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はじめに
「見沼たんぼ」の価値の継承

業景観」
の価値は市街地周辺で高まっています。日々

ます。これらの 20 世紀から提示された景観の重要

アム等、広域を対象とした高度な展開もポテンシャル

新しい時代である 21 世紀は、20 世紀が生んだ多

消滅していく中で、次世代への継承の課題が大きく、

場所が 21 世紀に至る景観保全の施策・活動にどう

に含まれます。これらの展開には「見沼たんぼの農業」

くの成果と問題、正と負の遺産を引き継いでいます。

重要な「地域景観としての農業」遺産に対する対策・

展開されてきたかを考えれば、不十分な点が多いの

「見沼たんぼ周辺地域景観」に対しても「見沼たん

施策が求められています。

です。これまでの活動体験を通しての指摘と提案が

ぼの原風景」遺産継承のための施策・支援が必要

必要と考えました。

になっています。環境学習ミュージアム化は、地域コ

「未来・ビジョンを考える」とは 20 世紀の成果、評
価を通して、21 世紀の新たな枠組みを提案すること
になります。また、現在は、東京オリンピック 2020

次世代へ「見沼たんぼの原風景」

等があり、近い将来の緊急課題として、日本の地域

共有化の歴史的背景

ミュニティ・広域コミュニティとの価値の共有化が基
「見沼たんぼの景観ビジョン」

本的に必要です。試行の積み重ねの枠組みが「見沼

見沼たんぼの未来のビジョン、
景観のビジョンは
「次

～保全ネットワークから農業とコミュニティへの展開～

「見沼たんぼ」は埼玉県において 20 世紀に意味と

世代」に対して提案するということになります。見沼

「見沼たんぼの景観」の共有化には 1970 年代か

本報告は現状・課題についての各担当の提案に議

価値が発掘啓蒙・合意され、21 世紀に引き継がれ

たんぼが最初に「次世代」への遺産と示されたのは

らの各報告があり、その価値の共通化には『見沼田

論を重ねて共有化できたものをビジョンとしたもので、

た遺産です。20 世紀の価値を超え、日本の古代か

20 世紀で、21 世紀に入る 15 年前の頃でした。子供

圃論集』等があり、その意見共有化の画期的なプロ

上記の展開への礎になるものと考えます。そこに至ら

らの国土形成システムが景観として伝承継承されて

たちに継承する「見沼たんぼの原風景」
「見沼たん

セスは 20 世紀の先駆的なものでした。21 世紀の現

なかった重要課題や提案・政策課題等もあり、景観

いる首都近郊の広大なコモンズ空間として、特別の

ぼの景観保全」が提示されました。20 世紀は近代

在、市民活動体験者を主体とする本景観ビジョンの

未来ビジョンの実現化及び展開には更なる価値を共

価値があります。

化・開発の時代で、1970 年以前に「地球環境」
「地

提示が、見沼たんぼの景観形成・景観創造の新た

有する体制と枠組み構築等の課題がありますが、コ

21 世紀に入って、
「見沼たんぼ」の価値は首都圏

域環境」の問題が露呈し、
その保全事例としての「見

な展開の下敷きになることを希望しています。

ミュニティに向けての第一歩を提示しています。

のみならず、全国にその意義と概要が知られてきて

沼たんぼの原風景」に至りました。21 世紀現在、
「地

20 世紀から現在にかけて、見沼たんぼ保全の諸

現在、SNS における風景の評価について、ある面

います。その保全継承に様々に活動が継続してきた

域の原風景」概念は一般化しています。
「見沼たん

活動には「共有する景観」がネットワークに機能して

で拡大している傾向があります。次世代・次々世代

ことに特徴があります。最近は「日本未来遺産」の

ぼの原風景」によって見沼たんぼと周辺地域の人々

きました。今後の
「未来の景観ビジョン」
への展開には、

への「見沼たんぼの景観ビジョン」
「見沼たんぼの原

認定もあり、次世代への「見沼たんぼ」の統合的な

が密接に関係づけられます。
「原風景」は単なる物

農業者・地域コミュニティ・市民県民も含めた「共有

風景」は、各世代の心象的表層的なものに限らず、

保全活用のビジョンが望まれています。ここに「見沼

的な景観ではなく、体験した人々が価値を共有する

する見沼たんぼ景観ビジョン」が重要となります。
「見

その歴史文化の深層的な風景の発掘があわせて探

たんぼ」の保全継承の活動を継続してきた市民から

心象風景でもあります。次世代に引き継ぐ「見沼た

沼たんぼの景観ビジョン」にはフィールド・ミュージ

求されていくものと考えられ、望まれます。

なる研究会から体験をもとに未来ビジョンを提案で

んぼの原風景」
「見沼たんぼの景観」は物的な問題

きたことに最大の意義を感じています。

ではなく、歴史的意味、環境と景観の理解の継承な

固有のまちづくり、景観づくりが求められています。

どの教育的側面が重要な課題となります。
「見沼たんぼの景観」の意義
見沼たんぼの意義遺産継承において「見沼たんぼ
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の景観」は特別の位置にあります。周辺と広域の中

「見沼たんぼ」には一体的統合性が重要です。見

核となる歴史的な景観遺産が多くあります。しかし一

沼たんぼ内公共施設等名称には「見沼」
「見沼たん

方、首都近郊の自然生態保全、農業継承等の問題

ぼ」が付加されたものが望ましい。見沼たんぼ内各

が迫り、道路・公園他の公共施設の設置管理や、周

ゾーンは開発経過等から多様ですが、全ゾーンの共

辺住宅地の開発動向、そして見沼たんぼ内の土地形

通目標として「見沼たんぼの原風景」
「見沼たんぼの

質・用途の変更・沿道周辺の看板等による景観汚染

景観」
概念の共有化が重要です。未来・次世代への
「見

等々の問題が重なり合っている現状があります。こ

沼たんぼの原風景」概念の継承が先ずあり、その

れらは 20 世紀のいわゆる縦割り事業・行政等の結

実現方法として「見沼たんぼの景観」構成の具体化

果であり、個々の対処ではなく、総合・統合的成果

がビジョンの目的になります。
『見沼田圃論集』
（1984）

を導き出す可能性が「見沼たんぼの景観ビジョンの

の時期、見沼たんぼの原風景として氷川神社を始め

共有」に託されています。正の遺産に限らず、負の

とする「神社の森・参道・周辺水辺の有機的な立地

遺産の改善についても統合的に対応する概念として

関係」
「田圃・堤・用水・斜面林の一体的な景観」

「景観」は有効です。20 世紀の「見沼たんぼの景観」

等が提示され、共有化されました。周辺地域の原風
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第Ⅰ章

ビジョン策定の目的と基本的視点

最初に「見沼たんぼ」に関する「言葉の定義」に

この「大変動期」の中から、未来に向けて「望ま

ついて

しい大規模田園地域の景観」を形成していくべき方

①「見沼たんぼ地域」とはさいたま市の見沼田圃基

向性と方法論を用意することは、難しい課題です。

本計画で計画対象区域とした「7 つのエリア」と「2
つのふるさとエリア」を指しています。各エリアには、

このため、初めに、見沼の景観の移ろいの歴史を
振り返ることから始めたいと考えます。

周囲 100m の緩衝エリアも含みます。第Ⅲ章・冒頭
の「地域区分の方法」を参照してください。
なお、見沼たんぼ地域の農地の中心が、30 年前

ちしょう

1）龍神の住む草深い「池沼時代の景観」
6,000 年前ごろを境に「縄文海進」でできた「奥

からの田畑転換土地改良事業以降、
「畑」になって

東京湾」の海岸線が後退し、見沼の地域は「大きな

きていることから、水田を意味する「田んぼ」とし

池沼地帯」となってきました。以来、5 千数百年もの

ての表記を、
この地域を表すことばとしての「たんぼ」

あいだ、この地域は水深の比較的浅い池沼地帯とな

として表記することといたしております。

ります。周辺の台地と沼との境の斜面には、古代か

芝川とさいたま新都心

下の和歌は、
「紀州鷹場」の一部であった見沼に、
よりのぶ

見沼田んぼの「四季おりおりの水田景観」は、永
く人々に愛されてきました。

らのカシ・シイ・タブの木などの常緑広葉樹を中心と

紀州徳川家の第一代藩主、徳川頼宣が来た折りに見

②文書の中で、水田を意味する場合は、
「田んぼ」

した「照葉樹の森」が鬱蒼と生い茂り、複雑な入り

沼の水面に映る富士の美しさをたたえ詠んだもので

春、田植時、ひかり輝く水面と風にそよぐ緑の苗、

と表記しております。

江をもった地形のともに、
「神秘の沼」の景観であっ

す。

夏、日差しの中たくましく成長していく青々とした稲、

③埼玉県とさいたま市の行政計画文書では、
「見沼
田圃」と漢字表記をいたしておりますので、行政計
画文書の表記を引用する場合は、
「見沼田圃」と記
載いたしております。

たと考えられます。

「誰も見よ

周辺の村々では、沼からの多くの恵みに感謝する
とともに、広大な沼とその自然を畏れ敬い、尊ぶべ

（1）策定の目的

富士

（徳川頼宣）
の高嶺に雪の曙」
しかし、水源となる山を持たない平地の溜井のた

浦和踊りの文句では次のように歌われています。

りと祀りが続けられ、その後「出雲の神々を主祭神

かり）など、溜井としての様々な機能不全が生じます。

はあー、見沼田んぼは実りの稲穂、野田のサギ山、

とする信仰」と重なりあいながら、永く息づいてきま

また、沼への土砂の堆積で、蓄える水量も次第に減

通船堀を守り育てる里景色

した。

少していく中で、100 年間ほどで溜井としての役割を

見沼の農業利用の中で、田んぼの周囲の斜面林で

「池沼地帯」としてのみぬま景観は、農地の下に

終えます。

深の浅いところには、ヨシ・マコモが草深く群生する

3）240 年間続いた「水田景観」

が輝いているような「草深い水辺の風景」であったと

「享保の改革」の中心的な政策である「全国的な新

を持つ「良好な大規模田園緑地」として未来に向け

考えられます。

田開発」の波が、この見沼の地にも及びます。
ためい

みなも

2）100 年間の「溜井時代の水面の景観」

風致に関する時代の価値観」の反映です。
このため、地域の景観も時代の流れとともに大き
く変化していきます。
見沼たんぼ地域の景観も、時代の流れの中で大き
く変わってきました。
そして、現在期は、この地域の景観の大きな変動
期の真っただ中です。
3

1590 年の徳川家康の関東への移封、そして 1603
年の江戸での幕府の創設以降、武蔵の大地は、農

は、一部の社寺林を除き、農業や暮らしと結びつい
た「落葉広葉樹の樹林」となってきました。

堆積する厚い「まこも土層」の存在からしても、水

沼たんぼ地域」を多様な魅力と価値及び素敵な景観

礎の上で、
「時代のなりわい（暮らし・産業）
」と「景観・

人々に深く愛されてきました。

面が上がり、沼の周囲の田を水没させてしまう（水い

1716 年、八代将軍となった徳川吉宗が推し進めた

地域の姿・景観は、
「地域の自然環境条件」の基

など、
「地域の原風景」を代表する田園景観として、

周囲の村々とそこの社 では、水の神「龍神」への祈

とともに、沼の中央部の水深の深いところだけ水面

（2）変わりゆく見沼地域の景観を踏まえて

冬、真っ白な平原となった雪の田んぼの景観、

め、日照りのときには水量が乏しく、大雨のときは水

やしろ

首都近郊に残された貴重な「大規模田園緑地・見

て創造し、引き継いでいくために

秋、風にゆれる黄金色（こがねいろ）の稲穂の波、

き湖水として、
「み・ぬま（御沼）
」と呼称してきました。
まつ

Ⅰー１. 策定の目的と
大規模田園緑地空間を未来に
引き継ぐための取組み

箕沼（みぬま）の池に影うつる

あけぼの

4）
「畑作地域」への変化と「景観の大変貌」
1969 年、日本の歴史初めての米作りの抑制政策
「減
反政策」が開始されます。米の消費量の大幅な落ち

「御沼」への祈り・多くの恵への感謝・畏敬の心か

込みに対応するため、米以外の作物を生産できる地

ら、干拓に抵抗する人々も多数ありました。
（「御沼」

域は、米以外の作物をつくることを政府・自治体が

の周囲の 32 カ村のうち 15 は「御沼」の干拓に反対

推し進めることとなりました。

し協力しませんでした。
）

この見沼の地では、田んぼを畑に転換する「田畑

しかし、徳川幕府の権威と米の増産を願う時代の

転換土地改良事業」が、県の主導で大々的に押し

要請の中で、2 年半の調査・測量を経て、1727 年か

進められ、それまでの田んぼの景観が、植木畑や野

丁堤の築造により、下流部の足立郡の村々に水を供

ら半年間での「御沼」の干拓・見沼代用水路の築造、

菜畑の景観に大きく変貌しました。

給する農業用の貯水池「見沼溜井」となりました。

そして周辺の村々による新田づくりが完成し、1728

2008 年にさいたま市が調査した見沼田んぼの土

年には、
「見渡すかぎりの水田 = 見沼田んぼ」となり

地利用状況では、水田が 6.1%、畑が 35.2%、荒地（耕

ました。

作放棄地）が 6.6% となっており、米作りの場 = 見

業用に開拓・干拓・開発されていきます。
この見沼の池沼は、1629 年の関東郡代による八

「溜井の景観」は、池沼時代よりは、水面がより広
く沼らしい景観となっていたものと考えられます。水
面が広くなった沼では、魚や水鳥をとらえる暮らしや
なりわいがより活発に展開されていたでしょう。

以来、1970 年ごろまでの 240 年間にわたり、こ
の地は「見沼田んぼ」でした。

沼田んぼの大きな変貌と耕作放棄地の大きさに、こ
の地域での水田農業の後退が示されています。水田
4

見沼代用水・西縁

大宮区天沼（上水道にも利用されている水）

は、農地の合計の１割程度となってきています。

5）見沼代用水路の景観も変貌
また、見沼代用水路の景観も大きく変化しました。

区域に指定されましたが、それ以前の宅地開発、市

用水路の合理化事業である「見沼代用水路の埼玉
合口二期事業」では、それまでの土の土手、土の岸
部の仕様をコンクリートでの三面護岸の水路としまし

立地も制限」されるまで続きました。

街化調整区域指定を前にした駆け込み開発などで、

見沼たんぼ地域の景観研究・対応は、これらの多

大宮駅前通りからの地域、浦和区大原地区、県道・

数の「公共・公益施設」との共存を前提に、
その風致・

浦和越谷線沿線などで開発が進行しました。

環境・景観の改善・向上に向けた調整努力が求めら
れることとなります。

農村社会の変化・変貌の中で農業用水路の維持管
理が次第に困難になる中、1979 年に始まった農業

浦和区木崎の保存斜面林

然たる田園地域」ではありません。
農地以外のその他の主な土地利用状況としては、

するために必要な「現在期」が迎えている景観対応
上の諸条件を下記で何点か検討してみます。

1）
「大規模緑地空間としての土地利用方針」の
制定

②農地以外の土地利用との共存
上記の経緯から、見沼たんぼ地域といっても、
「純

このため、景観形成の方針・方策を見定め、提案

8）放置斜面林の増大と

1995 年、
「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」

斜面林の伐採・開発の進行
周囲の斜面林も、薪炭林としての用途が全くなくな

が、県・市・関係機関（農業団体・市民の環境団体等）
の間で合意され制定されました。

た。このコンクリート護岸により水流が早くなるため、

住宅地 2.7%、工場等の事業用地が 4.4%、公共施

る中で、
「放置林」となるところも多く、落葉広葉樹

その基本方針の中では、見沼田圃地域を大規模

両岸には転落防止の高いフェンスもつくられ、水路景

設が 6.3%、道路が 11.0%、河川・水路が 7.6%、調

林の中に、常緑広葉樹や竹・篠などが繁茂してきて

な緑地空間としていくため、見沼田圃地域での土地

観も大きく変貌しました。

節池が 7.4%、公園・緑地が 10.2% と、かなり多様

います。

利用は、原則として「農地・公園・緑地等」とするこ

な土地利用状況となっています。

① 見沼田んぼ地域への「都市的開発の進行」と「見

市街化区域の中に組み込まれた斜面林は、保全
緑地や公園等として守られている一部の地域を除き、

6）多様な都市的土地利用と
共存せざるを得ない田園景観地域

シノ

③都市的土地利用地区での風致・環境の改善・向
上の必要性

大半が住宅地として開発されています。
市街化調整区域にある斜面林は、まだ大半が残さ

ととなりました。
また、その担保手段として 128 億円の環境保全目
的の基金も創出されました。
これは、1983 年に策定され、その後、開発論によっ

見沼たんぼ地域での景観対応は、見沼たんぼ地

れてきていますが、相続税の支払等を契機として、
「墓

て否定された「見沼田圃保全検討委員会・報告書」

1960 年代（昭和 30 年代半ば）以降の東京大都市

域内にある多様な都市的土地利用地区での風致・環

苑」や「資材置き場」などとして売却され、次第に

の方針提起以来、12 年間にわたる市民・関係団体・

圏の拡大の中で、見沼たんぼ地域への工場や住宅

境の改善・向上に向けた調整対応が必要であり避け

開発されていく傾向にあります。

関係行政機関等の論議と調整努力の結晶です。

地の開発が進行します。

て通ることはできません。

沼三原則」による開発抑制

幸いにして、見沼田んぼの持つ遊水機能を保全す
るため、1965 年（昭和 40 年）に「見沼三原則」と
いう行政指導により、開発の進行を一定程度抑える
ことができました。

7）多数・多種類の公共・公益施設との
共存と改善調整
都市計画法の法規制上、市街化調整区域でも自

この基本方針の合意・制定以前の経緯で、これま

（3）大規模田園緑地空間を未来に

でに、かなり多様な土地利用が入り、渾然とした景

引き継ぐための取組み

観となってしまっている地域もありますが、これ以上

今回の景観形成ビジョン研究の目的は、
①現在の見沼たんぼ地域の景観が置かれた「大変

在な立地が可能であった公共・公益施設は、面積比

動期」ゆえの「危機的な景観状況」を踏まえつつ、

一部地域
（大宮駅から 2km 圏内と与野駅から 1.5km

率も 6.3% と水田よりも多く、多数・多種類の公共・

「未来に向けての景観形成の方針・方策」を見定め、

圏内）での開発容認もあり、開発を容認された地域

公益施設が見沼たんぼの中に立地しています。

しかしながら、
「行政指導での開発抑制」のため、

では、都市的開発が進行しました。また「東北線の

提案すること

う土地利用規制上の条件が整ってきました。

2）多様な市民活動による
保全・活用・創造運動の展開
①自然保護活動の展開

求められる公共施設を、安易に地価の安い見沼田

操車場」も、見沼田んぼの最北部に開発されました。

んぼ地域で整備する傾向が、1995 年の「見沼田圃

②「緊急な対応が必要な分野での具体的な取組み

1970 年（昭和 45 年）には、全域が市街化調整

の保全・活用・創造の基本方針」で、
「公共施設の

方」を明らかにすること

5

は、都市的な開発も公共・公益施設も入らないとい

です。

1983 年、国昌寺北側の斜面林が浦和市の墓苑計
画の対象地となりました。この「斜面林の保全活動」
6

民と見沼たんぼ地域とのふれあいを高める学習・体
験・散策活動など積極的に展開しています。
②埼玉県の施策展開
埼玉県は、公有化農地の農家への賃貸も実施して
います。また、県農林公社等を通じて、新規農業者
の育成事業なども継続的に展開しています。
③川口市の施策展開
川口市は、市民・企業とともに「グラウンドワーク
「未来遺産プロジェクト認証式」のさいたま市長

浦和区三崎の農業体験ソバ畑

川口」を運営し、川口市域の自然学習と農業体験活
動を展開しています。

が、見沼たんぼ地域を特定した市民活動の最初のも
のでした。
それまでの市民活動は、野鳥観察対象地としてや
専門的な歴史研究対象地として見沼たんぼ地域も一
つの活動エリアとして活動していたもので、
「見沼た
んぼ地域を特定」したものではありませんでした。
斜面林の保全活動の成果として、国昌寺北側の斜
面林 1.1ha については、7 年後の 1990 年に「埼玉県
みどりのトラスト1 号地」として買い取られ保全され
ました。
その後、この地では、見沼代用水路の「原型保全
運動」が続けられ、見沼代用水の歴史の姿をとどめ
る「原型保全区間」となっています。
これらの活動を契機として、多くの市民団体により、

②盛んな「農業体験・学習活動」の展開
農地については、農地法の規制から、農業者資格
をもったものにしか耕作・管理・運営できないのが
原則です。

も協働しながら、市民が見沼たんぼ地域での歴史・

景観研究や改善活動における行政機関との適切な

文化について、
しっかりと学ぶことができるようになっ

連携と協働関係の創出は、今後の「景観形成ビジョ

てきています。

ン」の実現の基本です。

このような歴史・文化に関わる市民活動の展開の

しかしなから、埼玉県と関係市は、1998 年から「見

中で、鷲神社の「龍頭の舞」などの地域の伝統的な

4）
「未来遺産運動」との連携

沼環境保全基金による農地の買い取り」を始め、買

祀りの復活や「竜神祭り」などの新たな文化行事の

①「未来遺産プロジェクト」として認定・登録

い上げた農地を 1999 年に、市民団体に管理委託す

展開など、見沼たんぼ地域の文化行事のにぎわいを

ることとなりました。

増してきています。

この市民団体に、公有化農地の耕作・管理・運営

上記のように、市民・市民団体による様々な分野

を委託する方式で、見沼たんぼ地域での市民団体の

での見沼たんぼ地域での保全・活用・創造活動は、

農業体験活動がはじまりました。

今後の見沼たんぼ地域での景観研究と改善活動の

現在、公有化農地の管理委託をしている団体は、

原動力になっていくものと考えられます。

8 団体ですが、公有化農地以外でも「農家との援農
契約」などにより、農家と協働して農地の耕作・管理・

2014 年、日本ユネスコ協会連盟は、見沼たんぼ
地域の市民団体・農業者・教育機関が連携しての保
全・活用・創造活動を「未来遺産プロジェクト」とし
て認定・登録しました。
②長期的な目標感のある景観形成活動が可能に
この「未来遺産活動」を、市民・農業者・教育機

3）充実してきた行政機関の対応
さいたま市・埼玉県・川口市などの関係行政機関

見沼たんぼ地域での河川愛護活動や自然観察・学

運営している団体もあり、また、農家自身による体験・

習活動、斜面林の保全・管理活動などが、見沼た

学習活動の募集も含めて、見沼たんぼ地域での農業

の活動も充実してきています。

んぼ地域で多彩に展開されるようになってきていま

体験・学習活動は盛んになってきています。

①さいたま市の施策展開

関に加えて、企業・行政機関も含めたものに大きく発
展させていく中で、長期的な目標感のある景観形成
活動が可能となります。

これらの農業体験・学習活動を展開する市民団体

2011 年、さいたま市は見沼たんぼ地域の総合計

の活動により、耕作放棄地の減少、環境にやさしい

画である「さいたま市見沼田圃基本計画」を策定し

調節池のつくり方については、先につくられた第七調

農法での耕作の拡大、見沼地域の文化遺産「フナノ」

ました。この基本計画では、低地の見沼たんぼ地区

本研究会の景観形成の目標提案を「未来に向けて

節池のつくり方が治水機能のみを優先したつくり方と

の復元など、見沼たんぼ地域の自然環境や農業景観

から周辺 100m の斜面林などが存在する区域を「緩

の息の長い長期的な景観形成ビジョン」として提案し

なっていたことを改めさせ、自然保護団体等の関わ

の保全・向上に貢献しています。

衝エリア」として規定するとともに、周辺の台地で良

ていくことが、この研究会に求められる課題であり、

好な田園環境が残っている区域を「ふるさとエリア」

研究活動の主な目的でもあります。

す。
このような市民団体の活動展開の中で、芝川第一

りの中で、自然度の豊かな調節地となってきました。
また、見沼代用水路のフェンスの改良要望活動や

③歴史・文化の研究・学習・普及活動の展開

③「未来に向けての長期的な景観形成ビジョン」と
して提案

として、農村振興事業などの対象地区としています。

桜の補植活動の展開の中で、フェンスの木柵化や堤

見沼たんぼ地域での歴史・文化の研究・学習活動

2012 年からは、
「アクションプラン」を策定し、情報

「大規模な田園緑地空間」ふさわしい「魅力ある

防道路の遊歩道化、さいたま市による「さくら回廊

も、多くの市民団体や教育機関を中心に盛んに進め

提供・広報機能充実などを中心に、順次、具体化を

素敵な景観」を、多様な景観要素との共存調整の中

づくり」の施策を引き出すなど、自然環境保護を目

られています。

図っています。

で、未来に向けて「目標感を持って、みんなで創り

的とする市民団体の活動が、見沼たんぼ地域の景観
改良に貢献しつつあります。
7

専門的な研究活動も地道に進められており、行政

また、さいたま市の政令指定都市化にともない設

機関の文化事業や見沼たんぼ地域でのガイド活動と

置された「区役所」では、緑区、見沼区などが、区

上げていく」ために「未来遺産運動」と連携して長
期的に活動していくことは、重要なことです。
8

Ⅰー２. 景観からみた見沼たんぼの
未来のビジョンをみる

県民に共有化されています。
「景観」
にはこの
「共有性」

共有化が重要であるところに「見沼たんぼの景観ビ

こそが最も重要で、現在では「見沼たんぼの原風景」

ジョン」の特徴があります。

の対象者は歴史的な体験・創造者から次世代まで
が含まれ、また空間的には「見沼たんぼ」領域をも

（1）
「保全から景観への経過」

（4）
「景観未来ビジョン」の
目標・対象者と担い手

超えており、
「氷川神社（等の社寺境内森）の原風景」

「見沼田圃の保全」から振り返れば、行政的に検
討され始めたのは「見沼三原則」から始まっています。

「見沼代用水の原風景」等にも重なって周辺地域か

「ビジョン」は主体があって初めて存在の意味が

昭和 40 年代の首都近郊スプロール問題の中で、こ

ら広域にもつながるシステム、可能性を内在していま

あります。だれのためのビジョンかです。これには

こでの課題は「治水」と「農業」と「開発防止」か

す。

「未来」の規定が必要になります。
「未来」とは現世
代の未来である以上に「次世代」の未来が主とな

らでした。これに 1970 年の減反政策の時代が続い

（3）共有される価値の創造と

ています。それから 15 年して昭和 50 年代末に、新

「景観のビジョン」の形成

たな首都圏開発動向の逼迫する中で「見沼田圃の保

ります。15 年単位で将来をみれば、2030 年を位置
づけることができます。その前には東京オリンピック

全・活用」が問われ、
「見沼田圃の景観保全」が新

「見沼たんぼの景観」も「景観のビジョン」も、単

2020 があります。そして今後の 15 年での最も大き

たな課題として登場してきました。ここでの課題は
「農

純に物的な空間の問題ではありません。
「景観からみ

な問題には世代の交代・相続があり、人口縮小・情

業」
「治水」
「自然環境」に、乱開発としての「ゴミ

た見沼たんぼの未来ビジョン」も同様です。
「見沼た

報化社会・グローバリズム、そして地域創生・ローカ

埋立」
「公共施設」等が課題となりました。現在も

んぼ景観・未来ビジョン」を「見沼たんぼの景観」
「見

リズムがあります。現在、外国からの観光者は年々

課題は継続しています。当時は隣接して埼玉中枢都

沼たんぼの原風景」概念をもとに、取り組んでいく

急増しています。2020 を契機に、このグローバリズ

市圏構想が浮上していましたが、現在では、さいた

枠組み、ロードマップ作製のプロセスもビジョンの課

ムは拡大します。東京に近い首都圏のこれだけの遺

ま市景観計画の中の位置づけも重要課題です。

題です。歴史的な伝承・意味、空間（景観）構成が

産をこの契機に活用の検討をしなくてよいのでしょう

継承されてきた経過の理解も含まれます。従って「景

か。見沼の伝承にはアジア地域の伝承と景観、また

観のビジョン」
「未来ビジョン」には提案・運営の担

世界にも結びつくものもあります。これらの総合的な

い手、そしてビジョンの対象者の位置づけが、物的

ビジョンの前提としても、
先ず本研究会の
「景観ビジョ

ここで「見沼田圃の保全」と「見沼田圃の景観保
全」はほぼ重なりますが、基本的に視点と領域が異

国昌寺裏（「見沼の四季」1982 年）

なることも重要です。
「見沼田圃の保全」は「見沼三
原則対象領域」から始まりました。
「見沼田圃の景

問題からは全体的なビジョンは導けません。これら

な空間・景観の提案と同様に重要になります。景観

ン」
の提案は第一歩として位置づけられます。
「ビジョ

観保全」では周辺斜面林等が含まれることになりま

を総合的総体的に扱えるテーマが「景観」で、
「景観」

に関する活動には、
「共有される概念」が必要で重

ンの対象主体」については、先ずは「見沼たんぼの

した。そして古代から「見沼たんぼ」と一体的な環

は歴史的遺産でありますが、その概念にはビジョン

要です。見沼には「見沼たんぼの景観」
「見沼（たん

景観」に関連する地域コミュニティを対象にすること

境であった氷川神社等の周辺環境、その伝承も深く

の方向も含まれています。

ぼ）の原風景」の蓄積があるのです。ここに「見沼

になります。対象者は多様であるが次にように理解

たんぼの景観ビジョン」は特別の可能性をもっていま

できます。

景観に関連しています。見沼たんぼの谷地は周囲の

第 2 に、
「景観」の主体性ですが、当時は「景観」

台地との関連があってその歴史景観的価値が存在し

は評価する人によって異なるという意見から始まった

す。その可能性は「見沼たんぼの原風景」の認識の

てきたことの確認・合意の共有に至りました。このよ

時期でした。
「景観」概念が社会的にまだ組み立て

深まりによります。これが 21 世紀に入って深まってい

①「未来への遺産」として次世代、子供に伝える価

うな状況の中で「見沼たんぼの景観」の概念が形成

られ、共有化されていなかった時期に「見沼田圃の

るとは言えません。

値を第一とし、教育側面を重視する。

されてきました。

景観」が概念として社会的にも共有されたことは、

「ミ・ヌマ」は縄文にもどっても関東平野の中で聖

単に見沼たんぼ関係地域に限らず、日本の「景観」

的な固有の意味をもつ存在であったと考えられます。

②「見沼たんぼの景観」の形成担い手には多様な

概念の形成にも寄与するものがありました。
「見沼田

古代中世を経て、江戸期へと、見沼溜井・見沼代用

参加者が必要である。その価値の享受者受益者と

圃の景観」として水平に広がる
「田圃
（農地）の景観」、

水を通して、江戸郊外、関東平野南部開拓の基幹

しての多様で主体的な立場が確立できることを目標

「景観」とは個別的な問題・視点ではありません。

その背後・周囲にある社寺屋敷林を含む「斜面林

的諸機能を象徴的に保持し続けた存在でした。これ

とする。

第 1に要素・課題の集合複合課題であり、
第2に
「見方・

の景観」と、その境界にある「斜面林・用水・堤の

らがまちづくりの対象外であったのが 20 世紀です。

評価」
「主体性」
「意味」が関するものであり、第 3

一体景観」が基本的なものとして共有化されました。

21 世紀は地域遺産こそが地域まちづくりの最重要要

③土地所有営農者も居住する隣接コミュニティとの

に「領域」には「周辺領域」が関係しています。
「見

今後の「見沼たんぼの景観ビジョン」には次の世代

素です。
「見沼たんぼの景観」の意味と価値は周辺

関連が重要である。防災も含めた地域コミュニティ

沼たんぼの保全」の
「景観」の背景がここにあります。

も加わることになります。

地域、特に台地上遺跡・伝承と結びついたものです

と見沼たんぼの多様な結びつきの価値を高めてい

第 3 に、
「見沼田圃の景観」の一定の理解の基盤

が、21 世紀に入って、伝承の内容・価値が十分深め

く。

体を結び付ける具体的なテーマ・概念としては「保全」

の上に、さらに地域市民に浸透していくうえで「見沼

られずに現在に至っている現状があります。単純な

では課題が個別に捉えられ、なお個々の保全の課題・

田んぼの原風景」概念が提出され、それが市民・

方針策定ではなく、
「見沼たんぼの原風景」の発掘・

（2）
「景観」の統合性共有性からの展望への
アプローチ

第 1 に、
「見沼田圃」という広域で多様なエリアの全

9

④さいたま市の緑と水のネットワークの骨格・拠点
10

として位置づけられる。市民の多様な参加、利用活
用の方策を検討する必要がある。地産消費の重要
な担い手にもなる。

（6）
「景観のビジョン」における
景観・原風景の意味の発掘とそのガイド
「見沼たんぼの景観」の歴史的意味は主に「見沼

①「見沼たんぼの景観」
「見沼たんぼの原風景」の

じた適切な対応・検討を実施する

継承・再生が目標になる

⑧「地域景観に寄与する農業の継承」と「次世代継

②各エリア及び周辺の良環境景観要素を抽出する

承（教育）」育成を基本とする

たんぼ周辺環境」に対する探求によるところが大き
⑤見沼たんぼと見沼代用水の歴史的空間文化は埼

いのです。ここに「見沼たんぼの景観ビジョン」の

③各エリア及び周辺の歴史的経過・伝承の把握す

⑨以上の現状把握を基礎とし、テーマ・指標を「次

玉県民の遺産で、日本国土の遺産である。安行他

特徴があります。事例をあげますと、先ず「見沼た

る

世代」に向けて提示提案する

周辺地域の歴史的環境と連帯する首都圏の緑大規

んぼ」の景観形成は、氷川神社・氷川女体神社他

模拠点としてのビジョン。

から繋がる「周辺地域」の景観形成、社寺林および

④「見沼」
「見沼溜井」
「見沼たんぼ」
「見沼代用水」

⑩行政と農業者、地域コミュニティ、広域等に対し

その伝承等と一体的・関連的なものであることがあ

の「原風景」を考える

て指標を広報し、社会化する

（5）
「見沼たんぼの景観ビジョン」
提案・創生の基本方向

げられます。
離れた位置にある 2 つの神社景観も意識が関連し

先ず 1,260ha という広大な面積を含んで「見沼三

連続的です。
「周辺地域の景観構成」の魅力は「見

原則」等によって持続的に保全が計画されてきた経

沼たんぼの景観形成」に連続して重なり匹敵するも

過が第 1 の遺産です。

のでした。

多様な各エリアの負の遺産にはこれを統合する景
観形成の目標が必要で、それが「見沼たんぼの景観」
「見沼たんぼの原風景」です。
21 世紀地域新居住者・外来者にも「見沼たんぼの
景観」
「見沼たんぼの原風景」について共有できる
「景

現在は市街化等によって変容していますが、特に
観小遺産があります。
「見沼たんぼの景観」と周辺

「見沼たんぼの景観」は 20 世紀の課題提示・
「見
沼たんぼの原風景」啓蒙の時代から、21 世紀に保全
諸活動ネットワークの時代を経て、現在は、次世代に

⑥目標を可能とする方法・施策を検討する。関連団

向けた展望を示す「見沼たんぼの景観ビジョン」の時

体・組織との調整を考える

機に入っています。一方で常に新たな問題状況に対応
する緊急課題対処も重要で、この意味で各エリア別

⑦不良環境景観要素・問題の抽出をし、時局に応

の考察・提案が現実的に重要性をもっています。

Ⅰー３. ビジョン検討において
大事にしたこと

長い時を経て人々の心のなかに形造られてきたとい

景観・地域コミュニティとは統合的存在でした。
関連的に保全活用、
計画整備していくことビジョン、
システムも必要です。見沼たんぼの景観ビジョンには

ます。

生態的なものも含めて、場所・空間・景観の意味等

を提案する主体としては①営農者、②一般市民、③

を基礎とした将来の展望を考える

東縁の東側、市街化調整区域には残された個々の景

観」
「場所」の位置づけがビジョンの中で必要となり
この「見沼たんぼの景観」
「見沼たんぼの原風景」

⑤エリア関連のこれまでの利用・活動の経過・成果

を発掘する人的システム、またそれをガイドする物的
人的なガイドシステムが含まれます。

えます。また一口に美しい景観といっても自然景観、
人間の暮らしとの関わりのなかで作られる景観には

行政・計画者、④次世代の子供等が考えられますが、

「周辺地域」は基本的には「西縁」に隣接する市

先ずは「見沼たんぼの保全」を「景観」を共有して

街化区域と、
「東縁」周辺他の市街化調整区域に分

活動してきた体験から提案することに価値があると

かれます。
「市街化調整区域」周辺地域は「見沼の

考えます。
「景観」が多くの個別的課題に関係してい

里」として「見沼たんぼの原風景」に連帯する目標

見沼たんぼの景観を切り取った写真はこれまで多

ることは前述していますが、保全活動の体験は、
「景

も望まれます。斜面林等から繋がる路地・畑・屋敷

くの方によって撮られ、その写真集が発刊され、写

斜面林の伐採が止まらないなかでこれまで通りにい

観」の現実の個別的な状況とその保全の可能性の

門・屋敷林ほか、周辺の社寺・水路施設・遺跡等に

真展も多く開かれてきました。四季折々に見せる見沼

かない状況があります。見沼たんぼを通過している

認識とあわせての選定を導きます。

は未評価の遺産も多く、連続的な保全活用対策が

たんぼのさまざまな表情、春の陽炎が立つ頃、多く

道路景観はどうでしょうか。温室等の農業施設の景

重要です。

の草木が芽吹き、雪柳、連翹から桃、そして桜の

観はどうでしょうか。家庭菜園の区画風景はどうで

麗しさは生命の喜びに溢れます。入梅の雨に濡れる

しょうか。

「見沼たんぼ」全体の様々に多様なゾーンに、共有
の
「見沼たんぼの原風景」を再生するには単純なシー

（7）見沼たんぼ各エリアの

（1）美しく・心和む景観を未来に
つなげていくこと

異なる点があります。これまで見沼たんぼの景観に
ついては水田、斜面林、水路によって構成される景
観が美しいとされてきましたが、水田面積が減少し、

青苗や樹々の風情は心を安らげ、盛夏の日差しは芝

見沼たんぼを取り巻く状況にはいろいろな変容が

川、加田屋川と田んぼ、斜面林の境界を際立たせま

ありますが、多くの人が美しく・心和むと感じる見沼

「見沼たんぼ」は、これまでの形成経過・現状・

す。秋は少なくなったとはいえ、黄金に光る稲穂と高

たんぼの景観とはなにか、そしてそれを如何に未来

逆にいえばこの景観コードの基本に「見沼たんぼ

周辺環境等によって各エリアに分けられます。各エリ

層ビルの新たな景観を演出します。冬は何よりも空気

につなげていけるかを考えていきたいと思います。

の原風景」概念位置づけられます。見沼たんぼの風

アは「見沼たんぼ」全体に通じる景観方針（
「見沼た

が澄み渡り、斜面林越しに富士の遠景を見ることが

景の見方は現実には多様で、今後、次世代にはより

んぼの原風景」等）とともに、各エリアに相応しい

できます。

多様なシーンが含まれることになります。これらに対

固有の事項もビジョンとして検討することになります。

どのような景観あるいは風景を美しいと思うかは

処できるコード化共有化のフレキシビリティも重要と

全体景観コードと各エリア景観のビジョン策定にあ

人によって異なるでしょうが、多くの人が同時に美し

見沼たんぼと呼ばれる地域・区域は、多くが農地

いと感じる景観・風景は、それぞれの地域において

でありながら、同時に多くの公園や広場、そして寺社、

ンの抽出・保全修景のみからは導けない。景観をシ
ステムとして理解することから各ゾーンに通じる景観
コードの構築が望まれます。

なります。
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景観ビジョン要素の抽出

たって、次の配慮が必要です。

（２）歩いて気持ち良く、実りがあり身近な
自然が息づく空間であること

12

池沼、水の流れ、堤防や河川に沿った道、並木道と

緑地です。京浜東北線の新都心駅や武蔵野線の東

由来しています。それまで溜井として下流の農業用

市、与野市の合併により新たにさいたま市が誕生し、

長く続く緑陰があります。移動には車や自転車が有

浦和駅から至近の距離であり、周囲の市街化区域の

水が貯水されていた土地が現在の行田市から利根川

浦和市、大宮市の行政においては、それぞれの市

効ですが、見沼たんぼにはやはり歩きが似合います。

エリアには多くの住宅地や都市施設がつくられていま

の水を見沼代用水として引くことにより田んぼとして

域の市境に位置していた見沼たんぼがさいたま市の

歩くと吹く風の香りや匂いを感じることができます。

す。反面芝川と加田屋川が合流する辺りに佇むと都

生まれました。普通の地図に見沼たんぼの表記を見

中央部に位置するようになり、見沼たんぼに対する

土の柔らかさを知り、落ち葉を踏みしめたときの音を

市的な建造物は目に入らず、農地と空の広がりだけ

つけることはできませんが、東西見沼代用水や周囲

きめ細かな行政対応が図られようになりました。具

聞くことができます。

の世界が広がります。

の社寺とともに見沼たんぼは地域の歴史や文化に結

体的にはさいたま市の総合振興計画（2006 年）等お

びつく固有のものとして存在します。

いて見沼たんぼの施策が取り上げられ、2011 年（平

見沼たんぼについて語ろうとした場合、何を語る

周囲が著しく都市化された地域であるということ

かによってその思い描くイメージや対象の像は異なり

は、これまで見沼たんぼに大きな開発圧力があった

ます。見沼たんぼは実りの場であると同時に身近な

ことを意味します。現在でも開発の潜在的な要望は

文化、コミュニティ、まちづくり、福祉、教育等の多

策定されました。その中で 1,260ha に対応する地域

自然が息づく空間です。歩く空間であることを念頭

あるでしょうし、依然として残土等の埋立対象の脅

くの分野に係わります。また見沼たんぼを対象とし

を 7 つのエリアに区分、周辺台地 2 箇所をふるさと

におくと、低地と台地の空間が混じり合います。必ず

威にも晒されています。

た NPO、ボランティア活動にはすでに少なくとも 30

アリアとし、見沼代用水西縁・芝川、見沼代用水東縁・

年以上の歴史があり、その数も多く、内容も多様です。

加田屋川の 2 地区を加え、計 10 地区を対象とした

生活圏・経済圏に位置する大規模緑地そして大規

これまで見沼たんぼ将来像の議論においては地権者

地区別施策が明らかにされました。

模農業であることの意味を大事にしたいと思います。

（農家）と都市住民の意見が対立し、一方通行にな

このため、今回の当研究会によるビジョン検討に

きる珈琲店や飲食店の存在も大事です。農産物や季

農業生産においても生産地のすぐ近くに膨大な数の

ることも多かったですが、社会全体が成熟を迎える

おいては、見沼たんぼの景観そして将来ビジョンを

節の花々を買うことのできるお店も大事です。そのた

消費者がいることになります。実際新鮮な野菜に対

なかでこの数年相互理解が進んできているように思

考える上で全体像を考えることはとても重要ですが、

めには自由に安心して気持ち良く歩ける道が整備され

する需要は強く、適切な生産・流通体制が整えば農

えます。廃棄物投棄はいうまでもなく、畑地転換を

見沼たんぼ全体はやはり広大ですので、1,260 ヘ ha

ている必要があります。逆に自動車の走れる道を指

業経営は十分採算に乗るといわれています。新たな

名目とした残土処分（埋立）は周囲を耕作している

といわれる見沼たんぼについては、上記「さいたま

定したり、自転車専用の道を整備する必要があるか

援農体制が形作られれば見沼農業の新たな展開も夢

農家や都市住民のどちらにとっても迷惑です。相続

市見沼田圃基本計画」の市民の森エリア、大宮公園

も知れません。歩くための標識やトイレの整備ももっ

ではないでしょう。多くの人が暮らす地域に隣接して

により細分化された農地の土地所有者が遠隔地居住

エリア、新都心エリア、中部エリア、七里・加田屋エ

と進んでほしいです。

見沼たんぼがあることは防災や人々の元気回復やリ

になり、不耕作地が増えているということも農家と市

リア、トラスト保全 1 号地エリア、第 1 調節池エリア

フレッシュの観点から有効であるばかりでなく、見沼

民、そして行政が一緒に考えていかなくてはならな

の 7 つのエリアを踏襲した地域ごとの現状・課題と

がら歩くことも楽しいですが、一人で気ままに歩くこ

たんぼの保全・活用・創造にとっても重要なことです。

い問題です。

ビジョンの検討を行いました。

とも楽しいです。見沼たんぼが、歩いて気持ち良く、

これらの方々は見沼たんぼを利用・消費するだけで

歴史や文化のある見沼たんぼの地域づくりを進め

7 地域区分では、半日ほどの散策でそれぞれの地

実りがあり身近な自然が息づく空間になるにはどうし

なく、同時に見沼たんぼを地域の環境資産としてそ

るためには農家と市民・行政間の情報共有が必要で

域の主な所を見て回ることができ、エリア毎の共通

たら良いかを考えていきたいと思います。

の価値を高める原動力になることでしょう。

あり、それぞれの信頼関係や相互の連携・協働がま

認識をもってそれぞれのエリアの課題やビジョンを話

すます重要になってきています。

し合うことができます。

しも見沼代用水に囲まれた区域だけではなく、斜面
林も台地にある社寺や小道、野の道も大事です。
歩く楽しみにはまた疲れた身体を休めることので

見沼たんぼは仲間と花を愛で、鳥の姿を探しな

（３）大都市の生活・経済圏に位置する
大規模緑地であること。

ところで今回のビジョン検討においては大都市の

見沼たんぼに係る行政施策は治水、農業、環境、

（４）農家と市民・行政が協働で歴史や文化の
ある地域づくりを大事にすること

見沼たんぼは首都圏 15 ～ 30 キロ圏に位置し、さ

見沼たんぼと呼ばれる約 1,260 ヘクタールの地域

いたま市の中央部に広がる農地を主体とする大規模

は江戸時代の享保年間に徳川吉宗による新田開発に

また、
「さいたま市見沼田圃基本計画」の 2 箇所

（５）地域区分に基づき地域ごとの
ビジョンづくりを検討すること
見沼たんぼの持つ固有の歴史性、文化性のために

のふるさとエリアについては、見沼たんぼの周辺台
地として重要性を持っていますので、それぞれ染谷・
片柳ふるさとエリア、上野田・大崎ふるさとエリアと

見沼たんぼ地域を一体として考えることはとても重

して検討対象としました。さらに、見沼たんぼにつ

要です。またこれまでの見沼たんぼの開発か保全か

ながる水と道に着目した周辺地域とのつながりにつ

といった土地利用上の対立状況を振り返ると安易な

いても検討対象としました。

地域区分の考えは見沼たんぼ保全にとり適切でない
面もありました。
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成 23 年）には「さいたま市見沼田圃基本計画」が

