
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

１．緑の推進施策の主な推進主体となる担当一覧 ９２ 

２．前三郷市緑の基本計画の概要と進捗 
（１）前計画の概要●９４ 

（２）前計画の推進施策の実施状況●９５ 

９４ 

３．緑の機能からみた三郷市の緑 
（１）緑の評価の視点●９９ 

（２）緑の機能からみた評価●１００ 

９９ 

４．市民・緑化推進団体アンケートの結果 
（１）市民アンケートの調査結果（概要）●１１０ 

（２）緑化推進団体アンケートの調査結果（概要）●１１８ 

１１０ 

 

５．計画の策定体制・策定経緯 
（１）策定体制●１２０ 

（２）策定経緯●１２２ 

１２０ 

 

６．用語解説 １２４ 

 

 

 



 

 

９２ 

 

「第４章 緑の推進施策」で位置づけた施策の主な推進主体となる市の担当課などを整理し

ます。 

 

基本方針１ 三郷の環境を支える水辺と緑を守り、育てる 

１－１ 水と緑の骨格軸づくり 担当課名等 

①江戸川骨格軸づくり みどり公園課 にぎわい拠点準備室 国 埼玉県 

②中川骨格軸づくり みどり公園課 国 

③小合溜井骨格軸づくり みどり公園課 埼玉県 東京都 

 

④三郷放水路骨格軸づくり みどり公園課 国 

１－２ 水辺のシンボル軸づくり 担当課名等 

①大場川シンボル軸づくり みどり公園課 埼玉県 

②第二大場川・下第二大場川シンボル軸づくり みどり公園課 埼玉県 
 

③二郷半用水シンボル軸づくり みどり公園課  

１－３ 樹木・樹林地の保全・活用 担当課名等 

①保存樹木・保存樹林・保存生垣の指定 みどり公園課 

②樹木・樹林地の管理支援の拡充 みどり公園課 

③樹木・樹林地の役割についての普及啓発 みどり公園課 

④景観重要樹木の指定 みどり公園課 都市計画課 

⑤景観計画との連携による樹木の保全誘導 みどり公園課 都市計画課 

 

⑥市民緑地制度などの活用 みどり公園課 

１－４ 農地の確保・活用 担当課名等 

①まとまりのある農地の確保 みどり公園課 都市計画課 産業振興課 

②生産緑地地区の保全と追加指定の検討 みどり公園課 都市計画課 産業振興課 

③オープンスペースとしての農地の活用 みどり公園課 産業振興課 安全推進課  

 

④農を知り、農とふれあう機会の提供 みどり公園課 産業振興課 指導課 

 

基本方針２ 魅力ある公園や緑のオープンスペースをつくる 

２－１ 水と緑のレクリエーション拠点づくり 担当課名等 

①江戸川運動公園一帯拠点づくり 
みどり公園課 にぎわい拠点準備室 スポーツ推進

課 国 埼玉県 

②三郷スカイパーク一帯拠点づくり みどり公園課 スポーツ推進課 埼玉県 

③におどり公園一帯拠点づくり みどり公園課 埼玉県 

 

④みさと公園一帯拠点づくり みどり公園課 スポーツ推進課 埼玉県 東京都 

２－２ 歩いて行ける身近な公園づくり 担当課名等 

①都市公園の整備 みどり公園課 

②その他の公園の整備 みどり公園課 

③安心・安全で、誰もが利用しやすい公園づくり みどり公園課 

④公園のリニューアル みどり公園課 

 

⑤市民との協働による公園づくり みどり公園課 

２－３ 多様なオープンスペースの確保 担当課名等 

①調整池・調節池のオープンスペースとしての活用 
まちづくり事業課 道路治水課 みどり公園課 

埼玉県 
 

②未利用地を活用したオープンスペースの確保 みどり公園課 

 

基本方針３ 花と緑があふれる街並みとネットワークをつくる 

３－１ 市民・団体・事業者と市の協働による花と緑づくり 担当課名等 

①町会における身近な花いっぱい運動の推進 みどり公園課 
 

②市民の誰もが参加できる花いっぱい運動の推進 みどり公園課 

１．緑の推進施策の主な推進主体となる担当一覧 
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３－２ 公共施設の緑づくり 担当課名等 

①緑のカーテンづくり 
みどり公園課 クリーンライフ課 教育総務課 

国 埼玉県 
②公共施設の屋上緑化・壁面緑化や敷地の緑化推進 みどり公園課 営繕課 教育総務課 国 埼玉県 

③園庭・校庭の芝生化 みどり公園課 すこやか課 教育総務課 

④学校の森・学校ビオトープづくり みどり公園課 教育総務課 

 

