緑視率を考慮した緑化手法や市産品を活用した屋上緑化を積極的に取り入れ

るなど、利用者が潤いと安らぎを実感する緑の創出を図り、まちに寄与する緑化に努めます。 



３）民間施設緑地 

≪保全緑地への指定≫ 

 市内の寺社境内地には、歴史や文化が感じられる緑が多く存在します。 

こうした貴重な緑は、市民共有の財産として後世に継承していくことが望ましいことから、所有

者の協力により保全緑地に指定することで、適正な管理による緑の保全を図っていきます。 

≪生産緑地地区への指定≫

 市街化区域内の都市農地は、宅地への転用により減少し続けています。しかし、都市農地は本市

の貴重な緑を形成しています。 

そこで、市街化区域の農地については土地利用状況や地権者の意向を踏まえ、生産緑地地区への

新規指定を促すなど、まちなかの緑の維持を図っていきます。 

≪緑化制度≫ 

 緑化された建築物の建築を推進するために、一定規模以上の建築物への緑化基準を設け、建築時

に基準に沿った緑化計画書の提出を義務付けることで、周辺環境と調和した緑の景観を創出します。 



２ 地域制緑地 

１）安行近郊緑地保全区域 

≪保全≫ 

 近年、緑化産業地区の需要減少や農業生産者の後継者不足等により、緑の維持にかかるコストを

所有者のみに求めてきた結果、良好な緑の状態を保つことが難しい状態が生じています。また、市

街化調整区域では、土地利用の選択肢が限定的であることから、駐車場や資材置場等の、緑を伴わ

ない土地利用が増加しています。 

グリーンセンター等、緑の拠点となり得る公共施設等の周辺については、オープンガーデン等の

土地所有者との協働による緑化手法の活用や、斜面林や農地等の緑については、「緑のまちづくり

推進条例」に基づく保全緑地への新規指定等を推進します。 

建築物の建築を伴わない土地利用の転換による緑の減少を抑制するため、一定の条件を満たす建

築物の建築を認めるなかで、敷地内の緑化を義務づけることや、外周部に周辺の景観と調和した緑

化を義務付けることにより、土地利用転換時の緑の減少を抑制します。 

市内の緑化産業事業者等との協力・連携を通して、建築行為に伴い設置する緑のデザイン等に関

するガイドライン策定や、設置された緑が継続して管理される体制を整えることで、良好な緑の維

持・創出を図ります。 

安行近郊緑地保全区域内の市街化区域の農地については、生産緑地法に基づく生産緑地への指定

を推進します。 

２）生産緑地地区 

≪保全≫ 

 生産緑地地区は、農家の減少や宅地への転用等により過去10年で14％減少しています。 

しかし、生産緑地地区は、市街化区域内で貴重な緑を形成しているため、土地利用状況や地権者

の意向等を踏まえ、今後も継続的な指定を推進するとともに、宅地化農地については、生産緑地地

区への新規指定を促すなど、まちなかの緑の維持を図っていきます。 

≪活用≫ 

 生産緑地地区は、農産物の生産の場として活用されてきましたが、地権者の高齢化等により生産

を中心とした営農が困難になってきています。 

そこで、市民農園等の農地の多様な活用を支援することにより、市民に身近な都市農地を認識し

てもらえるよう取り組みます。 



３）保全緑地 

≪活用・維持≫ 

 市内には33箇所の保全緑地が指定されていますが、維持管理の負担が大きいことなどから減少

しています。 

そのため、保全緑地の所有者に対し、市による現行の維持管理の支援を継続的に実施することで

所有者の負担を軽減します。 

また、保全緑地は市民にとって貴重な緑であるため、自然観察会や環境・社会学習等の場として

の活用の推進により地域住民にとって共有財産であることの認識を通じて、地域住民とボランティ

ア団体が連携した維持管理の仕組みを進めていきます。





  第６章 地域別方針 





第 6章 地域別方針 

１ 地域別の緑の方針 

『第５次川口市総合計画』及び、『川口市都市計画基本方針（平成29年３月）』において定め