また将来ビジョンを考えるうえで、それぞれの地域
ごとの問題点や課題を全体像のなかで考えることは

このような中、埼玉県においてそれまでの「見沼

大変な面がありますが、地域区分に基づく見沼たん

三原則」に代わる新たな土地利用基準として見沼た

ぼのより細かい情報共有を図り、見沼たんぼを巡る

んぼ全域を対象とした「見沼田圃の保全・活用・創

議論が深化し、より多くの方が見沼たんぼを身近に

造の基本方針」が 1995 年（平成 7 年）に策定され

感じ、訪れ、保全・活用・創造のための活動がさら

ました。また 2001 年（平成 13 年）に浦和市、大宮

に活発になることを願います。
14

第Ⅱ章

景観要素ごとの価値・現状と課題

第Ⅱ章では、見沼たんぼ地域の以下の 15 種類の土

ます。畑地にするためには水はけを良くするために盛り

文化的活動として、途絶え

営農されている地域も農業者の高齢化問題が顕著に

地利用・構成要素の価値・現状と課題を検討します。

土をします。盛り土は数ヶ月間で完了しますが、一度

ていた農業文化遺産「フナ

なっています。

①水田、②畑、③市民農園、④斜面林、⑤東西の見

盛り土をしてしまうと田んぼに戻すことは極めて困難と

ノ」の復元活動も注目を集

水田を後世に引き継ぐために、現在も市民団体等

沼代用水と堤、⑥芝川、⑦加田屋川、⑧社寺、⑨公

なります。

めています。また周辺農家

による活動が実施されていますが、より多くの市民、

の依頼を受け、水田保全を

さらには若い世代が積極的に耕作側あるいは消費者

園、⑩調節池、⑪公共・公益施設、⑫都市的土地利

近年では、周囲の斜面林と共に“見沼たんぼの原

用、⑬盛土地、⑭横断道路・鉄道、⑮耕作放棄地
（荒

風景”を今にとどめる地域と云われる加田屋地区でも

目的に「農作業受委託方式」による水田耕作も年々

側として「水田」にかかわりを持ち、自然環境保全や

地）

水田が失われつつあり、景観価値が急激に悪化しつ

増えています。他に市民による米づくり活動を実施し

景観価値を共有する仕組み作りが必要です。

つあります。

ている団体はグランドワーク川口、ボランティア水田友

Ⅱ－1. 水田
（1）見沼たんぼの水田の価値

土地所有者の意識

の会、見沼保全じゃぶじゃぶラボ、ファームインさぎ山、

を共有することで米作りの大変さや景観保全の必要性

見沼美田クラブ、水のフォルムなどがあります。

に気づき、地域のお米を市場価格より高く購入すること

さいたま市が見沼たんぼ地域内の農地の土地所有

しかしながら、市民団体活動でも会員の高齢化に

水田は治水、気温調節、生物多様性の基盤など多

者に対し実施した営農の意向に関するアンケート調査

よる後継者不足が課題となっています。今後の活動

くの環境保全機能を有しています。そして見沼たんぼ

では、大きく 2 分され、半数の農家がやめたいと考え

維持のために若い世代の参加が望まれています。

の「水田」の最大の価値は、120 万都市に内在し生

ています。

に憩いと潤いを提供します。

お米作りの難しさ

により地元農業者を支援出来る可能性があります。
また、行政の積極的な支援により、田園地域におけ
る大型広告看板の規制や、景観農業振興地域整備計
画の策定または農業公園としての整備等も必要です。

（3）
「水田」の景観形成ビジョンの方向

活圏に密着していることです。その景観は市民の生活

また、消費者として市民が米作りに携わり田園景観

周囲の斜面林と共に“見沼たんぼの原風景”を今

見沼たんぼは 120 万都市に内在する水田だからこ
そ、市民の生活に憩いと潤いを提供します。一度失う

都市近郊であるがために開発の危機にさらされます

見沼たんぼの農家にヒアリングをしましたところ、下

にとどめる地域と云われている加田屋地区や、高層ビ

と取り戻すことが困難である“見沼たんぼの原風景”

が、適切な景観保全の仕組みが構築されれば、田園

記の状況でした。農業者の高齢化や米作りの採算性

ル群と水田という、特筆すべき景観をもつ上山口地区

を後世に引き継ぐ必要があります。

風景の維持に 120 万人の協力を得られる可能性があ

の難しさなどの問題があることがわかります。

などのまとまっている水田を優先的に保全していく必

ります。

・美味しい米作りのためには、肥料と水の管理をきめ

要があります。

細かく管理する。

見沼たんぼの水田の多くは失われ、田んぼとして

（参考）
「見沼たんぼの生きもの調べ」より
NPO 法人見沼ファーム 21 の調査では、約 180 種類の多種多様な生きもの
の観察結果が報告されています。
（★印：埼玉県で絶滅が危惧されている種）

しかし、丹精込めてお米を育てても、他の米と一
緒に販売されてしまう。
・買い取り価格が下がっているので、お米だけでは、
利益が出ない。
上山口地区

・畑で稼いだお金でコンバイン等の費用を賄っている。

ニホンアマガエル

★トウキョウダルマガエル

アキアカネ

★マルタニシ

ホウネンエビ

ミナミヌマエビ

★スジエビ

カブトエビ

ドジョウ

コイ

タモロコ

ヨシノボリ

コバネイナゴ

アオスジアゲハ

ナガコガネグモ

マメコガネ

★イチョウウキゴケ

★サンショウモ

★チュウサギ

・体力が衰えてきたので、丹精込めた米作りが難しい
状況である。
市民団体による水田の保全活動
見沼たんぼでは、行政が耕作放棄地等を買い上げ
公有地化し、市民団体等に管理委託することによって

加田屋地区

（2）見沼たんぼの現状
失われる水田
1728 年の干拓完成から、250 年間に渡って「水田」

荒地の拡大を防止する取組みが行われています。
委託されている市民団体の一つＮＰＯ法人見沼
ファーム 21 では、1999 年より「見沼田んぼ体験水田
米作り」活動を始め、県が公募した県民が田植えか

の時代でしたが、1969 年の「減反政策」によって減り

ら稲刈りまでを体験することが出来ます。毎年 400 ～

続け、さらに農業者の後継者不足による耕作放棄地が

500 人の家族等が参加し 18 年間で述べ約 6,000 人

増加し、2013 年度のさいたま市の調査によると 75ha、

が参加しました。活動内容はお米作りに留まらず、水

見沼たんぼの総面積の６％にまで減少しています。

田の生き物調査、わら細工作りなど農地が支える自然

また、田んぼから畑地への転換も多く進められてい
15

環境の保全や環境教育に拡がっています。さらには

★オオタカ
（資料提供：見沼ファーム 21

渡辺）
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Ⅱ－ 2. 畑 その価値 = 景観資源 性の
現状と課題・対応方向

となっている畑もあります。
②課題点
管理運営主体である市民団体の栽培能力から、

現在の見沼たんぼ（低地）と周辺台地 =「見沼た

一部には、耕作放棄状況となってしまう場合があり、

んぼ地域」の土地利用の中心は「畑」です。低地

意識的な管理運営に努める必要があります。

としての見沼たんぼ内の畑の面積は、2013 年（平成
25 年）3 月のさいたま市の調査では、455.0ha で、

③景観形成上の対応方向

割合は、35.9% です。

市民団体の管理運営能力の向上を図るため、
「交

1997 年からの何年かおきの経年変化では、1997

流会」などでの管理運営能力の向上対策を図り、景

年から 2001 年には、畑の面積が、97ha ほど大きく
減少しましたが、2001 年以降、2007 年、2013 年と、

花卉栽培 圃場

植木・苗木 圃場

向上が必要です。

徐々に増加しつつあります。

（1）畑としての土地利用の態様
畑としての土地利用は大きく分けて、以下の 4 通り
の形態を持った畑があります。
なお、市民農園としての畑については、別項目で検
討します。
①野菜畑（農家経営）
各種の野菜畑は、連作障害を防ぐために、毎年・

ので、田園景観としてのまとまりは、あまり大きくはな

②課題点

いのですが、多様な野菜や花卉などが栽培されてお

水田地帯に植木畑が混在する場合は、水はけの

り、多様性に富んだ田園景観としての景観資源要素

必要な植木畑としての栽培管理上の問題があるもの

と考えられます。

考えらます。このため、
「植木畑と水田の土地利用の

畑の高度利用の形態の一つとして、ビニールハウス
等の農業施設での野菜栽培がありますが、広がりの

③景観形成上の対応方向
植木畑地帯と水田地帯とでは、土地利用を「分離」
させることにより、それぞれの景観の維持と良質化

ます。また、野菜栽培は、長時間、湛水すると作物

が必要と考えられます。

②植木畑（農家経営）

がいたんでしまうため、農家として、
「盛土要望」が

③公有地等での「体験活動農園としての畑」
埼玉県から管理委託された「体験活動農園として
の畑」が何か所も展開しています。
④公有地等でのコスモス・ひまわり等の

あります。盛土については、別の項目で検討します。

3）公有地等での「体験活動農園としての畑」や
「景観作物の栽培地」

③景観形成上の対応方向

①景観資源性

「ビニールハウス等の農業用施設の立地」について

埼玉県から管理委託された「体験活動農園として

は、広がりのある田園景観としての価値を意識した

の畑」があちこちに展開しています。比較的に良好

「景観調和対策」
を提案する必要があります。また、
「盛

に管理されており、菜の花畑など、重要な景観資源

課題点及びその対応方向
1）野菜・花卉畑（農家経営での）
①景観資源性
畑の作物の多くは「連作障害が発生」するため、
毎年、作付け場所を変える必要があります。このため、
水田のような統一性のある単一作物栽培ができない
17

公有地でのコスモス畑

景観形成活動の場としての公有地での「景観作物
畑」の活用は重要であり、景観資源性にも大きなも
のがあります。

土要望」については、さいたま市の基準の遵守が課
題です。

②課題点
公有地の管理受託をしている「埼玉県農林公社」

「景観作物畑」

（2）土地利用の態様ごとの畑の景観資源性と

①景観資源性

②課題点

ある田園景観としてのまとまりを阻害する場合もあり

と「庭園木の管理圃場」とがあります。

4）公有地等での「景観作物畑」

混在回避」が課題となってきています。

毎期、作物が変化します。

植木畑には、
「苗木生産圃場」と「花枝生産圃場」

観資源として役割を担った「体験活動農園」の維持・

2）植木畑（農家経営での）

の人員にも、おのずと限界があり、多くの公有地で「景

①景観資源性

観作物の栽培」ができるとは言い難い状況です。適

周辺の台地に広がる「安行武南自然公園エリア」

切な場所での戦略的・計画的な栽培が課題です。

を中心とした植木畑は、風致・景観上も優れた美し
さがあります。見沼たんぼ内の植木畑は、苗木畑や

③景観形成上の対応方向

仮植え場なども多いのですが、四季折々の新緑と

見られ頻度の高い「景観形成上の戦略的な場所」

花々、紅葉など、景観資源性 = 価値を十分持ってい
ます。

での、景観形成作物の計画的な栽培が必要です。
桜祭の時「菜の花畑」となる体験活動農園

18

Ⅱ－ 3.「市民農園」の
景観資源性と
課題及び対応方向
見沼たんぼ（低地）と周辺台地 =「見沼たんぼ地
域」の土地利用の中心は「畑」です。
その中で特に、今後の増加が見込まれているもの
の、課題点も多い「市民農園としての畑」を別枠で
検討します。

支援」や「トイレ・水場など、農園の環境設備の整

しかし、農地所有者の貸し出し農園は、統一ルー

また、合同での直売機会の整備など、
「生産物の

ルやガイドラインもなく、借りての恣意的な利用に任

販売環境」についても検討すべき課題の一つです。

備」の提案を行う。

2）素敵な市民農園を増やす「ガイドライン」等の

③「見沼たんぼ地域・市民農園憲章」として、市民

されています。
このため、乱雑な資材等の持ち込みや「作業資材
小屋の不法な築造」など、
「利用ルールやガイドライン
のない市民農園は見苦しい」との評価も多くあります。

策定の提案

にアピールしていく。

①さいたま市の農業関係の関係機関や農協、埼玉県
農林公社等で市民・農家代表も加えた協議会（
「見沼

④素敵な市民農園を表彰・応援するシステムをつく

たんぼ地域・市民農園の環境向上協議会」
）を結成。

る。

②専門的な提案のできるコンサルタント機関もいれ

⑤各地区に、多くの市民農園栽培者の参加のもと、

景観・環境にも配慮したルールを持った市民農園

て、素敵な市民農園を増やす「ガイドライン」の策

合同での直売施設と機会の整備など、
「生産物の販

利用がされれば、多様性に富んだ景観資源として位

定や農業関係機関などによる「栽培方法への指導と

売環境」についても提案していく。

Ⅱ－４. 斜面林

形に沿って広範囲に連続していることで、周辺に例

③景観形成上の対応方向
関係者も含めた「市民農園利用のルールやガイドラ
イン」づくりが課題です。

置づけることは可能です。素敵な市民農園を表彰す
るなど、景観形成を意識した市民農園づくりの促進
が必要です。
なお、高齢者の元気な文化的な活動の一つとして、
農業関係機関などによる
「栽培方法への指導と支援」
や「トイレ・水場など、農園の環境設備の整備」が
浦和区・三崎地区の市民農園

必要です。

（1）斜面林の景観要素としての価値
地形や里地の骨格を表す景観価値

1）市民農園等としての野菜畑の増加
農地所有者の高齢化の中で、50㎡未満の細かい
区画に分けて貸し出された「市民農園としての野菜
畑」が、見沼たんぼ地域内の各地区で増えており、
今後も増加が見込まれます。
利用者の多くは、リタイアー後の高齢者層が大半

土地の広がりを「里山・里地」という形として人々が
目で理解するための重要な手がかりです。この斜面

見沼たんぼは大宮台地に入り込んだ大きな谷戸に

林は、高台の里地から見れば、農村集落を包み込む

成立した農地ですが、斜面林は高台と低地の高低差

ように感じられる自然要素であり、畑や農家の屋敷

を縁取る緑となっています。この斜面緑地は見沼た

と田んぼを仕切るエッジ（境界線）の景観要素です。

んぼ地域のみならず、かつて大宮台地に広く共通し

一方、田んぼ側から見れば、低地を取り囲みながら

て見られた環境資産でした。さいたま市内では台地

芝川・加田屋川の谷筋に目を誘導する壮大なビスタ

縁斜面林の多くが開発で消失しているため、見沼た

（通景）を見せていたことでしょう。斜面林は見沼た

んぼ地域の斜面林には希少価値があります。

です。熱心な耕作者も多く、何区画も借りて、しっ

がありません。これは農用林や田んぼ、集落という

んぼの眺望としての鑑賞価値をもたらしていました。

見沼代用水はこの高低差を活かして成立しており、

かりとした野菜栽培に取り組んでいる方も多くなって

立地する谷戸地形の複雑さによる固有価値

きています。

代用水と斜面林は低地の田んぼと高台の里地の景観
とを結びつける役割を果たしています。森はかつて

見沼たんぼの大きな谷戸は十手の形をしていると

①景観資源性

農用林としての活用のほか、斜面に木々があること

言われますが、注意深く見れば大きな谷戸には樹枝

丁寧に栽培管理された市民農園では、多様な野菜

で雨水や用水の掃流力に抵抗して地形や農地を保全

や花々が育っており、もう少し統一ルールのある利用

し、見沼たんぼの景観は守られてきました。見沼た

がされれば、多様性に富んだ景観資源として位置づ

んぼは大宮台地周辺の農業のあり方を特徴づける独

けることは可能です。

特な歴史的農業遺産ですから、このような斜面林の
機能は、地域固有の歴史的価値を支える土台であり、

素敵な市民農園もたくさんあります。また、さいた
ま市の見沼グリーンセンターや埼玉県の公有地化事

斜面林は見沼たんぼの風景の全体像をまとめあげる

業の一つとして貸し出している「公営市民農園」は、

骨格的要素なのです。

市民農園のモデルとなりうるものです。
連続性のある緑地としての鑑賞価値
②課題点
19

違法性のある建築物の立地

斜面林の最大の景観的特徴は深く大きな谷戸の地

斜面林（台地縁）と代用水の間に生まれる景観の多様性

水田

斜面林の湾入部で斜面
用水はショートカット、
斜面部は畑地・宅地

深く切り込んだ谷戸部
・低地でも用水はショートカット
※谷戸の途中まで回り込む場合も多い
・谷のショートカットは軟弱地盤上両側堤防で不利
・谷戸からの水は伏越で代用水と立体交差
伏越

代用水
畑
斜面林

斜面林の湾入部で低地
用水は斜面際を沿って開削
・水路高さを自然地形に沿って一定に保持
・弱くなりがちな堤防を片側だけにする
・連続した水田面積確保
・湧水の受け皿

台地上

島畠

蛇行する代用水と斜面林が生み出す景観の多様性
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状に小さな谷戸が入り込んでいます。斜面林はこの

田緑地公園、みどり愛護会による大牧自然緑地、水

割評価減となっていますが、将来の買い取り前提での

のは許可不要など様々な弱点もあり、近年、市街化

谷戸地形が目に見えるように衣を纏ったようなもので

のフォルムによる見山地区斜面林、西高友の会によ

指定となり行政には資金や管理上の難点があります。

調整区域内では、見沼たんぼにとって最も貴重なエリ

す。この谷戸地形の平面形状は岬上の半島や湾状の

る浦和西高校斜面林ほか）
、一般に開放されている

さいたま市のみどりの条例では、規模に応じて自然緑

アの斜面林が失われる事態が続けて生じています。

入江が繰り返される形状で、その曲線に沿って、ま

市民緑地、斜面や低地の地形に寄り添うように整備

地、環境緑地、保存緑地の制度があり、固定資産税

た時には微妙にずれながら見沼代用水が流れ、岬

された大崎公園や川口自然公園、大和田緑地公園、

や都市計画税における優遇措置がありますが、これ

と湾のいずれに視点をとるかで多様な景観変化が感

区画整理など開発に伴って公園化され斜面林や地形

も契約期間が 5 年で永続性のある制度とは言えませ

斜面林の一部が公共施設や宅地等に開発された

じられます。小さな谷戸で小規模な農家の集落が窪

の名残をとどめているものなど様々な形態で緑が維

ん。永続性が弱い制度指定のみでは相続において容

景観が台地縁の各所に散見されます。斜面林の立地

んだ斜面林を背に立地しているようなところでは里の

持されています。いずれも何らかの変容を遂げては

易に廃止となりうる点が課題です。

する地形や宅地の規模などにより、景観破壊の程度

原風景が想い起されます。

いるものの、人々が愛着をもって関わりをもつ多様で

多様な里の自然を育む環境価値
見沼たんぼ地域の斜面地は広範囲に分布してお
り、高低差や勾配、斜面領域の広がりや見沼代用水、

は様々です。周辺にどのように斜面林が残されてい

個性的な場の景観を成しています。中に入ることが

見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針の

るか、特に宅地の背後に緑地のスカイラインが建物

できる場所もあり、一般市民が斜面林の景観を体験

矛盾・公有地化の対象にならない斜面林

で分断されていないかが景観への影響を左右してい

し、見沼たんぼの眺望を楽しみ、環境を学習する機
会を提供しています。

農地との位置関係には場所によって違いがあります。
農用林・二次林としての活用状況も斜面勾配で違っ

（3）斜面林景観の断片化の諸相

（2）斜面林の危機的状況

見沼三原則以来、治水上の観点から土地利用が規

ます。住宅地に置き換わっても周囲の斜面林と馴染

制されてきましたが、現在は埼玉県の見沼田圃の保全・

み、斜面林の連続性を大きく損なっていない条件を

活用・創造の基本方針により、公園、農地、緑地以

整理すると、宅地の景観規制や誘導のあり方を方向

外の土地利用が規制され保全が図られています。所

付けることができます。

ていたでしょう。従って見沼たんぼ地域の斜面林の

斜面林の価値の中でも、見沼ならではの固有価値

有者の事情により保全が難しい場合は、公有地化が

環境特性を一概に言う事はできず、管理に応じた日

として傑出しているのはその田んぼや里地との一体

実効性のある手段として農地に対して適用されてきま

照条件の違いや林床の状況、斜面勾配、湧水の多

性や地形に沿った連続性です。しかし現在はその連

した。この方針では行政の役割において、
斜面林を
「埼

寡など様々な環境条件に応じて多様な植生で彩られ

なる斜面林が開発によって虫食いのように断片化す

玉の原風景」として位置付け、積極的に保全を図ると

未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会・斜

ています。典型的な植生としては、アカシデ、イヌシ

る状況が加速化しています。それらの背景には次の

規定しています。それにも関わらず、埼玉県では、基

面林等保全対策部会では、2016 年 10 月～ 11 月にか

デ、クヌギ、コナラなどの高木、エゴノキ、ミズキな

ような事情があります。

金を活用した公有地化について、斜面地は見沼たん

けて斜面林の現況調査を実施しました。埼玉県およ

ぼ周辺地との考えから、土地利用の規制および相続

びさいたま市は本地域における斜面林の調査を過去

で方針にそぐわない土地利用を避けるための土地の買

に実施していますが情報を更新しておらず、近年消失

どの亜高木、シラカシ、アオキ、ヒサカキ、シロダモ、
ヌルデ、マンリョウなどの低木などが見られます。湧

相続における売却と開発

（4）斜面林の現状調査と評価
市民団体による斜面林の現況調査

水の豊富な斜面では、森の影で地温が抑えられ様々

斜面林の多くは民有地ですので、所有者が相続税

い取りの対象から外してきました。一方、さいたま市

し続ける斜面林の問題が緊急の課題であるとの認識

な野草が育まれていました。良く管理された樹林と

の負担により売却を余儀なくされる場合が多くみら

は毎年 2 億円程度の予算により斜面林の保全や買取

から、市民団体の問題意識・立場からの対策提言に

水路、田んぼや湿地が近接する環境は、餌となる多

れます。相続税の支払いのため家屋や農地以外で利

を実施していますが価値の高い比較的規模の大きい

つなげるために斜面林の実態調査を実施しました。

様な動物の生息を前提とする猛禽類などの生息に必

用価値の無い山林が土地売却の対象になります。農

斜面林の買取に十分な予算ではありません。また県

・見沼田圃基本計画にある７つのエリアを対象に 2016

要な条件であり、見沼の斜面林はかつての里山の自

業者の相続においては、相続税納税猶予制度が農

立安行武南自然公園においては、すでに県による保

年 10 月～ 11 月実施

然の豊かさを物語る環境資産です。

地以外の屋敷林や農業施設用地等に適用されないこ

全がかかっていることから、その地域の斜面林を市の

・2011 年 3 月に埼玉県庁の土地水政策課で発行した

ともあり負担が大きく、それがゆえに施設用地を十

買取対象にしないということです。

地形の断面形状が生み出す
自然環境の多様性

台地縁高い位置に掘
削された用水
斜面林

代用水
芝川・排水
水田

・水田への用水供給
・地盤の良い斜面利用で
治水上安定
斜面林と低湿地の繋が
りは生物多様性の要
・樹林は猛禽類の隠れ処
営巣地
・湿地の水辺が猛禽類の
餌場となる

分とりにくいなど農地の効率的運営が妨げられている
問題もあります。

された見沼代用水からおおむね 100m 以内の 114 箇
都市計画における土地利用規制の違いと弱点
土地利用における開発は都市計画制度によって規

緑地関連制度の弱点

エリアは市街化調整区域の中にあり都市的開発は規

別緑地保全地区がありますが、市民緑地は市民利用

制されていますが、見沼代用水西縁より台地側は市

を前提とし、所有者の開放への意向や管理の担い手

街化区域にあり、その用途にあった開発は規模など

昔ながらの斜面林が減少する一方で、よく原形を

の問題があります。市民緑地は固定資産税のほか契

一定の条件でなければ十分な規制を受けず、斜面林

残している緑のトラスト 1 号地や社寺林、保存緑地

約期間が 20 年であれば相続税が 2 割評価減となり

の消失に対する歯止めが無い状況です。またたとえ市

として指定されたり、市民団体の活動により保全さ

ますが、永続性の点で十分とは言えません。特別緑

街化調整区域にあったとしても開発許可制度のもとで

れているもの（自然観察さいたまフレンドによる大和

地保全地区は永続性のある保全制度で相続税は 8

は、墓苑などの特定工作物は一定規模を越えないも
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所の斜面林等（開発により消失した現場、公園緑地
残存する斜面林の種別、箇所数および総面積

制されています。見沼たんぼおよびその東側斜面林の

都市緑地法における地域性緑地に、市民緑地、特

現代的な景観体験の場としての価値

「見沼ガイドマップ」で、
『樹林地（斜面林等）
』と表記

（施設林
	
 公共施設等の周辺に斜面林がのこされているもの
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消滅林の都市計画区域
区分上の所在地

市街化区域
市街化区域
42％
42％
調整区域調整区域
58％
58％

畑
畑
4％ 斜面林の転用用途
4％
福祉施 福祉施
設等
設等
5％
5％
住宅地 住宅地
店舗
店舗
23％
12％
23％
12％
墓地
17％

廃棄物 廃棄物
処理場 処理場
造成中
20％
更地等 更地等 20％
19％
19％
墓地
17％
造成中

・消滅面積が 5 年で、56,357㎡と大きく、消滅の速度

②現況価値

が早いこと。

※現況価値は、評価基準の中で「保全の緊急性」と「利用価値」

・市街化調整区域での消滅が大きいこと。

の項目を除いた総計です。

・廃棄物処分場や墓地造成が大きいほかに、造成だ

・評価が高いのは、見沼自然公園からトラスト保全第

けされて更地になっている面積も大きいこと。

1 号地までの区間、浦和西高斜面林付近、氷川女体

以上から、見沼たんぼ地域の斜面林は、まさに「危

よりすぐに消失する斜面林もあり得ます。

社です。価値の低下した斜面林が少なく維持されてい

機に瀕する」状況です。

るのはトラストエリアと調節池エリアです。

⑤斜面林消失が進む理由

③環境の多様性

歴史・文化的価値、保全の緊急性、利用価値の分類

見沼たんぼの低地部分を囲む台地との境の斜面林
は、1960 年（昭和 30 年代半ば）までは、この地域

ラストエリアと浦和西高付近のほか、大

対象斜面林が何項目合致するかをカウントし集計しま

の農業生産や生活を支える「腐葉土や薪炭の提供の

和田緑地公園、大牧特別緑地保全地

した。

場」として、また、地域の「環境を保全する防風林」

区、料金所南斜面林、東沼神社社寺林

・評価結果の活用法として、現状を把握するだけでな

などとして、農業生産や地域の暮らしを支える重要な

が評価の高い斜面林です。

く、行政による公有地化を進めるなど保全対策の緊

機能・役割を持った樹林地でした。しかし、石油系

急性の高い斜面林を見極めることができるように配慮

燃料や化学肥料などの登場により、農業資源や生活

④維持管理状況

しています。

資源としての機能や役割を失い、また、土木技術の

・屋敷林や雑木林は全般的に、社寺林

発展に伴い、斜面林も伐採・開発の対象となり、市

は一部において、ほとんど維持管理が

斜面林消失の実態

街化区域にある斜面林の多くが、住宅地などに開発

なされず放置されている森があります。

①調査対象 114 箇所のうち、14 か所の斜面林が消

されてきました。市街化調整区域にある斜面林等に

・ほとんど放置（評価点が 0 点か 1 点）

滅していることが判明しました。5 年間で消滅した面

ついても、農家の相続税の費用の捻出を契機として、

の斜面林が多く見られたのは、中部エ

積は、現在も残存する斜面林の面積 537,160㎡に対

墓地や資材置き場として売り出され、伐採・開発され

リア、加田屋川西側のエリアです。

して 56,357㎡（10.5%）となりました。

るケースが増加してきました。

・屋敷林の維持管理がひどい状況です。私有地の斜
面林で個人が良く維持管理しているものは稀で、管理
があるとすれば、行政か団体の支援を受けたものです。
園緑地は原風景、景観、歴史・文化でも評価が低く、

・環境条件・多様性のみに限定した評価を見れば、ト

項目、計 46 項目を評価基準（チェック項目）として、

①斜面林の種別による比較

・公園緑地の環境条件・多様性は低い状況です。公

も含めると 133 箇所）を調査しデータ化しました。
・原風景、維持管理状況、景観、環境条件・多様性、

評価値集計から推察されること

今後の管理において質的改善が必要と思われます。

斜面林の種別分布

現況価値（原風景・管理・環境・歴史等の総合）

環境の多様性

維持管理

利用価値（公開・体験活動・公園）

保全緊急性（土地状況・開発懸念など）

⑤利用価値
②都市計画区域区分上の所在地では、市街化区域

残存している斜面林の価値

・評価が高いのは、通船堀竹の子公園、

の消滅林が 9 箇所・23,941㎡、42% で、市街化調

①斜面林の種別による分布状況

大宮公園、大和田緑地公園周辺や見沼

整区域での消滅林が、32,416㎡で、全体の 58% で

・社寺林は見沼たんぼ地域に万遍なく立地していると

自然公園等、公園の位置づけがあるも

した。

ともに規模や保全度の面で安定しています。古くから

のと、浦和西高斜面林、金崎斜面林ふ

地域の人々にとって親しんだ場でもあり、斜面林保全

るさとの森、他は、氷川女体社、大牧

と活用の拠点となりえます。

氷川女体、東沼神社などの社寺林です。

本来、都市計画上、開発を抑制されている市街化
調整区域の林地開発の方が大きくなっている現状です。

・市民の森エリア、大宮公園エリアでは自然度が低下
③消滅林の転用用途は以下の通りです。

する人工的な公園化が進行しています。

⑥保全緊急性

・住宅地が 4 箇所 13,070㎡

・屋敷林、その他雑木林は市街化区域の開発等で広

・保全緊急性が高い斜面林が多いエリ

・廃棄物処理場が 1 箇所 11,000㎡

範囲に消滅しているエリアがあり、見沼代用水東縁は

アは、大宮公園エリア、新都心東エリア、

・造成中の土地が 4 箇所 10,598㎡

比較的連続的な分布が残されています。

中部エリア、トラスト保全第 1 号地エリ

・墓地が 1 箇所 9,616㎡

・2011 年の見沼ガイドマップから比べて消滅林が多

アです。トラストエリアなど市街化調整

・店舗が、1 箇所 7,000㎡

く見られるのは、市街化区域周辺の大宮公園エリア、

区域の価値の高いエリアにおいても危

・福祉・教育施設が各 1 箇所、2,673㎡

新都心東エリアです。原風景の価値が比較的高かっ

機が迫る斜面林が存在しています。

・畑が、1 箇所 2,400㎡

た加田屋川西側のエリアでも、消滅林が見られるよう

※注意。この保全緊急性は評価項目の総合得点
の多寡を見ています。最も消滅の原因として危惧
される相続等の懸念については必ずしも情報が
得られていません。評価点が悪くなくとも相続に

になった点は衝撃的であると同時に連鎖的な変化が
④斜面林の危機的状況
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起こらないか大変気がかりです。

図

斜面林の評価項目の特典分布図
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斜面林種ごとの評価得点

③面積別の評価の比較

・環境と利用のバランスを考えた方針づくりが必要です。

相続に関する税制の課題は、景観を含む農地の多

・維持管理状況、保全の緊急性は斜面林の面積で異
なるわけではありません。
・環境条件・多様性は面積が大きいほど条件が良くな
り、規模の効果、連続性や一群の森の一体的保全（面

エリアごとの評価得点

（5）斜面林の景観保全における課題
斜面林の公有地化の推進
さいたま市が毎年の予算で実施している斜面林の

り今後改善が望まれますが、それまで斜面林の所有
者の実情（斜面林の管理やゴミの不法投棄など）に

買取、保全では、相続により消失が懸念される規模

・小面積では様々な評価基準で価値が減少します。ま

が大きく、より重要な斜面林を保護するのに十分では

とまりのある斜面林をやむを得ず、一部を残して保全

ありません。資金面で十分な基金による斜面林の公

という場合もありますが、安易に部分的保全を採用す

有地化が喫緊の課題です。公有地化した農地では貸

現在の緑地制度には限界があるとしても、市民に

るのは危険です。

付制度や市民団体への管理委託が進められています

利用の機会を提供し、保全に理解のある所有者に少

が、斜面林はその生物多様性の保全による公益的な

しでも支援を提供することには意義があり、行政には

価値が市民にも、また行政にすら認識されていない状

積極的な対応が期待されます。見沼たんぼ地域の斜

況にあり、行政が積極的に公有地化しない一つの要

面林は広範囲にまとまって分布していることから、公

因です。

有地化や緑地指定には限界があるので、保全緊急性

④利用価値と環境条件・多様性との関係性
保全しつつ、市民に斜面林の価値や意義を認識して
もらうためにどの程度まで利用を促進しうるかを考え

また公有地化した斜面林の管理の担い手が安定し

ることが課題です。

て確保できるか、またそうした団体と行政の連携体制

・利用価値が高い斜面林ほど環境条件・多様性も高

について方針が不確定であることも公有地化の妨げと

いという傾向があり、実際にそのようなお手本になるよ

なっています。

存在しています。

即した支援が求められます。
緑地保全制度の活用方法

の高い斜面林の見極めや所有者の実情や意向にあわ
せた保全制度の適用について工夫が必要です。
都市的利用に対する景観規制
景観保全の基本は健全な農業が持続することなの

うな環境価値が高く、かつ利用価値も高い斜面林が
危機的状況の認識

で、市民による農業支援が大いに期待されるところで
す。一方、景観は要素を個別に保全するだけでなく、

・公園化するということが必ずしも利用価値を高める

さいたま市の貴重な景観資源である見沼の斜面林

わけではなく、環境教育や伝統的行事の存在が利用

が相続の問題から急速に開発される危機的状況につ

見沼代用水、斜面林、農地の独特な空間的つながり

価値を高めています。利用が多いと環境質が下がると

いて、多くの市民は気づいていない状況です。市民が

を自然の背景のもとで鑑賞できることが大切で、それ

の懸念もありますが、利用価値が高く、環境価値が

農業の持続と斜面林の保全が環境、景観、教育、防

にそぐわない現代的、都市的要素が農地や斜面林の

低い森は多くはありません。

災など市民生活に寄与する多面的機能と恩恵を理解

内部・外部から介入することで白布上のシミのように景

・環境条件が悪化してしまった森については、今後の

し、この危機的状況の打開をさいたま市の優先的課

観を台無しにしてしまいます。そこで景観を保全する

方針として、①利用価値を高める方向、②環境価値を

題として市民の誰もが希望するという事態になれば、

ための都市的要素に対する適切な規制が必要です。

再生する方向、が選択肢として考えられます。

行政を強力に後押しすることになるでしょう。

土地利用規制上見沼たんぼ地域の大半は市街化調

特に斜面林の公益的機能は、生物多様性の存立基

整区域となっていますが、景観的規制は十分とは言え

調査および評価結果を受けた課題

盤、防風林機能、ヒートアイランドの緩和などの地域

・小面積で評価が低い斜面林を見捨てることなくどう

環境保全、歴史的・文化的景観と風致の保持といっ

背景要素が立地する市街化区域の宅地等が斜面林

保全するか。

た面にあり、次世代に向けて斜面林を未来に継承し

の景観を断片化させている状況が見受けられますが、

・所有者の生活圏でありながら放置される屋敷林をど

ていくことが必要です。

市街化区域も調整区域でも、根本的な土地利用規制

ません。

の限界を踏まえ、シミとなってしまった都市的要素の

う保全するか。
②エリア別評価の比較

・小規模な公園林を文化的、
環境質の面でグレードアッ

・維持管理状況は中部エリアで低い状況です。

プする方策を検討する。

・保全の緊急性が高いのはトラスト保全 1 号地エリア、

・斜面林の多様性が認められるので、その多様性と

価値としての有効活用が、公有地化や保全を推進する

大宮公園エリアです。

個性を踏まえた肌理の細かい対策が必要です。

力となります。

・現況価値が高く、かつ利用価値も高いのは、トラス

・多様性に対し、環境団体や市民の支援方針を考え

トエリアと調節池エリアで、他地域の保全活用におい
てお手本となる斜面林があります。
25

面的機能の保全を条件とした優遇・支援方策などによ

的保全）を重視する必要があります。

環境保全と利用の両立は課題と考えます。環境を

面積（㎡ ) ごとの評価得点

相続制度

市民利用による貢献可能性の模索
斜面林は民有地でも公有地化されるにしても、付加

影響を少しでも抑えるため形態や配置を誘導する景観
法の適用が一つの方法でしょう。
この景観規制において注意すべき点は、規制が農
業者の営農活動を阻害することが無いように配慮する