⑤公共施設緑化ガイドラインの作成 みどり公園課 

３－３ 駅前の花と緑づくり 担当課名等 

①駅前の花壇づくり みどり公園課 
 

②駅周辺の緑化推進 みどり公園課 

３－４ 緑づくりの誘導・支援 担当課名等 

①緑化指導の推進と緑化ガイドラインの作成 みどり公園課 開発指導課 

②景観計画との連携による緑化の誘導 みどり公園課 都市計画課 

③制度を活用した緑化の誘導 みどり公園課 都市計画課 

④緑化重点地区における緑の街並みづくり みどり公園課 

⑤事業者の取り組みを支援する認定制度の活用 みどり公園課 
 

⑥緑化助成制度の拡充 みどり公園課 
３－５ 緑と水辺の道づくり 担当課名等 

①国道２９８号と沿道の花と緑づくり みどり公園課 国 

②道路の緑化推進 みどり公園課 都市計画課 道路治水課 国 埼玉県 

③街路樹などの適正な維持管理 みどり公園課 国 埼玉県 

④水路を活用した緑道などの整備 みどり公園課 道路治水課 

⑤歩行者や自転車のための緑を結ぶ道のネットワーク
づくり 

みどり公園課 交通課 都市計画課 健康推進課 国 
埼玉県 

 

⑥景観計画との連携による公共施設の緑化推進 みどり公園課 都市計画課 国 埼玉県 

 

基本方針４ 花と緑にかかわる市民との協働を推進する 

４－１ 花と緑に関する情報の発信 担当課名等 

①花と緑に関する広報活動 みどり公園課 
 

②花と緑に関する情報のネットワークづくり みどり公園課 国 埼玉県 
４－２ 花と緑にふれあう機会の拡大 担当課名等 

①花と緑に関連したイベントの開催 みどり公園課 クリーンライフ課 

②花苗・記念樹などの配布 みどり公園課  

③緑の資源の発掘 みどり公園課 
４－３ 花と緑を育てる人材の育成 担当課名等 

①花と緑に関する表彰制度の創設 みどり公園課 
②花と緑に関する講習会などの開催 みどり公園課 
③学校との連携による環境教育・学習の推進 みどり公園課 指導課 クリーンライフ課 

④花と緑の活動の支援 みどり公園課 
 

⑤緑の交流活動の推進 みどり公園課 

４－４ 花と緑に関する調査・研究 担当課名等 

①市民との協働による緑のモニタリング みどり公園課 クリーンライフ課 
 

②大学・研究機関との連携による緑の調査・研究 みどり公園課 クリーンライフ課 道路治水課 

４－５ 緑のリサイクル 担当課名等 

①不用樹木の活用制度の拡充 みどり公園課  
②緑の資源リサイクル みどり公園課 クリーンライフ課 埼玉県 

４－６ 緑のための財源の確保 担当課名等 

①みどりの基金の充実 みどり公園課 財務課  
②緑のための新たな財源の確保 みどり公園課 財務課 
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基本理念 

水・緑・人が織りなす三郷グランドアート 

江戸川、中川を始めとする河川・水路や農地、屋敷林などの緑は、三郷ならではの歴史や文化を今

に伝えています。 

緑豊かなまちとするために、市域全体をキャンバスにたとえ、これらの水辺や緑を大切にしながら、

市民と市の協働によって花や緑を増やし育む創造的な取り組みを推進します。 

 
計画の目標 

 

 

（１）前計画の概要 

①計画の基本理念と目標 

平成 13 年 3 月に策定した「三郷市緑の基本計画」では、「水・緑・人が織りなす三郷グラ

ンドアート」を基本理念として、目標年次（平成 32 年）において達成する緑地の量、質、行

動に関する目標を次のように設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市域の 23%を緑地として確保する 

本市には、平成 11 年度現在、市域の約 20%（615ha）が緑地として確保されてい

ます。今後、都市化の進展により緑に対するニーズが高まる中で、現在の緑地を維持

していくとともに、樹林地や水辺などの活用、都市公園などの整備、公共施設の緑化

推進などにより、新たな緑地の創出やバランスの取れた配置に努めます。このように

して、市域の 23%（約 700ha）の緑地の確保を目指します。 

 

●アメニティ豊かな水と緑のネットワークをつくる 

緑には、都市の環境の向上、災害時における安全性の確保、レクリエーション活動の

場、ふるさとを感じさせる景観の形成、生き物の生息空間の確保など、市民の豊かな

生活を支えるために役立つさまざまな機能があります。そこで、本市に恵まれた水辺

や緑を積極的に活用し、軸や拠点づくりに努めます。さらに、これらの軸と拠点のつ

ながりを確保し、市全域にわたるアメニティ豊かな水と緑のネットワークの形成を目

指します。 

 

●市民と市の緑のパートナーシップを確立する 

水辺や緑が豊かなまちづくりの推進には、市の取り組みとともに、市民・事業者のみ

なさんの緑のまちづくりへの理解と協力が不可欠です。このため、市民・事業者と市

が積極的な連携を図ることによって、一人ひとりの取り組みが緑豊かなまちづくりに

つながるパートナーシップをつくることを目指します。 

 
●みんなで花や緑で彩る美しいまちなみをつくる 

緑の豊かさを実感できるまちづくりを推進するためには、緑を積極的に確保するだけ

でなく、特色をもった魅力ある緑が生活の中に息づいていくことが必要です。このよ

うなことから、公共空間を中心とした花の植栽や、三郷市の特性にふさわしい樹種の

選定を積極的に推進するとともに、市民の誰もがそれぞれの生活の場において身近な

緑を積極的に確保し、四季折々の表情が豊かで、彩りの美しい緑があふれるくらしの

実現を目指します。 

 