る本市の10の地域ごとの緑の特徴や課題をふまえ、第3章から第5章までに示した考え方を各

地域ごとに整理しました。 

■地域区分図 



１）地域の緑の特色 

○本地域は荒川を挟んで東京都に隣接し、ＪＲ川口駅が位置しており本市の南の玄関口となってい

る地域です。 

○ＪＲ川口駅周辺は、川口西公園が整備されているほか、再開発事業等が進められてきたため、集

合住宅の敷地に公開空地等が確保された箇所も多く、緑化が図られている地域です。 

○地域の東側を流れる旧芝川では、親水空間が整備されており、潤いのある水辺の空間を形成してい

ます。 

２）主要な緑の方針 

① 駅前を中心とした良好な緑の景観の創出と緑視率の向上 

川口西公園は、川口駅前の顔となる貴重な空間であることから、適切な管理を行うととも

に、ペデストリアンデッキと一体となった緑の空間とするべく、管理ボランティア団体等との

連携による花壇やプランター等の設置や緑化指導の中で誘導する壁面緑化等により、デザイン

された緑の景観の創出や緑視率の向上に取り組んでいきます。また、商業・業務機能が集積し

た川口駅周辺の良好な緑の景観を創出していくために、再開発事業等を通じて、建物の敷地の

緑化を進めていきます。 

② 住宅地における緑の景観の維持・向上 

再開発事業等に伴い創出された公開空地等で継続した緑地の管理を行っていくため、市民緑

地認定制度の導入など、近隣住民や緑化産業事業者等と協力する手法を検討していきます。 

また、緑の景観が不足している住宅地では、生け垣・植え込みの整備や屋上緑化など、緑化

補助事業等の活用により緑化を推進します。 

③ 河川沿いの潤いのある水辺の環境や景観の整備・活用 

旧芝川等の河川の水辺の適切な維持管理を実施し、貴重な潤いと安らぎのある水辺空間や景

観を維持するとともに、水質の改善や親水護岸の整備等を推進します。 

また、自然体験教室のような子どもから大人まで参加できる学習機会を提供し、活用してい

きます。

中央地域 

JR 川口駅東口 JR 川口駅西口 



【中央地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○本地域は、JR西川口駅が立地し、住宅・工場・商業が混在した市街地が形成されている地域と

なっています。 

○地域の南側には広大な荒川河川敷が広がり、バーベキュー広場、ドッグランなども整備された荒

川運動公園は、市民のスポーツ・レクリエーションの場となっています。 

○荒川運動公園内に整備されたビオトープは、市民にとって自然とふれあえる貴重な場となってい

ます。 

２）主要な緑の方針 

① 駅前を中心とした良好な緑の景観の創出と緑視率の向上 

西川口駅周辺には、東・西口ともに駅前広場周辺の緑の量が充分とは言えない状況であること

から、管理ボランティア団体等との連携による花壇やプランター等の設置、緑化指導の中で誘導

する壁面緑化等により、デザインされた緑の景観の創出や緑視率の向上に取り組んでいきます。 

② 自然とふれあえる水辺や緑地の活用の推進 

荒川運動公園等の水辺空間や緑地については、自然体験教室のような子どもから大人まで参

加できる学習機会を提供し、活用していきます。 

また、荒川運動公園内のバーベキュー場やドックランなどの利用者のニーズに対応できる機

能の充実を図り、利用を促進します。 

③ 動植物の生息・生育できる緑の環境の保全・創出 

荒川運動公園内のビオトープ池等動植物の生息・生育の場では、環境保全を前提とし、動植

物に配慮した資材や工法で整備するなど、管理者の協力を得てビオトープ拠点の維持・保全に

努めます。  

横曽根地域 

JR 西川口駅 西口 荒川運動公園 



【横曽根地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○市中央部の西よりに位置し、市役所本庁舎やSKIP シティ、青木町公園などの公共施設の中の緑