所有者の農業者任せにせず様々なニーズをもった市

こと、
すでに台無しとなった景観も100 年をかけて徐々

る上で、残された斜面林の特性を踏まえて類型化し、

民が参加しうる多様な利用法のメニューを整備する必

に修復再生できると信じて景観保全の運動を持続す

タイプ別の保全管理方針を考えることが必要です。

要があります。

ることです。
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Ⅱ－ 5. 東西の代用水・堤
（1）沿革

歴史的に高い価値をもつ

元荒川を伏越し、上尾瓦葺に至り綾瀬川を水路橋
で渡り東西縁に分岐します。

（２）代用水管理と合口二期事業

岸 改修は用水

見沼代用水の新たな管理

管 理や 都 市用

この間水路勾配は 3,000 分の 1 ～ 4,000 分の 1 と

見沼代用水の管理は、江戸時代は幕府直轄でし

水の 捻 出には

下流に行くに従いゆるやかになります。東西縁に分

たが、明治になってからは民営となり、1904 年（明

大きなメリット

江戸時代初期は、江戸の街の治水対策のため荒川

岐し見沼たんぼ地内（干拓地内）に入ると、両用水

治 37 年）に普通水利組合が、1952 年（昭和 27 年）

がありましたが

や利根川の流路を変える工事とともに、新田開発の

は大宮台地に沿い、田んぼよりも比高の高い台地の

には土地改良区が組織され、市町村や県などの地

景観 保 全 の点

ための工事も多く行われました。1629 年に伊奈忠治

裾を 17km 流下して、既に設けられていた東西縁に

方行政との深い関わりのなかで維持・管理が行われ

では 良 好な景

により現在の緑区の大間木付近に八丁提とよばれる

接続し、東縁は江戸西新井、千住に至り、西縁は

てきました。この間 1923 年（大正 12 年）に水路敷

観が失われました。

堤が芝川の川筋を堰き止めてつくられ、現在の見沼

戸田領地内で支線を分水し終ります。見沼たんぼ地

地が水利組合に払い下げられ、現在も土地改良区が

たんぼにあたる区域に見沼溜井がつくられました。こ

内には延長約 25km の見沼中悪水路と称する排水路

保有をしています。また利根川の取水口や八間堰、

改修が見沼たんぼの東西縁の代用水にも着工されよ

の見沼為井はその後百年近く八丁提下流にある 5,000

（後に芝川と呼ばれる）が設けられ、下流は荒川に

十六間堰などの古い構築物の改修は、1905 年から

うとしていた矢先、見沼代用水の歴史的な価値のす

昭和初期にかけて行われました。ついで 1946 年（昭

ばらしさが市民運動等を通じて指摘され、県庁内部

和 21 年）から 1962 年（昭和 37 年）にかけては、

においても検討された結果、東縁の鷲神社－国昌寺

見沼代用水

丁ほどの農地の農業用水として利用されました。

接続しました。

1984 年（昭和 59 年）、この三面コンクリート護岸

その後、八代将軍徳川吉宗の代に至り、享保 10

このような用排水を分離した形式の干拓の技法は

年（1725 年）幕府財政の逼迫から新田開発が重要

紀州流と呼ばれ、その後の鴻沼、黒沼、笠原沼等

利根川取水口から瓦葺までの間を、県営事業により

間の 1.1km 部分は三面コンクリート護岸改修工事を

視され、伊沢弥惣兵衛に新たな用排水開設の検討

の干拓にも生かされました。幕府は見沼代用水の開

土水路をコンクリートブロックやコンクリート矢板を

しない、また西縁の氷川女体神社付近について側面

が命じられ、享保 12 年（1727 年）秋に見沼の排水

設を八丁提下流 5,000ha の幕領・神領地を始め、見

使用した改修、堰や伏越もコンクリート造りに改修さ

部分は自然石を用いた景観保全による水路改修を行

を行い、同時に利根川から用水を引く工事を開始さ

沼干拓地 1,200ha、この上流 5,000ha 余の干拓、さ

れましたが、東西縁用水路はこの事業区間から除か

うものとされました。

れ、わずか半年で延長 65km の用水が完成されまし

らに旧荒川河川敷一帯の広大な地域に荒川付替えに

れ、部分的に補修する以外は往時の姿が維持されま

た（享保 13 年 1728 年）
。

よる減水補てんをするという壮大な構想のもとに進

した。

見沼代用水とは見沼溜井に代わる用水という意味

めました。

（4）堤の活用と未来への伝承

しかし昭和 40 年（1965 年）代になると、農業の

見沼代用水路の改修によって生み出された管路用

機械化や上流部と下流部の米作期の変化などにより、

道路は緑のヘルシーロードとして自転車や歩行者等

まで、騎西領用水、笠原沼用水、黒沼用水、鴻沼用

コンクリート水路や多くの堰を設置するなど高度な水

の専用道路として活用されています。東西縁沿いに

2,200m は新線を設けました。この間の勾配は 600

水に分水している流れをみると、今も用水、治水で我々

路の管理が必要とされるようになりました。また全

は美しい桜並木が多くあり、またベンチの設置や、

分の 1 と急です。ここから菖蒲町までの 17,500m は

の暮らしに大きな影響を与えており、技術的な高さと

国的なコメ離れなどによる後継者不足による営農環

歩行者専用道路の試み、西縁用水路堤の法面に自

上星川を利用し、十六間堰によって上星川と分かれ、

ともに、歴史的な価値の高さを強く感じさせます。

境の変化はそれまで農業者が担ってきた代用水の草

生しているカンゾウを守る運動の取組みなど、見沼

刈りや堰番等の労力確保、さらに雑排水の流入によ

代用水は農業者だけでなく、広く市民との関係を増

る用水の水質汚染、人身事故の発生問題への対応

しています。今後とも見沼代用水の価値を共有しな

が大きな課題となっていました。

がら、素晴らしい資産として未来へ伝承していく必

ですが、当時の工事は、最も川瀬の変化の少ない行

改めて下図にあるとおり利根川の水を行田から都内

田市須賀地先に取水口を設け、上星川に合流する

八間堰を設け再び新線を掘削し、白岡町柴山地先で
見沼代用水の現況

このような中、1978 年（昭和 53 年）から 1995 年

要があります。

（平成 7 年）にかけて見沼代用水基幹水路及び東西
縁用水、騎西領用水路等の合計約 140km について、
水路の三面コンクリート護岸改修、水位調整水門の
新設、安全施設の設置等を行い、雑排水の分離を
図るとともに、漏水防止によって浮く水を都市用水に
利用することになりました。この事業は利根川の水
を荒川に流す利根導水路建設事業（武蔵水路、合
口一期事業）に続くものとして、合口二期事業と呼
ばれています。

（3）原型保全と景観保全
合口二期事業による代用水の三面コンクリート護
27

※（１）
（２）の記載については、見沼田圃論集第２集の「見沼代用水路建設史」を参照しました。
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Ⅱ－ 6. 芝川

と堤防一面の菜の花との対照は春の風物詩とも言え

路経由の利根川の水を導水、水質改善できたのも同

主要縦断道路沿いを中心に、工事残材タイヤ等、少

ます。

じ発想です。加えて、河川法改正で従来の治水、利

量産業廃棄物は、人目に付きにくい河川堤防脇に、

水に環境を加え、3 本柱とすることが明記されていま

そして自転車バイクは橋上から投棄されるケースが多

す。この際、
水の用途変更・豊水時の水の有効活用等、

くみられます。

（1）芝川の景観要素としての価値
空の広さ・遠望
見沼の地形、規制、土地利用から、一部を除き、

（2）芝川の景観上の危機的状況と課題
水質・水量・街づくり

従来の枠を取り払う措置の国への強力な働きかけを、

課題対応としては、上記状況は不法投棄マップ

芝川と建築物は近接していません。その結果、芝川

芝川の水質は現在、D 類型となっています。県内

は都市の真ん中を貫く中小河川でありながら、堤防か

河川での取り残され組と言えます。各地各河川の水質

らは近くの緑と斜面林、その背景の広い空を見るこ

は相当向上している現在、極端に言えば、D 類型で

とが出来ます。そして、季節、地点ごとにさいたま新

景観云々できるのか、というレベルと言えます。各地

都心、秩父連山、富士山等の遠望を楽しめます。

の街づくりの多くでは、河川がその中心にあり、水質

この区間の芝川には 30 以上の橋がありますが、中

改善はそのスタートであったり、計画の必須アイテム

流域の大道西橋、大道東橋、上新宿橋、新宿橋及

になっています。残念ながら、見沼たんぼ地域では、

び宮後橋に関しては、堤防と橋の高さに差があるた

空の広さは、また、景観木も遠望しやすいといえま

河川を中心に据えた街づくりも、水質・水量への関心

め、堤防から橋に繋がっていないのです。結果、対

す。北宿大橋下流の河川敷のプラタナスは独立樹で、

も活性化しているとは言えません。それにはいろいろ

岸景を見ながら堤防を歩いてきた人は、次に楽しみに

堤防、河川敷では、季節に応じ、植物間の熾烈な

樹高が高いうえ、枝落しされることもなく、本来の美

事情があると思われますが、とりわけ、河川は県、そ

している橋の上からの景観（流軸景、水上・水中俯

生き残り競争が繰り広げられます。春に見られる一面

しい樹形を保っており、周囲のどの方向からも目立つ

の他行政は市、という縦割りが先にあり、河川を取り

瞰景）を見ることが出来ないのです。河川は県、
道路、

の菜の花、初夏以降のセイタカアワダチソウ、オオブ

存在です。河川敷にあるため、河川改修時に伐採の

入れた街づくりという発想は出されるものの、具体化

橋は市という役割分担の中で、その接続についてど

タクサ、アレチウリといった外来雑草が優勢になり、

予定であったが、地元の要望により、河積阻害でな

に進まなくなっているのではないでしょうか。市民の

のようなやり取りがあったか、記録が見つかりません。

この間、年 2 回の機械除草が行われていますが、繁

いことを確認の上、残されたと聞きます。このような

関心の低さもそれに付け加わるといっていいかも知れ

いずれにしても、残念な状況になっています。

茂期には、通行困難となります。また、これら雑草

市民の景観へのかかわりが、増えること期待したいも

ません。

景観木

のです。

水需給全般として、ダム貯水容量増、人口減少社
会に加え、農業、工業、生活各用水とも、構造変化、

堤防の菜の花

県・市・市民が連携して行う必要があるのではないで

などですでに公表されているが、市主催のクリーン

しょうか。

ウォークでは比較的不法投棄の少ない地域を大勢で
回る形で、マップを活かしてないと思われます。クリー

堤防から橋へのアクセス

ンウォークがさいたマーチ直前に行われることもあり、

制約はあるにしても、水系に余裕のある時に、利根

に繁茂したようですが、堤防を維持するという管理の

川の水を代用水経由で芝川に流すことで、水量・水

立場からはあまり好ましい存在ではないようです。し

期的、計画的活動が望まれます。
雑草

課題対応としては、県市ともに散歩、サイクリング

は堤防維持の上からは好ましくないとも聞きます。除

の活性化を掲げているだけに、双方連携による見直

草の頻度とともに、足元にしっかり根を張る植生を育

しと新たな方向付けを期待するところです。

てることも必要です。

効率向上等により、その裕度は高まっています。当然、

春、芝川の堤防は菜の花で覆われます。近年急激

それら関係者も巻き込んだ上で、行政を中心に、長

さらには、機械の入らない水際近くでは立ち枯れ、
ゴミの不法投棄

白骨化したオオブタクサが越冬し、春先の景観上の

河川近辺の不法投棄ごみは特に目立ちやすく、景

課題となっています。これらのことは、先進事例など

質を大幅に改善することが出来ます。大局的に見て、

観上のマイナス要因です。ゴミの不法投棄は見沼全

を参考に、今後の景観上の大きな課題として、管理者・

かし、背景のサクラ、花木畑の赤、ピンク、白の花

大いに現実的且、有効な方法です。隅田川で武蔵水

般に関わることでありますが、コンビニ系飲食ゴミは、

専門家とともに議論が必要です。

大道東橋対岸景

大道東橋流軸景
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堤防の菜の花
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（4）加田屋川風景の変化

かの施策が必要と言えます。
約 2.1 ｋｍのこの区間は道路と 10 ～ 20 ｍの草地、

（1）加田屋川概要

樹林地を間に加田屋川が流れており、現在は道路か

河川の様相、周辺の状況はほぼ、以下のとおりです。

東宮下小

ら川はほぼ見えないが、若干、手を加えることで、川

都市下水を水源とする加田屋川は県道さいたま幸手

沿い遊歩道化等、新しい魅力創出も可能ではないで

線、東宮下小脇からスタートし南下、七里総合公園を

しょうか。

七里総合公園南端
（東楽園通）流路狭い

さいたま市管理区域

Ⅱ－7. 加田屋川

▼

通り抜けると、見通しの効く耕作地に入ります。

（2）加田屋川の景観要素としての価値

この地域は、目障りな鋼矢板護岸です。市営霊園

「七里・加田屋新田エリア」で述べられています。尚、

の所で内田川が合流するため、水路幅が広がってい
ます。さらに南下し、県道新方須賀・さいたま線（締

景観的に課題のある鋼矢板護岸については、暫定的

切橋の通り）の中野橋までが市の管理となっています。

であり、土手護岸構想案があるとのことだが、具体

ここ以南は県の管理下になるとともに状況は一変しま

化されていません。

内田川合流点
下流側川幅が広い
鋼矢板護岸

す。即ち、流路は素掘りのままであるとともに、周囲

（3）加田屋川の水質・水量

は雑草地、雑木が優勢となり、不法投棄ゴミも散見

上述のように、都市下水路を水源としているため、

され、管理状況とは言えません。

公共下水道の普及により流入水量は減

確認したところでは、地域河川の洪水の危険性の
点で、当地の優先度が低く、当面、改修に向けた動

少しています。併せて水田水利の縮小もあり、実測

きはなさそうです。とは言え、現状のままでは景観の

値はないが、河川流量の落ち込みは大きいです。尚、

視点から、何らかの施策が必要と言えます。

公共下水道整備にも拘らず、環境類型は、芝川同様、

約 2.1 ｋｍのこの区間は道路と 10 ～ 20 ｍの草地、

D にとどまっています。

樹林地を間に加田屋川が流れており、現在は道路か

改めて、景観要素としての河川の位置づけは高く、

ら川はほぼ見えないが、若干、手を加えることで、川

加田屋川は水質・水量合わせた対策が望まれます。

沿い遊歩道化等、新しい魅力創出も可能ではないで

その点で、見沼代用水東縁と加田屋川は七里公園地

しょうか。

区で近接しており、新たな土地取得もなく、導水出来、

中野橋上流側・市管理
下流側・県管理

▼

▼

ます。

雑草地、雑木が優勢となり、不法投棄ゴミも散見さ
れ、管理状況とは言えません。確認したところでは、

水源ダムの整備に加え、農業、その他産業、生活

地域河川の洪水の危険性の点で、当地の優先度が低

用水需要、更に人口も右肩下がりの状況、これまで

く、当面、改修に向けた動きはなさそうです。

の水利権等の制約を見直し、水の有効活用を声高に

看板にも拘らず廃棄物置
き場に

語る時期と言えます。

とは言え、現状のままでは景観の視点から、何ら

注）都市排水路は正式には「加田屋落し都市排水路

竹、雑草・雑木繁茂

管理者

名称

構造

主たる側壁

概距離

概水路幅

周辺
住宅地

A

〜堀崎町

市・下水道課

都市排水路

暗渠

B

〜東宮下小

市・下水道課

都市排水路

開渠

三面コンクリート

2.6ｋｍ

3.6ｍ

住宅

C

〜東楽園通り

市・河川課

加田屋川

開渠

鋼矢板

0.6ｋｍ

3.3ｍ

公園

D

〜市営霊園

市・河川課

加田屋川

開渠

鋼矢板

0.5ｋｍ

17ｍ

耕地

E

〜中野橋

市・河川課

加田屋川

開渠

鋼矢板

1.4ｋｍ

26ｍ

耕地

F

〜芝川合流点

県・県土整備

加田屋川

開渠

素掘り

2.1ｋｍ

3ｍ

樹林・草地

▼

埼玉県管理区域
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中野橋（県管理）狭く
未整備・投棄物等

環境浄化用水を具体化することは十分現実的と言え

即ち、流路は素掘りのままであるとともに、周囲は

区間

中野橋から上流側を見る。
鋼矢板護岸

雑草繁茂、素掘のまま
芝川との合流点

加田屋川の流域風景の変化
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Ⅱ－８. 社寺

表 1. 主な見沼たんぼに隣接している台地上の社寺（さいたま市文化財指定）
種類

（1）現状
かつては神社を囲むようにして必ず存在した鎮守の
森林がありました。
「神社」と書いて「もり」と読ま
せている例もあります。神社を中心にして拝所や参道
を囲むように配置・維持されています。また、日本の
稲作地帯では、水田に囲まれた鎮守の森の風景が見
られていました。
（写真１）

指定名称等

員数

現所在地

建築物 大宮氷川神社摂社門客人 3 棟
社殿本殿・摂社天津神社
本殿・末社御嶽神社本殿
＊氷川神社境内にある3棟
の建物です。
これらは、
ほぼ
同じ大きさの三間社流造の
建物で、江戸時代に4代将
軍徳川家綱の命によって
建てられた本殿4棟のうち
の 3 棟 で す 。寛 文 ７ 年
（1667）
に造営された後、何
度か修理を経ていますが、
17世紀後半の特徴を持つ
彫刻が彫られているなど、
その時代の建築的特徴を
良く残しているきわめて重
要な建造物です。

大宮区
高鼻町
４−１

建造物 氷川女體神社社殿 付
寛文７年銘棟札 １枚

緑区宮本
2-7-11

１棟

所有者、保存団体又は
指定日
保持団体
氷川神社

H23.3.30

社等の社格が高く、氏子との地元の密着が強い神社

・社寺林

は、整備、維持管理がほぼできています。

・文化財

今後とも、見沼たんぼの貴重な財産として維持と

・地域のコミュニティ

保全管理を行っていく必要があります。

どれも重要な役割を持っていますが、特に地域の

（3）課題・問題点

コミュニティを再形成が必要です。

最近の事例写真を示します。
（写真 2）
（写真 3）
斜面林が伐採し削られ、大きな墓地へ変わってお
り、隣接する神社は、鳥居はあるが、神社は朽ち果
てています。氏子もいなく、維持管理がされていない
このような神社は、
地域の小さな社寺に共通にみられ、
氷川女體神社

H19.3.16

写真１

たんぼに囲まれた鎮守の森

神寺林の自然については、
「厳重に保護されている」、
「昔から変わらない自然環境である」といった認識が、
しばしば崩れてきています。
見沼たんぼ地域においても同様であります。この
地域のたんぼ、畑、斜面林、見沼代用水、悪水であ
ります芝川、加田屋川等との重要な景観要素に地域
の大きな歴史的、文化的及びコミュニティの基点とな
ります社寺は、日本の伝統のある農村景観に溶け込
んでいます。日本人にとり切っても切れない関係があ
ります。
見沼たんぼ地域は、農業の主体でありましたたん
ぼが約 6％と大きく減少しています。同じように、地
域の大きな歴史的、文化的及びコミュニティの基点で
あった社寺も大きく変化しています。

（２）特質と特徴
さいたま市には、大小の 210 神社及び 186 寺院が
あります。
この中、見沼たんぼに隣接しさいたま市の文化財
に指定されているものは、表 1 に示すように 7 社寺で
あります。それぞれ由緒ある歴史を背負っています。
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（参考）
見沼たんぼに隣接する社寺の地理的な不思議な社寺、赤
山街道と日光御成街道の戦略的な社寺、見沼たんぼ開拓者
である井澤弥惣兵衛と縁の深い社寺、最後に見沼たんぼを
見守る弁財天について、述べます。
（1）地理的な不思議な関係の氷川神社・氷川女體神社・中

今後大きな課題となっています。

山神社

＊武藏国一宮。社殿は、本
殿と拝殿を幣殿でつなぐ複
合社殿。本殿は江戸時代
寛文7年（1667）、三間社流
造、
こけら葺（現亜鉛鉄板
覆い）、桁 行 3 . 4 6 5 m 、梁
2.260m、向拝の出1.364m。
拝殿は江戸時代中頃、入
母屋造、桁行9.450m、梁間
4.560m。
1棟
建築物 中山神社旧社殿
＊桃山時代。二間社流見
世棚造。板葺。桁行2.42m、
梁 間 1 . 5 5 m 、向 拝 の 出
1.43m。覆屋内。

・信仰

水の神様であり、農耕に関係する地主神である氷川社は、
出雲の神スサノオノミコト（氷川神社）
、イナダヒメノミコト（氷
川女體神社）
、オオムナチノミコト（中山神社）を祀り、広大
な見沼そのものを神池と見立て、大宮台地上の氷川神社を
男躰宮、見沼を望む三室の台地上の氷川女體神社を女躰宮、
両社の中間に位置する中山神社を簸王子宮とする三神一体の
見沼区
大字中川
1120

中山神社

大規模な社であった。

S45.8.11

写真 2

建築物 國昌寺門
1棟
＊江戸時代中頃。薬医門。
切妻造、
茅葺形銅板葺。
桁行3.030m、
梁間1.980ｍ。
欄間に竜の彫刻（伝 左甚
五郎作）
。

緑区
大字大崎
２３７８

建造物 大牧氷川女体神社本殿
1棟
付 寛永 13 年棟札 1 枚
貞享元年棟札 1 枚
＊江 戸 時 代 、寛 永 1 3 年
（1636）。一間社流見世棚
造。
目板葺。
桁行1.182m、
梁間0.970m、
向拝の出0.667m、覆屋内。

緑区
東浦和
６-２３-１

建築物 大間木氷川神社本殿 付 1 棟
護摩札一枚 棟札一枚
掲額一面
＊江 戸 時 代 寛 文７年
（1667）。一間社流造。
こけ
ら葺形銅板葺。
桁行2.563m、
梁間2.448m、
向拝の出1.964m。大宮氷
川神社が本殿を建て替え
た際、
その旧本殿を買い請
けたものと伝える。

緑区
東浦和
５-２０-１

建築物 附島氷川女体神社本殿
1棟
＊江戸時代中頃。一間社
流見世棚造。
こけら葺。
桁行0.690m、
梁間0.610m、
向拝の出0.510m。覆屋内。

緑区大字
大間木
１５２２

國昌寺

荒廃した神社（共立病院東側）

（2）赤山街道と日光御成街道の戦略的な社寺

盆栽村

赤山街道は、関東郡代伊奈氏の赤山陣屋（川口市赤山）
から、それぞれの支配地、治水・利水等の事業地まで延び

S52.3.30

ていた重要な道であります。主要な社寺は次の通りです。
市民の森
1）清泰寺 2）水神社 3）附島氷川女體神社 4）大間木氷

大和田

個人

川神社 5）浅間神社（大牧）6）八幡神社（大牧）

大和田公園
日光御成街道沿いの寺社は、歴代将軍が日光社参の際、

氷川神社

S62.3.24

大和田緑地公園
江戸から岩槻を経て日光へ向かう経路と
して整備された街道

第七調節池
です。1）総総持院 2）国昌寺 3）鷲神社
4）光徳寺

新都心

大宮公園
「氷川三神社」の位置を示す図
大宮第二公園
大宮第三公園

写真 3 墓地（萬年寺所有、共立病院東側）
氷川神社

S47.4.19

（４）ビジョン
及び期待
地域住民の減少、新規住民の無関心及び伝統文
化への疎外感等に基づくコミュニティ形成の不慣れ、
先達の不在が考え

氷川女體神社

S54.4.4

さいたま市 HP「さいたま市文化財」より纏めた資料です。

今後とも、見沼たんぼの貴重な財産として維持と保
全管理を行っていく必要があります。
見沼と関連のある武蔵一宮氷川神社、氷川女體神

社寺の景観要素

られます。コミュニ

文化財

ティ形 成による地
域お輿や村お輿が
必要であります。

地域の
コミュニティ

社寺

含まれます。

（3）見沼を見守る弁財天
見沼弁財天、片柳弁天、星川弁天、山口弁天、土呂宗像

社寺の景観要素
として次のものが

社寺林

神社、お宮弁天、樋字弁天
信仰

（4）伊澤弥惣兵衛と縁の深い社寺 大日堂、萬年寺
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Ⅱ－ 9. 公園
（1） 公園整備の現状
主な公園

集客施設

軽飲食
・見沼グリーンセンター

・市民の森★

・見晴公園と菜の花畑

・見沼公園★
・見晴公園★
・天神山公園
・神明北公園
・本村公園★
・東大宮親水公園★

市民の森エリア

・大和田公園★
・大宮第二公園★
・大宮第三公園★
・天沼テニス公園★

大宮公園エリア

・チャイニーズダイニング
和空
・ウッディハウス
（喫茶店）

周辺資源
・盆栽美術館
・盆栽しきの家
・漫画会館
・高林寺
・鷲神社

新都心エリア

中部エリア

・合併記念見沼公園★
・三崎公園

・見沼臨時グラウンド★
・エリア南に多数の市民農園

・三浦運動公園★
・馬場東公園

・旧坂東家住宅見沼くらしっく館★ ・七里総合公園★

・サンマルク
・そば処山茂登
・ASIANFRENCH
DAINING 味市場

・大宮公園
・寿能城跡
・県立博物館
・氷川神社

・ペンギン村（喫茶店）
・美美族（喫茶店）

トラスト保全 1 号
エリア

第 1 調節池エリア

・さぎ山記念公園★
・浦和くらしの博物館民家園★
・見沼自然の家
・見沼ヘルシーランド
・見沼通船堀
・鈴木家住宅
・園芸植物園

・見沼通船堀公園★
・川口自然公園★
・大間木公園★

屋公園、
（仮）見山公園の記載があります。

トボール場、ドッグラン等。

のであり、
（仮）加田屋公園は加田屋川の両岸、締

⑤新都心駅前道路から見沼たんぼへの導入エリア

め切り上流で、面積は約 20ha。
（仮）見山公園は芝

・約 6 千㎡をさいたま市が購入。スポーツ少年団が

川の左岸、北宿通りの東側の見沼地区で、面積は約

利用しています。

15ha です。
・平成 13 年大宮市において「加田屋地区、見山地

⑥七里総合公園の西の環境広場（焼却灰埋立地）

区整備計画のあらまし」と、平成 15 年にさいたま市

・埋め立終了後は公園等の利用予定です。

成され、地元および関係団体に説明が行われました。
整備内容

ことが大変であり、エリアごとの理解が必要です。
「さ

型の農地活用、湿生環境の保全活用等、農的環境

いたま市見沼田圃基本計画」では 10 地区（たんぼ

を活かした持続可能な市民緑地公園として整備す

内のエリアとしては 7 地区、芝川、東西代用水、ふ

る。見山地区は、スポーツ等の野外活動と農的自然

るさとエリア（地区としては 2 地区））が設定されて

環境のもつ癒し効果により、利用者の心と身体の健

います。また見沼田圃の散歩みちでは 6 エリア（重

康増進をはかった健康増進公園として整備する。

複あり）が設定されています。公園はそれぞれのエ

・画廊蔵（喫茶響）

・見沼天然温泉
（小春日和）
・片柳コミセン
・萬年寺
・常泉寺
・染谷花しょうぶ園

・平成 15 年、見沼ファーム 21 から加田屋地区の整

・Cafe La Pllancha
・キッチンギャラリー
Tanpopo
・珈琲豆屋

・氷川女体神社
・鷲神社
・国昌寺
・トラスト保全 1 号地
・深井家長屋門

主な提案内容

・まいむ（喫茶店）

・木曽呂の富士塚

※集客施設、主な公園の欄の内、青字については緩衝エリアに所在する。★はトイレ有。

ても面積は約 1,260ha あり、一日行程では理解する

加田屋地区は、農的自然環境の保全、市民利用

（注：市都市公園課からの聞き取りにおいては上記資料の提示はなかった。）

・子ども動物園
・農業車トレーニングセンター

（3） 課題の整理
①これまでの見沼代用水内の見沼たんぼエリアとし

・やまぼうし（喫茶店）
・珈琲豆屋
・漁火料理ととまる

・大崎公園★

（２）公園整備計画

・利用形態は、スポーツ広場、テニスの壁打ち、ゲー

・市立浦和博物館

七里・加田屋エリア

・見沼自然公園★
・見沼氷川公園★

・さいたま市の都市計画マスタープランに（仮）加田

において「
（仮）加田屋公園について」の文書が作

・大和田緑地公園
・南中丸緑地公園
・さいたま市大原サッカー場
・見沼見聞館
（大宮南部浄化センター）
・浦和レッズ練習場
・浦和西高斜面林

・公園化を検討しています。

・火葬場建設の見かえりとして地元へ提示されたも

周辺エリア
エリア名

②（仮）加田屋公園、
（仮）見山公園

リアの中心施設として整備される必要があります。

備に関し、
「21 世紀の加田屋新田とたんぼこうえん

②公園は公有地化することで土地利用を安定させる

の姿」が提案されました。

が、目的にあった公園整備がなされているでしょう
か。トイレや休憩舎の設置や植栽等の整備水準は
達成されているでしょうか。

加田屋新田の豊かな田園風景をとりもどそう。／
エコロジカル・ネットワークの拠点をつくり、広げて

③公園までのアクセスは公共交通機関利用、自家

いこう。／加田屋川の水質浄化に取り組もう。／地

用車別にどのように考えられ、確保されているでしょ

産地消農業と自然の豊かさを両立させよう。／地域

うか。また公園までの案内標識、公園内の標識を

との連携を良くしよう。／公共事業は、豊な田園環

適切に整備する必要があります。

境をつくることに寄与しよう。
④造物公園として整備した場合、土地の公有地化
③通船堀公園

が必要であるが、周辺の土地所有者との公平性は

・面積は 13.9ha。80 ～ 90％が整備されました。227

あるでしょうか。公有地における収穫物を売ること

年度が完成予定です。

は可能でしょうか。

中です。

・残りの部分は耕作を希望しています。

①合併記念見沼公園の拡張

・土地の所有関係の調査について公園サイドで実施

・現在のビジターセンターは見直しをします。ドッグラ

⑤ 2 ～ 3 時間（または半日程度）で、見沼たんぼに

・防災拠点としては首都圏レベルの大規模災害に対

しています。

ンは移転。グランド等の先行利用をどうするか検討

あまり馴染みのない方を対象に見沼たんぼをうまく

応できる防災、避難拠点とし、具体的にどのような

・防災拠点の検討結果により現在の公園の整備内容

中です。

案内できるルートや 1 時間程度で楽しく散策できる

内容にするかは防災部が国等の意見も聞き案を検討

が変更される可能性があります。

④首都高埼玉新都心線高架下の利用

ルートを設定されているでしょうか。

35
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⑥全体への繋がり、そして公園のネットワークは考

③拠点となる公園整備は低地と台地を一体として整

慮されているでしょうか。

備し、新規公園計画整備計画については情報を公

『見沼田圃農地転用方針』
（見沼三原則）1965 年
3 月の埼玉県

県政審議会の決定

開を行いながら、公園づくりコンセプトを共有する

（4） 課題への対応

必要があります。

①さいたま市見沼田圃基本計画の対象エリアとされ
ている緩衝エリア、ふるさとエリアを含む見沼たん
ぼエリアを市民の森・大宮公園エリア、新都心エリ

将来の開発計画にそなえて、現在のまま原則として
（４）公園や運動場等における外周フェンスの整備や

上の課題や方向を改めて検討、整理する必要があり
ます。

緑地として維持するものとする。

トイレ・休憩舎の設置、植樹・植栽

ア、七里・加田屋エリア、女体神社・国昌寺エリア、
第１調節地・通船堀エリアの 5 地域に単純化し整備

①八丁堤以北、県道浦和岩槻線、締切りまでの間は、

等に関する景観形成ガイドラインの作成を促進す
る必要があります。

②県道浦和岩槻線以北は、適正な計画と認められ
るものについては、開発を認めるものとする。

左岸側の第七調節池の広場

③以上の方針によるも芝川改修計画に支障がある

レメーターで毎時 10 分ごとに計測記録されています。

（５）公園に至るまでの標識、また公園内の標示、
パンフレット等の整備充実を図るものとします。
（６）公園整備のネットワークを図るため、芝川・代

②公園整備にあたり、農家・土地所有者間の公平

用水を始め、桜並木や遊歩道は見沼たんぼ全体をつ

性の確保を考慮するとともに、不耕作地の解消に

なぐ観点からの整備を促進するものとします。

と認められる場合は、農地の転用を認めないものと
①景観資源性

する。
以上のように、開発抑制策が暫定性を強く持って

見沼たんぼの治水機能を象徴する特異な景観とし
て存在しています。

努めるとともに、公園と一体になった農地の確保を

いたため、恒久的な治水対策として、将来の開発計

検討する必要があります。

画に備えて「七つの調節池」計画を策定したものです。

すり鉢状の右岸側の調節地の底部は、ひょうたん

その計画地等は、末尾に記載したとおりですが、七

型で「ひょうたん池」とよばれています。春先には、

つの内、第七調節池と第一調節池の二つの地区で、

数本植栽されているシダレヤナギの新芽の芽吹きは

事業化が進められてきました。

美しく、太公望が釣り糸を垂れ、芝生に憩う人が見

1965 年 芝川改修計画で 7 つの調節池建設計画

Ⅱ－10.「調節池」の景観資源性と
課題及び対応方向
（1）見沼たんぼ地域の治水・遊水機能の
保全政策
見沼たんぼには、芝川の洪水時の流量を調節する

くると、満々とした調整池の姿に一変しています。水

● 100 年に 1 度程度発生する雨量対策
大きな注目を浴びるようになりました。

●調節池容量（万ｍ ）：第 1 ／ 550 万ｍ 、第 2 ～第

が引いた後はシダレヤナギの樹冠の半分ちかくが泥

6 ／ 513 万ｍ3、第 7 ／ 37 万ｍ3

状となっていて、そこまで水がきたという浸水ライン

3

②このため、1965 年（昭和 40 年）に見沼田圃の

計 1,100 万ｍ

宅地化は原則として認めないとする見沼田圃農地転

● 1983 年

3

→

3

見沼たんぼの遊水機能の保全

第 7 調節池竣工（15ha、37 万ｍ3）

（3）二つの調節池の景観資源性と
課題点及びその対応方向

ための「調節池」が 2 か所あります。

を確認することができます。
第七調節池右岸側調節池の隣接地は寿能城跡で
す。寿能城は岩槻城の支城として永禄 3 年（1560 年）

用方針、いわゆる見沼三原則が制定され、主に治
水上の観点から開発抑制策が行なわれました。

られる景観は実にのどかである。台風のあとにやって

に築城されました。城主は潮田出羽守資忠。城域は
東西約 873㍍、南北約 436㍍で、三方が見沼の沼沢

③「見沼三原則」の制定の経緯

1）芝川第七調節池

に囲まれた、東方に突出した出丸をもつ要害でした。

機能の保全政策は、1958 年（昭和 33 年）の狩野川

ⅰ

現状

洲の城ともいわれました。大手門があったところは大

台風のときの被害対応から始まりました。

下流の川口市長等からの強い要望

その前提となった、見沼たんぼ地域の治水・遊水

ⅱ

芝川の改修と見沼たんぼの遊水機能の保全に、
昭和 30 年代後半からの経済成長により、埼玉

① 1958 年 9 月の台風 22 号（狩野川台風）により、

県南部地域の地価上昇が起こっており、見沼たんぼ

見沼田圃が全域にわたって湛水するとともに、下流

地域の安い地価をねらっての工場・住宅などの進出

地域の川口市の 94％、戸田市の 70％が浸水し、死

が始まっていた。

者 2 名、被害総額 34 億円という大きな被害が発生。
この時､ 見沼田圃は全域が湛水し、深いところで
2 ｍ、平均でも 1 ｍ近いものでした。見沼田圃の湛

（2）見沼三原則の開発抑制策の暫定性と
調節池の計画

第七だが第一番目の調節池

調節池とは下流部の川幅を広げることができない

宮北中正門付近。現在、小公園の寿能公園となって

ときなど、上流からの洪水の一部を一時的に貯留し、

いる周辺が本丸で、物見櫓があったとされています。

下流の流量のピークを低減するための施設です。

そこに城主、潮田資忠の墓石が建てられています。

この芝川第 7 調節池は、1982 年、芝川沿いの大
宮第二公園に隣接したところに芝川の改修計画の一

②課題点

環として建設され、翌 1983 年 3 月に完成しました。

右岸側調節池の隣接地は寿能城の出丸跡である

芝川水量調節計画の一部で、7 か所計画されたな

が、特別な復元対策等もなく、大宮第二公園の園地

かで、最初に完成した。総面積 15.2ha。貯水量は

となっているだけであり、なんらかの歴史遺産として

水量は約 1,000 万立方メートルと言われ、もし、見沼

1965 年に定められた「見沼三原則」では以下のよ

36.9 万立方メートル。芝川水量調節池計画の全体とし

の保全・復元対策が望まれます。

田圃の遊水機能がなかったら、川口等の水害は想像

うに、見沼たんぼの治水・遊水機能の保全のための、

ては、1,100 万立方メートルで、その負担能力は全体

③景観形成上の対応方向

を絶するものになったと考えられ、その遊水機能が

当面の開発抑制策が定められていました。

の 6.7 パーセントです。調節池の内水位、外水位はテ
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右岸側の調整池については、寿能城跡とのマッチ
38

第一調節池

第一調節池周辺のコノハズク

2013.10.16 台風 26 号で満杯となった第七調節池

①景観資源性
第一調節池については、建設段階の 1996 年から

第七調節池

「市民団体も含めた整備検討委員会」が設置され、
多自然型の調整池となるように計画されてきた経緯
があります。
このため、2011 年に完成した左岸側調節池につい
ては、自然景観も優れており、
「見沼が池沼」であっ
たころの
「原風景」性を感じることのできる空間となっ
第一調節池の白鳥

ています。

ングができると歴史ロマンを感じることのできる素敵

樹林地には、コノハズクが、水面には、白鳥が飛来

な景観になるものと考えられます。

するなど、自然度の高さを感じることのできる地域と

周辺に復元されている地域の固有性を大事にした

また、左岸側の調節池底面の多目的広場などに

第六調節池構想

なっています。

2013.10.16 台風 26 号芝川・新大橋

第四調節池構想

は、隣接する大宮体育館周辺の斜面林景観に調和し
た「景観樹等の配置」が望まれます。

②課題点
優れた景観を楽しむという点では、アクセスのわか

2）芝川第一調節池の現状

りにくさやトイレ等のまったくの未整備など、今後の

ⅰ

改善が望まれます。

第１調節池の計画概要

左岸

200 万ｍ3

63ha

右岸

80 万ｍ

29ha

3

ⅱ

590 万ｍ3

第二調節池構想

を感じることのできる景観地域としての風景づくりが
望ましいものと考えられる。

整備経緯

1979 年度

事業着工

1996 年 2 月

整備検討委員会発足

1999 年 1 月

整備計画策定

第二調節池から第六調節池までの計画は、1995

2006 年度

暫定供用開始

年以降の見沼たんぼの保全政策を踏まえて、現在、

2011 年 3 月

左岸完成

棚上げ状態ですが、見沼たんぼ内の畑での盛土行

2011 年度

右岸整備開始

為の進行状況次第では、今後、調節池計画を復活

2023 年ごろ 右岸完成予定とのことです。

させて、さらに何か所かの建設を進めることも必要

3）その他の調節池計画について

ではないかと考えられます。
39

第三調節池構想

ちしょう

右岸側調節池の完成をまって、
「池沼時代の見沼」

合計 92ha
最終目標

③景観形成上の対応方向

第五調節池構想

第一調節池
2013.10.16 台風 26 号での第一調節池
40

Ⅱ－１１. 公共・公益施設（道路・河川・
公園・ 調節池などは除く）
（1）検討対象
公共施設とは、一般に道路、河川、公園、病院、
学校等をいいますが、他の検討項目との重複を考慮
し、ここでは道路・河川・公園・調節池などは除いた「公

住宅等の進出がはじまりました。
この時代は、土地利用規制としては、
「農地法だ
けの規制」がかかっていた時期です。

院などの公共公益施設」の面積は、83.0ha です。

たんぼ内への立地と考えられます。
一般公共・公益施設が 14 箇所、教育施設が 8 箇所、

たんぼ内への公共施設の進出が始まりました。

病院が 2 箇所、自動車教習所が 4 箇所、立地して

例

1961 年には、見沼たんぼの最北端に国鉄 =

います。
立地場所については、農地法による「農地の集団

（4）大規模緑地空間内の公共施設としての
今後の在り方
今後の公共施設の在り方については、下記のよう
な方針性を持って、大規模緑地空間としての風致・
環境の向上を図る必要があるものと考えます。

性を阻害しないこと」という規制の中で、縁辺部や
3）見沼三原則による開発抑制の時代
見沼三原則は、農地法の運用により、
「大道橋以
南地域での農地としての保全」と「大道橋・締切堤

54.7ha よりも大きなものとなっています。

以北の一部地域（大宮駅から 2km 圏内、与野駅か

たんぼ内及び周辺に立地する公共・公益施設も検討

築ボリュームなどです。

対象外でもあり、安い広い土地が必要な場合、見沼

その広さは、住宅地の 34.4ha や工場・事業所等の
見沼たんぼ地域の景観を検討するためには、見沼

として利用するためなどの消極的な理由による見沼
このような無規制状況の中で、見沼たんぼ内には、

2013 年の「さいたま市見沼田圃土地利用現況調
査」によれば、見沼たんぼ内に立地する「学校・病

観の色彩との不和、④空間スケールを逸脱する建

しかし、公共施設の多くが、農地転用許可制度の

ＪＲ・東大宮車両基地が立地

共・公益施設」を検討対象とします。

は、土地の安さや見沼たんぼの農業空間を緩衝空間

ら 1.5km 圏内での開発）での開発を容認」する行
政指導です。

既に開発が進行してしまった地域などでの立地となっ

①既存の公共・公益施設の景観を大規模緑地空間

ています。

内の施設として配慮されたものとなるように、
「修景・
緑化」等を図る必要があります。

5）
「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」が
定められて以降

②施設の利用形態に変化が生じた場合、
「見沼見聞

1995 年（平成 7 年）に、見沼たんぼに関係する

館」の
「環境学習施設」や
「屋外の環境学習ビオトー

する必要があります。このため、見沼たんぼ内及び

しかし、農地法の許可制度の適用対象外の公共

諸機関・諸団体間での 4 年 5 カ月の「見沼田圃土地

プ」などのように、適切に変化させていく努力が必

周辺に分布する公共施設の一部を例として下表に示

施設には、見沼三原則は特に影響を及ぼすことはあ

利用協議会」での協議をへて、大規模緑地空間とし

要です。

します。

りませんでした。

ての保全を、公共施設にも求めた「見沼田圃の保全・
活用・創造の基本方針」が定められました。

見沼たんぼ及びその周辺の公共施設の例

分

類

施

4） 全 域 が『 市 街化

設

見沼たんぼ内の土地利用は、
「農地・公園・緑地等」

供給処理施設

下水処理センター、南部浄化センター、クリーンセンター大崎、天沼揚水機場、
環境整備センター（環境広場）、東清掃事務所、等

調整区域』とされた
1970 年（ 昭 和 45

沼たんぼ内に設置せざるを得ない「立地限定性のあ

学校

泰平小学校・中学校、大宮工業高校、さとえ学園小学校、栄東高校・中学校、
土呂中学校、朝鮮初中級学校、開成高校・中学校、第二東中学校、芝川
小学校、大原中学校、浦和西高校、東宮下小学校、浦和特別支援学校、
大崎むつみの里、等