２．前三郷市緑の基本計画の概要と進捗 
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②計画の基本方針と施策の体系 

目標を実現するためのグランドアートを踏まえた基本方針と、それぞれの方針を展開するた

めの具体的な施策の柱を次のように設定しています。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（２）前計画の推進施策の実施状況 

①計画の目標の達成状況 

前計画では、「市域の 23%を緑地として確保する」という目標を設定しました。この 10 年

間で、緑地は約 24ha 増加し、市域に占める割合は約 21％となっています。 

増加した緑地は、現在進められている土地区画整理事業による公園や開発などによる植栽地

が多くを占めています。 

しかし、目標である市域の 23％の緑地の確保のためには、さらに 60ha の確保が必要であ

り、財政状況や開発動向などから、今後 10 年で達成することは困難であると考えられます。 

 

緑地の確保目標の達成状況 

 計画策定時 

（平成 11 年度） 
 

現況 

（平成 21 年度） 

24.2 ha 増加 面積 

（割合） 

615ha 

（20％） 内訳 

約 640ha 

（21％） 
都市公園・その他の公園等 17.5 ha 

開発などによる植栽地 10.3 ha 
増加 

緑地協定 0.1 ha 

 

減少 保存樹林・生産緑地など 3.7 ha 

 

※緑地は、都市公園、その他の公園（運動公園、ちびっ子広場、わんぱく運動場、児童遊園等）、緑道、学校

グラウンド、開発などによる植栽地、生産緑地地区、保存樹林、河川などの合計です。 

基本方針－1 

水と緑の骨格を強化するグランドアート 

 三郷市の自然的な基盤である豊かな河川・水路

を、水辺の緑の確保、ネットワーク形成の中心と

なる軸として保全・整備を図るとともに、骨格と

なる拠点づくりを目指します。 

 

〈施策の柱〉 

 水と緑の骨格軸を強化する 

 水辺と緑のシンボル軸をつくる 

 魅力ある緑の拠点を創出する 

基本方針－2 

花や緑の中のくらしを実現するグランドアート 

 身近な緑を活かして真に緑豊かなまちづくりを

推進するために、花や緑の中にまちがあり、くら

しが育まれている状態を目指します。 

 

〈施策の柱〉 

 緑の中にくらしが息づくふるさとを継承する 

 いきいきとした緑の街並みをつくる 

 拠点をつなぐ水辺と緑の道をつくる 

 花を活かした魅力をつくる 

基本方針－3 

緑のまちづくりを支えるグランドアート 

緑に対する高い市民意識を踏まえ、一つひとつの

取り組みを結びつけ、市民と市が一体となった大

きな輪をつくっていくことを目指します。 

 

〈施策の柱〉 

 緑のまちづくりにかかわる意識を広げる 

 緑のまちづくりを支える体制をつくる 

 市民参加の仕組みをつくる 
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②施策の実施状況 

基本方針と、それぞれの方針を展開するための具体的な施策の柱を次のように設定し、さま

ざまな施策の展開により一定の成果を上げてきました。 

特に、面的整備などに伴う公園や緑道の整備は進み、緑の街並みは少しずつ形成されていま

す。一方で、バランスの良い公園の配置や、道路・水辺を含めた緑の維持管理、既成市街地の

緑の確保については、課題があります。 

また、市民参加による花いっぱい運動（花壇づくり）などは、定着しつつあります。 

 

基本方針１ 水と緑の骨格を強化するグランドアート 

施策の柱  施策 これまでの進捗・実績等（主なもの） 

（１）水と緑の骨格軸を強化する 

①市民に親しまれる江戸川の緑

の保全・活用 

 三郷駅周辺、岩野木老人福祉センター、八木郷小学校付近など

における坂路の設置 

②水辺を身近に感じる中川と周

辺の緑の保全・育成 

 中川フラワーラインにコスモス・ポピーを育てる活動の実施

（H13.10～） 

③県営みさと公園と周辺の緑の

保全・育成 

 県営みさと公園二次区域の整備（0.7ha 増） 

 都立水元公園（三郷市区域）の整備（3.54ha） 

 