が充実している地域です。 

○地域の東側を流れる芝川には、潤いのある散策道やサイクリングロードが整備され、旧芝川には、

親水空間が整備されており、潤いのある水辺の空間を形成しています。 

２）主要な緑の方針 

① 大規模な公共施設における緑視率の向上と良好な緑の景観の創出 

  現在建設中の市役所新庁舎やアリーナ棟、グラウンド整備を行っている川口市立高等学校な

どでは、緑視率を高めることを念頭に整備を進めます。また、管理ボランティア団体等との連

携による花壇やプランター等の設置を通じて、良好な緑の景観の創出に取り組んでいきます。 

② 住工混在地域や工場が多い地域における良好な緑の景観の創出 

住・工混在地域や工場が多い地域では、壁面緑化や屋上緑化など緑化補助事業等を活用した

緑化を推進し、緑の景観を創出します。また、緑の景観が不足している住宅地では、生け垣・

植え込みの整備や屋上緑化など、緑化補助事業等の活用により緑化を推進します。 

③ 河川・水路沿いの潤いのある水辺の環境や景観の整備・活用の推進 

旧芝川等の河川や水路の水辺の適切な維持管理を実施し、貴重な潤いと安らぎのある水辺空

間や景観を維持するとともに、水質の改善や親水護岸の整備等を推進します。 

また、河川・水路沿いでの散策をはじめ、市民に活用してもらえるよう、水と緑のネットワ

ークの周知を推進します。 

青木地域 

青木町公園 SKIP シティ 



【青木地域の緑方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○本地域は東京都に隣接しており、地域内の南平工業団地内には大規模な工場が立地する地域とな

っています。 

○過去に実施された土地区画整理事業により、計画的に公園整備が行われているものの、住・工が

混在している箇所については、宅地内の緑が充分でないところも見受けられる地域です。 

○埼玉高速鉄道川口元郷駅周辺は、旧芝川の親水空間と芝川公園が駅前広場に隣接して整備され、

新たな緑の景観が出来つつあります。 

２）主要な緑の方針 

① 駅前を中心とした良好な緑の景観の創出と緑視率の向上 

整備済みの川口元郷駅の駅前広場・芝川公園を適切に管理するとともに、管理ボランティア

団体等との連携による花壇やプランター等の設置、緑化指導の中で誘導する壁面緑化等によ

り、デザインされた緑の景観の創出や緑視率の向上に取り組んでいきます。 

② 住工混在地域や工場が多い地域における良好な緑の景観の創出 

住・工混在地域や工場が多い地域では、壁面緑化や屋上緑化など緑化補助事業等を活用した

緑化を推進し、緑の景観を創出します。また、緑の景観が不足している住宅地では、生け垣・

植え込みの整備や屋上緑化など、緑化補助事業等の活用により緑化を推進します。 

③ 河川沿いの潤いのある水辺の環境や景観の整備・活用の推進 

旧芝川等の河川の水辺の適切な維持管理を実施し、貴重な潤いと安らぎのある水辺空間や景

観を維持するとともに、水質の改善や親水護岸の整備等を推進します。 

また、河川沿いでの散策をはじめ、市民に活用してもらえるよう、水と緑のネットワークの周

知を推進します。

南平地域 

芝川公園 旧芝川の親水空間 



【南平地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○本地域は、市の東部に位置し、東京都と草加市に隣接しています。 