年）に都市計画法に

る」公共施設以外は、見沼たんぼ内での立地はしな

より「線引き」がなさ

い、させないこととなりました。

公共公益施設

大宮体育館、防災センター、自治医大病院、障害者交流センター、さいたま
記念病院、浦和博物館、浦和民家園、大宮工房館、七里公民館、等

（2）公共施設の立地時期の特性

時代

に限定されることとなりました。
この合意に基づく基本方針以降は、どうしても見

れ、見沼たんぼの全

また、民間施設で、都市計画法や農振法の規制

域が『市街化調整区

でも、
「許可せざるを得ない公益施設等」が発生し

域』とされました。

た場合は、128 億円の保全基金で、対象地の「買収」

このため、民間の開発は規制されましたが、都市

見沼たんぼ内に公共施設が立地した時期について

計画法の開発許可制度の適用対象外の公共施設に

は、土地の需要 = 開発の展開と土地利用規制の在

は、市街化調整区域の指定は特に影響を及ぼすこと

り方で 5 つの立地時期の特性があります。

はありませんでした。
教育施設や医療施設、消防施設、障害者交流施設

く、景観配慮があまりなされておらず、このため景観

ほとんど無かった時代

及び下水・し尿処理施設・ゴミ焼却施設・ゴミの埋

資源性が乏しく、浦和博物館、浦和民家園などをい

め立て処分場（現在の市民の森）などが立地しまし

くつかの施設を除いては、景観資源とはなり得ない

た。

と考えられます。

2）農地法だけの規制の時代

して、小中学校などについては、建設位置が児童・

1960 年代の半ば以降、首都圏の拡大膨張にとも

生徒の居住地の近くに限定されることもあり、見沼た

ない、安い土地を求めて、見沼たんぼ内への工場・

んぼ内への立地も理解もできますが、その他の施設

41

ものと考えます。
例

既存の大規模倉庫や工場など

検討対象とした公共・公益施設の多くは、地価の

1）見沼たんぼ地域への開発が

それらの公共施設の見沼たんぼ内への立地理由と

緑地空間内の施設としての利用を目指す必要がある

（3）景観資源性と景観阻害要素
安さや農地の緩衝空間性などから立地したものが多

市的な開発はほとんどありませんでした。

場合、都市的再利用を考えるのではなく、大規模

をすることとなりました。

このため、人口増加に対応して、小中学校などの

1960 年代の半ば以前は、一面の水田地帯で、都

③施設そのものが、時代の変化の中で不要化した

修景緑化された大崎クリーンセンター

反面、公共施設の多くは、以下の観点から景観阻
害要素となり得ると考えられます。
①眺望の阻害、②景観の連続性の遮断、③田園景
42

Ⅱ－１２. 都市的土地利用
（1）見沼たんぼにおける都市的土地利用の
立地プロセス

設の立地です。
旧浦和市の越谷街道沿いでは、大崎公園（1977
年、見沼の谷戸）に続いて、園芸植物園、クリーン
センター大崎と工場、流通センター、看護学校等が

年代別の国土地理院 1/25,000 地形図の読み取り

立地して、一団の市街地が形成されまた。また旧大

から、見沼たんぼ（低地部、一部連続した谷戸を含

宮市では、建築物ではありませんが、大宮市営霊園

む）における都市的土地利用の立地プロセスをたどっ

（1975 年、見沼の谷戸）
、市民の森（1979 年）、芝

てみよう。利用した地形図の年代は以下のとおり。
1953 年（昭和 28）、1969 年（昭和 44）、1984 年（昭

泰平小学・中学校
大宮工業高校
栄東高校・中学校
ＪＲ東大宮車両基地
さとえ学園
小学校
東大宮自動車学校

川第七調節池（1983 年）等が整備され、見沼たん

市民の森

ぼの風景は大きく変貌しました。

和 59）、2003 年（平成 15）

さいたま記念病院

民間開発の鎮静：1984 年～ 2003 年まで
高度経済成長期以前は一面の田圃：1953 年以前

この時期では、民間開発はほぼ完全に抑制され、

戦後の昭和 20 年代から 30 年代の前半、高度経

公的な開発に限られるようになります。旧大宮市の

済成長が始まる以前の見沼たんぼは、一面の水田地

中央通沿いの自治医大さいたま医療センター（1989

帯でした。旧赤山街道が見沼たんぼを横断する八丁

年）
、大宮消防本部（1990 年）
、旧浦和市大原地区

堤に沿って街並みが形成されているほか、台地際に

の県立障害者交流センター（1990 年）等、大規模な

いくつかの農家住宅が点在しているだけで、おおむ

公共公益施設が立地し、また、見沼氷川公園（1994

ね江戸時代と同様な土地利用だったと考えられます。

年）
、浦和民家園（1995 年）
、環境広場（1996 年）
も整備されます。

線引き以前の市街化の進行：1953 年～ 1969 年ま
で
成長期に入ると、安価な土地を求めて見沼たんぼに

公園・緑地等以外の都市的土地利用は原則として抑
制されることとなりました。

七里総合公園

大宮第二公園
堀の内 3 丁目

大宮市営霊園

朝鮮初中級学校
堀の内 1 丁目
開成中学・高校
天沼 1 丁目

大宮工房館
グランドシティ

大宮聖苑

第二東中学校
大宮消防署

自治医大さいたま
医療センター
芝川小学校

見沼自然公園

合併記念見沼公園
粕谷紙器工業

太盛浦和工場

大宮市南部浄化センター

この間、1995 年（平成 7 年）には、
「見沼田圃の
保全・活用・創造の基本方針」が確立され、農地・

1960 年代、昭和 30 年代後半になり、高度経済

東宮下小学校
環境整備センター
（環境広場）

大和田公園
出丸地区

ＩＨＩ製品センター
障害者交流センター

上山口新田地区

大原中学校
日生浦和住宅

浦和西高台団地
弁天下住宅

も住宅や工場、公共施設等の立地が始まりました。
1961 年には、見沼たんぼの最北端に大宮操車場（現
在のＪＲ東大宮車両基地）が立地しています。
見沼たんぼでの遊水機能を維持するため、1965
（昭和 40）に「見沼三原則」を定めて行政指導が行

見沼氷川公園

大崎公園
園芸植物園

さいたま市誕生後の動向：2003 年以降
2001 年、浦和、大宮、与野の 3 市が合併してさ

クリーンセンター大崎

いたま市が誕生します。

浦和民家園

浦和看護学校
（浦和特別支援学校）
大成ロテック
東鋼材
小山鋳鉄工所
日通浦和流通センター

合併後も大規模な建築的な開発はありませんが、

われましたが、大宮駅から 2km 圏内、与野駅から 1.5

火葬施設大宮聖苑（2004 年、見沼の谷戸）
、高速

ｋｍ圏内での開発は容認されました。そのため、特

埼玉 新都心線（2006 年）
、芝川第一調節池（2006

にこれらの部分（旧大宮市堀の内地区、旧浦和市大

年暫定供用開始）
、合併記念見沼公園（2007 年）等

原地区、等）での市街化が進みました。

が整備され、現在に至っています。

芝川第一調節池

八丁堤地区

線引き後は公共施設が中心：1969 年～ 1984 年ま

＜見沼たんぼにおける都市的土地利用の立地プロセス＞

で
1970 年（昭和 45）、見沼田圃全 域（東西見沼代

＊国土地理院 1/25,000 地形図（1953/1969/1984/2003 年）
からの読み取りによる

用水・分水の内側）が市街化調整区域に指定され、

1953 年以前に立地した施設

1984 ～ 2003 年に立地した施設

原則として市街化が規制されますが、駆け込みの開

1953 ～ 69 年に立地した施設

2003 年以降に立地した施設

発、例外規定に基づく施設の立地が進みました。特

1969 ～ 84 年に立地した施設

＊破線マークは公園緑地施設

に目立つのは、市街化区域内での人口増に対応した
小中学校等の学校、供給処理施設等の公共公益施
43
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（2）見沼たんぼにおける都市的土地利用の
景観的課題

のため、今後の空き家の発生や中高層集合住宅への
建て替えの可能性があります。大原地区の住宅地に

Ⅱ－１３. 盛土地

高い道路面を基準にしての盛土工事を行うこと
は、下記の「さいたま市農地改良等の取扱い要綱」

（1）盛土規制の現状

上記のように、見沼たんぼ地域では、昭和 30 年

ついては、環境保全のための地区計画が定められて

代後半から都市的土地利用が進みました。市街化調

いますが、他の住宅地についても、住民への積極的

2014 年の 7 月、浦和区三崎 132 番地の「見沼た

もの』とされており、その『例外を越えた基準にない

整区域の指定とともに、市街地拡大の鎮静化、人口

な働きかけの基づき、住環境保全型の地区計画策

んぼを青少年とともに学び楽しむ会」の第一農園の

上乗せ盛土を許可』することは、
「さいたま市として

増の鈍化とともに、
「見沼田圃の保全・活用・創造の

定が望まれます。

隣接地で行われた盛土工事（添付した写真は北側道

定めた基準を無視した公務員としての権利の乱用行

路から 1m ほどの盛土です。要綱上の基準は 30cm

為」であり、そのような許可は無効であることを指摘

の 7 ページに記載してあるとおり、
『例外的に認める

基本方針」の確立により、現状での都市的な開発は

工業・流通施設については、それが見沼たんぼの

一応おさまっています。すでに立地してしまった都市

景観にそぐわないことは論をまたないでしょう。現在

ですが。右側が第一農園です。）について、7/10、

しました。しかし、このことについての明確な返答

的土地利用の現状と今後の対応について、主として

の社会経済状況のなかで、それらの立地必然性が小

さいたま市の農業委員会さんと現地立会い協議を行

がありませんでした。

景観的な側面から整理してみよう。

さくなっている施設もあると考えられ、適切な土地利

いました。
（みどり推進課見沼田圃政策推進室、埋

その後の協議の結果、当面、1 週間程度工事を

用転換を誘導していくことが望まれます。

立業者の刈宿興業、それに盛土指導をした農業委

中断すること。その間の 7/17（木）の 16:30 に、さ

員 2 名（元農業委員会会長も含む）及び埼玉県土地

いたま市の農業委員会（常盤会館）を訪問して、ど

水政策課職員も現地立会にきました。
）

う対応するのか農業委員会としての対応を協議するこ

都市的土地利用には、住宅、工業・流通施設、
公共公益施設等がありますが、公園緑地についても、

公共公益施設には大規模で目立つものが多く、見

その形態によっては、それに準ずるものとして考える

沼たんぼの景観に大きな影響を持っています。但し、

必要があります。

小中学校をはじめ、敷地内のオープンスペースも多

さいたま市農業委員会は、さいたま市が定めた下

いので、見沼たんぼの景観にふさわしい修景の工夫

記の「さいたま市農地改良等の取扱い要綱」の基準

が可能と考えられます。例えば、公共公益施設に関

に反して、南側の『高い道路面から、さらに 30cm

する、
「見沼たんぼ版・景観整備（修復）ガイドライン」

盛り上げることを、農業委員、了解のもとに許可し

を作成することなどが望まれます。

た。
』とのことでした。

都市的土地利用の集中地区の再整備を
都市的土地利用は、主として見沼たんぼを東西に
横断する道路沿いに集中しています。それらの沿道

（2）
「元の田んぼ面から 30cm 盛土」という
「埼玉県の盛土基準の無力化」
ちなみに、埼玉県庁の土地水政策課の担当主査
と、7/6 の体験活動の際と 7/10、話し合いをしまし

部分については、そこが見沼たんぼの中であること
には全く気付けないような景観が形成されています。

ととなりました。

見沼たんぼの景観構造を大事にしていこう

たが、
「政令市になって以降、農地の許認可権限は

また、広域的にみると、旧浦和市と旧大宮市の境

見沼たんぼの基本的な景観構造は、
両側の台地
（斜

さいたま市にあること。
」
、
「隣接地主としての同意に

界周辺に集積しています。当時の旧両市にとってそこ

面林）に挟まれて連なる低地（水田、畑）です。横

ついても、さいたま市の要綱内で特に不可欠なもの

は縁辺部で、迷惑施設等を立地させたことが考えら

断道路沿いの都市的土地利用は、この連続を断ち

としては位置づけられていないこと。」のため、埼玉

れます。しかし、合併によりそれらの部分は市域の

切ってしまっています。また、公園緑地であっても北

県の盛土基準である元のたんぼ面から 30cm の基準

中央部になり、さいたま新都心に近接していること

区の「市民の森」などは、
見沼たんぼの中央に盛り土、

をもとに、今回の盛土工事を指導することはできな

からも、重点的、計画的な景観整備の推進が望ま

植栽された緑地として、景観構造を阻害していると言

いとの主張でした。

れます。

えるのではないでしょうか。

（3）
「地下のマコモ土層からの水分の補給」が

今後の人口減少社会に対応した縮減都市計画とし
土地利用に応じた景観の整備が必要
住宅施設については、堀の内地区のグランドシティ

断たれてしまう「過剰盛土」

て、見沼たんぼの都市的土地利用の土地利用転換、

このため、埼玉県の盛土基準とさいたま市の盛土

自然的土地利用の復元の可能性がありますが、そこ

を除き、ほとんどが戸建ての低層住宅地ですが、敷

においても、この「見沼たんぼの基本的な景観構造」

基準が異なっている上、さいたま市の基準外の高い

地規模等からみて、環境水準は高くありません。そ

を維持、復元していく視点が重要だと考えられます。

盛土行為の横行が随所で見受けられます。
このことは、見沼たんぼ地域の農業振興上も大き

見沼たんぼの基本的景観構造

南側道路面から見た盛土

南側道路面に残土・その上に黒土

赤テープの下まで盛土するとのこと
市の基準の道路から 30cm の位置
道路面と同じ高さの測量点
北側道路から見た盛土の基準測量の位置
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Ⅱ－１４. 横断道路・鉄道の現状

例外的に高い道路を基準とすることを認める場合

ⅱ

旧 16 号国道の道路が拡幅改修中であり、広

い公園隣接道路として公園景観と調和している。

見沼たんぼの主な横断道路（幹線道路をつなぐ道
路）は 19 本あります。
見沼たんぼの横断鉄道は 3 本あります。

⑥大宮駅前通りから天沼町を通り、架け替えられた
「新橋」で芝川を渡る市街化の進んだ道路
ⅰ

（1）芝川を横断する主な道路（幹線道路をつな
ぐ道路）が次の①から⑯までの 16 本です。

学校や商店などの市街地景観の中を通過するものと
なっている。
ⅱ

①東大宮車両基地と芝川を「砂大橋」で

ほぼ 100% 市街地化が進んでしまっていて、

歩道が一部未整 備な市街地の道 路景観と

なっている。

越えていく道路
ⅰ

跨線型の高架橋道路として、東大宮の車両基

地と学校や芝川の景観がよく見える。
ⅱ

車両基地を越える長い跨線橋景観としての特

徴を持っている。

⑦大宮中央通りから、自治医大病院前を通り、
「松山橋」で芝川を渡る道路
ⅰ

自治医大病院・大宮消防署・第二東中学など

の公共施設に囲まれた景観と芝川の左岸側に広がる
農地景観

②見沼グリーンセンターの付属市民農園の北側を

ⅱ

比較的に盛土高の高い通過道路となってお

通り、
「神明下橋」で芝川を渡る道路

り、芝川右岸側では、田園景観を南北に分断してい

ⅰ

る。

見沼たんぼ北部の公園の緑と市民農園を中

心として田園景観がみられる。
な課題となっています。
夏場、雨が降らない日が続くと下の「まこも土層か
らの水分の補給がないため、乾きに強い作物でも立
ち枯れてしまう状況」が多発しています。

（5）盛土規制は、長期的な景観形成上の
重要課題

歩道も整備されていて、田園景観と調和した

道路景観となっている。

見沼たんぼ地域での盛土工事は、毎年、何十か
所も行われており、長期的に見ると見沼たんぼの保
全・活用・創造政策の推進にとっても、また景観形

このため、過剰な高盛土を行った農地では、その

ⅱ

成上も、大変重要な政策課題でもあると考えます。

後の作付け状況がよくなく、結果的に、
「耕作放棄

現在も、さいたま市の基準を逸脱した盛土工事が随

地化」しているところが多数、見受けられます。

所で見受けられます。

⑧大宮下水処理センターの北側を通り、
「中川橋」で芝川を渡る道路
ⅰ

③見沼グリーンセンターの南側を通り、
「鷲山橋」で芝川を渡る道路
ⅰ

見沼グリーンセンターの森と土呂地区の整備

された農地を見ることができる。
ⅱ

低い盛土型の道路として、公園の緑や田園景

芝川の右岸側は、耕作放棄地と下水処理セン

ター・土砂選別工場・工場などの雑然とした景観で
あり、左岸の北側は自動車教習所で、南側のみが農
地景観となっている。
ⅱ

一部歩道が未整備であり、道路としても整備

があまり良くない乱雑な道路景観となっている。

観と調和している。

（4）さいたま市農業委員会とのその後の

（6）今後の対応

協議結果

⑨高速埼玉新都心線の高架道路
④大宮市営球場の北側を通り、
「石橋」で

ⅰ

新都心出口からさいたま見沼出口まで、防音

①さいたま市農業委員会に対して、さいたま市の盛

芝川を渡る道路

壁で囲まれていて、見沼たんぼの景観は、ほとんど

① 7/17 に、農業委員会の事務所（常盤会館）で話

土基準に適合した盛土となるように、盛土業者を指

ⅰ

視界が遮られてしまう。

し合いを持ち、結論として、さいたま市の基準どお

導するよう申し入れを行うことが必要です。

りで、盛土業者を指導することとなりました。
②その結果、おおむね基準通りの盛土となるように、

公園隣接道路として、田園景観とも調和して

いる。

芝川の左岸に沿って高速道路が走っているた

め、右岸の三崎地区の田園景観と左岸の上山口新田
架道路の下の空間が 5m 程度の高さで空いているた

⑤大宮第三公園の北側を通り、
「境橋」で
③見沼たんぼ地域での「米作り」が採算のあう生産

芝川を渡る道路

活動となるように、見沼たんぼの米作りへの各種の

ⅰ

支援活動を行うことが必要です。

ⅱ

の田園景観を分断する道路景観となっているが、高

土の削り取りを求める活動を行う必要があります。

その後、盛土の削り取り工事が行われました。
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目の比較的良好な農地景観を見ることができる。
ⅱ

②基準を逸脱した盛土地に対して、場所を選び、盛

大宮市営球場や大和田公園の緑と見沼一丁

大宮第三公園と一部、住宅地などの景観を見

ながら通過する。

め、見通すことのできるところも多い。
⑩与野駅方向から大原二丁目を通り、
「山口橋」で芝川を渡る道路
48

学校・グランド・福祉施設及び住宅地を通過

り、橋の下の空間が空いているため、高架橋ではあ

（3）見沼たんぼを横断する鉄道が 3 本

して行く。山口橋を渡った芝川左岸には、まとまっ

るが、景観的にあまり圧迫感はないが、南北の田園

⑳宇都宮線・土呂駅と東大宮駅の間の鉄道

た農地もある。

景観は分断している。

ⅰ

ⅱ

⑯浦和から越谷に向かう道路（463 国道）として、
「念仏橋」で芝川を渡る道路

⑪第二産業道路として、10m ほどの盛土型の

ⅰ

見沼たんぼ南部の芝川の左岸側には、大崎

高架道路で、
「新大道橋」を渡る道路

クリーンセンターなどの大きな施設や工場及びパチン

ⅰ 道路の上からは、見沼たんぼ中央部の農地の

コ屋などが立地している。右岸側には、農地も広がっ

広がりと新都心のビル街の景観を見ることができる。
ⅱ

南北の田園地域を、10m ほど土盛りした道路

の壁で、まったく二分してしまっている。

ているが、施設群の中を通過するため、景観的には、
まとまりのない景観となっている。
ⅱ

低平な道路構造となっており、道路景観その

ものに違和感はないが、屋外広告物が乱立している。
⑫北浦和駅方向から岩槻へ向かう道で、
「大道橋」で芝川を渡る道路
ⅰ

視界が断たれてしまう。
ⅱ

低平な道路であるため、田園景観との違和感

はないが、歩道等もない。
⑬さいたま市立病院の北側を通り、
「北宿大橋」で
芝川を渡る道路
ⅰ

（2）見沼たんぼの加田屋川を横断する
主な道路が 3 本
加田屋川を渡る道路
ⅰ

北側が七里総合公園のビオトープ地区と焼却

低平な道路であるため、田園景観と調和して

⑭三室の宮本から上野田に向かう道路で、
「見沼大橋」で芝川を渡る道路
見沼たんぼの田園景観の中を大きくカーブし

ながら通る道路で、並木も整備されており、良好な
盛土型の道路であるが、高さがあまり高くな

いので、周辺の田園景観とも調和している。

道路そのものは低平な構造であり、公園や田

園景観との違和感はない。

大和田駅の間の鉄道
ⅰ

見沼たんぼ北部の良好な田園景観を両サイド

に見ることができる。ない。

加田屋川を渡る道路
ⅰ

加田屋新田の中央部を横断する道路で、両サ

工事中。

が低いので、周辺の田園景観と調和しており、圧迫
感はない。
㉒武蔵野線・東浦和と東川口駅の間の鉄道
ⅰ

北側は芝川第一調節池（右岸側は工事中）の

ⅱ

比較的高い盛土構造の線路のため、鉄道線

路の南北の景観は遮断されている。

（4）横断する道路・鉄道を考える「二つの視点」
見沼たんぼ地域は、120 万人余が住む市街地に隣
接した田園地域ですので、たくさんの道路等が横切
ります。
また、そこを通過する車両や人間も、毎日、たくさ

の低い盛土型の道路構造と考えられ、田園景観との

横断する道路・鉄道を景観形成ビジョンの観点から

違和感は生じないものと考えられる。

考える場合、下記の二つの視点から検討する必要が

22 本中の半数以上の 12 本が、良好または、やや
良好と判断されました。
問題点ありが 5 本、劣悪が、1 本あり、対応が求
められます。
道路・線路としての景観評価

良好◎ 3 本、やや良好〇 2 本、普通□ 13 本、
問題点あり△ 4 本、劣悪× 0 本
22 本中の 5 本が、
良好・やや良好と判断されました。
問題点ありが 4 本あり、対応が求められます。

（6）今後への対応策
具体的な景観の検討・評価で「問題点あり」や「劣
悪」との評価を受けた道路については、下記のよう
な改善努力が必要です。
ⅰ

個々の道路改良工事等に際して、随時、景

観改善的な配慮を道路建設部局に要請していくこと
が必要
ⅱ

道路への街路樹の植栽配置を要請していくこ

ⅲ

芝川を渡る橋梁部分について、景観樹木の植

栽など、景観向上対策を要請していく
ⅳ

個々の路線ごとに、望ましい修景計画ビジョ

ンを用意して、道路部門と交渉する
ⅴ

長期間（30 年間）かけて、全体としての景観

の質的向上・改善を図っていく

あると考えます。
⑲加田屋新田の南側を「締切堤」として通り、
「中
野橋」で加田屋川を渡る道路

の景観が見られる。

見沼たんぼの中央部の広い田園地域内にあ

題点あり△ 5 本、劣悪×1 本

悪」はあまり多くはありませんが、
「問題点あり」や
「劣

んの数にのぼります。このため、見沼たんぼ地域を

見沼たんぼを横断する道路
たんぼ中央部の景観が見られる。

良好◎ 8 本、やや良好〇 4 本、普通□ 6 本、問

盛土型の鉄道線であるが、中央部の盛土高

道路改良後の姿が、まだ見えないが、高さ

ⅱ

加田屋新田南部の景観及び、見沼たんぼの中央部

約 6m 程度の高架橋からの南北に広がる見沼

車窓景観としての景観評価

とが必要

⑮新見沼有料道路として、全体が、高架橋構造で
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㉑東武鉄道・アーバンパークラインの大宮公園駅と

とができる。

ⅱ

ⅰ

ⅱ

ことができる。

ⅰ 「締切堤」沿いのいくつかの家屋とともに、

ⅱ

感はない。

景観、南側は農地・グランド等の混在景観を見るこ

車窓景観を楽しむことができる。

ⅰ

共施設等となってしまっており、線路そのものの違和

灰の処分場、南側は、加田屋新田の田園景観を見る

イドに田園景観が広がる。現在、道路の拡幅改良

ⅱ

盛土型の線路ではあるが、線路の両脇が公

⑰七里総合公園の南側を通り、

⑱染谷地区から膝子方面に向かい、
「加田屋橋」で

おり違和感はない。

ⅰ

ⅱ

両側に見沼たんぼの田園景観を見ることがで

きる。
ⅱ

車場が見られる。

ⅱ

見沼たんぼの中を通る道路で、南側には田園

景観が広がるが、北側は、新大道橋の高架道路で、

南側に学校の修景植栽の緑と市民農園が広

がる景観、北側は自動車教習場と宇都宮線の広い操

道路は、周辺と同じ高さであり、住宅地など

の混在景観の中を通る道路景観となっている。

ⅰ

に踏査し、検討・評価した結果としては、

ⅱ

低い盛土構造の道であるが、道路沿いに古く

（5）二つの視点からの全体的な評価状況
ⅰ

横断道路や線路を通る「車窓（道路・線路

側）
」からの視点
ⅱ

見沼たんぼ内の農地や周辺台地から見た「道

路・鉄道の景観」についての視点

からの家屋もあり、道路は、田園景観と調和している。
19 本の横断道路と 3 本の横断鉄道を個別具体的
50

Ⅱ－１５. 耕作放棄地（
「荒地」
）の
価値 = 景観資源性の現状
と課題・対応方向
（1）日本全体の「耕作放棄地問題」
日本全体での農業従事者の高齢化、後継者不足、
農産物の輸入拡大のもとでの農産物価格の低迷の

（3）見沼たんぼ内の「荒地」の現状

て整備する方向が望ましいと考えます。

見沼たんぼ内の土地利用の経年変化を調査してい
る「さいたま市見沼田圃土地利用現況調査」では、

④農業的な対応が可能な
「耕作放棄地」については、

1997 年以降、2013 年まで、
「田」、
「畑」とともに「荒

農地としての再生努力が基本と考えます。

地」が調査されています。
⑤なお、見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針

2013 年の「荒地」は 78.0ha で、
「田・畑」の合計、

の 2 の行政の役割の（1）では、
「特に、芝川沿線

531.5ha に対する割合は、14.7% です。

中で、耕作放棄地の増加問題は、全国的な課題です。

見沼たんぼ内の「荒地」については、2001 年の

地域等の比較的農業生産活動の場として適していな

2010 年の農林業センサスでは、耕作放棄地が、全

105.0ha をピークに、その後、2013 年には、78.0ha と、

い地域に、治水機能を併せ持った「都会のオアシス」

国で 39 万 6 千 ha（埼玉県の面積、37 万 9 千 ha よ

27.0ha 減少をしています。この減少の説明として、
「荒

とも言える都市公園等質の高い緑地環境を整備す

りも 2 万 3 千 ha も広い耕作放棄地面積）となって

地・耕作放棄地が農地 = 畑として、再利用され始め

おり、耕地面積との割合では、10.6% となっています。

ていることがうかがえる」と記述されています。

三崎地区の高盛土された耕作放棄

1）景観資源性（非資源性）

2）課題点

る。
」と記述されています。

中でも、関東甲信地域での耕作放棄地が全国の
25.4% を占めるなど、大都市部での耕作放棄地の広

「高く盛土された産廃山」の環境・風致の改善・

がりが示されています。

向上対策が求められていますが、その費用、対策・
取組みの方法など、たいへん困難な課題が多く、簡

（2）埼玉県の「耕作放棄地問題」の大きさ

単な解決方法が見いだせていないのが現状です。
また、高く盛土された畑では「夏場の水枯れ」の
発生から、耕作放棄されているケースも多く、景観
上も、また農業振興上も課題となっています。

（4）景観形成上の対応方向

浦和区大原 4 丁目地内の産廃山

見沼たんぼ地域の中には、単純な「耕作放棄地」

①農業用地としての対応の可能性が乏しい箇所につ
いては、公園・緑地・ビオトープゾーンなどとしての
再利用を進める必要があります。

以外に、
「違法盛土地」や「違法な残土・産廃捨て

浦和区三崎地区の耕作放棄

場」などとして何十年間にわたって放置されてきてい

②幸いに、芝川小学校の南側、
「天沼 2 丁目から、

る「荒地」が多数あり、見沼たんぼの地域の田園景

大原 5 丁目、大原 4 丁目」の浦和レッズの練習場

観形成上の大きな汚点 = 課題となっています。

までの「荒地集中ゾーン」のうち、天沼地区内、下

特に、芝川小学校の南側、
「天沼 2 丁目から、大

水処理場までの地区、12ha については、首都圏の

あり、耕作放棄地の面積は、12,728ha となっています。

原 5 丁目、大原 4 丁目」の浦和レッズの練習場まで

防災基地として、2016 年に国土交通大臣により指

この耕作放棄地面積の経営耕地面積に対する割

の間は、1970 年代の前半に、不法なかたちで、建

定されました。このことにより、将来的には、防災

合は、埼玉県全体としては、23.7% です。耕作放棄

設残土等が運び込まれたままの「荒地」として放置

基地・緑地公園として整備されることとなりました。

地面積は、全国 10 位と、耕作放棄地の多い県となっ

された地域がひろがっています。

埼玉県の 2015 年の経営耕地面積は、53,815ha で

ています。

これらの「不法盛土地」や「残土・産廃捨て場」

③浦和区大原 5 丁目、4 丁目の地区で、浦和レッズ

などをどのように整理し、環境・風致の改善・向上

の練習場までの地区については、地区内に高校等

新たな規模拡大農家への遊休農地の引き継ぎが、う

を図っていくかは、
今後に遺された大きな「負の遺産」

のグランドも数多く設置されていることから、さい

まく機能していない現状を示しています。

となっています。

たま市の「セントラルパーク整備構想の第三期計画」

この数字は、後継者のいない農地の大量発生と、

として、将来の「市民スポーツのセンター地区」とし
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第Ⅲ章

地域ごとの現状・課題とビジョン

最初に「地域区分」の方法

この区域には、田んぼは東武アーバンパークラインの

「地域ごとの現状・課題とビジョン」研究のための
「地域区分」については、さいたま市の「見沼田圃基

北側にあります。なお、
市民の森の南側は埋め立て
（農
地改良化）が、おこなわれています。

本計画」に定める見沼たんぼの「9 つのエリア」を

畑、花植木畑がほとんどであります。

基本とすることとします。

周囲には斜面林はほとんどなく、住宅地の景観が

各地区には、
「 緩衝エリア（ 見沼 代 用水 路から
100m の地域）
」も含めます。

目立ちます。見沼代用水の水量は多い。用水路沿
いはいろいろな施設が配置されて、きれいに整備さ
れています。以前は、芝川沿いに多数の廃車が放置
され、ホームレスが占拠していましたが、現在では

①

NPO や市役所により、解消されています。

⑤

②

地図２

⑧染谷・片柳
ふるさとエリア

市民の森と周辺の緑地公園（大砂土緑地、天神山公園、見沼公園、見晴公園、土呂自然公園）

⑥

⑨上野田・大崎
ふるさとエリア

③

④
⑦

Ⅲ－１. 市民の森エリア

広大な芝生

しまリス園

数を除く。
）

・入場者数

見沼たんぼの北部に位置し、敷地の東側を芝川

（1）現状・状況

約 75,000 人（通常）

②農業祭

に、西側を見沼代用水西縁に隣接した面積約 14 万

・開催時期

11 月中旬

見沼たんぼ地域の西北部の大きな拠点であり、交

平方メートルの緑豊かな場所です。ここには、市民

・入場者数

15 万人

通が便利。農業者向け、都市住民向けの農業研修

の森・見沼グリーンセンター・芝生広場・健康歩道・

③みどりの祭典

的施設が充実しています。また、一般の市民向けの

林間テラス・りすの家・展示温室・盆栽展示場・市

・開催時期

10 月中旬

民農園・指導農場・来園者用駐車場及び見沼グリー

・入場者

数万人

ンセンター本館などの設備・施設があり、一年を通し

●大宮総合車両センター東大宮センター／東大宮車

て多くの市民が無料で利用しています。春・秋には、

両基地は、1967 年（昭和 42 年）12 月に工事が開始

幼稚園・保育園の遠足にも利用されています。現在、

され、1969 年（昭和 44 年）4 月 尾久客車区東大

施設も充実しています。
市民の森の全体面積は 14 万㎡の広さがあり、市
民の森が 68,460㎡（うち、芝生面積
指導農場

17,000㎡）
、

69,717㎡です。

地図１

市民の森・見沼グリーンセンターエリア

（2）特質と特徴
市民の森は、市民生活の中に自然との触れ合いの

森を中心に広がりがあります。南は東武アーバン

場と憩いの場を提供するとともに、農業の振興を図

温室等が。また、見沼グリーンセンターでは、市民

宮派出として暫定使用開始（収容能力 300 両）され

パークライン、北は JR 宇都宮線までの間にあり、風

るため、昭和 54 年（1979 年）に開園した。その 3

農園、園芸講座、園芸相談、農業技術改善のため

た。JR 東日本東北本線（宇都宮線）土呂－東大宮

車はシンボル的であります。

年後に農業振興の拠点施設として研修機能を備えた

の実験及び試作に関する調査・研究業務などを行っ

間の東大宮操車場構内に存在する大宮総合車両セン

見沼グリンーセンターが市民の森の中にオープンし、

ている。

ター管轄の車両基地です。

くの公共施設は土呂中学校があり、景観や雨水排水

農業経営の充実や生産振興の中心施設として、その

●大きなイベント開催

などに配慮がみられます。土呂中学校に通う生徒が

役割を担ってきました。

①花と緑の祭典

部は同市見沼区東大宮 3 丁目）。現在では、JR では

・開催時期

数少ない特急形車両専門の車両基地となっており、

もともとは、廃棄物の埋め立て地でありました。近

見沼たんぼ内を横断しています。
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なお、入場者数は約 10 万です。
（イベント入場者

5 月 3 日～ 4 日

所在地は埼玉県さいたま市北区本郷町（敷地の一
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Ⅲ－２. 大宮公園エリア

写真家や鉄道マニアの間で砂大橋の橋上から色とり
どりの特急列車のビューポイントになっています。

（1）現状
大宮公園エリアは、大きく二つに区分されています。
大宮公園と武蔵一宮氷川神社（氷川神社と記す）
です。

市民の森エリアにおける主な課題と問題点です。

から上地され、面積は 67.9 ha です。

が広がり、芝川、見沼代用水西縁が流れ、貴重な

アセンターの設置と機能」

昭和 55 年「第二公園」が大宮公園の東側に、梅林、

その後、昭和 37 年に都市公園として決定され、

・田園研修

・施設の改修・新設（温室、盆栽室の改善）

・農地の保全・再生事業の立案、予算化と実施

・農業研修・指導の充実

・文化財／神社仏閣等の保全・再生事業の立案、予

・見沼グリーンセンターの老朽化（各設備の新規・新
装備へ）

算化と実施
・食育研修／食事バランスガイド

・貴重なたんぼの維持・管理・継承

農家の営農意

欲減少

・体験学習／宿泊型

等

西の盆栽村方面、南の大宮公園方面、東の大和田
方面、北の東大宮駅方面などの観光資源として更な

市民の森／グリンセンター「見沼たんぼ／見沼エリ

した景観を形成しています。

（2）特質・特徴
大宮公園エリアは、
景観形成の観点から5 つのゾー

日本庭園 . 記念の森、チビッコ広場、多目的広場、

ンに区分できます。
（参考図 1）

テニスコート、軟式野球があります。ここには、芝川

●公園ゾーン（A）

第 7 調節池があり、更に平成 13 年「第三公園」が

●都市開発ゾーン（B）

第二公園の南側に開設されました。面積は 9.7ha で、

●低地部不安定ゾーン（C）

主な施設はみぬまの広場（芝生）
、みぬまの沼、み

●東側台地端部ゾーン（D）

ぬまの広場です。

●西側台地端部ゾーン（E）

大宮公園には、樹齢百年を超える赤松がそびえる

化が楽しめます。都市公園 100 選や桜 100 選に選ば

周辺のエリアとのネットワークの可能性があります。

（4）ビジョンと期待

田園風景を形成しており、自然と歴史文化とが調和

葉が美しい樹木がたくさんあり、四季おりおりの変

・景観・憩いの場の提供

・地域ネットワークの活動：菜の花プロジェクトの復
活

氷川神社

赤松林や、名物の 1,000 本の桜をはじめ、新緑や紅

・見沼たんぼ農・食伝承

・耕作放棄地の開墾化

な お、 こ の
は、見沼たんぼ

最も長い歴史を持つ公園です。

・市民の森の整備（案内板、樹の名札、老木の若化）

位です。

日に開園した。当初は氷川公園と言われ、氷川神社

東大宮車両基地の位置

・見沼たんぼ／見沼エリアのネットワーク管理と運営

万人で全国第 9

エリアは東部に

が管理することになり、現在ある県営公園の中では

（3）課題

初詣は、約 225

大宮公園は、太政官布達により明治 18 年 9 月 22

大宮駅から北東に約 1km 位置し、同 31 年に県
特急列車（183 系）

正月三が日の

る連携が期待されます。

れています。
主な施設は、硬式野球場、陸上競技場兼双輪場、
サッカー場、水泳場、弓道場、体育館、小動物園、
児童遊園地、駐車場（314 台）
、日本庭園、百年の森、
歴史と民族の博物館、及びかっての見沼の入り江の
周遊池であります。
氷川神社の創建は 2 千有余年前の 5 代孝昭帝の

盆栽村

御代であり、名神大社として武蔵唯一の社格で徳川

市民の森

氏から 300 石の朱印を与えられるなど、氷川神社は
佐之男命、稲田姫命、大己貴命であり、関東にある
大和田公園
大和田緑地公園
第七調節池

氷川神社
新都心

歴代通じて別格の社格を有していました。祭神は須

大和田

大宮公園

景観形成に必要な緑の回廊を有しています。日本
一の長さ約 2km の氷川神社参道、第１～ 3 鳥居、
神橋・楼門・舞殿・拝殿・本宮及び摂社・末社 13 社、

大宮第二公園
大宮第三公園
市民の森エリア中心とした観光ネットワーク（見沼たんぼ基本計画より作成）
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氷川神社 260 社の総元締めであります。

かつての見沼の入江であった神池、瓢箪池、白鳥池
があります。また、2 年前、公開されましたこれらの
水源といわれています「蛇の池」があります。

参考図１

エリアゾーン
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表1

良好景観要素

ゾーン区分

A:
公園ゾーン

問題・不安定要素

その他

・大宮第二公園

・市営大宮球場

・大和田公園通り

・芝川第七調整池

・大和田公園プール

（大宮岩槻道）

・大宮第三公園

・出丸住宅地

・さいたま春日部線

・西縁沿い桜並木

・堀の内 3 丁目住宅地

都市開発

・東山、新道山家などの料亭が、見沼代用水縁に立地。

・出丸住宅地と第二公園の間

・住宅、病院、工場、流通施設等が立地、その間には、

・寿能公園は、寿能城跡の一部であるが、景観的に

に、民有の農地・緑地が残っ

農地、緑地、空閑地等が残り、景観としても不安定

見るべきものはない。

ている。一部で養蜂。

でまとまりがない。

います。

・白山神社は台地の肩にある小さな神社で、地元で

（旧国道 16 号）

・ロッテリア

B:

街化調整区域の部分。

階建等への建て替えが進んで

エリアゾーン別景観要素

・西縁沿い桜並木

・見沼自動車教習所

・新方須賀さいたま線

・天沼緑地（天沼テニス

・創価学会駐車場

・大宮中央通線

公園）

・朝鮮初中級学校

・市民農園（第二東中前）

・豊栄グランドシティ

・見沼たんぼの横断する道路、

・芝川左岸の堤防工事が進捗中。遊歩道も途中で途

大和田公園通りは、古くから

切れている。

・大宮工房館

ゾーン

・大宮開成高・中学校

（4）ビジョン・期待

の岩槻に向かう道。石橋から
の芝川の眺望はよい。

よく維持管理されています。

・芝川側からの景観は、裏側の雑然とした感じ。な

大宮公園エリアの景観形成上の主要な課題を整理

んとかならないものか。

します。

・さいたま春日部線（旧 16 号

・天沼 1 丁目住宅地
・第二東中学校

線）は、公園に挟まれて気持

D．東側台地端部ゾーン

見沼たんぼ内住宅地の環境保全

ちの良い道。

・多くの斜面緑地が残っている。大和田緑地公園は、

・新都市計画法による市街化調整区域の指定以前に開

特別緑地保全地区に指定されており、市民活動団体

発された戸建住宅地の住宅地環境保全が望まれます。

C:

・野鳥の森

・富田病院

低地部不安定

・芝川公園

・上山口新田住宅地

ゾーン

・稲荷岸橋

・タキザワ漢方廠

B．都市開発ゾーン

・MS 流通センター

（みどり愛護会）が日常的な維持管理を行っています。
・白地地域の建物形態規制として、建蔽率 60％、容

・古くからの横断道路、県道・

・大和田緑地公園

・大宮体育館

( 特別緑地保全地区 )

・道具道楽物流センター

新方須賀さいたま線を挟んで、

・南中丸緑地公園は、さいたま市みどりの条例に基づ

積率 200％および斜線制限等が指定されているのみ

・斜面林を伐採した造成地

学校等の公共施設と住宅群が

く「自然緑地」に指定されているが、他には何の保全

であり、今後の集合住宅立地等が心配。

立地し、見沼たんぼの面影は

策も施されていない斜面緑地がある。現にそのひとつ

全くない部分。

が伐採されて、宅地造成が行われつつあります。

D:

・榎本家長屋門
東側台地端部 ・大和田のムクノキ
ゾーン
・南中丸緑地公園
・南中丸西公園

下住宅、日生浦和住宅、浦和西高台団地）では、

1953 ～ 1969 年立地：朝鮮

・南中丸公園

・大原地区の市街化調整区域内戸建住宅団地（弁天

・寿能公園（寿能城跡）

初中級学校、開成中学・高校、

・大宮体育館の建物は、景観的には問題。樹冠を超

近年になって、住民発意による地区計画が定められ

E:

・料理旅館東山

堀の内 1 丁目住宅、天沼 1 丁

える高さの必要はない。

ている。同様な試みができないか。

西側台地端部

・白山神社

ゾーン

・新道山家、ケヤキの大木

・榎本家のムクの大木は、さいたま市の天然記念物

東側台地端部ゾーンの斜面緑地保全

に指定。たんぼ側からも遠望されます。

・特別緑地保全地区に指定されている大和田緑地公

目住宅
1969 ～ 1984 年立地：第二

・実相寺

東中学校、豊栄グランドシティ

（3）課題

園以外の斜面緑地は、今後、伐採、宅地開発の恐

1984 ～ 2003 年立地：大宮工房館
E．西側台地端部ゾーン

れがあります。自然緑地に指定されている南中丸緑

・特に、豊栄グランドシティは、14 階建て、4 棟の

・西側台地は完全に市街化されており、斜面緑地は

地公園も安全ではない。

A．公園ゾーン

高層集合住宅。これは、見沼たんぼ内では唯一の

まったく残されていない。

・市営大和田公園、県営大宮第二公園、県営大宮

例ではないか。その他の戸建住宅地もかなりまとまっ

第三公園が大部分を占めます。

た規模があり、詳細な土地利用規制のないままに（建

・さいたま春日部線以北の部分は、第一種低層住宅

蔽率 60％、容積率 200％）
、3 階建等への建て替え

専用地域や風致地区が指定されており、概ね低層の

が進んでいます。

戸建住宅地になっています。一部に 4 階建ての集合

低地部不安定ゾーンの景観整備

住宅。

・芝川と東側台地に挟まれた低地部は、空地、荒地

景観形成上、各種の課題についてのべます。

・特に、第三公園は、建築的施設がほとんどなく、も
ともとの見沼たんぼ面に近い平坦な公園で、見沼たん
ぼ内の公園として好ましい景観を形成しています。

・芝川沿いなどからの眺望としては、台地端部の斜

が多く残されていて、雑然とした景観であります。

・県道・新方須賀さいたま線は、沿道に商業業務施
設等が並び、全くの市街地内街路の景観でいます。

・それらの間に、1953 ～ 1969 年間に立地した小規

面緑地の存在が重要。

・さいたま春日部線以南の部分は、第一種住居地域
と第一種中高層住宅専用地域に指定されているが、

・芝川左岸の堤防、遊歩道整備に併せて、緑地、

模な住宅地が介在する。そこでは、詳細な土地利用

C．低地部不安定ゾーン

概ね低層の戸建住宅地になっています。大宮中央通

市民農園の整備等、見沼たんぼに相応しい景観整

規制のないままに（建蔽率 60％、容積率 200％）
、3

・芝川に沿った低地部（元々は見沼たんぼ）で、市

線周辺には、4、5 階建ての集合住宅。

備が望まれます。
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Ⅲ－３. 新都心東エリア
（1）地区内の現状

対象地区の概況―無秩序から整頓へ

さらに、見沼代用水西縁に沿って見沼たんぼ有数

さいたま新都心駅から至近の、大宮中央通り以南、

の斜面林（周二郎橋周辺、浦和西高、正樹院、木

第 2 産業道路以西の見沼たんぼ。開発圧力が強く、

崎など）が残されており、近隣住民の保全活動が活

一時期は「見沼田んぼ

発な区域です。

の乱開発地」といわれ
荒廃が最もの進んだ地
域です。
産廃物や建設残土が

上に大日堂、天沼神社、景元寺、正樹院があります。
③歴史的施設や文化施設など
井沢弥惣兵衛為永ゆかりの大日堂。浦和レッズの
拠点練習場。大宮南部浄化センター所属の見聞館で