④三郷放水路の桜のプロムナー

ドづくり 

 三郷放水路緑道の整備 2.4km（桜の植栽と遊歩道、休憩施設の

整備）（H16.6） 

（２）水辺と緑のシンボル軸をつくる 

①三郷らしさを伝える 

水辺のシンボル軸づくり 

 大場川の護岸にマツバギクの植栽（H13.4～） 

 下第二大場川水辺のプロムナードの整備 

 二郷半用水緑道の整備（三郷放水路以北 5.8km のうち、約

3.5km 整備済） 

②まちをつなぐ緑のシンボル軸

づくり 

 国道 298 号の環境施設帯を活用した緑化や側水路敷における

花を育成する活動の継続（H11.2～） 

 ボランティア・サポート・プログラムの活用（H21.4～） 

（３）魅力ある緑の拠点を創出する 

①緑の大拠点となる公園の整備 

 江戸川運動公園多目的広場内花壇における草花の植栽（H12.4

～）、江戸川第三運動公園の整備 

 中川水循環センターの上部空間を活用した三郷スカイパークの

整備（H19.6） 

 まとまった緑の創出による憩いの場となる市民の森は未整備 

 三郷ジャンクションの中央部分の国土交通省によるビオトープ

整備 

 県営みさと公園二次区域の整備（0.7ha 増） 

 都立水元公園（三郷市区域）の整備（3.54ha） 

②都市公園の整備 
 都市公園の整備  （53 箇所 40.07ha 約 15ha 増）

（H21.3） 

③公共公益施設などの 

身近な緑の拠点づくり 

 ちびっ子広場  （13 箇所 1.35ha）（H21.3） 

 わんぱく運動場  （5 箇所 0.8ha）（H21.3） 

 運動公園  （8 箇所 41.76ha）（H21.3） 

 市庁舎における緑のカーテンの実施（H20～） 

 春と秋に草花の提供による緑化支援 

 栄調節池における多目的広場の整備 

 農家による市民農園・体験農園の開設 

 ポケットパークなどの整備・確保 

④駅前のまちの顔づくり  駅前広場の整備と緑化（三郷中央駅 新三郷駅） 

 

⑤地域に親しまれる魅力づくり 
 ユニバーサルデザインに配慮した、におどり公園のトイレ、ベ

ンチ等の整備 
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基本方針２ 花や緑の中のくらしを実現するグランドアート 

施策の柱  施策 これまでの進捗・実績等（主なもの） 

（１）緑の中にくらしが息づくふるさとを継承する 

①屋敷林・社寺林等の保全・

活用 

 三郷市みどりの条例による「保存樹木」「保存生垣」「保存樹林」

の指定の推進 

保存樹木 253 本（Ｈ22.3） 

保存樹林 14 件（25,712 ㎡）（Ｈ22.3） 

保存生垣 50 件（3,422ｍ）（Ｈ22.3） 

 保存樹木・保存樹林・保存生垣などの維持管理について、ボラ

ンティアの参加方策などは未実施 

 「市民緑地」制度等の活用は未実施 

②農地の緑地としての活用  生産緑地地区（156 地区 27.1ha H22.3） 

（２）いきいきとした緑の街並みをつくる 

①公共公益施設の緑化推進 
 市庁舎、学校等によける緑のカーテンづくりの実施 

 保育所の園庭芝生化の実施 

②住宅地・工場・事業所の緑化

推進 

 三郷市みどりの条例に基づく緑化指導基準により、公共施設、

民間施設の緑化指導などの実施 

③緑地協定制度等の活用 
 戸 ヶ 崎 二 丁 目 地 区 に お け る 緑 地 協 定 の 締 結 （ 協 定 面 積 

1238.80 ㎡（H17．3）） 

④緑化マニュアルによる緑化の

充実 

 三郷市みどりの条例に基づく緑化指導基準により、公共施設、

民間施設の緑化指導などの実施 

 三郷市の気象や土壌を考慮した植栽のあり方や緑化手法などを

まとめた植栽ガイドラインの策定 

 

⑤環境条件を考慮した多様な緑

化手法の導入 

 壁面緑化、屋上緑化、法面緑化などの多様な手法による緑化推

進 

 開発指導要綱の条例化に伴う緑化指導基準の見直し 

（３）拠点をつなぐ水辺と緑の道をつくる 

①街路の緑化推進  都市計画道路の街路樹の整備の推進 

②緑道など歩行者優先の道づく

りと緑化推進 

 二郷半用水緑道の延伸整備（放水路以北の整備） 

 小規模水路の上部に緑の募金緑化還元事業による花壇・プラン

ターを設置した緑化の推進  

③鉄道・高速道路の緑化推進 

 常磐自動車道の植樹帯の保全（東日本高速道路(株)） 

 鉄道敷の法面の緑化、高架下の連続的な緑化空間としての活用

は未実施 

（４）花を活かした魅力をつくる 

①花を活かした彩りのある表情

づくり 

 第二大場川等でポピーなどを育てる活動の継続 

 
②花壇・プランターによる花の

空間の確保 

 緑の募金緑化還元事業による花壇・プランターを設置した緑化

の推進 
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基本方針３ 緑のまちづくりを支えるグランドアート 