○地域北部の台地部には、峯ヶ丘八幡神社などの史跡・文化財が存在するとともに、農地や良好な

自然環境を有する樹林地や生産緑地も多く存在する地域です。 

○地域内の南部の新郷工業団地内には大規模な工場が立地し、一方、地域東部では、良好な住環境

の形成に向けた土地区画整理事業が施行中であり、公園整備を行っています。 

２）主要な緑の方針 

① 地域で育まれた歴史・文化と調和した緑の景観の保全・創出 

峯ヶ岡八幡神社等の歴史や文化の感じられる緑の景観を保全し、次世代の貴重な財産として、

子どもたちに継承していきます。 

また、まとまった緑地の保全緑地への指定や、巨木の保存樹木指定等を引き続き推進し、地域

の特徴的な景観としての保全を図ります。 

② 水害に備えた調節池等の整備 

地域内では水害に対応するため、新郷多目的遊水地の整備を推進します。 

また、治水機能を有する農地や公園等の緑地を適正に維持・保全していくことで、雨水の流出

を食い止め、水害の発生を防止します。 

③ 生産緑地地区等の都市農地の維持・保全・活用 

都市農地の保全に向け、生産緑地地区の制度変更の周知と合わせて、新規指定や特定生産緑地

地区への移行を推進し、生産緑地地区の維持保全に努めます。また、都市農地を市民農園等の多

様な機能の活用により、市民に身近な農地として理解してもらい、活用を通じて農地の保全を図

ります。 

併せて、農地の持つ災害時の避難場所や防災空間としての機能の活用・周知方法を検討します。 

新郷地域 

峯ヶ丘八幡神社 新郷東部公園 



【新郷地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○本地域は、市の北部に位置し、安行台地と西側を流れる芝川沿いの低地で構成されており、植木・

花きを中心とした農地と台地縁辺部の斜面林が特徴的な緑の景観となっている地域です。 

○安行近郊緑地に指定された区域では、本来の田園的自然景観が減少し、緑を伴わない土地利用が

増加傾向にあります。 

○首都高速道路川口ＰＡ周辺では、自然や歴史資源を活かしたイイナパーク川口の整備が進んでお

り、地域内には、赤山城跡や緑の拠点であるグリーンセンターも立地しています。 

２）主要な緑の方針 

① 地域で育まれた歴史・文化と調和した緑の景観の保全・創出 

赤山城跡等の歴史や文化の感じられる緑の景観を保全し、次世代の貴重な財産として、子ども

たちに継承していきます。 

また、巨木の保存樹木指定やまとまった緑地の保全緑地等への指定を引き続き推進し、必要に

応じて公有地化の検討により、地域の特徴的な景観としての保全を図ります。 

② 植木の里としての個性ある農地景観の維持・向上 

神根地域に広がる農地等は、川口市農業基本計画（川口市都市農業振興基本計画）の運用によ

り、担い手育成の支援や緑のまちづくりを推進し、農業振興を通じて農地等を保全し、個性ある

景観の維持・向上を目指します。 

③ 都市的土地利用との共存による緑の減少の抑制 

安行近郊緑地保全区域に指定されている区域であり、市街化調整区域においては、既存の緑を

守ることを前提としながらも、一定の条件を満たす建築行為を許容する中で、敷地内の緑化を義

務付けるなどの制度を検討します。 

神根地域 

グリーンセンター イイナパーク川口 



【神根地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○市の西部に位置し、ＪＲ蕨駅に近く交通の利便性の良さに起因して早くから市街化が進んでいる