（2）地域の特質―見沼たんぼの正門
①地域内の大規模施設など

は生物に詳しい職員から説明を受けることができま
す。

首都高埼玉新都心線、自治医大医療センター、
④斜面林や緑の景観地など

放 置され、 し尿 処 理、

大宮消防署防災センター、大宮南部浄化センター、

学校、病院等の公共施

障害者交流センター、大原中学校、住宅地（大原地

見沼代用水西縁に沿って上木崎から木崎に至る

設が建てられています。

区 3 自治会）があります。負の遺産として建設残土

斜面林、ヤブカンゾウの土手、遊歩道。これらは近

の山が二つあります。

隣住民によるボランテア活動によって保全されていま

この辺りには 50ha 規
模のセントラルパーク構
想がありましたが、
「首
都圏の防災拠点」導入

す。
②社寺・墓園など
見沼たんぼ内に水神を祀る宗像神社、大宮台地

首都高埼玉新都心線の見沼たんぼ東エリアでは、
見沼たんぼ地域の生態系を再生するため、高速道

計 画 が 決 定しました。

路の高架下に延長 1.7km、面積 6.3ha のビオトープ

平 成 29 年 度 から、 多

を整備しました。一部は市民活動に依って保全され

目的広場や調整池建設

ています。

のための環境調査が開
⑤地区内の道路構成

始され無秩序から整頓

1 本の高速道路が産業道路と第二産業道路を結

への道筋が見えてきまし

びます。見沼たんぼ内は農道が縦横に走っています。

た。
一方で、見沼たんぼ

第二産業道路から浦和西高下の見沼代用水西縁沿

干拓当時の上山口新田

いに自動車道がありましたが、住民運動の結果自動

や新右衛門新田では今

車立入を禁止して遊歩道となりました。

も米が作られています、
⑥民家等の状況

他の大都市では類を見

東エリア内大原地区に 3 自治会があります。

ない水田と高層ビルの
共存した景観がありま

上山口新田とさいたま新都心

（3）地域の課題―歴史景観の保全と

す。

近未来景観の創造
①負の遺産（産廃・残土の山、放棄地、し尿処理
施設など）とどう向き合うのか？
残土の山を取り除くのではなく、このまま利用す
るなど、柔軟な発想の転換も求められています。
②上山口新田の良好な水田風景を維持しなくてはな
りません。
③ 2004 年に策定された「セントラルパーク基本計
合同庁舎ビル最上階から「新都心東エリア」を望む
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産廃・残土の山

画」が無効化しており、それに代わる「整備計画・
60

構想」が必要とされています。

を比較すべきです。

④芝川小学校南側から下水処理センターまでの第

② 優れた景観資源である社寺林、斜面林、景観地

二期整備地区 12ha については、2016 年 3 月に「国

等の保全

土交通省により、首都圏の防災基地」として指定さ

景観を維持するための教育・啓蒙活動が必要です。

れました。
③ 更なる改善・向上対策の方向
⑤下水処理センターから浦和レッズ練習場までの
「第三期整備計画」については、大学や高校のグラ

斜面林、景観地保有者への減税優遇策が必要で
す。

ウンドとして再整備されたところも数多く、
「見沼た
④四季折々のビューポイントの創出

実現に向けた環境整備が必要です。

・季節の花や果樹、花卉などによるビューポイントづ
くり

見沼たんぼを

象徴する区域

春夏秋冬の変化が顕著にみられる上山口新田・斜
面林・カンゾウの土手、桜並木の保全。豊かな緑を

１）景観創造 - 見沼の自然・近未来施設との共存

保全することから派生して源氏ボタル、渡り鳥、大空、

①優れた斜面林・社寺林などの自然的な景観を遺し

風が生まれます。

た良好な環境を保全・整備します。
・高所（高層ビル）から見た見沼たんぼの景観ポイント

面林は優れた景観を作りだしています。対岸のヤブ

新大道橋から見るさいたま新都心や見沼たんぼの

出しつつあります。

市の真ん中、見沼の真ん中
中部エリアは芝川がさいたま市のほぼ中央で南行、

基本インフラ

道路整備を

「見沼田圃基本計画」で当エリアは、
「通過交通の
流入抑制」が指摘されています。見沼を縦断する通
勤車両の比率は大きいが、横断する道路に比べ路幅、

東行、そしてさらに南行していますが、この内の東行

路面状態、標識とも不十分であり、しかも通行規制

の部分が中部エリアに該当します。すなわち、第二

がないこと、信号なしのななめ交差もあり、抜け道

産業道路以東、加田屋川・見沼大橋以西、というこ

街道の様相を呈しています。来訪者にとって安全

とになります。見沼たんぼ全体の地図上で見てみる

な道、分かり易い道とは言い難い現状です。

市の中心に位置することが分かります。

地域内の大規模施設

それでいて鉄道路線からも遠いうえ、客受けのす

地域には市立病院とともに、規模の大きな介護施

る目立った観光資源もなく、結果、他地域に比べ人々

設、福祉センターが 4 か所ほどあります。また、見

が訪れることも少なく、これまで特色に欠ける地域

沼臨時グラウンド、三浦運動公園は、良い立地にあ

であったと言えます。

りながら、整備途上であることもあり、認知度、活

しかし、河川の流下距離は地域別では一番長く、

用度とも十分とは言えない状況です。

見沼たんぼ地域として未着手ともいえる水量、水質
改善をはじめとする水辺環境の改善、というポテン

浦和西高、正樹院、木崎公園や隣接する私有斜
カンゾウの土手は市民保全団体の力により景観を創

（1）対象地区の概況

（2）地区内の土地利用の現状と課題

と、改めて、ほぼ、見沼の中央部分、且、さいたま

んぼに親しむことを併せ持つテーマパーク」構想の

（4）地域のビジョン

Ⅲ－ 4. 中部エリア

シャルが大きく残されているとも言えます。

社寺・歴史的施設など
県史跡・縄文時代の馬場小室山遺跡、火渡り神

風景。
合同庁舎最上階からみる見沼たんぼの風景。
遠景や借景の取り込み。

②植物園・景観作物などの優れた景観
上山口新田、新右衛門新田の田園風景の保全
ヤブカンゾウの土手、西高、正樹院下の斜面林と遊
歩道の一体化した景観維持。

３）30 年後、景観形成上、目指すべきビジョン
新しい価値観で景観を形成する
・見沼たんぼ（通称）の正式名称化を図ります。
（地
学的には芝川低地という。国土地理院に“見沼たん

③現代施設でも自然と共生する施設
さいたま新都心高層ビル群を借景とした上山口新

ぼ低地”への名称変更申請。
「公立の見沼たんぼ農
業公苑」設立による見沼たんぼの公称化など）

田の田園風景。
高速道路下のビオトープによる緑と生態系の保
全。

・合併記念見沼公園と防災公園を拠点に、多数の親
水池（小規模溜井、クリーク）に囲まれた、残土を
利用した展望公園をつくります。

２）保全対策、及び、更なる改善・向上対策の
方向―市民活動と協働
①田んぼ内の農道を疾走する自動車は大事故発生
が危惧されます。高速道路見沼線の開放によってた
んぼ内と周辺住宅の安全が期待できます。
高速道路の開放費用と住民の安全・安心確保対
策費用（一旦交通事故が起こった時の被害金額など）
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来の例では、芝川に関わる
課題は常に、河川管理者は
県であるから出来ない、と
いう説明でした。アクション
プランは文字通りアクション
が求められます。どこまで
進んでいるのでしょうか。
いつまでこの議論を続け
浦和博物館

中山神社火渡神事

事で有名な中山神社、算額のある愛宕神社、鎮守

整備要の路面状態

市民病院近く景観木

トルの漂着が多く見られます。

の森の雰囲気を残す熊野神社等。特徴的景観もここ

これに対し、行政による不法投棄巡回チェック回収

に含めるなら、市立病院近くのプラタナスの景観木を

に加え、各地の日常的なボランティア活動に依ってい

忘れてはならないでしょう。

ますが、不法投棄ごみ量・分布に対応できていません。
クリーンアップイベントも年 1 回行われていますが、

文化施設など
明治の西洋建築様式を色濃く残す浦和博物館は、
見沼に関する全般的情報のほか、通船堀、馬場小
室山遺跡関連の展示もあります。

見沼全体をカバーできていません。連携の広がりと
仕組を見直す必要があります。
又、当市はマラソン、ツーデイウォーク等、人を呼
び込もうとしています。ホスト自治体として、コースを

るのか、
管理者がどこであっ
いずれも、水質とともに、水量に対策が必要と述べ

ても、水量対策が必要との共通認識があるなら、地

ています。
「見沼代用水からの通水」
（H23 見沼たん

域での努力とともに、県・市連携して国に働きかける、

ぼ基本計画、
H24 同アクションプラン）
「
、水量の確保」

これに尽きるのではないでしょうか。

（H24 水環境プラン）、
「浄化導水」
（H25 環境基本
計画）
、
「水とみどり資源のネットワーク化」
（H26 都

堤防から橋へのアクセス

市計画マスタープラン）等々です。

この地域の橋（大道西橋、大道東橋、上新宿橋、

しかし、残念ながら、課題、対策までは示されて

新宿橋、宮後橋）は堤防から直接橋上に立てない

いるが、それらの場所を特定し、担当、期限、予算

のはなぜでしょう。堤防と橋には段差があるからで

に落とし込む作業には踏み込んでないようです。従

す。対岸景を眺めながら、橋上からの流軸景、水面、

堤防と橋の段差

苦肉の策

関係者が連携して清掃することは、いの一番の仕事
不法投棄ごみ

ではないでしょうか。

見沼全般に関わる事ではありますが、やはり不法
投棄が多いということで、
「基本計画」の中で当地
域だけが指摘されています。飲食に関わるコンビニ
ゴミは、主要道路沿いに、工事残材、タイヤ等少量

桜並木と修景
西縁、北浦橋近辺では、斜面に住宅が建てられ、
それらは１階を車庫とする 3 階建てが多いです。

産業廃棄物は人目に付きにくい河川堤防脇に、そし

斜面林はすでになく、桜の樹高ではその上から背

て自転車、バイク、引っ越し荷物は橋上から投棄さ

後の住宅が見えたり、且、何らかの理由で、一部代

れることが多いようです。又、河川敷には、PET ボ

用水沿いの桜が途切れています。その為、芝川等か
ら遠望すると、TV アンテナ付の住宅がせり出して見
えることになります。周辺がそれなりに斜面林のスカ
イラインを形成しているだけに、違和感は大きく、何
らかの対応が必要と言えます。
サクラプロジェクトは終わりましたが、今後、その
維持とともに、見沼全体を修景という新たな視点で
見守る必要があると考えます。

対岸景

軸流景

水中俯瞰景

水辺環境の保全再生
「見沼田圃基本計画」では、各地域共通の課題と
して、水辺環境の保全再生が挙げられています。当
地域の芝川流下長さが一番長いので、主として当地
域で取り上げます。
不法投棄状況

63

さいたま市の各種計画では、表現は異なっても、

水面俯瞰景

橋の高さに堤防を合わせる
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水中俯瞰景による変化を期待していた人にとっては、

多彩な遊びが楽しめます。

橋の袂まで戻って、上り直すしかないが、そんな人
はいないでしょう。残念ながら、道路・河川行政は
それぞれ、制約条件はあるにせよ、歩く人のことは
まったく視野に入ってないということでしょうか。
それに対する象徴的な対策事例が下の写真です。
この状況を不合理、不便だとして、素人細工で階段

ヤギ除草の活用
河川等でのヤギ除草が一般化し、温暖化対策に
寄与するとともに、セラピーアニマルとして市民権を
得ています。又、在来植生が復活し、野草への関心
が深まり、新たな自然派が増加しています。

を設けてしまったのです。
関係者はどう見るでしょうか。たとえ、工事の途
中経過的措置だとしても、10 年以上この状態が続い
ています。
制約条件があろうとも、最低限どんな手が打てる
か、まず、関係者の協議を期待します。

（3）30 年後、景観形成上、目指すべきビジョン
「親水」機能強化
水あっての見沼たんぼと言えるでしょう。ところが、

自転車交通の拠点整備

体験水田米作り活動

社会の動向の一つに自転車へのシフトが挙げられ
ます。さいたま市でも自転車ネットワーク整備計画が
動き始めました。見沼は南北 12km、東西 5㎞の範

西福寺の社寺林と共に斜面林が加田屋地域の染

囲にあり、自転車であれば、地域全体を 1 日プラン

谷里山ゾーン、東縁用水に沿った東部に残り、見沼

にすることもできる。

たんぼを取り囲む緑として美しい景観が見られます。

鉄道駅とともに、当エリアにも拠点を設けることで、

しかし染谷地区で最近一部が伐採され、大きく景観

見沼の特質に合った楽しみ方が広がるのではないで

が損なわれた所があります。

しょうか。

大宮聖苑開設に伴い道路が新設や改良が進んで

実際は夏になっても芝川や加田屋川から、川ガキの

います。見沼たんぼを横断して県道蓮田線から染谷

歓声は聞こえてきませんが、30 年を待たずに、県・

に抜ける道路が 2015 年に開通しました。

市・市民の地道な国への働きかけにより、浄化導水

見沼代用水の土手には桜並木が続き、秋には彼

が実現、河川は水量豊富な多自然河川、水質 A 類型、

岸花が赤く土手を染め、人々の目を楽しませていて、
その一角に市がベンチや案内板を設置し「加田屋風
の廊下」と名付けた休憩施設があります。
見沼代用水に沿って遊歩道、サイクリングロード
があり、農道が見沼たんぼを取り囲み整備されてい

Ⅲ－５. 七里・加田屋エリア

ます。農道は基本的には農業用ですが、一般市民も
利用しています。

（1）地区内の現状－見沼たんぼの原風景を今に

加田屋川は一時期の下水路時より悪臭や汚濁は改

とどめるエリア

善されましたが、周辺公共下水道の整備が進み流量

見沼代用水東縁に沿って見沼たんぼの最北から

の減少などから水質が悪化し、きれいな川には程遠

締切橋までの地域、主に畑、水田が維持され、周

い状況です。

囲の斜面林と共に“見沼たんぼの原風景”を今にと

南の加田屋地区に「仮称加田屋公園計画」が市

どめる地域と云われています。
北には七里総合公園があり、その一部には現在最

都市マスタープランに盛り込まれていますが現在その
実現は未定です。
（計画面積 16.9ha）2014 年に市は

田園風景

終処分場
「環境広場」
「多目的グランド」
「自然観察園」

農業地帯です。畑は植木、野菜の栽培が行われ、

ドロンコ体験活動が実施されています。また同会に

この公園計画のための「染谷・加田屋地区基本構想

が位置しています。最終処分場が平成 33 年 3 月に

近年遊休農地や水田が畑となり、農業者による野菜

よる農作業の受委託方式で農家の水田の“援農”が

検討業務報告書」をまとめています。

閉場する予定でその後総合公園（約 12ha）として再

栽培が増える傾向が見受けられます。耕作放棄地も

12 か所約 32,000㎡で行われています。

整備されることになっています。2014 年に市の桜プ

目立ち、水田の減少が進んでいます。

ロジェクト事業により同公園の北（県公有地）に桜が
植樹され、桜の広場が出現しました。
東楽園通り以南は畑、水田が点在した農地が続く
65

加田屋体験水田では水田に生息する希少種の生き

2014 年には、
「見沼たんぼ」の保全、活用に取り
組む「未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会」

埼玉県公有地農地が 6 か所点在し、その内 4 か

物が数種確認されており、
「ドロンコたんぼ」でオオ

の活動が日本ユネスコ協会連盟に 100 年後の子ども

所約 14,620㎡で NPO 法人見沼ファーム 21 による県

タカを、またアオサギやカワセミもこの地域では度々

たちに伝える文化・自然遺産「プロジェクト未来遺産」

民参加の体験水田米作り活動、1 か所約 1,600㎡で

姿を見せています。

として認定され全国的に注目されています。
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の里、地元の野菜などを販売する膝子直売所、加田

公園化を進めることも一つの手法ですが、喫緊の

屋新田を開発した坂東家の旧宅を復元した見沼くら

課題の対策として次の項目を実施します。

しっく館、天然温泉「小春日和」などの施設があり

①農家の水田耕作へ支援

ます。農林水産省が提唱する農業公園（農業振興を

・米の販路を確保します。見沼たんぼ地域の農業者

図る交流拠点として、生産・普及・展示機能、農業

と市民の連携を深める活動を強化します。

農業への理解の増進や人材の確保育成を図るための

②新たな休耕田を発生させないために、また再生可

公園）の機能がそれぞれ個別に営まれ、結果として

能な休耕田の水田への復元、再生

その機能が加田屋地域に点在しています。多くの市
民生活がこれからの施設を利用しています。
このエリアは周囲の斜面林と共に“見沼たんぼの

彼岸花

立により、水田耕作の営農主体を確保し、加田屋新

つあります。

田内の水田耕作の受け皿とします。

のとして極めて重要で水田の維持・保全は急務です。

（広告看板等の規制）および景観農業振興地域整備
計画の策定が望まれます。

めます。

残念ながら近年では、斜面林も水田も急激に減りつ

加田屋地区の景観は見沼たんぼの原風景を残すも

大宮聖苑の前には大型広告看板が設置され、景

家・市民・企業・行政の連携による組織づくりを進
・NPO 団体の強化、あるいは新たな農業法人の設

耕作放棄地の増加と畑作への転換

大型看板の設置規制

担い手として市民が参加できる方策を検討し、農

原風景”を今にとどめる地域と云われていますが、

（3）課題

遊べるような
「ふれあいのある水辺空間」
が望まれます。

観の妨げになっています。景観計画区域の個別設定

体験機能、レジャー・レクリエーション機能等を有し、

桜並木

来的には水質汚濁防止と併せて、子供たちが水辺で

・そのための営農拠点として、市民営農支援センター
（仮称）を設置するよう市に働きかけを行う。立地場
所は加田屋地区見沼たんぼに隣接する染谷地区の台
地とします。

大型広告看板の設置

まとまりのある重要な斜面林の保全
2015 年 10 月頃、西側の顕徳寺付近にある斜面林

2009 年かつてこの地域で作られていたわら塚「フ

しかしながら耕作放棄地の増加や、ここ数年におい

ナノ」が、昔作ったことがある農家の指導を受け、

て水田に盛り土が行われ、畑に転換されるケースが

・市民営農支援センター（仮称）の管理・運営はＮＰ

約 1,000㎡が伐採されました。この斜面林は水田と

50 年ぶりに復元されました。稲の副産物である藁は

急増しています。

Ｏ団体あるいは新たな農業法人が行い、農機具の

相まって加田屋地区見沼たんぼの景観を形成する重

貸し出し、農作業の指導ができるよう体制づくりを

要なものでした。

貯蔵・保管され、年間を通して「生活用品」
、
「燃料」
、
「飼料」、
「肥料・堆肥の原料」など様々な形で利用

行います。

これ以外にも西福寺付近、大宮聖苑付近、東縁
南部の一団のまとまった加田屋地区等の良好な斜面

されていました。この大切な藁の文化を「フナノ」を
通して継承していくために、2016 年には、
「見沼た

・併せてセンター内に農機具置き場、育苗施設、休

んぼの文化遺産・フナノ」保存会が設立されました。

憩施設、トイレ、直販所等を整備します。

林の保全対策を早急に実施する必要があります。
そのため、①重要斜面林のリストアップ
者の確認

「フナノ」は見沼地域の「稲作文化」を構成する重要
加田屋川両岸の柵設置の見直し

な要素です。

安全対策として両岸に柵が設置されましたが、将

③所有者への保全趣旨の周知

資産税免除の実施

②所有
④固定

⑤保全基金活用への要綱変更

等の実施を検討します。

耕作放棄地の増加

フナノ

（2）特質－減り続ける斜面林と水田
加田屋の水田を中心に七里総合公園、大谷ホタル
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畑作への転換

加田屋川の両岸に設置された柵

伐採された斜面林
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②そのために地域の農家が意欲的に積極的に農業に
取り組める、その支援と仕組みが確立されていること。

Ⅲ－ 6.トラスト保全１号地エリア
（1）地区内の現状

③そのために市民が見沼たんぼ地域の農産物を購

広い眺望と田んぼ、由緒ある寺社、

入しやすい仕組みを構築し農家を応援すること。さ

気持ちの和む公園

らに市民が農家と一緒になって水田を維持するため
のシステムや拠点施設が整備されていること。

芝川と加田屋川の合流地点を中心とするこのエリ
アは、見沼田んぼの雰囲気を強く味わうことのでき
るエリアです。合流地点から 2 ～ 300 ｍの所を見沼

斜面林と天日干し

④斜面林保全を担保する対応策が確立されていること。
⑤「コスモス祭」や「フナノ祭」などの収穫祭が継
続されること。

代用水の西縁用水と東縁用水が流れています。南北

氷川女体神社本殿

方向には視界を遮るものがなく見沼たんぼが遠く広

沿いを北上すると見沼自然公園に至ります。国昌寺

がる風景を見ることができます。

と総持院をつなぐ台地上の道は埼玉県緑のトラスト

合流地点から南西 700 ｍほどの距離の台地上に

保全の第１号地の樹林を抜ける小道がつづき小道の

見沼信仰の中心である氷川女体神社が位置し、西縁

脇には綺麗に手入れされた竹林が広がります。また

⑥環境広場の跡地活用と一体となった七里総合公

用水を越えた低地に張り出すように磐船祭祀遺跡が

これらの寺院が並ぶ台地のさらに東側には南北方向

園と加田屋公園が自然・農業系公園として良好に

あります。桜の咲く季節にはここから浦和博物館へ

に旧日光街道が走っています。国昌寺の山門は竜の

整備され、市民をはじめとする多くの方に親しまれ、

かけて美しい桜並木を楽しむことができます。合流

彫り物で有名ですが、日光東照宮を作った宮大工と

よく利用される公園になっていること。

点から東方を流れる東縁用水沿いの台地上には国昌

のつながりが感じられます。

寺、総持院、鷲神社が並び、鷲神社から東縁用水

斜面林と田植え

芝川と加田屋川はＹ字を描くように見沼たんぼに

⑦地区内と周辺台地の社寺仏閣や旧坂東家住宅や

おいて合流しますが、そのＹ字に広がる見沼たんぼ

見沼用水を環境用水として利用出来る方策を実施

片柳コミュニティセンター、温泉施設などの各施設

に挟まれるように片柳台地が位置します。この片柳

するなど、加田屋川の水質改善を図るとともに、定

を結ぶ標識や遊歩道・サイクリング道、地区内の休

地区と東縁用水東方の台地に広がる野田、南部領地

期的な土手の草刈りや、有機農法水田の 維持によ

憩施設が整備され、外部から訪れる人にとっても親

区はともに市街化調整区域であり「さいたま市見沼

り水辺の自然植生等を保全・復元します。

しみのもてる質の高い地域づくりが行われている地

田圃基本計画」においてはそれぞれ「ふるさとエリア」

域になっていること。

として指定されています。片柳台地の東端には見沼

水路・舟運景観などの復元

加田屋川河道の矢板を撤去し、良好な環境に相応

代用水を開削した井沢弥惣兵衛の功績を称えた碑が

しい河川整備をします。

建立された万年寺があります。
農地の活用状況は、耕地整理に伴った田畑転換

市の公園整備計画への対応

が行われており、主に畑地として利用されています。

七里総合公園に隣接する環境広場への埋立て終
了が 2021 年に予定されており、その後の跡地利用に

南部領辻の一部には水田、また市民農園や福祉農

ついて、市へ必要な要望を行います。

園としての利用があり、苗木育成や成長した樹木も
多く見ることができます。

加田屋公園
（検討対象面積：16.9ha）の整備に関し、
2014 年 4 月に市の都市公園課において、
「染谷・加
田屋地区基本構想検討業務報告書」がまとめられま

コスモス祭り

斜面林の保全状況については、市街地調整区域
である東縁側の南部領地区は斜面林が保全されてい

した。今後同公園整備の実現に対し必要な働きかけ

ますが、市街化区域の西縁側の三室地区では斜面

を行います。

林が伐採され、芝川の堤から西縁方面を見ると台地
上の戸建て住宅が目につきます。また、土地区画整
理事業に伴って、都市的な公園として整備された部

（4）ビジョン－「見沼たんぼの原風景」を後世に

分も少なくありません。

①加田屋地区の東縁、西側のまとまりのある斜面林

公園については、加田屋川沿い上野田地区の見沼

と水田が保全され、農的環境としての斜面林、水田、

たんぼに見沼自然公園、その台地上に鷺山記念公

用水により構成される「見沼たんぼの原風景」が保
全されていること。
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旧坂東家住宅（見沼くらしっく館）

園があり、また氷川女体神社沿いに見沼代用水西縁
70

神行列が通る神事がおこなわれています。氷川女体

ができます。

神社においては、龍神信仰の地であった見沼が干

見沼自然公園

便性は確保しながら、車利用の道、自転車利用の道、
散策のための道など、機能別の道路整備を検討す

拓された後、磐船祭祀場で永い間行われてきた五

④水田が少なくなっているものの畑地、植木の植栽

る必要があります。併せて芝川の親水空間としての

穀豊穣の祈りが、
「磐船祭祀場祇園祀り」とし行わ

地としての活用が多くされています。また平成 11 年

整備も必要と思われます。

れるようになりました。また鷲神社の獅子舞はさい

に「見沼田んぼ福祉農園」が開設され、福祉ボラン

たま市の無形民俗文化財として永く継承されており、

ティアや市民、また多くの学生による農業活動が長

⑤このエリアの歴史資産・文化資産の保全に努める

これらの神事・行事には地元の方ばかりでなく、さ

く続けられています。この福祉農園をもとに開設し

とともに、行事広報発信等の充実、案内看板等の

いたま市以外の遠方からも多くの方がガイドととも

た「見沼・風の学校」も多くの若者を集め多彩な活

整備やアクセス方法の周知などが必要です。

に訪れています。

動を続けています。

（４）ビジョン 地域固有の歴史や文化を伝える

また片柳地区には井沢弥惣兵衛による見沼代用
水の開削そして見沼干拓の指揮の場所として有名な
万年寺があり、見沼の歴史を伝える浦和博物館があ

（３）課題 景観保全のための環境整備の
取組みが必要

①水田を始め農地が美しく維持されていて、市民農
園や福祉農園が多くの市民に楽しまれている。

ります。このようにこのエリアは見沼たんぼの優れ

①このエリアは、水路があって水田と斜面林によっ

た景観ばかりでなく、見沼地域の固有の文化を今に

て形つくられた見沼たんぼの原風景が長い間良く維

②市街地近郊にありながら、遮られない農地の拡が

伝える地域資源が多くあります。

持されてきましたが、近年は、水田が減少し、斜面

りが斜面林により守られていて、見沼代用水と芝川・

林が伐採され、農地には不耕作地が広がっています。

加田屋川の流れがきれいである。

③このエリアの台地と低地は樹枝状に入り組み変化

需要のある植木畑の活用は今後も維持されると思わ

見沼氷川公園

のある地形を形成しています。さぎ山記念公園と見

れますが、営農環境が大きく変化するなかで後継者

③地域固有の歴史や文化が市民やボランティアの自

を挟んで見沼氷川公園があります

沼自然公園もそうですが、国昌寺から総持院、鷲神

の育成、都市住民の参加による新たな取組みなど、

発により活気あるものとして継承されている。

このエリアは、見沼たんぼの原風景を感じること

社を続く台地と東縁代用水原型保全区間の先にあ

これまでの見沼の景観に配慮した農地維持に努めて

ができる地区ではありますが他のエリアと比べて鉄

る低地も同様に歩いて楽しい小道や散策ルートに

いく必要があります。

道の駅からは比較的離れています。このためこのエ

恵まれています。東縁代用水沿いの道は見沼自然

リアにアクセスする場合は、大宮駅や浦和駅、東浦

公園にも大崎園芸植物園にも歩いて容易に行くこと

地域の方が日常的に憩いを求め訪れていて、遠方の
②斜面林の保全については緊急な課題であり、見

和駅からバスを利用するか車により見沼自然公園、

沼環境資金の一部を使うことも検討しながら有効

見沼氷川公園を拠点とすることが便利です。

な保全対策が進める必要があります。

方も見沼の自然や文化に触れ合うため訪れている。

③緑のトラスト保全第１号地や東縁見沼代用水原型

（２）特質 見沼の歴史が感じられる
①水田、斜面林により形作られた見沼たんぼの原

保全区間については、時間経過による掲示物の劣

風景を加田屋川地区とともに良く残している地区で

化や雑草の繁茂が著しく、それに対応した管理が必

す。また芝川と加田屋川が合流する付近は農地の

要です。特に東縁用水と県道三室－岩槻線の間の

拡がりと空の大きさを強く感じることができ、同時

農地については不耕作による荒地化が進行していま

に両河川や代用水の流れにより水の存在も身近に

④散 策道やトイレ、駐車場、案内板が整備され、

国昌寺の龍神行列

す。原型保全区間の周辺は見沼たんぼ保全の核に

感じることができます。広い農地空間でありながら、

なる地域と思われますので、台地と用水、低地部分

遠景が斜面林によって囲まれているため安心できる

が一体となった新たな保全・整備対策に取組む必

落ち着いた固有の空間を形作ってもいます。また新

要があります。

国昌寺の裏手の台地にある竹林の小道

見沼大橋からさいたま新都心の高層ビル群を望む
④南部領辻地区と三室地区を繋ぎ東西に横断する

眺めは見沼たんぼの新たな景観として有名です。

県道三室－岩槻線が開通したことにより、車による
②ここ十数年、5 月のゴールデンウイーク中の一日、

移動は便利になったものの、同道路に接続する見

開かずの門があることで有名な国昌寺において、住

沼たんぼ内農道の交通量が増大し、これまでの牧

職の読経により清められた後にその門が開けられ龍
71

磐船祭祀場での祇園祀り

歌的な環境は変化してきています。今後は交通の利

東縁代用水沿いの堤道（原型保全区間）
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Ⅲ－７. 第一調節池エリア

牧氷川女体社、⑤大間木氷川神社、⑥清泰寺、⑦
太子堂、⑧厳島神社、⑨大間木稲荷神社、⑩木傘

（1）現状

神社、⑪大崎諏訪神社

1）対象地区の概況
5）歴史的施設や文化施設

対象地区は新見沼大橋の南側から八丁堤までの区

①通船堀、②鈴木家住宅、③木曽呂の富士塚、④

域です。

見沼自然の家、⑤浦和暮らしの博物館・民家園、

国道 463 号までの北部地域は、畑としての土地利

⑥見沼ヘルシーランド

用が中心の地区です。
463 国道沿いの東側地区には、昭和 30 年代後半

第一調節池から大崎クリーンセンター

東沼神社の富士塚と狛犬

から進出した工場や自動車教習所、その後、用途変

6）植物園や緑の景観地など

2）歴史的建造物などの優れた景観

更したパチンコ店などとともに、大崎クリーンセンター

①大崎公園、②園芸植物園、③川口自然公園、④

①鈴木家住宅、②民家園、③川口・自然の家

などが立地する既存開発地区となっています。

大牧自然緑地、⑤見沼通船堀公園、⑥金崎・斜面

第一調節池とその周辺エリアは、自然環境の保護
が中心となっている地区です。

林保全緑地、⑦木曽呂斜面林保全緑地、⑧川口自

3）谷地空間の優れた景観

然の家周辺の自然保護農園

①大崎公園南側の北原地区の谷地空間

一番南側は、八丁堤・通船堀地区となっています。

（3）課題
2）横断道路・鉄道

1）優れた景観資源性のある社寺林、斜面林、景観

①新見沼有料橋

地等の保全

第一調節池から大規模マンション

橋の下部が空いているので、景観的な圧迫感は少

①通船堀周辺の屋敷林・社寺林の保全対策

ない。

②東縁沿いの連続的な斜面林・社寺林の保全対策

② 463 国道
交通量が大変多く、景観的には分断効果がでて

グラウンドワーク川口の水田・水路

いる。

7）民家等の状況
463 国道沿いの工場やパチンコ店

① 463 国道沿いの大規模な工場やパチンコ店など

③武蔵野線の鉄道
盛土構造の鉄道線路は、南北の景観を分断して

②八丁堤・通船堀沿いの集落・現代的な住宅地

いる。

（2）特質
公共施設
など

グラウンド

公園

八丁堤地区
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自然環境エリア

第一調節池の全体景観

2）更なる改善・向上対策の方向

3）地域内の大規模施設

1）優れた斜面林・社寺林などの自然的な景観

①芝川沿い河川工事にともなう景観形成対策

①大崎クリーンセンター

①第一調節池と周辺地区は、見沼の池沼時代の原

②第一調節池・右岸地区の完成にともなう景観保

風景を思わせる自然的景観を再現している。

全対策

② 463 国道沿いの工場・パチンコ店・自動車教習

②大崎地区の北側の東縁用水沿いの斜面林

③通船堀公園の造成にともなう景観形成対策

所

③金崎の斜面林・保存緑地

④ 463 国道沿いの修景対策・既存宅地の用途転換

④木曽呂の富士塚周辺の斜面林

対策

③川口市の差間地区の高層マンション 2 棟

⑤東沼神社の富士塚と周辺の社寺林
⑥大牧の自然保全緑地

3）第一調整池エリア全域での課題

4）社寺

⑦通船堀周辺の屋敷林

①中央を流れる芝川の水辺

①東沼神社、②水神社、③附島氷川女体社、④大

⑧東沼神社から間宮地区にかけての斜面林

②東西の見沼代用水の水辺環境の保全・再生

環境の保全・再生
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③農地の保全・活用

整備していく。

④第一調節池における生態系への配慮
⑤見沼通船堀公園予定地の整備促進

③ 463 国道沿いの大崎地区を沿道景観修復地区と

⑥斜面林の保全

して整備・改善していく。

⑦歴史的資源の保全・活用
⑧散策環境の快適性・利便性の向上

（１）現状

山地区にも民営の墓地がいくつか点在しています。
現在、見沼自然公園に面した片柳東地区の林地
が大規模に伐採され、墓地造成が進行しています。

1）地区の概況

大規模な病院等としては、山地区の大宮厚生病院、

当地区は、県道さいたま・幸手線の南側の「台地」
④大崎・見沼地区内の農地での観光農園、整備さ

とその間に入り込む「谷地」とで構成された地形の

れた市民農園等として振興・活用対策の充実。

中に、一般住宅と農家住宅とが混在する近郊型の農

（4）ビジョン
1）四季折々のビューポイントの創出

Ⅲ－ 8. 染谷・片柳 ふるさとエリア

片柳地区北部の大宮共立病院があります。
病院に併設された特別養護老人ホームなどの福祉
施設も立地しています。

村地域です。
⑤ 芝川の「八丁河岸場と舟運」を復元・再生する。

大字地区としては、南端の「片柳地区」、その北

3）社寺

① 463 国道南側の大崎地区などでの果樹園・いち

側の「山地区」、さらにその北側の「御蔵地区」、県

ご園等の振興・活用

道新方須賀・さいたま線の北側の「染谷地区」、更に

染谷の氷川神社、荒神社、笹丸観音堂など、大小

②第一調節池の白鳥などの渡り鳥の保護・保全

その北側の「笹丸」
、
「大谷地区」等から構成されて

の歴史のある社寺が多数、点在しています。

③見沼自然の家周辺でのホタルの保護

います。

④川口自然公園でのカワセミなどの保護

全域が市街化調整区域であり、そのため、新規

⑤西縁用水沿いの桜並木の保全

の立地施設も、それに対応した施設（病院・福祉施設・
墓園等）が大半です。

4）歴史的施設や文化施設
旧坂東家住宅・見沼くらしっく館、片柳コミュニ
ティーセンター、七里コミュニティーセンターがあり、

2）台地部から見た見沼たんぼの

地域活動の拠点施設となっています。

景観ポイントの整備

2）地域内の大規模施設

①大牧の台地部から見た見沼たんぼの風景
②木曽呂の富士塚から見た通船堀地区の風景

万年寺、西福寺、熊野神社、山邑神社、常泉寺、

対象地区の加田屋新田に向かった谷地は、さいた
大間木地区の水田

③金崎の保全緑地の上部から見た見沼たんぼの風

ま市の市営霊園「思い出の里」と市営斎場「大宮聖
苑」として土地利用が行われています。

景

5）植物園や緑の景観地など
染谷の花菖蒲園、御蔵のクマガイソウ自生地（尾島
家）
、染谷ふるさと緑の景観地、大谷ホタルの里など
があり、地区内の谷地や見沼たんぼに面した斜面林
及び大きな屋敷林なども比較的多数、存在しています。

3）
「歴史的・文化的景観」の復元・再生
①八丁堤地区の「歴史的・文化的景観」の復元・再
生の研究

大谷

②通船堀公園地区の拡張に伴う「歴史的・文化的
景観」の復元・再生の研究
③第一調節池の四本竹遺跡の復元・再生
4）水路・舟運景観の復元

笹丸

見沼通船堀・東縁

①通船堀公園内での「舟運」の再生

染谷

御蔵

染谷地区の田園景観

②八丁河岸場の復元
5）30 年後、景観形成上、目指すべきビジョン

山

①第一調節池と周辺エリアを首都圏の貴重な自然
保護ゾーンとして「ラムサール条約での渡り鳥保護

片柳

地区」として保護・保全していくことを目指す。
②八丁堤と見沼通船堀地区を「歴史的・文化的景
観保全地区」として、通船堀公園とともに、復元・
75

通船堀・舟運実演

染谷ふるさとの緑の景観地
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（3）染谷・片柳 ふるさとエリア全域での課題

6）地区内の道路構成
上記の二本の県道と西山通り、染谷新道以外の
道路は、ほとんどが、系統性のあまりない「集落内

どの素敵な風景があるので、それらの美しさをさら

①農地、用水、斜面林、台地上の屋敷林、雑木林

に拡大・充実できるように、
「オープンガーデン」や
「植

の見沼田圃との一体的な保全が必要。

木・花木の見本庭園」などの施策を進める必要があ
ります。

道路」です。
②民家や蔵などの既存建物の有効活用が必要。

②地域の耕作放棄地等をなくし、台地内の畑での

7）民家等の状況
大半は、現代建築での住宅であるが、古い蔵や
長屋門を持った農家もいくつか散在しています。

③社寺など多くの歴史資源が点在しており、散歩み

果樹栽培、野菜栽培の振興をさらに進めるとともに、

ちのコースなどでは、散策環境の快適性・利便性

観光訪問者も購入できるように、直売施設・見学施

の向上が課題。

設などを整備する必要があります。

⑤斜面林や農地、用水、河川を主体としたネットワー

③台地内の農地と住宅の混在地域が、美しい景観

クの形成

をもった地域となるように、台地内の特定地区にお

（2）特質
1）優れた斜面林・社寺林などの自然的な景観

山地区の山邑神社

①市営霊園南側の染谷ふるさと緑の景観地
②西福寺の社寺林とその周辺の斜面林

⑤常泉寺の建築物と社寺林

③大宮聖苑周辺の斜面林

⑥染谷の氷川神社の建築物と社寺林

④万年寺周辺の社寺林

⑦笹丸の荒神社の建築物と社寺林

⑤共立病院南側の斜面林（半分が伐採開発され墓

⑧その他、大小の社寺と社寺林が存在している

ける「景観形成計画」を住民参加で策定できるよう
⑥荒地や耕作放棄地などの環境管理の検討

に、さいたま市とともに研究する必要があります。

⑦民家や蔵などの既存の建物等を活用した拠点の

3）季節の花や果樹、花卉などによる

整備

地造成中）

ビューポイントづくり

⑥熊野神社の社寺林と周辺の斜面林

3）植物園などの優れた景観

⑦見山・南台の突端の何か所かの斜面林

①染谷の花菖蒲園

⑧案内サインの整備、来訪者が憩える休憩施設等

②御蔵のクマガイソウ自生地（尾島家）

⑧西山新田に西面した斜面林

②御蔵のクマガイソウ自生地（尾島家）

の整備、コミュニティサイクルの導入の検討

③大谷ホタルの里

⑨御蔵のクマガイソウ自生地 ( 尾島家 ) 周辺の農家

③大谷ホタルの里の斜面林と水路

①染谷の花菖蒲園

④白子果樹園

（４）ビジョン

の屋敷林と斜面林
⑩その他面積規模は小さいが、地域内の各地に屋

4）谷地空間の優れた景観

敷林等が存在している。

①片柳の熊野神社西側の谷地空間
②御蔵の尾島家東側の谷地空間

1）優れた景観資源性のある社寺林、斜面林、
景観地等の保全

⑤黒臼洋蘭園
⑥浅子園芸
⑦尾島農園

①墓地造成などの対象として、斜面林や社寺林が

など以外にも、花卉や果実の生産直売農家が多

無計画に伐採・開発されており、食い止める必要が

数あり、将来に向けて増えることを期待して、創出

5）現代施設でも景観的な配慮がなされた施設

ある。このため、
斜面林等の「特定化」を行い、
個々

努力を続けていく必要があります。

①市営霊園「思い出の里」と「西側の民間墓園」

の価値を認識し、広く市民・住民に知らせ、情報を

②市営斎場「大宮聖苑」

共有化し、息の長い保全対策を進める必要があり

③片柳コミュニティーセンター

ます。

④七里コミュニティーセンター
②新たな道路造成や公共施設建設に際しては、さ
いたま市としての景観保全への配慮指針を定めて、
景観保全行政を進める必要があります。

4）台地部から見た見沼たんぼの
景観ポイントの創出

片柳地区の田園景観

③優れた景観を壊す屋外広告物の乱立等を規制で

2）歴史的建造物などの優れた景観

きるように条例・規則の運用の強化を検討する必要

①旧坂東家住宅・見沼くらしっく館と屋敷林景観

があります。

②熊野神社の建築物と社寺林
③西福寺の建築物と社寺林
④万年寺の建築物と社寺林
77

2）更なる改善・向上対策の方向
思い出の里（市営霊園）のエントランス景観

①台地内の畑や住宅の庭などにも、季節の花々な

染谷地区の氷川神社
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①見山・南台周辺から見た見沼たんぼの中央部の

②見山地区での水路の原型保全区間の創出

景観

③西福寺の船着き場跡景観の復元・創出

Ⅲ－９. 上野田・大崎ふるさとエリア
（1）地域の概要

②西福寺周辺から望む加田屋新田・特に桜の季節

7）30 年後、景観形成上、目指すべきビジョン

鷲神社・大崎公園周辺地域は見沼代用水東縁の

見沼たんぼ中央部と加田屋新田に挟まれた「台地

東側の台地上の地域で、見沼たんぼ地域の農業を

③片柳地区の東側の台地から見た見沼自然公園と

とそのあいだの谷地」からなる地域として、その景

支える人々の暮らしてきた里の生活景観が現在もよく

その南部の景観

観資源性には豊かなものがあるので、個々の地区の

残された地域です。周辺地域と言いながら、鷲神社、

景観資源を大切にしながら、
「環境の優れた」
、
「住

総持院、国昌寺をはじめ生活の拠点となる寺社、屋

みよく美しい地域づくり」のビジョンを持って持続的

敷林、民家、畑地、日光御成街道などの地域文化

に努力することが必要です。

資源、環境条件の良い斜面林など、見沼たんぼ地域

以上の景観ポイントからの風景を大切にしていく
とともに、修景努力が必要です。
5）社寺等での「歴史的・文化的景観」の
復元・再生
①万年寺の歴史を大切にした修景的な対策の必要