施策の柱  施策 これまでの進捗・実績等（主なもの） 

（１）緑のまちづくりにかかわる意識を広げる 

①緑に関するイベント等の開催  春・秋の花いっぱい運動等のイベントの継続 

②緑に関する情報の提供 

 広報・ホームページによる情報提供（イベントの開催など） 

 みさと花めぐり（vol．１・２）の発行 

 花づくり 12 か月を購入発行 

 ららほっとみさとでグランドアート事業の活動を紹介する写真

展の開催（H22.8） 

③緑の表彰制度の創設  表彰制度の創設やコンクール等の開催は未検討 

 

④緑の交流活動の推進 
 国際交流花いっぱい運動等の支援（6・10 月） 

 半田運動公園の緑化支援 

（２）緑のまちづくりを支える体制をつくる 

①緑に関する相談の実施  緑に関する相談は未実施 

②緑のリサイクルの推進 

 家庭などで不用になった樹木を伐採せずに、みどりの広場に仮

植えし、希望者への譲渡や公共施設での再利用を行う樹木のリ

サイクル制度の推進（不用樹木本数 186 本 Ｈ21） 

 緑の資源リサイクルは未実施 

③公園や緑地を維持管理する

体制の充実 

 住民等による公園の清掃管理（40 箇所 H21） 

 公園や街路の清掃・除草のシルバー人材センターへの委託 

 公園づくりワークショップの開催により、管理を含めた話し合

いの実施 

④緑に関する制度の充実 

 みどりの基金の活用・増額等は未実施 

 結婚記念樹配布、春の花いっぱい運動における苗木・鉢花の配

布、秋の花いっぱい運動における苗木・鉢花の安価販売の継続 

（３）市民参加の仕組みをつくる 

①民有地における緑の維持管理

の充実 

 三郷市みどりの条例に基づく緑化指導基準により、民間施設の

緑化指導などの実施 

②市民参加の機会・場の充実 
 二郷半用水緑道や公園整備等における市民やボランティアとの

ワークショップの開催 

③緑のボランティアの育成 
 緑化推進団体による花壇・プランターの管理の支援（草花提供、

資材貸与等）（34 団体 H21） 

 

④市民を主体とした緑を支える

体制づくり 

 緑の家庭募金緑化還元事業等による緑化資材などの提供 
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（１）緑の評価の視点 

第１章で整理した、緑が持つ「都市における環境の保全・改善」「生き物の生息地・生育地

の確保・保全」「レクリエーション・健康増進・交流の場の提供」「防災」「三郷らしい良好な

景観の形成」の５つの機能に基づき、三郷市の緑を評価します。 

 

 

緑の機能別の評価の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．緑の機能からみた三郷市の緑 

 

●都市における環境の保全・改善                        

 都市の自然の骨格を形成する緑 

 都市の気候緩和に役立つ緑 

 快適な生活環境を形成する緑 

 

●生き物の生息地・生育地の確保・保全                     

 貴重な自然環境を形成する緑 

 生き物の生息・生育の場となる緑 

 

●レクリエーション・健康増進・交流の場の提供                 

 広域的なレクリエーション活動などに役立つ緑 

 身近なレクリエーション活動などに役立つ緑 

 歩行者レクリエーションネットワーク 

 

●防災                                    

 災害の防止に役立つ緑 

 避難体系上重要な緑 

 

●三郷らしい良好な景観の形成                         

 代表的な郷土の景観を形成する緑 

 良好な市街地の景観を創出する緑 

 地域のランドマークとなり、歴史・文化的景観を伝える緑 

 

 



 

 

１００ 

（２）緑の機能からみた評価 

①都市における環境の保全・改善 

都市における環境の保全・改善に役立つ緑の機能からみた評価と課題を整理します。 

 