本地域では、土地区画整理事業や住宅市街地総合整備事業により、公園・緑地の確保が進められ

ています。 

○藤右衛門川沿いにある上谷沼調節池は、日常的には緑地として活用されているものの、大雨等の

災害時のために調節地としての機能を有しています。 

２）主要な緑の方針 

① 密集化が進行している市街地の緑の創出と環境負荷の軽減 

密集化が進行している市街地においては、土地区画整理事業・住宅市街地総合整備事業等を

通じて公園の整備を進めるほか、建物等の開発に併せて緑の創出を図っていきます。 

また、住宅の生け垣や植え込み等に対する緑化補助事業の活用を推奨し、積極的に緑の創出

を図ります。 

② 地域住民のニーズに対応した公園・緑地の充実 

土地区画整理事業を通じて公園の整備を推進するほか、空地を活用した緑地の整備として市

民緑地認定制度の導入や、無償提供公園として用地を借り受ける等により、公園、緑地の充実

を図ります。 

③ 河川・水路沿いの潤いのある水辺の環境や景観の活用の推進 

藤右衛門川等の河川の水辺の適切な維持管理を実施し、貴重な潤いと安らぎのある水辺空間

や景観を維持していきます。 

芝地域 

上谷沼調節池 長徳寺 



【芝地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○本市の農業を代表する花き・植木を生産する植木畑が広がる地域であり、埼玉県花と緑の振興セ

ンターや川口緑化センターなど、緑化産業に係る情報発信・流通拠点も立地しています。 

○安行台地とその裾を流れる赤堀用水沿いの斜面林は、宅地化等により一部、断続的になっている

ものの、本市における貴重な緑の景観資源となっています。 

○また、斜面林内に位置するイチリンソウ自生地や安行原自然の森は市民が自然に親しめる貴重な

場となっています。 

２）主要な緑の方針 

① 植木の里としての個性ある農地景観の維持・向上 

安行地域に広がる農地等は、川口市農業基本計画（川口市都市農業振興基本計画）の運用に

より、担い手育成の支援や緑のまちづくりを推進し、農業振興を通じて農地等を保全し、個性

ある景観の維持・向上を目指します。 

② 安行台地に形成される斜面林の環境や景観の維持・向上 

安行台地に残る斜面林は、良好な景観の創出や自然生態系の生息の場として、特別緑地保全

地区や保全緑地への指定を推進するとともに、公有地化を検討することで、積極的な保全を図

ります。 

また、地元で活動するボランティア団体との連携により、適切な管理を行っていきます。 

③ 動植物の生息・生育できる緑の環境の保全・活用 

イチリンソウ自生地は、自生地の自然環境と合わせて種の保全に努めます。併せて、自然体

験教室のような子どもから大人まで参加できる学習機会を提供し、活用していきます。 

安行地域 

安行原自然の森川口緑化センター



【安行地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○市北部に位置し、JR 東川口駅と埼玉高速鉄道戸塚安行駅を中心とした各エリアは、土地区画整