の中でも最も原風景を良く残した景観的に重要なエ
①さいたま市で、
「最も美しい地域」となる可能性

リアの一つです。このエリアの代表的な里風景につ

があるので、景観形成努力を続ける。

いて以下のゾーン別に特徴を示します。

深井家長屋門への里道

（2）ゾーン別景観資源の現況
①さぎ山周辺（原風景体験ゾーン）
・さぎ山記念公園
（さぎ山記念館、キャンプ場）、ファー

性
②花卉園芸や果樹栽培などの農業生産を振興する

ム・インさぎ山が立地し、見沼たんぼ地域の原風景

②山邑神社と中川の氷川神社の合祀の歴史をふま

とともに、直売施設などの充実を図ることが必要で

を体験できる拠点となるエリアです。

えた保全・復元

す。
・さぎ山記念公園は谷戸の地形を保全しつつ整備さ

③染谷の氷川神社とふるさとの緑の景観地との一

③散策路や案内標識の整備とともに、休憩施設・

れています。谷戸の池周辺、低地部は人工的ですが、

体的な整備

飲食店などの適切な出店も期待したいと考えます。

谷戸を挟む斜面林は良い状態で保全され、かつ斜
面林内部を散策・体験できるようになっています。北

④笹丸の荒神社の歴史を大切にした修景的な対策

④見沼たんぼ散策の中央地域としての「ビジターセ

側の斜面林は見沼自然公園の第二公園となっており、

の必要性

ンター的な施設」を「見山総合公園（都市計画マス

浦和画家の高田誠の碑があり地域の自然と文化のつ

タープランに位置付けられている。
）
」などに設置す

ながりを感じさせます。

⑤笹丸の観音堂の歴史を大切にした修景的な対策

ることが必要です。
・農業、食、田舎生活、鷺山の歴史などを体験型で

の必要性
6）水路・舟運景観の復元

⑤今後、様々な都市的開発が進行するが、その際

①加田屋地区での水路の原型保全区間の創出

に景観的配慮が十分になされた地域とすることによ

楽しめる資源が集中しています。

り、風致・環境の優れた地域となっていくことが必

・ファーム・インさぎ山での柿渋づくりについては、

要です。

その作業プロセスや道具等までを復元、再生しそれ
ふるさとエリア内のゾーン区分図

らを体験活動として活かしていく取り組みは独自性

⑥さいたま市及び首都圏の優れた風致・環境を保持

が高く貴重なものです。農家、深井家長屋門の裏手

した「ふるさと地区」として整備することを目標に、

の場所はかつての柿渋づくりの作業スペースでもあ

住民・市民・行政の連携した共同の努力と息の長い

り、雑木林に囲われ柿木がならぶ周辺の里地は、そ

景観形成活動を持続する必要があります。

の生業を身近に感じさせる風景であり、周辺の場所・
風景をあわせて価値が高いものです。
・記念公園から、体験農園、深井家長屋門、照光
寺、氷川神社、野田小学校周辺（学校ファーム、ツ
リーハウス）というように、細長い高台の縁を田んぼ

笹丸・観音堂
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ファーム・インさぎ山の柿木のある風景

と代用水、斜面林、畑地、民家など原風景を伝える
80

要素を、歴史や農の生業という視点で物語を感じな

る区間となっており、地盤条件の良くない谷戸に両側

がら辿ることができます。市内外からの訪問者に対

の堤防を整備した区間となっており、景観的にもユ

し見沼たんぼならではの地域性をわかりやすく伝える

ニークです。

のに絶好の場所で、現在地域ガイドクラブのツアーで

ノラマが広がっています。
・国昌寺と美園中学校を結ぶ東西の道路から北側に
は、谷戸と台地の際にあって、森に囲まれる農地な

体験し楽しむことができます。

・鷲神社社叢は市のふるさとの森に指定されています。

ど里の様子がよく残されています。

・斜面林と日光御成街道に挟まれたエリア内の道につ

・南部領辻の獅子舞（市の指定無形民俗文化財）は、

③越谷浦和バイパス（463 号）周辺

いては、南北を縦断する道筋と照光寺を通って東西

5 月、10 月に鷲神社に奉納される。5 月の奉納後に

に延びる道が交差しています。深井家長屋門は背後

は村まわりが行われ、南部領辻の獅子舞保存会が

・463 号バイパスは、御成街道の通る高台と見沼たん

昭和 45 年以来 30 年も途絶えていた獅子舞を復活さ

ぼ縁の支台、その間の大きな谷戸を東西に横切って

せたもので、周囲の里の風景とともに生きた里の資源

います。谷戸の部分は盛土構造で、南北を分断する

として重要です。

感が強い。白い転落防止柵が水平に横切り目立ちや

に背の高い屋敷林があり、南北の生垣のある道筋の
正面にあって木々の障りが印象的なビスタ・アイストッ

鷲神社北東部の谷戸（島畑と斜面林）

プの景観を形成しています。
この道筋は辻において少しずつ軸線がずれ、とこ

（里の生活ゾーン）

すく、色彩を替えるだけでも少しは改善するはずです。

ろどころ生垣を伴って視線を遮りつつ曲折しており、

・南部領辻のあたりは御成街道と見沼代用水までの幅

里らしい界隈の風景となっています。照光寺の南側

があるエリアに畑や民家、長屋門などが点在しています。

の参道は規模は大きくなくとも正面性と品格の感じら

・逆にやや高くなった道路は地域を見る視点場ともなっ
ています。大きな谷戸と農地を囲みこむ斜面林の様子

れる景観です。

・総持院の東西ラインのあたりは、路地が鍵状に曲

や、新見沼大橋からも見沼たんぼを見渡せます。

折し、生垣や竹垣、野草で縁取られた路の景観が
・ファーム・インさぎやま周辺は斜面林、屋敷林によ

続いています。凹型にへこんだ斜面林に包まれたよう

・有料道路料金所のたもと道路の南側にはけやきの

る囲繞感（囲われ感）と南北の道筋を軸として心地よ

な農家や畑が特徴的です。

大木がランドマークとなっています。

い里地の風景が広がります。畑地を囲うように並ぶ柿
木、農家が雑木林に寄り添う様子、斜面林から見沼

鷲神社・南部領辻の獅子舞

・総持院は、鷲神社と緑のトラスト保全第一号地の

たんぼや谷戸の景色がときおり見え隠れする様子な

冠のひろがりやたんぼなどを展望する施設となってお

斜面林の間にある視点場です。台地縁に墓地が広

ど印象的です。

り、子供たちに普段とは違う森の姿を見せています。

がっており、見沼たんぼを横断的にはさんで新都心

南北の道筋は深井家長屋門やさぎ山記念公園の方

の眺望がひろがります。

向へとやや奥へとミステリー感を伴いながら続いてい

②鷲神社周辺（原風景保全ゾーン）

きます。

・鷲神社の高台と日光御成街道の高台に挟まれた谷

・緑のトラスト保全第一号地は、見沼たんぼ、見沼

戸の風景は見沼たんぼの風景の中でも屈指の美しさ

代用水縁の斜面林の原風景保全の中核です。見沼

を誇っています。

代用水の原形保全区間と一体となって昔ながらの風

・氷川神社は明るい照光寺とは対照的に、斜面林内
に南向きに鎮座する神社
（照光寺はもともとその裏手）

五斗蒔橋周辺はその視点場で、高台突端にある鷲

であり、見沼たんぼ斜面林に囲まれた神社として典

神社の杜をアイストップに見沼たんぼを右に谷戸の農

型的な風景です。

地を左に、
「斜面林 - 谷戸の農地 - 鷲神社斜面林 - 見

景をそのまま保存し、竹林はよく手入れされています。
湾状の斜面林に沿って曲がる代用水とその囲われ

有料道路料金所（463 号）周辺

たエリアの景観は見沼代用水を代表する景観です。

沼代用水 - 見沼たんぼから対岸まで」の地形構造を
・野田小学校付近では、斜面林と見沼代用水東縁の

横断的に一望できます。

間を散策することができます。
（多くの場所では代用

・トラスト地裏手に私有地の一部を開放し竹林の中
を通り抜ける散策路があります。やや開放的な竹林

水を挟んで斜面林を見ながら歩きます）管理された

・この辺りの谷戸の畑は島畠と呼ばれ、周囲の斜面林

で隣接した畑や見沼代用水まで下る斜面林の様子が

斜面林は散策道と柵などで仕切られておらず森と一

には豊富な湧水が今も見られます。東側斜面林には

内部からよく見通せます。

体的で水辺も近く感じられます。また付近では農家

昔、子供たちが学校に通う道があったということです。

の支援を受けた緑の学校ファーム、ツリーハウスなど
の活動が見られます。
ツリーハウスは斜面林の景観を損なうことなく、樹
81

・国昌寺は見沼の龍に関わる伝説を有する寺。総持
・五斗蒔橋あたりは見沼の大蛇の伝説があります。
ここの見沼代用水は珍しく谷戸をショートカットす

院と同様、斜面林が無く境内と代用水との間にやや
幅広の低地があって墓地が広がり、見沼たんぼのパ

地形や自然を残した浦和大学の敷地

82

の樹林がたんぼ側のアイストップになっています。

・福寿寺付近の西側には斜面林がよく残っています。

スタとなっています。残念なの

バイパス北側に老人ホーム（浦和大学と同じ経営）

は老人ホームがアイストップに

台地端部の低地には浦和東霊園が広がりその背

がありますが、少し高台に入っているためたんぼから

なって目に付くことです。見沼

後には妙宣寺の広大な斜面林が控えています。妙宣

は見えません。

代用水が谷戸を横断する所は、

寺の谷戸がたんぼに開けるところには数件の住宅が

排水路が見沼代用水をくぐる

並んでいますが、妙宣寺の脇の道を奥に進むと別世

・老人ホームの北側には、北に向かって農地をはさ

伏越部にあたり、伏越の復旧

界のように谷戸のビスタが奥へと続いています。この

み西側斜面林をバックに長屋門を見通す民家の風景

工事の石碑も残っています。

谷戸は L 字型に回り込み奥深い里地の印象が感じら

が見られます。斜面林を背後に農家があって畑地が
広がる様子が道路をはさんで一帯に広がります。

れます。
木傘神社

・大崎公園の東側には、北原地区の大きな斜面林が
残っています。さらに東側には台地内部に切り込ん

・2 つの谷戸に挟まれた台地には、長屋門のある農

・西側の支台の中心の道筋
（南側へ木傘神社に向かう）

だ谷戸があり間宮の最終処分場となっています。そこ

家や畑の里山風景が見られ、氷川大明神が斜面際に

が重要です。463 号との交差点付近には立派なけやき

までの台地上の地区は農家や畑の広がる里地の風景

立地しています。斜面際の道路は斜面側が擁壁となっ

のランドマークを有する古い酒店があります。

が残っています。台地際斜面林を背後に浅間神社が

ており、樹林の保全と部分的な緑化が望まれます。

東側に残存する斜面林を回り込むと、ここは大きな

鎮座しています。
・東側の谷戸の東側低地には最終処分場が立地して

谷戸の一つの谷頭に立地していることがわかります。
東側に谷筋を見通す風景は里地ならではの風景です。

・国道 463 号（南側）の北側、見沼たんぼへ降りる

残念ながら 463 号がその谷戸を分断しています。

台地斜面には、無量寺が低地を見下ろしていますが、
西から北へとクリーンセンター大崎など施設群が連な

・浦和大学周辺。浦和大学は台地内部に切り込んだ

大崎公園南側の谷戸

広い谷戸を見下ろす台地斜面付近に立地しています。

部分にあります。高台中心に木傘神社（日本武尊の

谷戸の谷頭あたり低いところに立地するのが美園中

伝説）があり集落の中心を感じさせます。

る景観となっています。

います。

（3）景観保全におけるふるさとエリア共通の
課題
①市街化調整区域の土地の状況による景観的課題

・大崎公園のある大きな谷戸は東側で 122 号、東北

このふるさとエリアは全域が市街化調整区域と

また墓地には緑泥片岩の板石塔婆（市文化財）も

道と接しています。122 号の橋梁部は見沼たんぼに

なっています。原則として開発が規制されていますが、

そのものを使っており、校舎が地形と一体となり、

見られます。そこから南側には農家や畑が広がって

繋がる谷戸のビスタが見通せる視点場となっていま

開発許可や許可を要しない土地・家屋の更新により

その狭間に樹林、かなりの大木も残されています。

周囲に遮るものが少ない状況です。丘の上で一体感

す。しかし南北それぞれに斜面林が分譲住宅地に開

景観に変化が生じています。

のある里地であり見晴らしの良いエリアです。

発された部分が目立ち、巨大な物流倉庫が聳えたっ

・手入れされた緑地が減少し、耕作放棄地の増加し

ています。

ています。

学校です。浦和大学キャンパスそのものが斜面地形

また短大とグラウンド付近、西南の一角は開発さ
れず保存されているようで、谷戸の風景の重要な一
角となっています。開発されたとはいえ、教育施設と

・大崎公園。大きな谷戸が見沼の低地につながる出

してむしろ今後も敷地内で樹林が継続的に管理され

口の部分にあります。北西方向から高台に取り囲ま

⑤妙宣寺の谷戸周辺ゾーン（里の生活ゾーン）

・教育、福祉等の公共・公益施設が周辺の谷戸の低

たり、環境教育等で活かされることが期待されます。

れ、北側の台地突端部の足元には、頭先稲荷大明

・大白天神社より西側付近は、見沼代用水が湾状に

地に突出し、斜面林を背景に際立っています。

神がまつられています。

広がった台地すその低地をショートカットした部分で

・日光御成街道に近くと、一心寺支院の墓地、白い

す。見沼代用水付近から台地側に里の風景を眺める

・主要道沿道では資材置き場、駐車場等、建築物

仏舎利塔が見えます。このあたりから高台へと登り、

・大崎公園のある谷戸は東縁最大の谷戸であり、広

ことができ、代用水両側に開放的な田園風景を楽し

無しで許可不要となる土地利用が道路景観の連続性

ここから東北道まで、資材置き場、消防署、右手に

大な農地のオープンスペースが広がっています。

めるエリアです。斜面林の一部より介護施設が顔を

を損なっています（463 号、バイパス、日光御成街道）。

巨大な物流倉庫と、統一感の無い風景が続きます。
南側傾斜部には新しくルーテル学院が移転し周辺
は、比較的開放的な沿道空間となっています。

出して低地を見下ろしています。
・土地造成を伴う墓地、運動施設の不自然な空間の

・見沼代用水沿いの散策ルート上のシークエンスから

広がりが、地形や斜面林の連続性を分断しています。

見ると、谷戸の出口をはさむ東西の規模の大きい斜面

・妙宣寺は、舌状台地に二手に切り込んだ谷戸が集

林が連続している中で、クリーンセンター大崎の塔や

まるところ、北側の谷戸の出口に位置しています。こ

④大崎公園周辺ゾーン（里の生活ゾーン）

園芸植物園がランドマークとなり、大崎公園に至ると、

の谷戸の出口は幅が広く開放的な眺望が開けている

・既存宅地の建て替えが進むと、里の景観と馴染ま

・見沼たんぼからみて 463 号バイパスより南側の台地

北側に窓のように谷戸の景色が広がります。この谷戸

地点です。

ないデザインにより地区全体の景観が不統一となり

沿いは斜面林が連続してよく残されています。

はつぼのように奥に向かって広がり、公園の境界部の

見沼代用水は 2 回、90 度ほどに曲折し、西側に

・463 号バイパスの西側のエリアは舌状台地の突端

並木と東側の大斜面林に挟まれたのぞき穴のようなビ

は見沼自然の家（グランドワーク川口の活動拠点）
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ます。斜面際の宅地開発により、土留擁壁等の出現
は視覚的ダメージが大きくなります。。
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②農家の暮らしの景観と生活者の事情による景観

く残したエリアです。景観の価値を損なうことが無い

④広域アクセスに対しての周辺地域の役割も検討し

的課題

ように人為的な改変が起こらぬように保護する必要が

ていく必要がある。

ほとんどの斜面林、屋敷林、農地、民家、土蔵、
長屋門、寺社等の景観資源は所有者の努力によって
維持されています。

景観を活用した文化的教育プログラムを考え、市民

保全・修復の補助が得られる文化財に指定されて

がわかりやすく共有できる物語を伝えていく方策が求

いない民家・長屋門も地域固有の景観資源ですが、

められます。このエリアの景観整備の方策は以下の 5

老朽化が進み、管理の担い手の問題、相続等の事

つの考え方で段階的に検討すると良いでしょう。

情で消滅しています。

・景観の顕彰（著名ではなかった里の景観をほめた

・民家や長屋門は農家の暮らしを伝える大切な景観

たえ、広く市民で共有すべきです）

⑤環境教育・景観教育の対象としての次世代・子供・
学校施設との関係を考える。
周辺地域とのつながりが重要であるが、今日まで
の視点・活動の停滞が指摘できます。

赤山街道の景観
大宮台地・見沼は古代「東山道」
「東海道」の交
流する道（中山道等）で、①東山道（北）から、②
東海道（南）からの２アプローチがありました。道系
としては東山道が主でした。氷川神社・氷川女体神

（2）各周辺地域の歴史文化的遺産との関係、
現在の地域デザインとの関係
以下のゾーンの歴史文化と遺産、また現状に応じ

資源ですが、老朽化した建物の修復、茅葺屋根の
葺き替えなどが難しい状況です。

（3）歴史文化的視点「道系」中山道・日光お成街道・

あると同時に、地域固有の景観資源をより多くの人々
に認識してもらえるような景観活用が有効です。

が必要です。

社、特に中山氷川神社の「北参道」の意味には重要
なものがあります。東海道からの経路は途中
「水道
（ミ
ズミチ）系」があり、氷川神社が見沼・高沼と関係

・景観の原形の見本を露わにする（里の景観のモデ

た検討が必要です。

が深くなる根拠が大きく、見沼を参道とした氷川女

ルとなる景観のストーリーをつくります）

①東縁用水の東側地域（市街化調整区域）
【歴】日

体神社境内の意味と価値の根拠があります。

・農家の暮らしの中に普通に見られる庭先、前畑、柿

光お成り道、綾 瀬 川、岩槻 城、縄 文遺 跡、
【現】

古代より日本最大の関東平野の意味は大きく、そ

の木、生垣や路地端の草花の植栽など、文化財として

・景観の原形を発掘します（景観のモデルを参照し

東北自動車道、さいたまスタジアム、浦和御園駅、

の中央の南北路からの東西南北の山景観は、東海

ではない、日常的でささやかな風物が地域の此処そこ

ながら、里の風景のストーリーを増やします）

安行植木、埼玉高速鉄道

道からは「境（西）」の富士山、
「東」の筑波山、
「奥
（北）」の日光二荒山崇拝となりました。
「ヒカワノカミ」

に見られることが景観の個性となっていますが、その
景観のまとまりを顕彰する機会が乏しい状況です。

・景観の原形を保全します（里の景観を守るため、

②加田屋川ゾーン・芝川ゾーン中間地域（市街化区

地域の景観のルールを作成します）

域他）
【歴】瓦葺掛渡井、
【現】東武線

・屋敷林は農用林としての使途がないために雑木や竹

「ミヌマ」水（路）空間信仰は古代からこの三霊山信
仰・霊山景観とも深く結びついています。日光崇拝
は中山道、日光お成街道、日光街道の三霊山景観と

が繁茂するなど無管理となり、不法投棄や斜面の安

・景観の原形を活用します（里の景観の保全を持続

③西縁用水の西側地域（市街化区域）
【歴】氷川神

して伝承されてきています。この日光、筑波山に「男

定性の問題、落枝などの危険性が問題となりえます。

的な活動にし、活用方策を検討します）

社参道、中山道、高沼用水、縄文遺跡、赤山街道、

体・女体」の遠望景観があります。特に日光お成道

【現】大宮公園、盆栽村、さいたま新都心、大宮駅、

は西に見沼、東に綾瀬川等の低地に挟まれた南北道

（4）景観保全・整備のビジョン

東浦和駅、

ふるさとエリアは見沼たんぼ地域の原風景を最も良

Ⅲ－１０. 周辺地域とのつながり
（1）周辺地域と「見沼たんぼの景観」の
関係に対する視点
「見沼たんぼの景観」
「見沼たんぼの原風景」に

線道でありました。見沼周辺地域道としては伊奈氏

にも生活的にもその意味を創出・継承してきたのは
「見

街道、赤山城址、見沼代用水東縁・西縁、
【現】芝川、

形成史からみても見沼たんぼの前身「見沼溜井」創

外環自動車道、川口グリーンセンター

生のキィである八丁堤が赤山街道の基礎になってい
ます。この八丁堤は氷川女体社祭祀・突き出た「附島」

⑤見沼代用水上流地域（市街化区域・市街化調整

があって発想・工事が構築されている。これらの重

価値と意義と連続的なものが多い。ここで「見沼た

区域）
【歴】伊奈氏館、見沼代 用水、黒沼用水、

要な遺産が地域デザインの文脈として全く活用される

んぼの景観ビジョン」を検討するにあたって、以下の

備前堀・備前堤、
【現】東北線

ことなく放置されてきています。八丁堤の諸遺産は通

摘されてきました。①見沼たんぼ内からの周辺斜面

①見沼たんぼ周辺地域の歴史文化の遺産に対する

林景観、②周辺斜面林ゾーンからの見沼たんぼの風

認識を深め、意味等を発掘する。

船堀と併せた地区景観デザインとして提案されてきて
この各ゾーンの歴史文化の内容と「見沼たんぼの
歴史文化景観」は深く関連しており、景観ビジョンに

いる。赤山街道は「見沼溜井・見沼田圃は赤山街道・
八丁堤によって創造された」に繋がっています。

も関係します。

景、の双方は重要な補完的関係にあるのが「見沼た
②周辺地域の景観的資産を「見沼たんぼの景観」
、
その延長として位置づける。

上記主要素に限らずの各ゾーンの景観資産の発
掘、その意味・文脈、ポテンシャルの発掘整理が不
十分です。今後の課題です。

らず、東縁では代用水の背後の小谷地の奥の斜面
林が見沼たんぼの景観に含まれています。
「景観・原

③周辺農業者・居住者コミュニティと「見沼たんぼ
（景

風景」は人々の認識の下にありますが、歴史文化的

観）
」の関係を考える。
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赤山城址の「赤山街道」が第 1 です。
「見沼たんぼ」

の景観」の価値は「見沼たんぼ」の「周辺地域」の

視点が必要です。

周辺斜面林は見沼代用水に隣接する斜面林に限

④八丁堤以南の南側地域（市街化区域）
【歴】赤山

沼たんぼの周辺」でありました。更に「見沼たんぼ

おいて周辺「斜面林景観保全」が生命線であると指

んぼの景観」の基本的な構造です。

で、関東郡代の伊奈の館、赤山城をも結ぶ重要な幹

（4）見沼たんぼ地域と「水系」見沼代用水・芝川・
高沼用水・赤堀川
江戸幕府、江戸期の最も重要な開発対象地域は

また見沼たんぼ内各ゾーンの景観ビジョンは周辺

関東平野でした。関東平野の開発・干拓は下記の 3

斜面林・社寺、台地上の路地景観等を含めての検討

つの段階によって進められたと位置づけられていま
86

いく基礎とします。

まず、その指摘にとどめます。

④土呂駅・盆栽園・見沼グリーンセンター・鷲神社・

①歴史的文脈を景観的に編成する。見沼たんぼ地

①見沼たんぼ地域に訪来する。②見沼たんぼ地域隣

大和田天神

①利根川の東遷・荒川の西遷：・利根川流路の東

域を「古代」
「中世」
「近世」
「近代」のうち、第 1

接地に訪来する。③見沼たんぼ地域を「通過」する。

へ変遷、・関東平野の下流、排水河川の整備、・荒

に江戸期近世の「見沼溜井から見沼田圃」の形成

この①が最も重要であるが、これも「どこから」
「だ

も挙げられます。これらの見沼たんぼ活用ビジョンに

川流路の西へ変遷

と意味を重視する。

れが」
「目的は」
「手段は」等の設定が必要です。訪

よって明確な骨格・システムの整備が必要になります。

れる手段には次の方法があります。

計画的検討を要する地区です。①については高鼻の
氷川神社との関係、②については中川の中山氷川神

す。
（『見沼田圃論集』1984）

②旧河川地域の伊奈流用水路・溜井の整備：・旧

②諸景観を関連的に理解できるように文脈化・物

①広域・電車、②広域・自動車、③バス、④自転車、

利根川流路の用水路的活用、多くの溜井の創造、
・

語化する。見沼田んぼの景観として「農地・用水・

⑤徒歩

旧荒川流路の用水路活用、多くの溜井の創造、・旧

斜面林（社寺林）
」の一体的な構造があり、
「斜面林」

利根川・荒川下流部開拓の進行

東側には「浦和御園駅・さいたまスタジアム」地区

社との関係、③については見沼用水西縁の大牧の

これらの設定によって、見沼たんぼ周辺の未来の

氷川女体神社・三室の氷川女体神社との関係を配慮

が生命線であることが提議されているが、
現在に至っ

設定も変わります。この中で、広域からの訪来の拠

した計画が必要です。また②には全体的に見沼たん

てもその合意と計画的な対処が全く不足している。

点としての「駅」を重視する必要があります。
「駅」

ぼの内部が明確になるよう、施設名を整えるのが望

の視点からは
「東浦和駅」が最重要視され、
「土呂駅」

ましい。大宮第二公園は「見沼大宮公園」、大和田

③見沼代用水・見沼田圃の創造：・旧利根川の中
流域、上流部の開拓、・旧荒川中流部、上流部の

③計画史と計画における「景観」の位置を文脈化す

「七里駅」等が認識されます。
「東浦和駅」周辺に

開拓、・溜井を開拓（田圃化）する代用水路を整備

る。見沼地域の近世の計画史・近現代の計画史に

は八丁堤・赤山街道・見沼用水西縁・見沼通船堀と

価値があります。これらを景観ビジョンに活用する。

いう、見沼・見沼溜井・見沼代用水・見沼田圃の発

関連していえば、①の氷川神社・大宮公園・見沼

景観ビジョン作成共有化をもとに未来を展望する計

生拠点がある重要な場所で、見沼たんぼ入口拠点と

大宮公園には谷地・水系を基本にした、連続的な再

画の文脈化が地域デザインには必要である。

しての可能性が高い。武蔵野線「車窓からの見沼た

生デザインが必要です。谷地に設けられた競技場

んぼ地域の景観」にはまとまったものがあることも重

・駐車場との調整も望まれます。

荒川の入間川への付け替えは「八丁堤・見沼溜井」
の創設と同時期に実施されています。
見沼溜井の水は「赤堀川」を主に、東縁用水系・
西縁用水系・芝川系の水路によって下流、江戸近郊

公園は「見沼大和田公園」等とし、見沼への入口空
間であることが分かりやすくする。

たんぼに利水配流されたと考えられます。
「見沼の原

④環境教育を地域コミュニティの中に文脈化する。

風景」は①古代中世の見沼の風景・空間システム、

見沼たんぼの自然・生態は、規模内容において環

見沼たんぼ地域の総合的ビジョンの開発には立

インは台地と低地の組み合わせ環境デザインとして

②見沼溜井の風景・空間システム、③見沼田圃・見

境教育の対象として価値がある。
「氷川神社」
「見

体的・複合的なアクティビティを誘発するものを計画

詳細な検討を要します。本報告の最重要提議の 1 つ

沼代用水の風景・空間システム、の 3 区分とすれば、

沼溜井・見沼代用水」の歴史・景観は首都圏・関

していくことになります。その中で先ず「徒歩（路）
」

です。同様に見沼周辺の 3 つの氷川女体神社周辺

東縁西縁用水周辺の小谷地景観や「八丁堤」
「赤堀

東平野に対する歴史環境・空間教育のポテンシャル

が重要で「自転車」は有力な検討課題です。現在の

環境デザインも重要なテーマです。

川」の史跡の活用の重要性があげられます。

をもっている。博物館・教育施設との連携を基礎に

通過自動車農道の位置づけだけでは極めて不十分

その必要性を理解共有化できる目標を構築する。

です。

紀州流による見沼代用水も、伊奈流関東郡代の

要です。

伊奈・赤山陣屋を結ぶ水系、綾瀬川等との関係も、
検討していくべき課題に含まれます。

参道も含めた中川の中山氷川神社周辺の継承デザ

①については見沼代用水東縁・西縁・芝川の環境
整備に直接連絡している。首都東京との関連から見
れば、下流足立区にも整った沿岸環境デザインが連

⑤地域景観に寄与する農業に対するコミュニティ支
援のあり方を計画的に文脈化する。見沼たんぼの

（６）周辺地域からのアプローチからの
景観未来ビジョンの視点

続していることは注目できます。
特に関東郡代伊奈氏の赤山城址周辺の環境には

（5）
「見沼たんぼ」と周辺地域の歴史景観の

景観において農地・農業は欠かせない。都市近郊

「未来遺産」は地域遺産としてだけではなく、広

文脈・関係性を再編成・強化する

地域景観を支える「景観農業」概念の合意形成と

域コミュニティからのアプローチ、アクセスを要しま

20 世紀に提議された見沼田圃保全の指標に対し

ああわせた、地域の生産消費を結ぶ地域システムの

すが、それはまた当然地域空間の骨格になります。

て、以後、21 世紀に入った段階においてもビジョン

形成等、多くの課題方策を共有化合意できるように

広域からのアクセスに配慮した周辺入口空間の可能

間ネットワークとして従来の地域都市軸交通軸のネッ

が発展的に創生されてきていません。現在まで、20

明確化する。

性としては、以下を主な核・場所としてあげられます。

トワークの他に、グリーン環境軸ネットワークの形成

世紀の指標を踏襲しています。
「周辺地域」の歴史
文化の価値と関連させた「見沼たんぼ」の意味を、

以上の課題の明示を今回の景観ビジョンに含め、
「周辺地域」については今後の活動・提案のプロセ

21 世紀の新たな文脈として、デザインの方向が創生

スが重要です。周辺・地域コミュニティ、関連機関・

されていくことが「次世代」への課題になっていると

自治体等との協調・協同の課題にもなります。
「見沼

指摘します。

たんぼの未来ビジョン」は関連する各主体が関係す

価値も高く、観光ポテンシャルも望めます。①では、
川口市、さいたま市の計画的連携が重要です。
魅力ある田園都市居住区形成においては、地域空

が欠かせません。
①東浦和駅・赤山街道・通船堀・八丁堤・付島氷川
女体神社・鈴木家・木曾呂富士塚

20 世紀の見沼たんぼ景観保全では、都市周縁の
グリーンネットワークとしての位置づけであったが、
高沼用水環境・新都心環境も含めた都市居住地グ

②氷川神社・大宮公園・大宮第二公園・大和田公園

リーンネットワークの提議もできます。

「見沼たんぼの景観ビジョン」創生には主な５つの

るシステムを共有できることが重要で、その上でその

課題がありますが夫々「周辺地域」との関連が深い。

規模を計画的に設定する必要があります。活動と量

③さいたま新都心・高沼用水分岐・見沼西縁用水・

ぼの原風景」が都市居住地コミュニティとの結びつく

代表的な事例等を指摘し、景観ビジョンを形成して

の目標の設定が必要ですが、今回はそこには踏み込

天沼神社・見沼記念公園

ことが重要視されます。
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21 世紀の見沼たんぼ景観ビジョンでは「見沼たん
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第Ⅳ章

全体をつなぐ景観資源の共有

Ⅳー１. 見沼たんぼ地域の歴史的・
文化的景観の保全・
再生ビジョン

２．中世の原風景：①「男体・女体景観（山・神社）」

見沼の「文化的景観」は「歴史的景観」であり、
「歴

20 世紀に提示され、共有化されていますが、その

信仰、女体神社、②生産（ムスビ）信仰、湖沼・

史的文化的景観」として一体的です。
「見沼の原風景」

象徴の「田圃」も、生命線の「斜面林景観」も対策

川信仰、③東山道（山）と東海道（海）のムスビ・

の視座から「ミ・ヌマ」は「沼地域の聖なる中心・沼」

がとられず、危機に瀕しています。発生の鍵であった

連結

「見沼原姿」です。

（１）大宮台地と見沼、古代からの原風景
「見沼」は「大宮台地」中央の、
原姿「谷地」です。
古東京湾の奥中央に「突き出た野山」の入江状谷戸
（津）でした。
その縄文以来の原姿を今日に伝えている稀有な存
在です。

「八丁堤」
に対しては遺産の認識が広がっていません。

また「ミ（見）・ヌマ」から、
「沼を見る」
「沼を中

「見沼たんぼの景観ビジョン」はこの「見沼たんぼの

３．近世の原風景：①「見沼溜井」
「八丁堤・赤堀川・

心とする景観を見る」視点も可能となります。
「沼」

原風景・景観」の危機に対応するものでなければな

赤山城」郷土開発（用水・関東流）の原風景、②「見

には「湿地（葦原）」
「沼・河原」
「湧水」
「水路」が

りません。いまだ見沼たんぼの歴史的文化的景観の

沼代用水・見沼田圃・通船堀」郷土開発（用水・紀

含まれています。

経過・構造が、学術的にも停滞し、市民等への理解・

州流）の原風景、③街道（道系＋水系地形・＋サカ・
ヤマ）の原風景

関東平野の中央の湿原湖沼地帯の中心に南北に
近代の原風景：①氷川（大宮）公園と地域風景、

次に「見沼・たんぼ」について考えます。縄文・弥

共有化の浸透が広がらず、地域コミュニティと結びつ

生の時期から「谷地（戸・津）」は「水田・田圃」の

いているとはいえません。
「見沼たんぼの景観」の共

原郷です。
「古墳」
「古代」以後、堀水路と築堤・溜

有化は停滞し、その理解には統合性や発展性が少

池の技術創生による葦原の部分的な開墾が進みまし

なかった。上記の物的な景観とは別に、景観と原風

伸びる大宮台地の先端に位置します。台地上が生活

４.

の場で、湖沼低湿地は生産の場でした。この空間形

②治水防災と見沼三原則、③開発等による地域原

た。関東平野が全体的な水田開発の対象になるの

景の内容と背景・意味についての広がりが地域コミュ

式・原風景が危機に面したのが昭和 30 年代以後の

風景の混乱

は江戸幕府以後で関東流・紀州流の技術によります。

ンティとの関係に至ることが重要です。

首都圏スプロールによります。
地形が変更され、低地の居住が始まったのです。
「見沼たんぼの景観」
「見沼たんぼの原風景」はこの
認識から始まっています。

「水田・田圃」は特に律令制以後、日本国土の原風

（２）見沼たんぼの原風景、
地域の歴史文化的景観遺産
「古代の原風景」
「中世の原風景」
「近世の原風景」

景として継承されてきました。

ここに「見沼たんぼの景観ビジョン」が関係してい
ます。見沼たんぼの環境学習の進展・広がり、シス

次に神社の森。社寺の森・境内と水路・池の空

テム化が望まれます。個々の保全内容と歴史景観的

間的関係は日本固有の原風景です。台地上の「オモ

意味の提示に限らず、それぞれを関係づける「文脈

「見沼の原風景」の背景の歴史の重点を指摘する

が基本的にシステム、構成方法が連続性の中にある

テの空間」に対し、その背後の「見沼」は聖なる「ウ

化」が、空間デザインにおいても、ガイドシステムに

と以下に示せる。内容を「古代」
「中世」
「近世」と

のに対して、
「近代の原風景」は連続性を壊す立場

ラの空間」で、
「龍」
「稲」の日本の原風景の伝承を

ついても工夫が問われています。

分けているが、実は連続的であることにこそ意義が

にあります。その頂点は昭和 30 年代後半から 40 年

台地の社寺に伝えています。ここに斜面林が見沼の

あります。

代前部に至る時期で、見沼田圃にも住宅団地計画が

原風景として継承されています。

「見沼たんぼの景観ビジョン」の内容には「環境学
習（教育・研究・計画）のプロセス」含まれます。

提案されています。昭和 40 年に「見沼三原則」が
１．古代の原風景：①「大宮台地」の意味、
「原姿

定められるが、その内容も含めての首都近郊、埼玉

見沼」
「荒川水系」、②「大宮台地・見沼」と氷川

県の都市形成の批評・あり方が「見沼たんぼの原風

信仰・氷川神社、③東国「吾妻」の象徴

景」の重要なテーマとして継続しています。

見沼代用水（
「見沼の四季」1982 年）

冬の田圃（「見沼の四季」1982 年）
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（３）信仰と伝承の文化的遺産、
龍のすむ空間の郷土形成と環境学習
「見沼たんぼの景観」
「見沼たんぼの原風景」は

芝川（
「見沼の四季」1983 年）

（４）
「環境継承の信仰の場（祭）
」の
景観の意味・価値
「崇拝・信仰の場」
「崇拝」・信仰の景観はどのよ

氷川女体神社（
「見沼の四季」1983 年）
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うに形成されてきたのか。一つには「空間的しるし」

歴史「民話」は地域空間の土台でした。

の形成があります。山や川、森を祭る神社、
「鎮守

その代表的象徴的存在に「見沼の龍」の物語・

の森」等がこれにあたります。自然の対象には日月・

も男体・女体の信仰がみられます。

の意味の発掘・関係づけを「地域文脈デザイン」と

この「陰陽の空間認識」は日本の、特に関東・東

いいますが、
「見沼たんぼの景観」にはその成果の

伝承があります。
「見沼の龍」を伝える神社寺院が

国の固有で象徴的なものです。それが「龍と女神」

可能性が極めて高いのです。現在、その位置づけ・

星も含まれる。もう一つには「人の活動」としての「祭

見沼たんぼ地域に多い。氷川女体神社、
天沼大日堂、

の伝承・景観に関連しています。
「見沼の景観はこの

発掘が 21 世紀に至っても停滞していますが、これを

り」があります。また、崇拝・信仰には「祖先（霊）

片柳万年寺他、見沼たんぼ開発者、井沢弥惣兵衛

日本固有の空間認識・景観認識を伝える」中心的象

どう発展させるか。フレキシブルなプロセスプランニ

崇拝」があり、自然崇拝に複合して継承されてきま

為永との関連が物語になっています。

徴的存在です。

ングが必要でしょう。それには次の事項等が考えら

した。

「見沼の龍」
「井沢弥惣兵衛」他を伝える地域文

常陸国風土記は筑波山信仰とあわせて「筑波山と

脈「伝説の場の景観」は
「見沼たんぼの景観ビジョン」

富士山の伝説」
を伝えています。
「二体山」
と
「不二山」

見沼たんぼ地域の主要神「ヒ・カワの神」は基本的

に含まれます。
「高沼たんぼ」
「高沼の龍」の物語も、

の物語です。大和の「二上山」と「大神山」と同じ

に「川（水）」のカミです。近くの主要な川には荒川

「伊奈氏の赤山城」他、
川口市にも龍蛇の伝えもあり、

があります。なぜ日本の地域に神社が祭祀されたか。

「見沼たんぼの景観ビジョン」形成に深く関係してい

社寺・墓地とそこでの「祭」がこれに含まれます。

地域の自然が祭祀されたか。

るのです。

れます。
①地域の歴史文化遺産の発掘が重要である。

景観文脈であるとする視点が可能です。
大和の傍国からの東国への眺望は「富士の眺望」
が象徴であった。東国に着いて、
「飛鳥山」
「不忍岡」

②広域な歴史環境の中に地域固有の遺産を位置づ
ける。

それは開拓にあたって土地の自然、土地の神を鎮

「見沼の龍と伊沢弥惣兵衛の伝説」以前に、古代

魂するためであり、地域（クニ、ムラ）づくり、農業

から「
（見沼たんぼ）地域の龍（蛇）
」の伝承・伝説

（開拓）づくりには欠かせないものでした。日本の開

は伝わっていたと考えられます。
「龍の伝説」はアジ

その中央には大宮台地と見沼への視軸があり、そ

拓は自然の鎮魂、地域のカミの社の祭と一体的なも

アに広く伝わりますが、
「龍と女性（神）
」の物語は日

の背後には北方の男体女峰山、東方の男体女体山

④現在と次世代コミュニティに継承する環境継承の

ので、ここが近代の開発とは異なります。

本に広く伝わっています。

の遠望がありました。一方この 2 つの山は「東山道」

システムをつくる。

からの関東平野の眺望は延々と展開する沼々の眺望
でした。

日本神話において「国（地域）づくり」国つ神の

その代表的なものが「
（イツクシマヒメ）弁財天と

代表的な神に「オオクニヌシ」、国つ神系の象徴的な

龍」の物語を伝える江島縁起です。江島縁起によれ

見沼たんぼの東縁からの富士山眺望と、西縁から

神に「スサノオ」
、田・稲と沼を象徴する神に「クシイ

ば「長湖」の暴れ龍をおさめるために弁財天が江ノ

の筑波山眺望は、この全体的な空間構造継承してい

ナダヒメ」、沼と島を象徴する神に「イツクシマヒメ」

島に降臨します（
『日本の空間認識と景観構成』宇

ます。

がいます。中山（氷川）神社には「ヒノオオジ」が祀

杉）
。

③物的な遺産と歴史文化の物語性を関係づける。

と「東海道」とその連結を象徴する眺望でした。

見沼たんぼ地域の特筆する伝説に「ヤマトタケル」

られていますが、この「3 つの氷川神社」には、
「見

大宮台地の「氷川神社境内」には多く神池（
「弁

の伝承があります。高鼻の氷川神社にも伝えがあり

沼（たんぼ）」に深く関係する神社の位置と境内の空

天池（形式）
」
）に「市杵島（厳島）神社」が祀られ

ますが、見たんぼ地域では東側地域に木傘神社・

間構成から関連的に祭祀されてきた経過が伝承され

ています。相模国・相模湾において「江ノ島・長湖」

鷲神社を中心とした広まりがあります。

ています。

は古代から象徴的存在でした。

⑤環境継承のシステムとしての環境学習の場として
見沼たんぼを位置づける。
⑥これらを編成する枠組み・組織・担い手を育成・
形成する。
⑦都市の基本計画等の枠組みと関係づける。

西側の氷川神社を「スサノオ」
「オオクニヌシ」
、国

その他、鷲神社、浅間神社、熊野神社、諏訪神

同様に武蔵国で多くの沼が広がっていた関東平野

つ神系とすれば、東側の天つ神系の伝承と位置づけ

⑧段階的な「見沼たんぼの景観ビジョン」を更新し

社等が、地域の村の鎮守として、見沼たんぼ地域に

において、
「見沼と氷川神社の景観」は古代から象

る文脈形成が可能です。ヤマトタケル伝承・伝説は

ていく。

祭祀されています。

徴的な存在であり、中世を通じて継承創生されてき

武蔵国に伝わりますが、その一系統が大宮台地から

たと考えられます。

長瀞・秩父盆地に至る、荒川系統であるといえます。

その空間構成の意味も 20 世紀に提示されてきた
指標ですが、境内・参道・周囲の関係等が、土地区
画整理事業により変革の危機に面してきました。中
川の中山氷川神社の参道等の市街化への対応等の
緊急の課題も「見沼たんぼ（地域）の景観ビジョン」
の対象に含まれます。