●都市の自然の骨格を形成する緑 

江戸川、中川、小合溜井、三郷放水路の河川が都市の自然の骨格を形成しており、また大場

川などの河川・水路が身近な自然の骨格となっています。 

 江戸川、中川は、首都圏レベルでも保全すべき重要な緑です。また、江戸川、中川に加え、三郷放水

路、小合溜井は、都市全体を支える自然の骨格となっています。 

 大場川、第二大場川・下第二大場川、二郷半用水は、その周辺の緑を含めて、地域レベルの自然の骨

格であり、ネットワークの軸となる緑として評価することができます。 

 市の北部などには、本市では少なくなったまとまりのある農地（水田）が広がっています。 

 国道 298 号の環境施設帯などは、骨格となる緑として、強化する必要があります。 

●都市の気候緩和に役立つ緑 

都市緑化は地球温暖化対策においても重要な役割を担っています。また本市は、都市部特有

の問題であるヒートアイランド現象の影響を受けています。このような都市の気候緩和を図る

ために、市街地が連続するのを防ぐ河川・水路とその周辺の緑とともに、水面を含む緑被地が

重要な役割を果たしており、保全や創出が必要です。 

 江戸川、中川などは、風の通り道となることが期待されます。また、市街地に冷涼な空気を内陸部に

運ぶ、これらの河川とつながる緑のネットワークを形成することが重要です。 

 市街地ではアスファルトやコンクリートに覆われた部分が多く、ヒートアイランド現象の影響を受け

ていますが、大場川、第二大場川・下第二大場川、二郷半用水などは市街地が連続するのを防いでお

り重要です。 

 まとまりのある緑や水面は、夏季に冷涼な空気の供給源（クールスポット）となるため、規模の大き

な公園緑地、調整池などが重要です。また、北部などのまとまりのある水田の保全が求められます。 

 市街地内の農地は、局地的な気候の緩和に役立ち、環境の保全に資する緑として評価できます。 

 緑が少ない市街地では、屋上緑化・壁面緑化などによって緑を確保し、気温の冷却と建築物の省エネ

ルギーに寄与することが求められます。特に市役所などの公共施設を中心に、緑のカーテン事業が進

められており、このような効果が期待されます。 

●快適な生活環境を形成する緑 

緑は、防音、防塵や心理的なストレスを緩和する効果があり、うるおいや安らぎなどの精神

的な充足感に影響を与えていることから、身近な場に緑を確保し、質を高めることが重要です。 

 常磐自動車道沿いや中川水循環センターに沿って設置されている連続した植樹帯は、騒音の防止など

の緩衝機能を有しています。 

 早稲田地域の住宅地などは快適な住環境が形成されています。また、三郷中央地区、三郷インターＡ

地区、新三郷ららシティ地区、三郷インター南部地区においては、基盤整備にあわせて、緑を積極的

に確保することが求められます。 
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風の通り道 

（中川） 

緑の軸として 

強化する必要が 

ある道路の緑 

常磐自動車道沿いの植樹帯 

風の通り道 

（江戸川） 

積極的に緑被地を 

確保すべき地区 

都市における環境の保全・改善に役立つ緑の課題図 

積極的に緑被地を 

確保すべき地区 

中川水循環センター

周囲の植樹帯 

（平成 21 年３月） 
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②生き物の生息地・生育地の確保・保全 

生き物の生息地・生育地の確保・保全に役立つ緑の機能からみた評価と課題を整理します。 

 

●貴重な自然環境を形成する緑 

江戸川や中川の周辺などに、優れた自然環境を形成する緑が分布しており、保全が求められ

ます。 

 江戸川、中川は広域的にみても貴重な自然環境を形成しており、生き物の生息・生育に重要な役割を

果たしています。 

 本市の樹林は、屋敷林などがわずかに見られる程度で、まとまりのある樹林はほとんどなく、また自

然性も高くはありませんが、貴重な緑の資源となっています。 

 市指定の記念物として、安養院のイチョウが指定されています。このほか、二郷半用水にはキタミソ

ウの保全地があります。 

●生き物の生息・生育の場となる緑 

生き物の生息・生育の場となる緑の保全と市街地における緑の創出などを図り、ネットワー

クを形成することが求められます。 

 緑は、様々な生き物の生息・生育基盤を形成しており、生物多様性の保全に大きな役割を果たしてい

ます。 

 市内には多くの河川・水路が流れていますが、江戸川、中川、小合溜井、三郷放水路、大場川、第二

大場川・下第二大場川、二郷半用水などの河川・水路は、生き物の移動空間として重要です。 

 第二大場川などでは、河川の清掃や浄化への取り組みが進められています。 

 生き物の生息できる環境となるビオトープネットワークの形成に資する緑として、江戸川、中川など

の水辺空間や、河川周辺の屋敷林・社寺林、水田などの農地、三郷ジャンクションのビオトープ、み

さと公園・水元公園（三郷市域）・小合溜井一帯などの公園緑地や調整池・調節池が重要です。 

 ネットワークを形成するために、特に東西の緑の結びつきを強化していく必要があります。 

 生き物が生息できる緑は、連続あるいはモザイク状に分布していることが重要であると考えられます。

しかしながら、近年の緑の減少・極小化や管理放棄などによって、生息環境の質の低下が懸念されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【キタミソウ】･･･絶滅のおそれがある、全国的にも珍しい野草。市内では二郷半用水に自生している。 

【ビオトープ】･･･野生生物が生息できる条件を備えた生態学的に良好な環境の空間、または自然の生態系に接することができ

るように整備された空間。 
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生き物の生息地・生育地の確保・保全に役立つ緑の課題図 

キタミソウ保全地 

安養院のイチョウ 

みさと公園・水元公園

一帯の緑の保全・活用 

三郷ジャンクション 

ビオトープ 

（平成 21 年 3 月） 
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③レクリエーション・健康増進・交流の場の提供 

レクリエーション活動などに役立つ緑の機能からみた評価と課題を整理します。 

 