理事業が施行済み、また施行中であり、その中で公園等の整備が計画的に行われている地域です。 

○さいたま市から本市の北部に広がる見沼田んぼの一部である川口自然公園は、動植物が生息・生

育できる貴重な緑の環境で、市民のレクリエーションの場となっています。 

２）主要な緑の方針 

① 駅前を中心とした良好な緑の景観の創出と緑視率の向上 

東川口駅や戸塚安行駅周辺については、管理ボランティア団体等との連携による花壇やプラン

ター等の設置、緑化指導の中で誘導する壁面緑化等により、デザインされた緑の景観の創出や緑

視率の向上に取り組んでいきます。 

また、植木の里への玄関口となる戸塚安行駅では、緑化産業事業者と協力して緑化産業をＰＲ

できる緑の景観を創出します。 

② 住宅地における緑の景観の創出 

土地区画整理事業による公園・緑地等の整備にあわせて、建築物の建設に際しては、地区計画

により緑地の確保を誘導することや、生け垣・植え込みの整備や屋上緑化など、緑化補助事業等

の活用により緑化を推進します。 

③ 生産緑地地区等の都市農地の維持・保全・活用 

都市農地の保全に向け、生産緑地地区の制度変更の周知と合わせて、新規指定や特定生産緑地

地区への継続指定を検討し、生産緑地地区の維持保全に努めます。また、都市農地を市民農園等

の多様な機能の活用により、市民に身近な農地として理解してもらい、活用を通じて農地の保全

を図ります。 

併せて、農地の持つ災害時の避難場所や防災空間としての機能の活用・周知方法を検討します。 

戸塚地域 

川口自然公園JR東川口駅 南口



【戸塚地域の緑の方針図】 

凡 例 



１）地域の緑の特色 

○市の中央部に位置し、埼玉高速鉄道の開通に伴い鳩ケ谷駅と南鳩ヶ谷駅が整備され、都心へのア

クセスに恵まれた地域となっています。 

○大宮台地（安行台地）の先端である鳩ヶ谷支台の縁辺部にある斜面林とその裾を流れる見沼用水

沿いの緑道が本地域の緑の景観の特徴となっています。また、日光御成道に沿って法性寺、地蔵

院、氷川神社の社寺林が点在しています。 

２）主要な緑の方針 

① 地域で育まれた歴史・文化と調和した緑の景観の保全・創出 

日光御成道沿いに点在する氷川神社などの数多くの歴史や文化の感じられる緑の景観を保全

し、次世代の貴重な財産として、子どもたちに継承していきます。 

② 地域住民のニーズに対応した公園・緑地の充実 

土地区画整理事業を通じて公園の整備を推進するほか、空地を活用した緑地の整備として市民

緑地認定制度の導入や、無償提供公園として用地を借り受ける等により、公園、緑地の充実を図

ります。 

また、沼田公園については、防災機能を有した公園の検討を進めます。 

③ 動植物の生息・生育できる緑の環境の保全 

見沼代用水沿いの緑道や、桜町湧水公園等の動植物の生息・生育の場では、環境保全を前提と

し維持・保全に努めます。 

鳩ケ谷地域 

氷川神社（鳩ケ谷） 桜町湧水公園



【鳩ケ谷地域の緑の方針図】 

凡 例 





  第７章 実現化のための方策 

１ 各方針の実現化のための具体の取組・事業 
２ 住民等との連携に向けた取組
３ 緑の基本計画の進行管理



第７章 実現化のための方策 

１ 各方針の実現化のための具体の取組・事業 

１）美しい景観づくり 

 １．都市を代表する景観の保全 

●植木の里としての個性ある農地景観の維持・向上

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 
優良田園住宅等の緑を伴う新たな土地利用

の選択肢の追加に関する検討の実施 

住宅政策課 

開発審査課 

２ 

緑化施設の設置に対して植木畑と調和し

た美しい景観づくりのための制度検討の

実施 

みどり課 

３ 

安行近郊緑地保全区域・安行武南自然公園

における新たな緑地保全方策の検討の実

施 

みどり課 

４ 造園業協会等と意見交換の場を設定 みどり課 

５ 
緑化相談員による園芸相談や園芸講師に

よる園芸教室等の実施 
グリーンセンター

６ 
植木産業に関わる伝統技術に関する研修

会や園芸講習会の開催 
川口緑化センター

７ 
花の文化展及び緑と大地の豊年まつりな

どのイベントを開催した団体への支援 
農政課 

●河川・水路沿いの潤いのある水辺景観の整備・活用の推進

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 親水護岸の整備 

河川課 

国土交通省 

埼玉県 

２ 河川や水路の維持管理の実施 

河川課 

国土交通省 

埼玉県 



●安行台地に形成される斜面林の景観の維持・向上

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 保全緑地の公有地化の検討の実施 みどり課 

２ 
市街化調整区域内の保全緑地の指定につ

いての検討の実施 
みどり課 

３ 特別緑地保全地区や保全緑地の指定 みどり課 

４ 
公有地の保全緑地における自然再生活動

団体による管理の実施 
みどり課 

５ 
ボランティア団体や自然再生活動団体と

の管理協定の締結 
みどり課 

 ２．都市景観の形成 

●本市の顔となる鉄道駅周辺におけるふさわしい良好な緑の景観の創出

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 植木ポットの設置 公園課 

２ 
緑のまちづくり地域緑化事業による、ボラ

ンティア団体への種苗の支給 
みどり課 

３ 造園業協会等と意見交換の場を設定 みどり課 

３．文化・歴史資源の周辺の景観

●地域で育まれた歴史・文化と調和した緑の景観の保全・創出 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 