大宮台地と見沼の空間と景観は、この関東平野の荒

（6）男体女体と陰陽の空間認識・景観構成、

川空間・荒川景観の象徴ともいえる存在です。

「女体神社」は埼玉県東部から足立区に点在する

（7）見沼の原風景の次世代への

が、筑波山女体山信仰の反映にあると考えられます。

継承・創生ビジョン
見沼たんぼ地域に伝わる伝承の地域文脈化につ

ここから「氷川女体神社」が筑波山女体信仰、
「女

いて、重要と思われるものを事例として概説してみま

体神社」に影響・関連しているという視座が生まれ

したが、歴史文化・原風景を尊重する「見沼たんぼ

ます。それが三室山からの東方景観・筑波山眺望の

の景観ビジョン」にはこれらの位置づけが極めて重

「伝説の場の景観」に含まれます。基本的に日本の

象徴的景観です。三室山からの日光男体山女峰山眺

要です。これらを深める必要があります。

生活空間とは「歴史文化伝承の場」でした。地域の

望も、同様に象徴的な景観です。西方の秩父山地に

「見沼たんぼの景観・原風景」
社寺等の「信仰の場の景観」は「伝承の場の景観」
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⑩ 21 世紀の日本の地域デザインの啓蒙をめざす。

「日本の原風景」遺産の拠点「見沼」

その信仰圏は氷川神社信仰圏を外れます。

（5）伝説・伝承の場の景観、

⑨広域的の計画に対応できるものとする。

更に地域に共有される道筋が重要です。地域遺産
92

Ⅳー２. 代表的なビューポイントからの
景観資源
項目別に代表的ビューポイント紹介します。
見沼たんぼの景観の魅力は、季節ごとに体験農園
で土いじりをしたり、寺社を訪れたり、公園で遊んだ

（3）代用水・通船堀をみる

心の合同庁舎 3 号館 31 階に上ると市街地に隣接し

代用水を見るとすれば、まずはさいたまトラスト1

てグリーンベルトとして広がる見沼たんぼを見ること

号地下で国昌寺から総寺院にかけての東縁の原型

ができます。

保全区間があげられます。

また大道・三浦地区の芝川にかかる大道東橋の上

女体神社前の西縁用水は自然石護岸がされていま

からは見沼たんぼの 360 度に広がる景観を見ること

す。特に桜の頃は、用水との美しい景色に多く出会

ができます。

り、用水沿いの道を歩いたりしたときの景観の眺め
が、時の経過とともに馴染み深い姿として心に定着
していくところにあります。

えます。盛夏のころの通船堀は木々に覆われていて

（２）斜面林と水田・畑地をみる

暑い日でも涼しい景観を感じることができるかも知れ

見沼たんぼの景観を語るうえで斜面林と水田の景

ところで見沼たんぼに関する写真集はこれまでも

観は原風景ともいわれており、斜面林によって囲まれ

数多く出版されています。さいたま市のこれまでの
「見

た農地空間は心安らぐものですが、最近は貴重な景

沼たんぼ見どころガイド」にも多くの写真が掲載され

観になりつつあります。

ません。
東縁の原型保全区間の代用水

また北袋ポンプ場の堰に至る用水はここから荒川
に流れており、静かな環境に拘わらず刺激的な景観
に思えてきます。

ており、
「私の好きな見沼たんぼ写真コンクール」入

（4）調節池をみる

選作等を通じて見沼たんぼの代表的な景観資源は
すでに共有されているところもあると思いますが、以

江戸時代の新田開拓後の見沼の基本的な景観は

下改めて次のような項目別に見沼たんぼの代表的な

水田ですが、芝川第 1 調節池はそれ以前の溜井や

ビューポイントからの景観を紹介します。

湿田であった昔の見沼の景観を感じさせます。芝川
第７調節池には水があまりありませんが、心地良い

（1）広さをみる

みどりの景観をみせてくれます。

見沼たんぼは、面積約 1,260ha と広大で、全体の

桜と調和が美しい女体神社前の西縁用水

眺望は空からでないと見れませんが、さいたま新都
加田屋新田膝子付近の斜面林と水田の景観。以前は加田屋新田一帯がこの
ような美しい景観でした。

夏の午後の陽を受ける通船堀

さいたま新都心の合同庁舎 3 号館 31 階から市街地に隣接して位置する見
沼たんぼの姿をよく見ることができます。写真中央に西縁の斜面林と桜並木
が続いています。

芝川第１調節池では、大きな水面の景観が拡がっています。

西山新田にある水田はすぐそばを市立病院から来る車が多く通りますが、水
田を渡る風はやはりやさしい。

大道・三浦地区の芝川にかかる大道東橋は車もあまり通らず見沼たんぼの拡
がりを眺めることがっできます。
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利根川の水が西縁用水を経て北袋ポンプ場から荒川へ送られています。

大宮第 3 公園のなかにある芝川第 7 調節池、すり鉢状に縁の景観が拡って
います。
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（5）道をみる
歩いて楽しい道は、景観が美しい道です。見沼た
んぼ地域には代用水沿いや周辺台地に、そのような
小道がたくさんあります。車や自転車、そして歩きと
移動手段はいろいろありますが歩いてみる道が一番
でしょう。

さいたま新都心の高層ビルは田園と都市景観の意外な組み合わせの良さを見
せています。

開かずの門の先にある国昌寺本殿

七里公園

（7）公園をみる
見沼たんぼには、周辺台地に位置するものも含め
多くの公園があります。
これらの公園の景観は水辺と斜面林等の樹林と
の組み合わせによ神るものが典型といえるでしょう
が、代表する景観というよりも、それぞれの人のお

加田屋新田の東縁に添った小道です。左に用水が流れ、桜の木も大きく絵
だをはり、堤の上には涼しい風が吹いています。

気に入りの公園の景観といった方がいいかも知れま
せん。
見沼たんぼでは円形に趣のある建物を眺められることは少ないですが、右上
の斜面林のなかに西福寺のかわら屋根を見るとこが出来ます。

見沼自然公園

国昌寺からトラスト 1 号地に向かう途中にある竹林のなかの小道です。美し
い景観とともに足裏の感触が気持ち良いです。

（6）建物をみる

氷川女体神社の社殿

市民の森

見沼氷川公園

総寺院の山門

大宮第三公園

川口自然公園

「建物をみるビューポイントからの景観」というと
見沼たんぼの遠景に建物がみえるということですが、
見沼たんぼの周辺台地には多くの社寺があり、それ
ぞれのエリアを半日ほどかけて近景で建物を見て回
るのも楽しいものです。
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（8）花をみる

（11）かつてあった景観をみる

見沼たんぼの花の景観の代表は、やはり代用水沿

時代の変遷とともに見ることができなくなってし

いに咲く桜の花でしょうが、季節の折々には菖蒲や

まったけれど、写真に残されている景観がかつて確

萱草など私たちを楽しませてくれる多くの花々があり

かにありました。30 数年前までそれらを美しいと感

ます。

じて写真に残した人がいました。
今はもう見ることのできない景観を想いながら、ま
た重ね合わせながら現在の景観をみることも必要で
はないでしょうか。

春の御蔵に咲くクマガイソウ。

鷲神社に伝わる部領辻の獅子舞

（9）歴史と行事をみる
見沼たんぼの周辺台地にある寺社には、長い歴史
の間、地域の人々によって大事にされ引き継がれてい
る多くの伝統的な祭事や行事があります。これらは
見沼たんぼには、美しい桜の名所がたくさんありますが、西縁木崎地区で菜
の花と共に

紛れもなく見沼田んぼの代表的な景観を形造ってい
ます。
かつての見沼代用水水原型保全区間の東縁用水と斜面林

氷川女体神社磐船祭祀場での祇園祀り

（10）橋をみる
かつて多く見られた木製の橋をみることはほとん
でできませんが、わずかに残された橋に昔懐かしい
初夏の染谷しょうぶ園の花菖蒲

氷川神社の例大祭

初夏の西縁木崎の堤の斜面に咲くヤブカンゾウ。

国昌寺の開かずの門を出る龍神行列
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面影をみることができます。

第１調節池エリアの芝川にかかる桜橋

中、下：かつての秋の日の見沼たんぼ。
（３葉とも、埼玉県発行の「見沼田
圃論集」口絵より）
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第Ⅴ章
Ⅳー 3. 時の流れの中で変化する
景観を活かす
（1）豊かな「変化」のある田園地域の景観

④田園景観は、季節に沿った「農業活動」により、
その変化がより大きくなります。
⑤田園地域の地域社会が育んできた季節ごとに開

①温帯モンスーン帯の日本は、四季折々の豊かな自

催される宗教行事や伝統行事は、見沼たんぼ地域

然景観の変化があります。

の季節の移ろいに文化の彩りを加えてくれます。

景観・未来ビジョン形成に向けた方策の検討

Ⅴー１. 30年先・100年先への
地域づくりと
景観形成ビジョン
（1）日本の地域づくりの中でも「特別な地域」
として残った見沼たんぼ地域
1) 首都近郊に奇跡的に残った「見沼たんぼ地域」

②同じ空間でも、
「春夏秋冬」
、
「朝昼夜」で四季折々
の風情は大きく変化します。

（2）風景の変化を愛で、
文化として楽しむ市民活動の展開
①見沼たんぼ地域の景観が見せる一瞬の美しさを撮

③季節が変われば、
「花鳥風月」
、
「雪月花」も変わ

①「見沼たんぼ」は、3 千万人余が集住する東京巨
大都市圏の 20 ～ 30 キロ圏のさいたま市のほぼ中
央に広がる 1,260ha の「農的な大規模緑地空間」

る写真活動
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い面積で、空の広さと緑の斜面林、そして大地の広

ります。
て描く活動



 	
 

がりを感じられる田園風景が、さいたま市・川口市
等の 200 万人余が居住する市街地のすぐそばに広

③季節の変化と心象風景を詩歌で詠む活動など、

がっています。

多様な文化・芸術活動が展開されています。
②低地部分の農地の耕作者が居住している周辺の

（3）
「私の好きな見沼たんぼ・市民写真コンクール」

加田屋新田の桜のころ

台地上の関係地域も含めると、3,000ha 余の「農的

さいたま市は、市民団体と共同して、見沼たんぼ

な大規模緑地空間」です。この大規模な緑地空間

地域の魅力と大切さを広く市民に伝えるため、2008

が膨張する首都圏の開発の波に飲み込まれることな

年（平成 20 年）から「私の好きな見沼たんぼ・市民

く残ったことは、奇跡的とも言いうると考えています。

写真コンクール」を開催しており今年、2017 年（平
成 29 年）で 10 回目となります。

加田屋新田の田植えのころ

2）地域の豊かな歴史

その入賞写真やその他の応募写真は下記の URL

① 6 千年以前の見沼地域は、奥東京湾の波静かな

を起動すると、年度ごとの写真をみることができます。

入り江で古代人たちの丸木舟が行きかう地域でし

http://www.minumatanbo-saitama.jp/report.

た。6 千年前ごろを境に海が後退するなかで、見沼

htm#con01

地域は入り江が複雑に広がる神秘的な大きな沼とし

①毎年度、多数の市民が、素晴らしい見沼たんぼ

て、
「湖水信仰 = 龍神信仰」の対象 = 御沼（みぬま）

地域の景観・風景・行事・動植物の写真を撮影して、

になっていったものと考えられています。このため、

応募してくれています。

見沼地域には、龍神伝説が数多く残されています。

かけられてきました。

②入賞作品等は、市内各地の展示コーナーで広く市

②江戸時代中期、享保の改革・八代・米将軍吉宗

① 1958 年の狩野川台風による芝川下流部の川口市

民に公開されており、見沼たんぼの景観・風景の魅

の農地開発の時代に、驚異的な水利技術とわずか

などで死者まで出した大きな浸水被害から、芝川の

力と大切さを広く伝える大きな力となっています。

半年間という短期間で水田地域として干拓され、以

中流部である見沼たんぼでの遊水機能が見直され、

降 250 年ほどの間、
「見沼田んぼの実りの稲穂」と

1965 年から埼玉県による芝川の「治水政策上の見

歌に歌われた米づくりの場でした。

沼田んぼの開発抑制策（見沼三原則よる開発抑制）
」
が始まり、
行政指導上の開発規制エリアとされました。

風景の魅力と大切さを広く知らせていくこのような
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3）治水政策による「開発抑制策」

③市民が参加できる形で、見沼たんぼ地域の景観・

氷川女體神社の祇園磐船龍神祭

上記位置図は、さいたま市見沼田圃基本計画の参考資料よりの抜粋です。
	
 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

活動を、今後、様々な文化的活動として充実させて

③ 1960 年代 以降、首都圏の人口増加のなかで、

いくことが必要です。

見沼田んぼ内に住宅や工場の開発が入り始め、そ

②その後 1970 年に、都市計画法で、全域が開発

の歯止めとして 1965 年に後述する「治水政策上の

を抑制する市街化調整区域に指定され、1971 年に

（写生の写真提供：見沼たんぼ地域ガイドクラブ）
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活用する」という方向へと再度、変わっていくこと

ひまわり・コスモス等の「景観作物」の栽培などと

となりました。

して活用されています。

6）
「合意」の形成努力と「基本方針」の確立
① 1995 年、埼玉県と浦和・大宮・川口の 3 市及び

さいたま新都心を臨む秋の見沼たんぼ

（3）30 年先・100 年先を見据えた
地域づくりと景観形成

関係農協の代表や環境運動団体の代表などが参加

① 2014 年（平成 26 年）12 月、市民団体「未来遺

する「見沼田圃土地利用協議会」で、4 年 5 か月に

産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会」の 4 年間

およぶ協議の結果、
「見沼田圃の保全・活用・創造

の応募活動の結果、公益社団法人・日本ユネスコ

の基本方針」と「128 億円の環境創造基金による

協会連盟の審査委員会で、見沼たんぼ地域での 20

土地の公有化施策」が合意され、
「見沼田んぼ全域

の市民団体・農家・教育機関などの連携した市民

を農地・公園・緑地等（大規模な緑地空間）として

活動が、
「100 年後のこどもたちに地域の自然環境

保全・活用・創造していく」という、日本でもこの

や文化をよりよいかたちで伝え遺していく活動として

地域にしかない「特別な政策方針」が確立されまし

の、未来遺産プロジェクト」として認定・登録され

た。

ました。

なお、
「基本方針」については、第Ⅴ章の 7 の「見
は、大半の農地が「農業振興地域」の「農用地区域」

流れとなっていた時期に、
「見沼田んぼ全域を、農

に指定されています。

地利用を中心にしながら大規模緑地空間として保

沼田圃の保全・活用・創造の基本方針（基金）の活

②今後は、個々の市民団体・農家・教育機関の活

用」で全文を掲載しましたので、参照してください。

動の充実を基本にしながら、30 年先・100 年先を

このように、きわめて重要ない「基本方針」が、

見据えた「未来遺産プロジェクトとしての目標感」

全・活用する」という政策提起は、農地の地権者

関係行政機関・関係議会・関係農業団体・関係市民

のもとに、参加団体の多様な活動を相互に協働・

③見沼三原則の下で「開発を容認した一部地域」

の代表としての農協の幹部からの反対を受け、開発

団体などによって「合意され」
、
「確立されている」と

連携し、未来に向けての見沼たんぼ地域の多様な

では、
「乱開発状況」となってしまった地区もありま

政策推進の県幹部からも否定されることとなり、
「見

いうことは、特別な地域としての見沼たんぼ地域の

魅力の向上のため、協働・連携活動や広報活動な

すが、全体的には、首都圏 20 ～ 30 キロ圏としては、

沼田んぼの北半分は開発容認、南半分は、ゴルフ

将来に向かっての「地域づくり」と
「景観形成」にとっ

どを充実していく所存です。

奇跡的に農地を中心とした大規模な緑地空間として

場開発を中心とした緑地として残す」という方向で

ても大きな力となり支えとなるものと考えられます。

残されてきました。

検討し直すこととなりました。

③これらの市民団体・農家・教育機関の運動を核に、

（2）特別な政策 =「基本方針」の確立によって
4）大規模緑地空間として残すべきかの
検討・協議と「保全・活用政策」の提起

5）10 年間続いた
「規制緩和策と保全政策との大討論」

大きく変わったこと

関係行政機関や関係団体との協働・協力関係を息
長く築き上げ、この地域の風致・環境・文化・産業・

①「大規模緑地空間」として整備するという基本方

景観などのより望ましいかたちでの形成に努めてい
きたいと願っています。

① 1980 年代後半に、東京圏の巨大都市化の進行

①その後、県の開発規制緩和の姿勢と見沼たんぼ

針のもとに、民間施設はもとより、公共施設も含め

のもとで、生活環境の保全や災害対応機能の確保

の保全を望む住民との「規制緩和 = 開発とそれへ

て、見沼たんぼ地域への都市的土地利用は、原則

などの視点から、大規模な緑地空間の保全の必要

の反対運動」とのぶつかり合いの中で、県民やマ

として抑制され、たとえ立地が法的に認められる場

④今般、まとめた「見沼たんぼ地域・景観形成ビジョ

性が認識される中、
「見沼田んぼを将来的にどうす

スコミ界を巻き込んだ政策討論の時代が 10 年間ほ

合でも、土地の買い取り = 公有地化によって対応さ

ン」は、この地域の様々な地域づくり活動によりそ

るのか」という政策課題が埼玉県の内部で提起さ

ど続きました。

れることとなりました。

いながら、魅力ある見沼たんぼ地域の景観形成を
先導する指針として、市民団体で作成したものです。

れました。
② 1985 年～ 1994 年の 10 年間は、見沼たんぼの

② 1998 年（平成 10 年）以降に公有地化された農

② 1984 年、埼玉県は、県、関係 3 市（浦和・大

土地利用のあり方をめぐって、埼玉県と浦和・大宮・

地は、市民団体や農家に貸し出され、多くの市民の

⑤この「景観形成ビジョン」については、まだまだ

宮・川口）及び学識経験者からなる「見沼田圃保全

川口の 3 市の行政、地元農協を中心とした地権者、

農業体験活動の場として活用さています。このよう

不十分な点も多々あるかと考えておりますが、今後、

検討委員会」を設置し、2 年間の検討結果として、

および環境保全の市民運動そしてマスコミ界を交え

な公有化農地の市民団体の活用は、この見沼たん

様々な実践活動の中で、改善され、鍛えられ、高め

た大討論期であり、保全・活用政策と開発容認政

ぼ地域以外では例がありません。

られていくものと考え、また、願っています。

「見沼田んぼを農的な土地利用を中心とした大規模
緑地空間として保全・活用する」という政策提案書

策の対立と調整が約 10 年続きました。

をまとめました。

③ 1992 年には、県のトップが交替し、県の開発容

③また、県が直接管理している
「買い取り農地」では、

③しかしながら、規制緩和とゴルフ場開発が時代の

認の姿勢が、もう一度「大規模緑地空間として保全・

「規模の大きい市民農園」としての利活用や菜の花・
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Ⅴ－２. ネットワーク
（市民サポート組織）の構築
（1）ネットワーク組織のあり方
①人々をつなぐネットワーク組織の意義
見沼たんぼ地域では、農業を始めとして、歴史、
観光、環境保全、景観保全など様々な課題を巡り、

て目に見える景観の背後では、環境や防災の面で見

するためには、市民に向けた学びの機会を団体が連

たり、もしくは環境局と緊密に連携することのできる

沼たんぼ内外の地域がその恩恵を受けています。自

携して提供することが有効です。

連絡調整会議のような体制も考慮すべきです。そこ

然界における生物同士のつながりを生態系と呼び、
生息地同士のつながりをエコロジカルネットワークと
言いますが、見沼たんぼ地域のつながりは、そこに
ある多様な生態系と様々な人々の活動が支える人間
－環境ネットワークと言えるでしょう。

では見沼たんぼ地域の保全を推進する世論を形成し

（2）ネットワーク組織の担い手
①ネットワーク組織の現状

ながら、庁内の意思決定をスムーズに行っていきます。
この行政組織は市民団体とも連携し協議会組織（見

見沼たんぼ地域で活動する団体は数多くあり、そ

沼フォーラム）を立ち上げて、市民の意向を踏まえつ

れらの団体が様々な形で連携してきました。現在、

つ様々な実効性のあるアクションを実現できる組織に

ネットワーク組織として代表的なものは、さぎ山記念

すると良いでしょう。

数多くの団体が注目すべき活動を行っています。そ

見沼たんぼの風景はそのことを訪れる人に教えて

の一方で農業の衰退に歯止めがかからず、斜面林

います。したがって地域の文化的景観を保全する活

館を拠点として活動する見沼・さぎ山交流広場です。

などの景観資源が失われていくのはなぜでしょうか。

動において、特定のスポットだけで閉じてしまう活動

さいたま市沼田圃基本計画アクションプランに位置

現場での専門活動ではなく、団体の連絡調整や情

限られた意識の高い人々がどれだけ熱心に活動して

では、より多くのさいたま市民に見沼たんぼ地域の

付けられた市民プロジェクトであり、今後、行政と市

報発信等のマネジメントに意欲的に専念するまちづく

も、多くの農家が農業をやめて土地を手放したいと

大きな物語を伝えることはできません。そのため、

民の間に立って様々な交流の機会を創出する組織と

り団体（NPO 等による整備機構）などの参画も期待

考えている以上、努力は実らないでしょう。農業を

見沼たんぼ地域で成果を挙げている様々な団体の活

して期待されています。

されます。

続けてもらうためには市民が地産地消のライフスタイ

動や成果を多くの市民が共有できるようなネットワー

ルに目を向け、農産物の購入を通じて農業を支える

ク構築が求められています。

見沼フォーラムにおいては、市民団体の中でも、

見沼たんぼの様々な活動をつなぐマネジメント組
織は市民主体で構成されることが理想ですが、そう

③ネットワーク組織により見沼たんぼ地域を

必要があります。これは地域社会の低炭素化に資す

特に文化的・環境的価値を支える斜面林等の景観

した段階まで成熟するまでの間、現状では、連携す

統一的に管理する制度の検討

ると同時に、身近で貴重な自然環境を保全すること

要素の保全においては、市民に向けた環境教育活

る市民団体をコーディネートするマネジメント主体とし

見沼たんぼ地域の保全の実効性を高めるために

にもつながります。また農家の中にも地域農業とそ

動が効果的と考えられます。

て行政の役割が重要です。特に参加している市民団

は、活動組織の構成だけでなく、その活動を支える

体は独自の専門やテーマについて本来の活動目的を

制度基盤が大切です。市の条例や都市計画、景観

の文化の継承に積極的な人々がいるので、市民はま
ずそうした先導的な人々との連携を深めるべきです。

ネットワーク組織のあり方に関する提言

有しており、マネジメントや調整に労力を割かれるこ

法、都市緑地法などの既存制度の活用は複雑になり

市民サポート組織の構築によりネットワーク化を行う

・農家の人々の営農意欲を支えるため、市民が見沼た

とは担い手不足に悩む団体の活動力を低下させる恐

がちなので、ここでは見沼たんぼ地域を統一的に取

ことの第１の目的は市内の消費者と農家を結ぶこと

んぼ地域の農産物を購入しやすい仕組みを構築すべ

れもあります。

り扱うことのできる包括的な新条例もしくは、特区の

です。

きです。

設置が有効と思われます。
②行政によるマネジメントの限界と行政に代わる

市民が地域の農業を支援する仕組みが整えば、第

景観形成と農業振興を合わせた特区としてその制

2 の目的として、見沼たんぼ地域の自然環境や文化

・局所的な保全活動だけでは不十分であることを認

マネジメント組織

度に位置づけられるのは、土地利用の誘導、規制の

を支えていく仕組みを強化する必要があります。そ

識すべきです。見沼たんぼ地域を様々な場所や人々

現在、市民団体等のコーディネートを担うさいたま

新設や緩和とその手続きの統一、市民活動の推進と

れは市民による見沼の農業生産物への支払いに対し

の活動が織りなす人間環境ネットワークと捉え、地域

市の部局は、みどり推進課見沼田圃政策推進室です。

支援、担当する行政組織の新設、市民団体が担え

て他のどの地域にもない付加価値を提供し、市民自

の文化的景観を保全するための場所と人々のつなが

見沼田んぼの問題対応に特化した部局の設置は取組

る活動などより大きな権限の付与（市民団体のレベル

らが享受する地域資源の恵みをより豊かにすること

りを創出すべきです。

として評価できます。様々な分野に及ぶ見沼田んぼ

アップ）
、税制上の優遇措置などです。特区のアイデ

地域の施策を遂行するには、環境・都市緑化、都

アにおいて注意すべき点は、それを担う行政団体の
扱いです。

を意味します。これまで様々な保全活動を先導して
きた団体にも担い手不足や高齢化の問題があります。

・これまで目覚ましい活動成果を挙げている団体等

市計画、農政など多くの関連部局の協働が必要です

ネットワーク化の目的は、多様な団体同士が連携し

の連携をはかり、保全活動の実効性を高め、より多

が、こうした横断的対応ができないことが縦割り行

特区の行政を担うのは市民組織と埼玉県、さいた

て活動の効率化を図り、さらにより多くの一般市民

くの一般市民が参画したくなるような活動の魅力を高

政の難点です。現在、緊急の課題となっている斜面

ま市、川口市の組合のような公共団体とするべきで

が活動に参画したくなるような魅力を高めることでも

める必要があります。

林の保全も見沼田圃政策推進室あるいは緑化推進

す。

係の権限では実効性のある対策を行う上で限界があ

あります。
・見沼たんぼ地域の保全活動に参画する人々を多く
②文化的景観をめぐる多様な価値のつながり
見沼たんぼ地域の文化圏を考えるとき、私たちは
エリア内の農地や斜面林、それを取り囲んでいる都
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ネットワーク組織の担い手についての提言

迎え入れ、様々な主体、様々な場所、様々な目的、様々

例えば、斜面林については、都市緑化という観点

・連携団体がそれぞれの団体の強みを活かせるよう

な資源との相互の適切なマッチングを行い、保全活

のみならず、生物多様性の観点での価値の再評価を

に、担当行政にはマネジメントを主導することが求め

動を活性化すべきです。

通じて保全方策を検討することも必要です。従って、

られます。

市住宅地、あるいは利根川から荒川の流域も含めた
広範囲の景観要素を考えなければなりません。そし

ると思われます。

将来的には見沼田圃を担当する部署は都市計画部の
・見沼たんぼ地域の環境・文化に関わる価値を保全

範疇を超えて強い権限を有する市長直属の扱いとし

・担当行政は農業や環境（生物多様性）、都市計画
104

など様々な実効力のある施策を実施するための権限

コウノトリ）
、シンボル的な眺望、景観資源、世界遺

・さいたま市が実施している大きなイベント（さいたま

もしくは連絡調整のシステムを持つべきです。

産に登録されるなど）

トリエンナーレ、クリテリウム等）を見沼たんぼ地域

・将来的にはマネジメントの担い手として行政よりも
専門性と担当の持続性をもつ団体が主導的な役割を
果たす仕組み（見沼フォーラム）が必要です。

②活動団体をつなぐ

携関係の構築において考慮すべき点は以下の通りで
・将来的には見沼たんぼ地域をフィールドとして、農

に呼び込むことで見沼田んぼ地域の存在感をアピー

・見沼たんぼ地域という広いエリアで起こる活動や

ルすることも検討すべきです。

イベント、団体などの情報をどう共有し発信するか、

これまで実績を挙げてきた様々な団体同士の連携
関係を強化するための方策を考えます。こうした連
す。

業と環境、文化を保全するための土地利用、市民活

便性を高めるためには、情報の集約化が必要です。

特に情報を頻繁に更新して常に新しい情報が提供さ
④エリアをつなぐ

れるような工夫が大切です。

見沼たんぼ地域は広大な農地・緑地空間ですが、
地域ごとに様々な特色があります。問題は「見沼たん

ネットワーク化の方法についての提言

ぼ」
「斜面林」
「見沼代用水」というシンボル的な言葉

・市民と農家をつなぐために、直売所の魅力アップ、

動の推進を統一的にカバーする条例もしくは特区を

・見沼たんぼ地域をめぐる様々な活動団体について、

がすべてを代弁してしまい、現地にある本当の場所の

農産物のブランド化、見沼たんぼ地域保全のシンボ

検討すべきです。

現状の連携のあり方と、将来に向けて、コアとなる

個性が見えなくなっていることです。エリアを繋ぐため

ルの共有を提案します。

組織、市民応援団、協議会など、どのように展開・

には、まず個々のエリアの地域特性のユニークさを浮

発展させるかも考える必要があります。

き彫りにし、市民が認識しなければなりません。

（3）ネットワーク化の方法
～何をネットワーク化するのか～

・活動団体をつなぐために、団体間のコアとなる団体
と専門的活動団体の役割分担、活動エリア別の方針

見沼たんぼ地域の農業と景観を保全するための連

・ネットワーク化することが、個々の団体のこれまで

・見沼たんぼ地域という広いエリアにおいて個性的

携のあり方について、団体や場所、活動目的など多

の活動を阻害することがあってはならないので、そ

なエリアをどうつなぐかが課題です。

様な見方ができるので以下に整理します。

れぞれの貢献や役割分担を調整します。

により相反する理念の調整が必要です。
・活動目的をつなぐために、異なる活動分野を組み

・見沼たんぼと見沼代用水が地域のイメージを支配

合わせて地域に相乗効果をもたらす工夫が必要で

・様々な団体はそれぞれ固有の価値観や原則のもと

しすぎています。これらの農業遺産と深くかかわって

す。行政のイベントとも積極的に連携すべきです。

で活動を行っているので、相反する理念の問題につ

きた人々の暮らしの場、里山ふるさとエリアの重要性

境保全や食の安全に対する意識の高まりから、無理

いて、活動種類や活動エリア別に方針を仕分けて、

をもっと認識する必要があります。

のない方法さえ提供されれば、支援・貢献したいと

市民に伝えていく工夫が必要です。

①市民と農家をつなぐ
地域保全の出発点は農業の支援です。近年の環

いう意志を持った市民は少なからずいると思われま
す。こうした市民に見沼たんぼ地域の農産物の購入
の機会をより多く提供すべきです。

③活動目的をつなぐ
様々な主体の活動について、お互いに干渉せず無
関係で進めれば良い、というのではなく、相乗効果

・地域の農産物を扱う魅力的な直売所のあり方を検

が上がるような工夫をネットワーク化の中心となる団

討します。アクセス性を考えた立地、継続性があり

体が企画すると良いでしょう。

かつ常に多様な生産物を提供できるよう生産者の連

・活動エリアをつなぐために、まず個々のエリアの個
性を市民が認識し、エリアの拠点となる場所、道を

・見沼たんぼ地域周辺の都市住宅地もまた地域の重

つないでいきます。資源に親しみのある名付けをし、

要な景観を構成する要素です。そのコミュニティにお

人間環境マップを作成します。

けるまちづくり活動と見沼たんぼ地域の再生とをどの
ように繋いでいくかが課題です。

・情報をつなぐために、各エリアの情報を集約化し、
かつ四季折々の情報として常に更新を心がけます。

・見沼たんぼ地域における生活景観の基本的なつな

見沼たんぼ地域のブランド化戦略を推進し、そのブ

がりをよく観察する必要があります。斜面林や見沼代

ランドのもとで人々に訴求力のある情報を提供すべき
です。

携と調整が必要です。場合によっては新たに人気商

・見沼たんぼ地域をめぐる様々な活動目的（農業、

用水も重要ですが、現状の生活エリアの繋がりを考

品となりうる農産物の生産に挑戦する必要もあるで

観光、歴史、自然環境・景観保全、生活環境、ま

える上で、エリアの拠点となる資源と主要な道を手が

しょう。

ちづくり、教育）をどうつなぐかを考えます。

かりに、エリアの繋がりを考えることが近道でしょう。

（4）ネットワーク化された組織の活動方針
見沼・さぎ山交流広場を中心とした活動がさらに

・農産物についてブランド化と情報戦略を通じて、幅

・農業とアート、自然環境と教育、歴史と防災など、

・エリアごとにそのエリアの個性を代表する道を定め

エリアマネジメント組織として展開していくためには、

広く認知度を高める必要があります。特に情報戦略

各分野が連携することでどのような相乗効果がある

て名付けをし、人間環境マップを作成することも有

以下のような活動方針を共有することが重要と考えま

では、見沼たんぼ地域ならでは、地産地消ならでは

かを検討します。

効です。

す。

・特に対立の構図となりやすい、都市住民と農家を

⑤情報をつなぐ

①これまでの活動団体が蓄積してきた活動の

の付加価値をわかりやすく市民に伝えます。
「多様性」を尊重し活かす

・購買を通じて貢献する市民には、見沼たんぼ地域

どうつなげるかのアイデアも必要です。市民組織が

インターネットや書籍等でも見沼たんぼ地域に関す

の保全のシンボルを提供することが効果的です。

農家をどのように支援できるのか、その支援メニュー

る情報は数多く提供されています。こうした情報を見

例えば市民農園にも、農業のスタイルとして専門性

を整理して、アクションプランを作ることが有効です。

沼たんぼのブランド価値を高めたり、訪問者への利

やこだわりをもったものと、気軽に始められるような

（保全活動の成果としてのシンボル的な生き物（例：
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ものもあってよいでしょう。市民農園に関わる目的に

一般市民に、よりソフトな関わり方を提供し、段階

応じて多様な選択肢があり、市民誰もが自分のライ

的に関わっていくような発展・学習プロセスを考える

フスタイルやハンディキャップに応じてぴったりの参

と良いでしょう。

の関与を行政に促していく必要があります。

は、関係団体の協議によって決めます。
ネットワーク化された組織の活動方針に関する提言
多様な人々が集まるネットワーク化組織として、活

・長期的活動計画を策定し、短期、中期、長期と達

・具体的な参加に至る前の段階として、市民が見沼

動の理念を共有すべきです。以下のような考え方が

成すべき目標を明確に持ち、それらを公表していくこ

を知る機会を充実させる必要があります。見沼たん

大切です。

とでより多くの市民の共感を得る必要があります。一

ぼ地域をたとえばひとつの「市民参加大学」という

・参加団体の活動の多様性を尊重し活かすべきです。

般市民の新たな協力や支援を得るためには信用でき

加機会を得られるようにすることが大切です。そのた
めには、ネットワーク化された活動団体の方針として、
「○○であってはならない」という原則によってむや
みに自由を制限することは避けるべきです。

る長期ビジョンが必須です。
（農産物ブランドの創出、

学びの環境資源と考えることもできます。高齢者から
②多様な価値観に対する「寛容さ」を大切にする

マネジメント組織の体制や指針、取り決め事項など

子供、社会人、外国人、ハンディキャップを持った

・多様な価値観に対する寛容さを大切にすべきです。

シンボル的生き物の復活、世界遺産への登録など）

見沼たんぼ地域では、農家と都市住民の間の対

人々がそれぞれにあった教育プログラムを選択し学

立のほかにも、環境保全に対する異なる価値観から

習することができるカリキュラムを組むと良いでしょ

・組織も市民も学び育つように、活動を通じて環境

・将来的には行政主導のマネジメントによる弊害を乗

の対立も見受けられます。こうした対立を全くなくす

う。様々な分野の教養を高めるセミナー、現場で活

教育を実践すべきです。

り越えるために、より専門性と独立性のある組織に

ことは困難ですが、まず様々な価値観に対する寛容

動するような実習などです。カリキュラムを習得する

さを基本理念として、少なくとも偏った価値観で地

と地域ガイド、環境・農業などのアドバイザーの認定

域全体を原則化したり、別の主体に原則を押し付け

に繋がるようなことも考えられます。

るようなことをしないことが大切です。
様々な価値観に対する不寛容さとはすなわち地域、
環境、人間文化に対する学びの不足を意味します。

④農家の営農活動を支援しかつ阻害しないことが

段階的に展開することも考えられます。
・農家の営農活動を支援し阻害しないこと
・基本的に農業の保全、環境・景観の保全、イベ
・実効性ある事業を推進するため行政との協働を工

ント等による活性化などが主な活動の柱になります。

夫すべきです。

将来的にはより幅広く地域の生活環境の持続をテー

第一の理念であること
・農家にも様々な事情と異なる考え方があることを認

マとし、台地上の生活エリアを舞台としたさいたま市

（5）今後のネットワーク組織による活動の
展開イメージ

郊外部のまちづくり活動と連携していくことも大切で

③組織も市民も学び育っていくこと

識する必要があります。専業化する少数の農家、高

・ここで提案する見沼たんぼ地域のネットワーク組織

齢化、跡継ぎ問題などを多くの市民が理解する機会

・多くの団体が連携して見沼たんぼ地域の問題に取

れらの資源を活用することで見沼たんぼ地域の持続

の体制や考え方は、
現時点で想定される一つのイメー

を提供することも課題です。

り組むとき、各団体の事情や活動特性を踏まえて、

可能なマネジメントを考えます。

す。地域の教育機関、病院等福祉施設と連携、そ

ジにすぎません。また初めから難しい理想を掲げて
はうまくいきません。現時点で関わる人々の力ででき

・その上で何が農家にとって迷惑とならない支援なの

ることから始め、未来に向けて段階的に発展してい

かをきめ細かく配慮する必要があります。ネットワー

くような計画を持つことが大切です。

ク組織は、この原則について、より農業の専門性を
踏まえた体系的なルールを設定する必要があります。

・参加する市民が学びの段階から、やがては活動を
支えていく人材となっていくこともあります。また実

・たとえば農業そのもの以外の多面的機能に目を向

際に活動に参加せずとも、ブランド米の購入などの

けた活動は大切ですが、ある場所を活用するときに、

間接的な支援者となっていくというのも一つの参加の

周辺の営農環境を阻害してはいけないといったルー

あり方です。多くの人々の支援を得るためには、様々

ルです。

な参加のプロセスをいくつもの物語としてわかりやす

※環境保全・生物多様性という意識も大切で、農業を基盤とした里の環境の

く示すと良いでしょう。
・見沼たんぼ地域では先行して活動している団体が
長い間地道に努力を重ねてきた実績と専門性があり

あり方を考えることも課題です。

⑤行政の縦割りを克服するよう行政との
連携方法を工夫する

ます。この専門性と一般市民の認識とのギャップとい

・見沼たんぼ地域では、様々な分野の活動が行われ

う課題があります。

ており、関連する行政の管轄も一つではありません。
ネットワーク化組織は、実効性ある事業を実施する

・初めから肉体労働や金銭的支援は難しいと考える
107

ため行政関連部署との連携を工夫し、横断的な部門

図

様々な団体の連携と展開イメージ
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Ⅴ－３. 農業支援
（1）未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委
員会の活動

・第 1 回 さいた

援 し、 農 業 経

ここでは都市近郊にある見沼たんぼならではの市

ま市などの農業

営者と連携を深

民の力を借りて、田園風景を守るスキームを提案しま

政策の報告と意

める「見沼・旬

す。週末に 1 反の広さの田んぼでお米作りをするこ

見交換

彩」の発行（季

とによって 4 人家族（大人 2 人、子ども 2 人）対して、

刊 誌 1,000 部 ）

米 3 表（1 年間で食べる量）を収穫できる生活はサ

が始まりました。

ラリーマンにとって魅力的ではないでしょうか。

大規模な田園緑地である「見沼たんぼ地域」の土
地利用の中心は「農地」です。

・第 2 回 特 色

この「農地」の姿が、活力と美しさを兼ね備えた

のある農業経営

ものになるように、見沼たんぼ地域の農業を支援す

者などの報告と

これからの活動

きていますが、都会の暮らしを捨ててまで、移り住

ることが求められています。

意見交換

・インターネット

む人はそう多くはありません。そのようなニーズ受け、

等を活用しての

市民農園の需要が伸びています。利益は出なくても

広報

自分で食べるお米を自分で作りたいと思う人は多い

定年退職後に田舎暮らしを選択する人々が増えて

首都近郊の大規模な田園緑地「見沼たんぼ地域」
、
その歴史・文化・農業・自然環境を未来の子供たち

・第 3 回 農 業

にいつまでも大切に残しておきたいという趣旨から見

体 験 活動関連

沼たんぼ地域で活動している多数の市民団体と農家

の市民団体等か

の方々および大学の研究室により「未来遺産・見沼

らの報告と意見交換

たんぼプロジェクト推進委員会」が 2011 年に立ち上
げられました。
2014 年 12 月の「未来遺産プロジェクト」としての

と考えられます。
・統一的な「見

都市近郊では農家と都市圏の住民の交流が地理

沼たんぼ地域農産物」の「ロゴマーク」などを活用

的に容易に行えます。鉄道・道路網が整備されてい

した「ブランド化広報」

るため、見沼たんぼには、都市圏から容易に足を運
ぶことができます。気軽に日帰りで農作業を行うこと

・第 4 回 見沼たんぼ地域の人と環境にやさしい都市
農業の振興と支援活動の展開に向けた意見交換会

認定・登録記念事業として、農地・農業の応援のた

・公的機関が開催する見沼たんぼ地域での農産物な

ができ、地場野菜の購入などによる農家との交流や

どの交流イベントなどに協賛し、市民と農業生産者

農的暮らし体験を楽しむことができます。都市近郊

等との交流・販売活動を推進

にある見沼たんぼは、農家と市民の交流が容易に行

めに、
「市民が応援する見沼地域での人と環境にやさ

その成果が「都市農業振興ビジョン」
（上写真）と

しい都市農業振興ビジョン研究会」が組織されまし

して出版され、関係機関・団体、関係者等への広報

た。その後、改組され、
「市民が応援する見沼たん

と未来遺産活動への理解の促進、また、見沼たん

・農業生産者と連携しての持続的な農業振興対策の

ぼ地域での人と環境にやさしい都市農業・連携推進

ぼ地域での都市農業への市民の応援活動の推進に

学習・研究活動と、それを踏まえての行政機関など

部会」が発足しました。主な活動は以下の通りです。

活用されました。

への要望活動など

うことができ、また環境教育の場としても大きな可
能性があります。
NPO の取組み
水田の保全活動を実施しているNPO の取組みは、

見沼農業の応援 ･ 連携のための研究 ･ 交流 ･ シンポ
ジウムの開催と「都市農業振興ビジョン」の出版
2015 年に見沼たんぼ地域での農業振興シンポジ
ウムが開催されました。

「見沼旬彩」の発行等の広報活動

（2）市民の力を借りて田園風景を守る

図 1 のように農家や県等との連携型の場合が多く、

全国的に農業者の高齢化、後継者不足による不

米作り体験を重視した取組みとなっています。収穫

て、農業生産者等との「連携推進組織」づくりや、

在地主の増加により、遊休農地や耕作放棄地が増

されたお米は県等の所有物となり、自由に販売する

見沼たんぼ地域の人と環境にやさしい都市農業を応

加しています。その一方で、都市近郊に残された数

ことはできません。このことにより、経済活動として

少ない大規模緑地空間として見沼たんぼを保全して

実施することが難しくなっています。参加費は１回あ

いこうと多くの市民団体が活動をしています。

たり 2 千円程度あるいは無料の事例が多いようです。

2016 年度に、2015 年度の研究会の成果を踏まえ

図１．農作業体験型ＮＰＯ活動の仕組み
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図２．提案の仕組み