●広域的なレクリエーション活動などに役立つ緑 

都市レベルの広域的なレクリエーションに役立つ緑としては、みさと公園、三郷スカイパー

ク、江戸川河川敷の運動公園などが挙げられます。 

 都市基幹公園については、総合公園として県営みさと公園と三郷スカイパークの２箇所が整備されて

います。運動公園については 1 箇所も整備されていない状況にありますが、江戸川河川敷などには

市独自の運動公園が整備されています。 

 みさと公園は、都立水元公園（広域公園）と一体となって、広域的に利用されるレクリエーション空

間となっています。 

 江戸川堤防にはサイクリングロードが整備されており、広域的なレクリエーション空間となっていま

す。 

●身近なレクリエーション活動などに役立つ緑 

身近なレクリエーション活動に役立つ緑として、住区基幹公園（街区・近隣・地区公園）が

あります。住区基幹公園の整備は全体的に不足している状況にあり、今後も整備が必要です。 

 街区公園は、土地区画整理事業が行われた地区を中心に配置されています。一方、既成市街地などで

は、街区公園が不足している状況にあります。また、標準面積（2500 ㎡）に満たない、小規模な

ものも多く、三郷放水路以南の東和地域には 1000 ㎡以上の面積を持つ公園は、ほとんどない状況

です。 

 近隣公園は２箇所の整備にとどまっており、地区公園は１箇所も整備されていません。全市的に住区

基幹公園の不足地域が広がっています。 

 市街化区域における都市公園・都市公園に準じる公園（運動公園、児童遊園、ちびっこ広場、わんぱ

く運動場、その他の公園）の誘致圏を 250ｍ（徒歩で 5 分程度（3km／ｈ））とした場合、不足地

域は、今後の市街地整備の進展により公園の整備が計画されている地区を除くと、既成市街地などに

広がっています。 

●歩行者レクリエーションネットワーク 

河川・水路を活かした緑道や歩道、街路樹のある道路が基盤整備に伴い整備されていますが、

それを活かした全体の歩行者ネットワークが形成されていない状況にあり、緑豊かな歩行者ネ

ットワークづくりが望まれます。 

 二郷半用水緑道が歩行者ネットワークの基軸となっています。このほか、幸房用水緑道、新和さくら

緑道などが整備されていますが、全市的なネットワークを形成するには至っていません。 

 江戸川堤防にはサイクリングロードが整備されており、広域的なネットワークを形成しています。 

 街路樹が整備された歩道を有する歩行者空間は、基盤整備が行われた地区では比較的進んでいますが、

市域全体のネットワークの形成は全体的に遅れている状況にあります。 

 

 

 

 
【都市基幹公園】･･･都市を利用単位として設置される基幹的な公園。総合公園、運動公園に区分される。 

【住区基幹公園】･･･近隣住区を利用単位として設置される基幹的な公園。街区公園、近隣公園、地区公園に区分される。 
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市街地で公園や緑地が 

特に不足している区域 

江戸川サイクリングロード 

都市公園・都市公園に準じる公園の配置の課題図 

公園や緑地の誘致圏 250m 

 

近隣公園の誘致圏 500m 

（旧政令による） 

街区公園の誘致圏 250m 

（旧政令による） 

住区基幹公園の配置の課題図 

市街地で住区基幹公園が 

特に不足している区域 

※平成 15 年 3 月の都市公園施行令

の改正において、住区基幹公園に

関する誘致距離の標準（街区公園

250m、近隣公園 500ｍ、地区公

園１km）の明示は廃止された。 

（平成 21 年 3 月） 

（平成 21 年 3 月） 

※すべての公園の誘致圏を 250ｍと

した場合 



 

 

１０６ 

④防災 

防災に役立つ緑の機能からみた評価と課題を整理します。 

 