赤山城跡保存整備事業により、事業用地の

賃貸借及び用地購入・空堀の整備を実施。

また、事業地内における緑地の保全・整備

の実施 

文化財課 

２ 
「安行原イチリンソウ自生地」などの天然

記念物の指定による保全（6件） 
文化財課 

３ 保全緑地や保存樹木の指定の実施 みどり課 



４．住宅地等の良好な景観

●住宅地における緑の景観の創出

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 

【川口市緑のまちづくり推進条例に基づく

緑化計画の届け出】 

面積が500㎡以上3,000㎡未満の敷地に

対して、緑化面積が10％以上（商業地域・

近隣商業地域は5％）とする 

みどり課 

２ 
緑のまちづくり地域緑化事業による、ボラ

ンティア団体への種苗の支給 
みどり課 

３ 

公有地の管理、ボランティア講習会、ホー

ムページによるボランティア募集の周知

等の実施 

みどり課 

４ 
川口環境みどり基金による、生け垣設置補

助、屋上緑化補助等の実施 
みどり課 

●住工混在地域や工場が多い地域における良好な緑の景観の創出

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 

地区計画による敷地内の緑化 

・大宮川口線沿道地区 

（道路面に対して植樹帯の設置） 

都市計画課 

２ 

【川口市緑のまちづくり推進条例に基づ

く緑化計画の届け出】 

面積が 500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の敷地

に対して、緑化面積が 10％以上（商業地

域・近隣商業地域は5％）とする 

みどり課 

３ 
生け垣や壁面・屋上緑化の設置に対する補

助の実施 
みどり課 



２）自然環境の保全 

 １．都市の骨格となる自然環境の保全 

●安行・神根地域を中心として広がる農地等の保全

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 市民農園の整備 農政課 

２ 緑化産業の活性化の推進 農政課 

３ 

市役所マルシェの開催や市産品フェアに

おいて販売コーナーを設けることに加え、

即売会に出展した団体への支援 

農政課 

４ 
花の文化展及び緑と大地の豊年まつりな

どのイベントを開催した団体への支援 
農政課 

５ 散策案内パンフレットの設置 川口緑化センター

６ 
植木の伝統技術に関する研修会や園芸講

習会の開催 
川口緑化センター

７ 

グリーンフェスティバル、スプリングフェ

ア、ホタル観賞の集い等のイベント、桜草

展や菊花展などの植物展示、緑化相談員に

よる園芸相談、ガイドボランティアによる

園内ガイドツアー、園芸講師による園芸教

室等の実施 

グリーンセンター

●河川・水路沿いの潤いのある水辺環境の形成

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 親水護岸の整備 

河川課 

国土交通省 

埼玉県 

２ 河川や水路の維持管理の実施 

河川課 

国土交通省 

埼玉県 



●安行台地に形成される斜面林の維持・保全

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 特別緑地保全地区や保全緑地の指定 みどり課 

２ 
緑地の管理の実施及び特別緑地保全地区

以外の公開に対する検討の実施 
みどり課 

３ 
赤堀用水沿い斜面林保全緑地における管

理協定の締結 
みどり課 

４ 
公有地の保全緑地における自然再生活動

団体による管理の実施 
みどり課 

５ 重要な保全緑地の公有地化の検討の実施 みどり課 

 ２．緑をとりまく都市の環境の形成 

●密集化が進行している市街地の緑の創出と環境負荷の軽減

取組・事業内容 担当課 
実施時期

短期 中期 長期 

１ 区画整理事業に併せた公園整備 
区画整理課 

各区画整理事務所

２ 
住宅市街地総合整備事業による公園・緑地

の確保 
市街地整備室 

３ 
川口環境みどり基金による、生け垣・植え

込み設置補助、屋上緑化補助等の実施 
みどり課 

●風の道となる斜面林・河川・水路の連続性の確保の推進

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 保全緑地の指定 みどり課 

２ 保存樹木の指定 みどり課 

●生産緑地地区等の都市農地の維持・保全 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 市民農園の整備 農政課 