●災害の防止に役立つ緑 

災害に強い都市づくりのためには、特に市街地内において公園などのオープンスペースや街

路樹などを確保することが重要ですが、現状として不足している状況にあり、整備が望まれま

す。 

 「三郷市洪水ハザードマップ」（Ｈ20.8）によると、江戸川や利根川が氾濫した場合、市域のほぼ全

域が浸水する可能性があると想定しています。 

 最近では、「ゲリラ豪雨」と呼ばれる短時間に排水処理能力を超えるような急激な降雨もあることか

ら、雨水流出を抑制する調整池・調節池の整備、公共施設や農地の活用などが重要となっています。 

 市街地においては、地震などによる建物倒壊の危険性と延焼の危険性があることから、河川・水路と

周辺の農地や樹林、国道 298 号をはじめとした街路樹のある道路、公園緑地などのオープンスペー

ス、学校などの公共施設の緑が延焼遮断帯として重要です。 

●避難体系上重要な緑 

本市における避難場所となるオープンスペースの整備を進めるとともに、今後は避難場所と

して指定されているもの以外のオープンスペースの活用が求められます。 

安全に避難できる場所とルートにかかわる緑としては、公園緑地、公共施設、街路樹が整備

されている道路が重要です。 

 「三郷市地震ハザードマップ」（Ｈ21.3）によると、建物倒壊危険度は既成市街地において高くなっ

ています。このため、既成市街地に緑地や緑化された道路などを整備することが重要です。 

 本市では、火災などの災害時に安全を確保するために、避難場所と広域避難場所を指定していること

から、これらの施設における緑の確保と、この施設に至る安全なルートの確保が求められます。 

 広域避難場所は、みさと公園、番匠免運動公園、江戸川河川敷が指定されています。広域避難場所は

2km 以内が利用圏として想定されており、特に市の北部地域の一部は広域避難場所の不足地域とな

っており、今後の緑地やオープンスペースの整備が求められます。 

 指定避難場所は、小中学校などが指定されており、グラウンドなどのオープンスペースが重要です。

指定避難場所の利用圏は 500ｍ以内とされており、不足地域は既成市街地の一部にみられます。特

に市の東部の既成市街地においては、今後は生産緑地などの農地の活用なども含めてオープンスペー

スなどを確保し、一時的な避難場所とすることが求められます。 

 避難場所に指定されていない公園なども、延焼を防止する効果があると考えられることから重要な緑

です。 

 避難路となる歩道と街路樹を有する道路の整備は、全体的に進んでいない状況にあります。 

 ブロック塀は、倒壊した場合、避難が妨げられることが考えられるため、生垣などの緑化が有効です。 

 

 

 



●資料編● 
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指定避難場所の誘致圏から

500ｍ以上の市街化区域で、

生産緑地などを活用した緑の

整備が特に求められる区域 

延焼防止に役立つ緑 

防災に役立つ緑の課題図 

（平成 21 年 3 月） 



 

 

１０８ 

⑤三郷らしい良好な景観の形成 

三郷らしい景観の形成に役立つ緑の機能からみた評価と課題を整理します。 

 

●代表的な郷土の景観を形成する緑 

江戸川、中川、小合溜井、三郷放水路や、河川・水路が郷土の景観の骨格を形成しています。こ

のような骨格となる緑を背景として、長い年月をかけて培われてきた郷土の景観を形成する多様な

緑が分布しています。 

 江戸川、中川などの広大な河川景観や、大場川、第二大場川・下第二大場川、二郷半用水などの身近

な河川・水路の景観が本市の景観の特徴です。特に、二郷半用水の周辺には農地や屋敷林が点在して

おり、身近な安らぎを与える景観となっています。 

 江戸川の堤防や三郷スカイパークは、眺望ポイントとなっており、富士山や筑波山などが眺望できま

す。 

 市内にまとまりのある樹林はありませんが、保存樹林に指定されている屋敷林などの樹林が点在して

おり、郷土の景観をつくり出しています。 

 北部の広がりのある水田は、田園的ななつかしさを感じさせる景観を形成しています。 

●良好な市街地の景観を創出する緑 

新しい開発事業による都市的なイメージの強い空間や鉄道駅周辺などにおいては、積極的に緑が

創出されていますが、一部にはうるおいのない景観となっている市街地もあり、緑を確保する必要

があります。 

 駅は、まちの玄関として、日常市民が利用する施設であり、景観的なイメージを形成する上で重要で

あることから、市内の３つの駅（三郷駅・新三郷駅・三郷中央駅）周辺には緑や花を創出することが

求められます。 

 緑豊かな市街地の景観が形成されている地域として、早稲田地区や三郷団地、さつき平などが挙げら

れます。また、三郷中央地区、三郷インターＡ地区、新三郷ららシティ地区、三郷インター南部地区

においては、新しい住宅地、街路樹の緑など、基盤整備にあわせて、緑を重視した街並みづくりが推

進されています。 

 道路の緑は、うるおいのある景観を形成する要素として重要です。代表的な街路樹には、早稲田中央

通りの街路樹、さつき平の街路樹などがあります。また、国道 298 号は、緑の景観軸として整備す

ることが求められます。 

 常磐自動車道沿いや中川水循環センターの周囲に整備された植樹帯は、連続した緑の景観を形成して

います。 

●地域のランドマークとなり、歴史・文化的景観を伝える緑 

生活に身近な空間には、随所に緑が残されており、うるおいのある景観が形成されています。 

 地域の緑の景観のランドマーク（目印）として、点在する屋敷林や社寺林、目印となる樹木などを評

価することができます。また、大規模な公園緑地や樹林地は、緑の景観を形成する重要な要素となっ

ています。 

 市民の生活に必要と認められる緑を保護するため、保存樹木を 253 本（平成 22 年 3 月現在）指定

しているほか、安養院のイチョウなどの樹木が、特徴的な緑の景観を形成しています。 



●資料編● 
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三郷らしい良好な景観の形成に役立つ緑の課題図 

駅周辺の花や緑による 

表情づくり 

基盤整備にあわせて 

緑豊かな街並みの形

成が求められる地区 

安養院のイチョウ 

基盤整備にあわせて 

緑豊かな街並みの形

成が求められる地区 

基盤整備にあわせて 

緑豊かな街並みの形

成が求められる地区 

（平成 21 年 3 月） 

駅周辺の花や緑による 

表情づくり 

駅周辺の花や緑による 

表情づくり 