２ 
生産緑地地区の新規指定および特定生産

緑地への更新 
みどり課 



３）緑を活かしたレクリエーション創出 

１．自然とふれあえる環境の創出 

●自然とふれあえる水辺や緑地の活用の推進 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 
指定管理者（川口市公園緑地公社等）に

よる質の高い維持管理やサービスの提供 
公園課 

２ 自然ふれあい教室の実施 みどり課 

３ 親と子の自然環境調査の実施 地球温暖化対策室

４ 環境学習の実施 指導課 

●生産緑地地区等の都市農地の活用の推進 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 市民農園の整備 農政課 

２ 緑化産業の活性化の推進 農政課 

３ 学校ファーム事業の推進 指導課 

４ 
生産緑地地区の面積要件を引き下げる条

例の制度の周知。 
みどり課 

２．広域圏にわたるレクリエーション拠点の創出 

●広域活動拠点の整備・活用の推進 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ イイナパーク川口の整備 

公園課 

赤山歴史自然公園

整備室 

２ グリーンセンターの老朽化対策の実施 グリーンセンター

３ 青木町公園の改修工事の実施 公園課 

４ 

ドッグランやバーベキュー広場の設置な

ど、荒川運動公園における新たな賑わいを

創出する事業の実施 

公園課 

５ ボランティア講習会の実施 みどり課 

６ 自然ふれあい教室の実施 みどり課 



３．日常圏におけるレクリエーションの場の整備 

●地域住民のニーズに対応した公園・緑地の機能の充実

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 
斜面林などの地域特性を活かした公園づく

りの実施 
公園課 

２ 
指定管理者制度を活用した質の高い維持

管理やサービスの提供 
公園課 

３ 
遊水池機能を有する公園の平常時におけ

る多目的広場としての利用の促進 
公園課 

４ 市民１人当たり公園面積10㎡以上の確保 公園課 

５ 
住民の憩いの場としての緑化を活かした

公園整備の推進 
公園課 

６ 市民緑地制度の検討の実施 みどり課 

●潤いのある水辺空間のネットワーク化の推進 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 親水護岸の整備 

河川課 

国土交通省 

埼玉県 



４）生物多様性の持続 

１．動植物が生息・生育できる緑地空間の創出 

●動植物の生息・生育できる緑の保全・創出 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 親水護岸の整備 

河川課 

国土交通省 

埼玉県 

２ 
調節池の整備に合わせたビオトープの 

整備 

河川課 

公園課 

３ アライグマ防除実施計画の実施 環境総務課 

４ 生物調査の実施 
環境総務課 

みどり課 

２．小動物の移動域の拡大 

●河川周辺や街路樹など連続した緑の拡大

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 親水護岸の整備 

河川課 

国土交通省 

埼玉県 

２ 河川や水路沿いの樹木の維持管理の実施 
道路維持課 

公園課 

３ 生物調査の実施 
環境総務課 

みどり課 



５）安心・安全な環境づくりへの貢献 

 １．自然災害の危険都市構造 

●水害に備えた調節池の整備 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 調節池の整備 河川課 

２ 見沼田んぼの保全 
みどり課 

埼玉県 

 ２．避難場所の確保 

●農地等の緑地の一時的な避難場所への活用 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 
緑地・農地の避難場所としての活用に向け

た検討の実施 

みどり課 

防災課 

●広域避難場所の防災機能の充実 

取組・事業内容 担当課 
実施時期 

短期 中期 長期 

１ 
ホームページやハザードマップによる広域

避難場所等の周知 
防災課 

２ 
近隣住民の意見を取り入れた公園整備の

実施 
公園課 

３ 災害時に役立つ公園施設の整備 
防災課 

公園課 



２ 住民等との連携に向けた取り組み 



３ 緑の基本計画の進行管理 