黒字になる可能性があります。

・収入
60,000 円（収穫 4 俵×買取価格 15,000 円）
＊さいたま市の収穫量：468kg（7.8 表）/10 ａ（農林

地域コミュニケーションを深め、さらに収支がよく
なる楽しみがあります。

水産統計）より
7 俵のお米が収穫できると想定した。3 俵は自家消費
するため、収入は 4 俵となる。

パターン 1：耕転、田植え、収穫ともに委託した場合

・支出

（農機具借用費用：耕転 5,500 円、田植え 8,000 円、

82,000 円
○借地代

15,000 円（１表）相場より

○ＮＰＯ指導費用

提案スキーム
地方にある 5 畝の田んぼを都会の女性が一人で、
週末を活用して全て手作業で米作りを行っている事

従来型の環境教育を実施する田んぼを「学びの
ファーム」
とする。この学びのファームのリピーターに、
新たな田んぼの貸し出しを行います。

例があります。また、兼業農家の方も、主に週末を

NPO のパイオニアが、
「農作業の受託」にて開

利用して 3 ～ 5 反を 1 人で作業をしています。この場

拓する田んぼを「開拓ファーム」とします。開拓した

合、田植え、稲刈りは周辺の専業農家に委託してい

田んぼを上記の学びのファームのリピーター（フォロ

ることが多いようです。利益はでませんが、美味し

ワー）に貸し出し、
「保全ファーム」とします。

いお米を食べるために続けているそうです。
図 2 のように、一般のサラリーマンでも環境 NPO

図 3 に示す通り、この活動を毎年繰り返すことに
より、従来の NPO 活動に負担をあまりかけずに、

のノウハウの提供を受けたうえで、農作業の受委託

開拓する分だけ、活動の場（田園風景）を増やすこ

の制度を活用すれば、兼業農家を始めることが可能

とが可能となります。

です。特に都市近郊の住宅地に近い田んぼではより
可能性が高いと思われます。
具体的な取組み
農家から農作業の委託を受けるためには、農家か

新たな参加家族からは地代だけでなくノウハウ提
供費も会費として環境 NPO が徴収します。
収支
1 家族あたり 1 反の田んぼを作業する場合の収支

活動を実施している NPO の取組みをベースに今回

ます。

の提案スキームを付加する形で NPO 活動を補完し、

○目標：1 家族

3 パターンに田んぼでの活動を整理し、経済的に
自立して田園風景を維持する活動を目指します。

パターン 2：田植えを手作業した場合

31,000 円

＊兼業農家と同様に近隣の専業農家に作業を委託す
ることを想定し算定
平成 25 年度農作業受委託標準料金表（熊谷市受委
託農業経営事業協議会）
内 訳： 耕 転 5,500 円、 田 植 え 8, 000 円、 収 穫
17,500 円

（農機具借用費用：耕転 5,500 円、収穫 17,500 円）
パターン 2：田植え、収穫を手作業した場合
（農機具借用費用：耕転 5,500 円）
図４．支出の比較

○育苗（いくびょう）14,000 円
○肥料

7,000 円（元肥 5,000 円

追肥 2,000 円）

・収支
▲ 22,000 円（家族の持ち出し）
３俵（180kg）のお米を得るために 22,000 円の支出
となる。

表１に示す通り、他の農体験施設と比較しても、
十分に受け入れられる可能性があります。
面積（ｍ２） 年間費用（円）

ら信頼を得ることが基本です。よって、従来の保全

ます。

○農作業委託費

収穫 17,500 円）

15,000 円

表１．年間費用の比較

○条件：1 家族により１反（300 坪）で米作りを行い

耕作放棄地を田んぼに開拓していく取組みを提案し

農機具借用費用の削減

3 俵の収穫

家族 4 人（大人 2 人、子供 2 人）が 1 年間に食
べるお米の量
○ 1 反あたりの収支（1 反：約 300 坪）

環境教育ＮＰＯ

T市「棚田貸しま
す制度」

（1反） 22,000
田んぼ 992

株式会社M社

畑

玄米180kg
農具・肥料・管理指導付

40,000

玄米約50kg
抽選
農具・肥料・管理指導付
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64,000

抽選・空きなし

12

49,000

農具・肥料・管理指導付

田んぼ 100

さいたま市市民農園 畑

備考

30,000〜

まとめ
1 反（約 300 坪）を 1 家族で作業することは十分
に可能です。4 人家族（大人 2 人＋子供 2 人）が 1
年間食べられるお米を得ることができます。
1998 年より土地所有者の耕作放棄により荒れ地化
した農地や上記の基本方針にそぐわない土地等を対
象に、県が買取りや借受けを行う事業が始まりまし

地域コミュニケーションの深まりについて
今までの試算では、農作業に不慣れな人でも気軽
に始められることを目指して、耕転作業、田植え作業、
収穫作業ともに、専業農家に委託することを想定し
ました。
田植えは、田植え機のない時代では村の協力作

た。活動資金は埼玉県77 億円、旧浦和市、旧大宮市、
川口市がそれぞれ 17 億円を積み立て、総額 128 億
円です。
2010 年までに、見沼たんぼ 1,260ha の内 27ha
が公有地化されました。取得費用は約 26 億円（1 反
あたり 1,300 万円）です。

業でした。家族単位で親戚や知り合いを集め、
コミュ

基金の全てを使っても見沼たんぼ全体の 7％しか

ニケーションを深める良い機会でした。田植えと稲

公有地化出来ません。田園風景を守っていくために

刈りの後はお祭りでした。

は、農家を支える市民の力が必要不可欠です。

田植えや稲刈りを手作業にて実施することにより、
図３．ファーム拡大の仕組み
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図４に示す通り、支出が 6 万円以下となり、収支が
112

Ⅴ－４. 斜面林保全対策の推進

案した対策の優先順位や斜面林の立地による行政の

（1）保全の対象と新しい基本方針の必要性

連携して斜面林の維持管理、活用を図るための新た

・斜面林の管理主体として、さいたま市の『みどり愛

情報等（相続税の発生情報等）を事前に知りうるシ

見沼たんぼ地域の斜面林を保全していく上で、消

な保全方針・計画を策定する必要があります。ここ

護会』のようなボランティア組織が、埼玉県としても

ステム・組織が必要です。

滅の危機に瀕し対策が急がれる重要な斜面林と、大

では、新たに公有地化した斜面林とそれ以外の斜面

必要です。

宮台地の地形に由来する文化的景観を構成する広い

林について、個々の斜面林の特性を踏まえた保全や

意味での斜面林および立地的にその名残を伝える公

活用の実現化方法なども規定すべきでしょう。

おいては、斜面林保全について現状を踏まえた新し
くかつ具体的な指針を共有することが大切です。
①対象斜面林の範囲の問題
2016 年に未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進
委員会の斜面林部会が調査対象とした見沼代用水

・その組織は、地元市の中に設置されることが必要
・緑のトラスト基金で購入すれば「緑のトラスト協会」

です。

がボランティアを組織しますが、
「見沼たんぼの環境

（2）斜面林保全対策の実施体制
①保全対策の検討組織のあり方

保全基金」で購入した場合は、
「管理組織」が新た

・事前に知ることで、
「宅地見込み地」として高額な

に必要となります。

購入対策をとるのではなく、
「林地」としての評価に

保全対策の推進を担う行政については、埼玉県、

もとづき、リーズナブルな購入対応ができます。

さいたま市、川口市がそれぞれの関係部署と条例等

・この管理組織問題の解決方向の一つとして、埼玉

の活用について調整しながら保全を図る必要があり

県生態系保護協会や他の自然保護団体等に、
「管理

5,000 円 /㎡の評 価ですので、1,000㎡で 500 万円

ます。この調整は、これら行政の関係部署と管理を

委託」していくシステムも考えられます。

程度かと考えます。しかし、宅地見込み地となると、

担う市民組織等と連携した協議会が考えられます。

からおおむね 100m の「緩衝エリア」以外でも、見

例：狭山市の市街化調整区域の林地の評価額、

トラスト1 号地のときのように、
「かなり高額な単価」
・県民を対象として「環境教育の場」等としての保全

沼たんぼ地域の風致・環境・景観の観点から「保全

・県の保全対策の検討組織として、土地水政策課以

と活用を任務として活動と管理をしてもらう「ふるさ

が必要な斜面林等」が存在します。

外に、みどり自然課、公園スタジアム課などの参画

と埼玉の緑を守り育てる条例」の仕組みを積極的に

により総合的な対応が必要です。

推進すべきです。

具体例としては、
①片柳の熊野神社周辺の斜面林、

・斜面林等を保有している地元の先導的な方々を含
めた「協議会」組織をつくり、地域の開発動向等の

管轄などの問題があるため、埼玉県と 2 市、市民が

園等の緑地を含め今後保全を図っていく必要があり
ます。埼玉県、さいたま市、川口市と市民の連携に

る必要性もあります。

②大宮市営霊園の南側の染谷の斜面林、③大宮聖

となりえます。
11,000㎡で 7 億円⇒ 66,000 円 /㎡
③県と市の対策の「対象区域のすみわけ」の方向性
同一の地域に二つの対策主体が混在すると、とか

苑南側の斜面林、④さぎ山記念公園の北と東側斜

・この場合、みどり自然課が所掌する「ふるさと埼玉

・埼玉県が購入した斜面林は、さいたま市・川口市

く
「摩擦」も発生しますし、住民・地権者も混乱します。

面林、⑤五斗蒔たんぼの東側の斜面林、⑥緑区・

の緑を守り育てる条例」での対応策の検討などが必

に管理委託することも検討すべきです。

こうした不明確な状況下で行政の対策が手薄になり

間宮地区の谷津の斜面林、⑦川口市・内野地区の

要です。

（3）斜面林の保全方策の提案

谷津の斜面林などがあります。
見沼たんぼ地域の斜面林保 全では、これらの
100m 圏外の価値ある緑地を含めるように保全対象

斜面林が消滅しないよう次のような保全対象区域の

・さいたま市・川口市の保全対策の検討組織も、関

①みどりのトラスト運動の原点に帰る－「寄付（土地

・さいたま市みどりの条例の 6 条の「緑地の指定」

係課所を含めた総合的な対応が必要です。

とお金の双方）」システムの充実

では、国の首都近郊緑地保全法で指定された区域

となるエリアの見直しが必要です。
また、見沼代用水西縁周辺の市街化区域の緑地群
で、都市化の影響を受け人工化した緑地が見受けら

や埼玉県立自然公園条例で指定された区域は、さい
② 管理組織のあり方
保全対象となる斜面林の管理については、今後、

・買い取り対応するだけでなく、緑のトラスト運動と

たま市の条例を「適用しない」とされており、埼玉県

して、寄付を募ることも必要です。

立自然公園条例で指定された東縁用水沿いの「安行

れる一方、見沼たんぼ地域としての風致・景観・環境

保全対策が進み、新たに斜面林が公有地化された

面で高い価値を保持している「ふるさとエリア内の斜

り、緑地指定がなされた場合、これまで保全を担っ

・埼玉県みどりのトラスト協会や埼玉県生態系保護

面林」や「県立安行武南自然公園内の斜面林」は、

てきた団体の活動の場が増える場合や、新たに担い

協会と一体となり、
「みどりの寄付を募る運動」を展

より重点的な保全対象と位置づける必要があります。

手を増強する場合が考えられます。

開することが必要です。

武南自然公園区域」は、対象外とされていますので、

今後、斜面林の生物多様性の質を維持したり高め
②斜面林公有地化を含めた保全手法の見直し

すみわけを提案します。

このエリアは、埼玉県が対応すべきです。
・また、
「首都圏近郊緑地保全区域」に指定された「川
口市の安行エリア」等は、川口市が対応することで、

ていくためには、多くの斜面林の維持管理や活用の

・さいたま市も、
「日本一の桜回廊づくり」が、市民

相続等を契機とした消滅に対する保全の決め手と

あり方を分離して考えずに、エコロジカル・ネットワー

の協力を得て、成功裏に一段落したので、新たな「見

して公有地化があります。これまで保全・活用・創

クを形成するように連携することが望まれます。この

沼たんぼ地域の斜面林の保全」運動を、さいたま市

・市街化区域については、都市緑地保全法によるさ

造の基本方針がこの点で機能せず、さいたま市の限

意味で行政とともに連携する連絡協議会など調整機

とともに、市民団体で提起していくことも有効です。

いたま市が対応すべきです。

られた予算でしか進んできませんでした。まず環境

能があると有効です。生物多様性という意味では、

保全基金による斜面林公有地化を早急に開始する必

斜面林が連携するだけはなく、低地部の農地や公園

②斜面林の「開発情報」を事前に知りうるような
「緑

④財源の検討

要があります。その前提として、保全の緊急性を勘

緑地を含む公有地における環境保全活動とも連携す

地管理制度」

・さいたま市は、現在、毎年 2 億円程度の全市的な
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「対象区域のすみわけ」ができると考えます。
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緑地保全予算を組んでおり、見沼たんぼ地域の斜

を得ることが必要ですので、機会をつくり、地権者

②見沼たんぼ地域の斜面林の持続可能な保全方針

面林買い取りの財源としても対応しています。

団体や自然保護団体等と意見交換をしていく必要が

の意義

あると思います。
・埼玉県は、
「みどりの再生」対策財源として、2008

うした文脈を考えないわけにはいきません。
大宮台地に広く分布していた斜面林としての方針と

個々の斜面林をどう保存するかのみならず、広域

しては、以下の 2 点が大切です。

に分布する斜面林群の保全を方向付ける方針が必要

・地域の農業との関わりの中で維持されてきた文化

年に自動車税の一部（1.5%）を財源として「彩の国

③市民団体としては、お祭り的な騒ぎばかりを大き

です。全体を考慮すると課題となるのは次の 2 点で

的価値⇒残念ながら現代社会では実質的な農用林

みどりの基金」を創設、1 台当たり約 500 円、約 14

くすることなく、実質的な成果が生まれるように、県・

すが、それに応え得る方向性を示すべきです。

としては成立しえないため、地形の縁に連なる斜面

億円（※ 2016 年度は約 13 億円）と寄附金を財源と

関係市の保全検討努力への協力・協働の姿勢で臨

する「彩の国みどりの基金」を創設しており、その

むべきです。

活用も検討すべきです。

林として歴史的な遺産価値を「指標」として視覚的
・地域の斜面林を保全する上で、この「多様性」が

に伝えられるよう景観保全を図る必要があります。

場合によっては、行政や様々な団体の連携による保
④その後の活用として、
さいたま市の調査（2010 年）

全を難しいものにしているのではないか。

・国家戦略、市の緑環境保全の方針に位置づけられ

・斜面林の買い取り・借上げの財源として、95 億円

でも 71 種もの絶滅危惧種等の重要種が生息する環

ほどの残額のある「見沼田圃の環境保全基金」の活

境の自然環境の保護、及び青少年・家族を対象とし

・将来、新しい「森の利用」を考えるときに利用と

形とし、人為的な生物多様性の保全努力を行うとと

用を県と関係市で検討し、関係市が買い取る場合も、

た学習活動などの活用策の展開が必要です。

環境保全との両立が課題になる。

もに、断片的に分布する斜面林をエコロジカルネット

る「生物多様性」方針⇒里の雑木林を一つの理想

「見沼田圃の環境保全基金」を活用できるようにす
べきです。

ワークとして繋いでいく努力が必要です。
見沼たんぼ地域は、首都近郊としては貴重な広々
とした四季の実りの風景があり、武蔵野の里山の原

（4）行政による緊急の検討開始への要望
今、この時期に何らかの対策をとらないと、ふる

風景の一つとして住民から愛されている風景です。

③大きな森と小さな森－大宮台地（見沼地域）斜面
林グリーンベルトの方針
上記の問題意識から 2 つの方針の案を示します。

見沼たんぼ地域の斜面林の個々の保全が今後、
叶うならば、地域社会は、上記の視点で斜面林を全

周辺台地と低地の境にある斜面林と見沼代用水路、

大宮台地（見沼地域）斜面林グリーンベルトとは、見

さと・さいたまの「貴重で多様な自然環境」の一つ

農地の中央を流れる芝川・加田屋川、広大な農地か

沼たんぼ地域の台地と低地の境目の帯状のエリアとふ

である見沼たんぼ地域の「重要な風致・環境・景観・

ら構成された見沼たんぼの田園風景は、武蔵野の原

るさとエリアを含む地域で、大宮台地の特性を象徴す

◆方針 2

生物多様性」を構成している斜面林等が大きく損な

風景の一つとしてさいたま市景観 100 選にも数多く

る緑地としてのポテンシャルが高いエリアです。

した超順応的な保全・再生の方針

われてしまいます。

選定されています。

1995 年に、4 年 5 カ月の協議のもと、埼玉県、さ

これらの貴重な自然環境や景観を「保護・保全・

いたま市、川口市、関係議会、関係団体の合意のも

活用・再生・創造する」多彩な市民活動の展開が、

とに策定された「見沼田圃の保全・活用・創造の基

求められています。

本方針」でも、2 の行政の責務の（4）で斜面林の
保全がうたわれていながら、実質的対策が行われず、
この間、多くの斜面林が消滅しました。
このような中、未来遺産・見沼たんぼプロジェク

・方針 1

小さな森から大きな森へのつながりを共通

認識とする

ト推進委員会をはじめとする市民団体が、2017 年度

前節までは、消滅が進む斜面林を保全するために

より、埼玉県知事、さいたま市長、川口市長に、3

緊急に対応すべき基本的な対策を述べてきました。

機関連携しての、
「見沼たんぼ地域の斜面林等の保

多くが開発等により消滅し、緑の連続性は断片化し
てしまいました。市街化区域の台地縁では宅地化が
進み、緑地が残ったとしても、本来の斜面林とは似

斜面林の現状と理想形への移行を意識し

た超順応的な保全・再生の方針

ぼ地域の広域景観マネジメントに向けて
①概要

斜面林の現状と理想形への移行を意識

しかし、見沼たんぼ地域の斜面林の現実を見れば、

・方針 2

（5）将来への展望－斜面林からみた見沼たん

体として育てていくべきでしょう。

ても似つかない人工的な公園に整備された場所もあ
ります。また見沼代用水東縁で緑地の連続性が比較
的残された地域でも、維持管理ができず環境が劣化

◆方針１

小さな森から大きな森へのつながりを共

通認識とする

した斜面林があります。超順応的な保全・再生の方
針とは、多くの斜面林が質の劣化や開発の影響を受

ここで小さな森とは、市民それぞれの私の森であ

けたとしても、それぞれの状況を受け止めつつ、緑

ここでは保全される斜面林群について、個別に考え

り、近所の森、個人や団体の活動の場（私的で愛着

地としての価値を維持する努力を行い、機会を見て

全のための具体的な対策検討を進め、対策を確立」

るのではなく全体として捉えながら、保全管理を通

のある森）を意味します。一つ一つの斜面林の環境

本来の斜面林を少しでも再生しようとする試みです。

するよう要望活動を行いつつあり、環境保全基金等

じて景観的により質の高い緑地へとグレードアップし

や場所の個性を理解し、独自の保全をはかるという

を活用した保全の可能性も言及されております。

ていくための方策を考えます。ここでいう景観の質と

ことで、個々の森に新たな愛称をつけるのも面白い

は、文化的な景観としてのみならず、生物多様性な

取組でしょう。

以上を踏まえ以下を提案します。

・見沼たんぼ地域の斜面林の理想形
生物多様性国家戦略に位置づけられている里山の

どの自然環境、地域の人々の生活を支える環境の質

一方、大きな森とは、地域の生活と大宮台地の自

環境を踏まえ、見沼たんぼ地域の農業や生活を支え

①まずは県と両市での
「実務的に可能な検討」をじっ

といった多面的な意味を含んでいます。景観マネジメ

然文化を支える森（地域が共有する公共の森）のこ

てきた里の雑木林はモデルとなりえます。ただし農

くりと行う必要があると考えます。

ントとは、景観のもつこうした多面的な価値を次世代

とです。大宮台地とそれを取り巻く大河川の歴史的

業の営みや生活スタイルが変化した現代社会におい

に継承するために持続的に維持しながら向上させて

な変遷は、さいたま市のみならず周辺の文化の根本

て、昔ながらの里の雑木林を元通りにするという意

いくための仕組みです。

的な基盤と考えれば、斜面林の景観保全においてこ

味はすでに薄れており、人工林など里の森が必ずし

②その検討結果について、
「地域のコンセンサス」
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も生物多様性が高いわけではないことも踏まえ、目

公園において大宮台地の斜面林の意義を学習する

管理の担い手管理の担い手不足を前提に、手の

標像としては生物多様性を高く維持することのできる

ための仕掛けを追加整備します。また公園の一部の

かかる「明るい森」と比較的手のかからない「暗い

雑木林というべきでしょう。

区画で人為的に雑木林の再生を試みることも考えら

森」の仕分けるというゾーニングの考え方が見沼たん

れます。

ぼ地域全体にとって有効です。現状の斜面林の環境

森の状 態は所有者の管理状況の違いによって、
様々にその形態を変えます。それでも長期的に見れ
ば様々な環境管理方策により状態を改善できるチャ
ンスはあると考えます。
・超順応的な保全・再生方針

〈森の変転・ステージのサイクル〉

・森の変転のサイクル

森の変転のサイクルと超順応的管理

私有地の環境調整には所有者の意向もあって制約

状態を見極めた上で、数少ない条件のよい斜面林の
・開発における土地利用において緑化誘導

一部に明るい森を考えて、環境団体による手厚い管

すでに宅地や公共施設として整備された地区で

理を行います。同時にそれぞれを個別に考えることな

は、少なくとも斜面林の緑の連続性を修復するため

く、明るい森と暗い森がそれぞれ孤立しないような

の緑化（景観形成）を考えます。その緑化において

繋がりを考え、全体的な保全管理計画（森を守る計

は、在来種の使用や雑木林の樹種を移植するなど自

画）を持つことも必要です。

然植生に近い緑化方法を条例等により誘導すると良
いでしょう。

・基盤的環境のまるごと一体保全の原則

が多いのが実態です。しかし条件が整い、緑地の

斜面林の環境価値を高めるためには、見沼代用

指定や公有地化など機会が到来した時には理想形

多様性を高く維持することのできる雑木林を巡り、

⑥生物多様性の保全で有効な方策

水、
低地部の水辺環境との一体性が重要です。近年、

に近づける管理を試みると良いでしょう。

それぞれの斜面林が現在どのような環境条件にある

・明るい森と暗い森の仕分けとゾーニング

低地部の農地でも水田の耕作放棄や畑地化が進ん
でいます。斜面林が保全できたとしても、隣接する

かをモニタリングしつつ、可能な範囲で理想形に近
④順応的な保全・再生方針のための最低限の条件

づける管理を試みます。

見沼たんぼ地域で残されている 100 箇所の斜面林

農地の水辺環境を同時に保全できなければ、見沼た

・こうした考え方を支える条件として、土地利用形態

斜面林は開発して手を加えれば、宅地化したり人

については、一部の緑地指定されたものを除き多くが

んぼ地域固有の斜面林の環境を保全したことにはな

に応じて様々な緑地の状態を順応的に受け止める一

工的な公園緑地に変貌してしまいます。一方で、管

私有地です。これらの斜面林について、今後、公有

りません。斜面林と低地の水辺は生物多様性の要で、

方、その地域は、
「本来斜面林を保全するエリアで

理することなく放置すれば、条件によっては植生が

地化がはじまり、かつ全体を管理する方針が策定でき

猛禽類は斜面林に隠れ処や営巣地をもち水辺の多様

ある」という位置づけが必要になります。
「大宮台地

極相林へと遷移する、あるいは竹林が繁茂する無管

れば、一部の公有地斜面林、緑地指定された斜面林、

な小動物を餌場とします。猛禽類など上位性の高い

（見沼地域）斜面林グリーンベルト」を面的に指定す

理森林へと移行します。斜面林や公園緑地は公有地

指定されていなくとも環境団体が手入れを協力する斜

生物の存在が生態系の価値の高さの指標なので、森

るとともに、順応的な保全と再生の方針が位置づけ

でも私有地であっても、そこに緑地を管理する団体

面林、放置された斜面林などに分けられます。全体と

と水辺のまるごと一体保全が必要なのです。

られます。

がいれば、その団体の環境管理能力や人的資金的

して管理が可能になる斜面林が増えていくとすれば、

支援に応じて、環境をより理想形に近い方向に誘導

その担い手を確保することが課題となります。この場

様性の潜在力が高い場合、公有地に隣接する見沼

することができるはずです。

合、複数の斜面林の管理を担う団体にとっては、重

代用水、その隣接低地については、水辺環境の保

点的に手入れをすべき斜面林と暫定的に放置する斜

全を優先するということが考えられます。

・
「大きな森」の文化的・環境保全上の意義を社会
的合意として示す
・面的指定をするとしても規制のための指定ではあり

上の図に示すような森の様々な環境のステージに
応じた管理のいくつかの例を以下に挙げます。

面林とを、斜面林の環境条件や周辺地域特性とエコ

・理想形の生物多様性の森のサンクチュアリ化

ロジカルネットワークの繋がりを踏まえて仕分ける計画

ません。私有地の管理状況や公有地の公園的利用も

高い生物多様性を維持するために、環境を管理す

暫定的状況として許容します。しかし将来は既存の

る団体以外は立ち入ることはできません。雑木林で

公園も必要な改修のタイミングで、方針に従い、理

の環境教育利用など利用は限定されます。
・斜面林における部分的な環境保全とゾーニング

の指定を推進することを方針とします。

周辺土地利用によっては、環境保全と地域の利用

管理により更新されている落葉樹主体の里の森で、
生物多様性が高い森です。

を共存させるゾーニングを検討します（一部利用空
暗い森：安全に配慮して手を抜く森

⑤斜面林の理想形を巡る斜面林の変転のステージ

条件で成立しうるかノウハウ（森を守る計画・指針）

大径木の林冠、常緑樹が残され鬱蒼とした森

と管理

などを示す必要もあるでしょう。

順応的管理だからといって緑地であれば何でもよ
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・隣接水田・農地の優先的な公有地化

暗い森の共存という考え方です。

間、一部環境保全空間。そうした共存がどのような

いというわけではありません。方針 2 の通り、生物

具体的には以下の点を考えます。

明るい森：重点的な手入れを行う森

想的な緑地へと造り替えていくことが期待されます。
・行政は指定エリアでは、優先的に公有地化と緑地

を持つことが有効と考えられます。それは明るい森と

対策としては、斜面林の公有地化が進み、生物多

管理ができず

良くない森ということではなく、隠れ処などとして
特定の生き物に好まれる森です。明るい森と暗い森

・人工的な公園における雑木林の再生

がセットになって、生物多様性に資すると考えます。

斜面林、代用水、湿地のまるごと保全
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・公有地の水田保全もしくは湿地・ビオトープ化の方針

は、保全管理の取り組みやその大切さを理解するた

特性の部分的再生や、多様な利用を促すようなグレー

見沼たんぼ地域を誰も寄りつかない土地にするので

めの情報源が必要です。大きな森としての方針を踏

ドアップを検討すべきです。

はなく、地域に暮らす人々、農業を支える人々、さい

・隣接地を貫く、見沼代用水の多自然型改修と道路

まえ、
個々の小さな森としての保全管理のあり方を
「森

のエコロード化

を守る計画」として位置づけることが有効です。

以下の 2 つの方向性を可能性として提示します。
・人工的公園における雑木林の再生

こうした事例としては、横浜市のみどりアップ計画

公園を管理する住民組織を結成し、
「森を守る計

例えば、埼玉県の川の国埼玉はつらつプロジェク

の取り組みが挙げられます。市内の樹林地の実態に

画」を策定します。公園の再造成は無理でも環境移

トの制度では、川と周囲の地域を一体として整備す

あった標準的な管理作業の指針を「横浜市森づくりガ

行計画・ゾーニングを行い植生の置き換えを考えます。

る取組が可能です。見沼代用水を中心に、さいたま

イドライン」で示し、個別の樹林についてはその個性

市との連携ができれば、代用水と周辺を一体的に多

を踏まえて「保全管理計画」を策定します。策定は行

・人工的公園（主に台地上）の緑地機能の向上と食

自然化する取組が可能と思われます。

政と環境団体が協議して行い、樹林地内のゾーニン

を含めた生活機能の一体的整備

たま市都市住民、観光客の余暇の場となるサードプ
レイスとして生活感と愛着のもてる地域にしていきた
いものです。
⑧大宮台地（見沼地域）斜面林グリーンベルトの面
的保全
大きな森としての保全においては、面的保全制度の
活用も検討すべきです。土地所有者の権利を抑制する

このように見沼代用水近くの農地について、耕作放

グによって、雑木林として保全をしたり、地域住民に

2017 年に都市公園法の一部が改正となり、Park-

ことは、かえって斜面林の公益的機能を損なう恐れも

棄による荒れ地化が進む場合には、日本各地で取り

森の広場として公開する区域などを仕分け、それぞれ

PIF の実践が進むことが考えられます。斜面部に立

あるので所有者に負担とならない配慮の検討が必要で

組みが進むコウノトリの生息地保全で実施される「夏

の保全整備のあり方やスケジュールを明記します。

地する公園のみならず、将来は低地・谷戸に立地す

す。緑地としての保全において、現在、見沼たんぼ地

る公園も含め、見沼たんぼ地域に訪れる人々に様々

域では見られない独自の制度上の工夫を考えます。

水たんぼ」
（耕作放棄地に水を入れる）や、収穫後の
冬季に水を入れる冬水たんぼなど、農地の現状を維

◆森を守る計画を共有することの意義

な新しい利用の可能性を提供することができれば、

持しながら湿地ビオトープとして保全することも可能で

・環境を守る団体と住民が連携するための憲章とな

地域の認知度アップに繋がります。市街化区域では

す。いずれも水をどう確保するかが課題です。見沼た

ります。地域住民が参加することで斜面林を「地域

民間事業者の参入により、飲食店や売店の設置と同

金沢市では、金沢市斜面緑地保全条例により区

んぼ地域では、環境団体のエコ・エコが緑のトラスト

の中の森」にしていきます。
（森の応援団・サポーター

時にそれら施設の周辺整備を一体的に行うことがで

域内での開発・伐採等の行為について届出を求めて

保全地第一号地の隣接地において土地所有者の理解

を増やす）

き、そうした事業が行いやすいように許可期間も延

います。指定された斜面緑地には動植物の生息環

長されました。例えば、雑木林の部分的な再生と見

境、斜面崩壊等防災、建築物形態意匠など多面的

のもと外来種の駆除など湿地の保全をしている例があ

・市街化区域での独自制度の構築

ります。しかし最近、相続の発生により湿地保全活動

・森のサポーターはパートナーであり、単なる労働力

沼たんぼ地域の農産物を提供する飲食店を一体的に

な項目について保全基準が課されます。これは斜面

をどう維持できるかが課題となっています。

ではありません。決められた作業をこなすだけでは

整備し、見沼たんぼの自然を体験しながら食を提供

緑地について、自然環境のみならず、防災など複合

大変な作業を継続する意欲もわきません。地域の人々

することも考えられます。

的な機能として地域の中の緑を保全するという趣旨

森と水辺のまるごと一体保全の先進例としては、
飯能の天覧山・多峯主山の自然を守る会のトラスト

が管理計画づくりに一緒に参加して学ぶことで、サ

運動の例があります。雑木林に囲まれた谷戸の耕作

ポーター意識が強まるでしょう。

放棄地の環境管理を担っていたところ、土地に相続

斜面地のみでは十分な面積を確保できるかという問

です。見沼たんぼ地域では、開発圧力の高い市街

題はありますが、隣接する公園において保育所等の占

化区域において有効と考えられ、例えば以下のよう

用許可が得やすくなり、こうした施設と公園を一体的

なメニューを想定できます。

が発生した際、環境保全を目的とした農地転用許可

・専門だからと環境団体だけに任せるのではなく、

に整備することで、見沼たんぼの自然や風景を身近に

の取得に成功し土地を取得しています。現在、ほと

森の特性や順応的管理のあり方を広く公開し共有す

感じながら、子供たちが環境を学ぶような機会も提供

・斜面の特性（緑地の連続性や地形、環境特性）

けどじょうの里として市民に開放されたビオトープと

べきです（WEB でいつでも見ることができる）

できるでしょう。誰も行かない防犯面で心配な公園を、

を踏まえた緑地の保全方針

なっています。かなり特例的な事例ではありますが、

※いわゆる順応的管理では、生物の保護管理には不確実性が伴うので、予
測しない事態が発生します。そうした前提でモニタリングを行い、結果に併
せて対応を変えるのが順応的管理です。しかし問題は公費や基金を投下した
公有地における公益的機能の維持に関わります。そうした対策は常に失敗の
リスクを伴うとの認識から、説明責任を果たす義務が生じるのです。

より市民の生活の一部として利用できるようにします。

斜面林と水辺を一体的に保全することの重要性の認
識が農政においても深まることが望まれます。

見沼たんぼ地域の市街化調整区域では、市街地
的な開発は厳しく規制されています。しかし一方で、
2016 年国土交通省は、市街化調整区域における開

・将来、どの環境を守る団体が森の管理を担おうと

発許可制度の運用指針を一部改正し開発許可をより

今後、斜面林の公有地化や緑地指定等で保全す

も、管理の方向は、見沼たんぼ地域全体の「森を守

弾力化する方向に動き出しました。

べき斜面林が増えていくことは、管理に必要な費用

る計画」に基づきます。これにより首尾一貫した保

や担い手の不足が懸念されます。この問題に対して

全ができます。

・斜面林管理「森を守る計画」を共有する

は、斜面林の保全管理について専門性を有する環境
団体のほかに、様々な面で協力や支援を惜しまない

⑦人工化した斜面緑地の公園としての再生

市民サポーターを増やすことが大切です。斜面林管

斜面林グリーンベルトの方針に基づき、本来の斜

理の重要性を広く市民に共有してもらう一つの方策

面林の特性を失った緑地等についても、雑木林の
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・斜面と公園の一体的整備の促進

これは開発促進ということではなく観光振興や既

・斜面と代用水の一体的保全
・建築行為・土地利用と斜面の緑との調和を図る
ための基準（景観形成基準）

存集落の保全を目的としています。例えば、空家と
なった古民家を活用した観光振興のための必要な宿

・生態的特性（斜面ならではの動植物の生息環境）

泊、飲食の提供、既存集落の維持のための必要な

への配慮

賃貸住宅、高齢者福祉を目的としたグループホーム
などです。このような新しい規制緩和の動きを捉え、

・崩壊防止、都市防災、法面緑化の方針
120

・都市緑地法における保全配慮地区の設定

難しくとも実現したいステージ

鎌倉市に例があり、緑地保全地区など重点的保

・斜面林の公益的機能の認識を市民に浸透させる。

Ⅴ－５. 景観法・景観条例の活用
（1）景観法による景観計画と景観条例

全への準備的な地区として考えられます。規制力は
無く、保全したい緑地を含む広いエリアを指定して、

・斜面林の価値を何らかの資源（お米やシンボル的

土地所有者に保全エリアであることの認識を促しま

な生き物など）によりブランド化する。

す。鎌倉では、保全配慮地区の土地所有者に、建

の制度活用が望まれます。
Ⅰ：自主的景観形成推進地区の指定
Ⅱ：景観農業振興地域整備計画の策定

さいたま市は 2010 年に景観法に基づく景観計画
を策定し景観行政団体となっています。景観計画は

（3）さいたま市の景観計画の課題と

市の都市景観形成基本計画や景観色彩ガイドライン

自主的景観形成推進地区の提案

築行為に対する配慮を要請しています。この制度を

・民間企業の企業戦略としてブランド化した斜面林を

を踏まえて法的な位置づけをもった景観の基本方針

景観計画は届出行為や事前協議の対象となる建築

うまく活用し、配慮地区では、何等かの開発・建築

様々な意味で利用してもらい支援を引き出す。

として定めたものです。一方、景観条例は従来の自

物や堆積に対して規制力を発揮できますが、規模や

主条例を 2010 年に改訂したもので景観計画の実効

高さが一定以上の物件で景観に大きな影響を及ぼす

・企業、市民から環境保全基金などへの資金面での

性を高めるための運用や制度に関する規定を含んで

ものを最低限抑止することしかできません。また景

協力を引き出す。

います。

観計画は区域ごとに固有の景観形成基準（建築物等

行為を事前に把握して、事前協議により公有地化に
つなげるような工夫が考えられます。

の意匠や配置、色彩、外構、緑化などについて守る

・小緑地の保全、緑地の顕彰の積極的活用
斜面林グリーンベルトの保全を考える際、台地際

さらに難しいステージ

より高台の屋敷林等で断片的に残る小緑地について

・斜面林の環境保全を確実なものとしつつ、市外、

も、ランドマークとして人目を惹くもの、あるいは緑

海外に向けても訴求力のある利用価値を発掘する。

の連続性を繋ぎとめる緑地があります。市民緑地の

（2）景観法制度の活用において
考慮すべき景観の特質

べきルール）を定めていますが、市の区域区分は景
観誘導区域（市街化区域）
、景観保全区域（市街化

見沼たんぼ地域の景観を保全・創造するために景

調整区域）
、特定地区（宮原のみ）という場所の景

観制度を適用する場合、本景観ビジョンの議論を踏

観特性をあまり考慮しない基準となっています。見沼

指定要件のうち、面積要件 300㎡未満の緑地につ

・歴史・農業・生物の利用価値を活用したエコツーリ

まえ以下のポイントを踏まえた制度であることを提案

たんぼ地域の景観は大部分が調整区域ですが、市

いても何等かの方策があると良いでしょう。税制面

ズムを展開し、その成果を何等かの方法で斜面林管

します。

内の他の調整区域とは異なる独自の文化を有する地

の優遇を付与できれば良いですが、難しければ、こ

理に還元する。

うした大きな森の一角を担う小さな森という文脈で、
景観法の景観重要樹木（樹林）という形での指定も
考えられます。

⑩景観マネジメントのまとめ
以上見沼たんぼ地域の将来を見据えた斜面林をめ

域です。また調整区域の低地部分に加えて西縁では
提言：

市街化区域の台地辺縁部も景観的には見沼たんぼと

・見沼たんぼ地域の景観保全では、農地、見沼代

一体として考慮する必要もあります。従って見沼たん

用水、河川、斜面林、農の生活風景など景観要素

ぼ地域の景観形成の区域をどう考えるのか再考する

を一体として保全する方針やビジョンが必要です。

余地があります。

土地所有者に実質的なメリットを提供できません

ぐる景観マネジメントについて議論してきました。本

が、見沼の文化的に重要な緑地を維持していること

景観ビジョンにおいても、農業振興の項では、市民

に対する感謝や名誉、表彰という意味で市民に認識

が学びのファームに賛同し、耕作放棄地を水田に戻

・見沼たんぼ地域の景観保全では、低地部の農地

外はデザイン等についてこうあるべき、という定性的

をしてもらいます。

していく仕組みの提案がありました。

の平坦な広がりや斜面林の連続性、緑のスカイライ

な基準が多いのが景観法の特徴でもあります。これ

ンの保全など眺望景観に配慮すべきです。

は、届出の対象となって事業者と景観担当者が事前

日本社会では残念ながら、ボランティア精神や寄
⑨景観マネジメントによる斜面林保全の持続可能性

さらに景観形成基準は、数値で指定できる色彩以

協議するようなプロセスにより実質的な意味をもつも

付文化が十分に成熟していません。市民や企業のサ
ポーターが斜面林の環境を守っていく仕組みを持続

・景観計画や基準は地域の団体や市民の参加を踏ま

のなので、届出の対象でない建築物等については、

行政予算に加え、環境保全基金の活用を促し、保

可能なものとするためには、水田保全同様に何等か

えて策定するべきです。

単なる努力目標になってしまうことが課題です。

全の決め手となる公有地化を進めることを特に強調

の対価が必要となるでしょう。斜面林の場合でも、

してきました。

鴻巣市のエコチェンジポイントの取り組みのように、

・景観の基準は民間施設のみならず公共施設も含め

準です。これらを誘導区域と保全区域では再考でき

環境保全基金を賢く運用するメニューの一つとして、

て全体の景観形成に資するようにすべきです。

ませんので、見沼たんぼ地域を宮原と同じような特

本章では、危機に瀕する斜面林の保全について、

しかし、公的支援によって維持すべき斜面林が増

対策のポイントは、届出対象の規定と景観形成基

加すれば、維持管理費用も増大し、担い手不足が問

基金による水田農家の米の買い上げにより、斜面林

題となることが危惧されます。いかに大きな基金が残

保全活動への報酬を提供するなど工夫が必要と思

・景観の基準は農用地や農業用施設についても景観

に基づく自主的景観形成推進地区に指定することが

されているとはいえ、このままの状態では見沼たんぼ

われます。

形成に資するようにすべきです。

考えられます。特定地区ならば独自に届出対象を規

地域の斜面林保全は持続可能なものとは言えません。

定地区と新たに定めるか、市独自に定めた景観条例

定し景観形成基準をつくることができ、推進地区で

そして環境保全基金の運用にすがりながら活動す

持続可能な保全の上で重要なのは保全計画におけ

るのではなく、斜面林を活用する生産的な取組も必要

・景観形成地区や景観重要施設等の指定に伴い、

は景観整備計画において基準を策定できます。景観

るマネジメント（経営）の視点です。見沼たんぼ地

となるでしょう。斜面林の利用においては、環境質を

必要な助成等の支援を検討すべきです。

形成基準は従来の市の基本計画を参照することも有

域で、困難ではありますが、将来的に期待されるマ

消耗することなく、環境を育てる利用のあり方を市民

ネジメントのシナリオは以下の通りです。

のルールとして定着させていくことが前提となります。
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効ですが、その地域に暮らす市民の参加のもとで、
以上の景観形成上のポイントを踏まえ以下の 2 つ

その地域ならではの固有性を踏まえて策定すること
122

が重要です。従って市民からの提案としての景観計

どが指定の候補となります。景観法の基本理念を踏

・景観の原形を保全します（里の景観を守るため、

画を策定する手続きを考えれば、自主的景観形成推

まえ、規模や年代、希少性などの価値に縛られず地

地域の景観のルールを作成します）

進団体の認定を受けた団体が、自主的景観形成推

域の視点での指定が求められます。また連なる生垣

進地区の指定を提案することが有効です。

や並木など、景観要素の複合したものを積極的に指

・景観の原形を活用します（里の景観の保全を持続

定すべきで、斜面林も都市緑地法関連制度が適用し

的なものにするために、活用方策を検討します）

提言：

を作成します。
・景観形成特定地区の景観形成基準を方向付ける景

にくい小規模の雑木林で立地から景観的効果が高い

観形成方針を物語として書き記します。
・自主的景観形成推進地区の景観整備計画を上記

景観の顕彰：

見沼たんぼ地域を自主的景観形成推進地区また

ものなどは景観重要樹木として指定することも有効

は景観形成特定地区に指定し、市民参加により、地

です。赤山渋の柿木など地域文化を代表する樹木で

本資料Ⅱ -4 に示したふるさとエリアのすべての原

域独自の基準や届出対象の規定を策定します。

あり、一群の柿をまとめて景観重要樹木とすること

風景体験ゾーン・原風景保全ゾーン・里の生活ゾー

景観整備計画の例：柿渋づくり

は当然の対応と思われます。

ン全域を、さいたま市において保全すべき重要な景

①柿渋づくりの風景の保全活用の方針

（4）自主的景観形成推進地区の
景観形成のあり方の提案

観資源がある地域として指定します。その指定にお
景観整備計画と基準：

いては、ゾーンを構成する里の暮らしを支える景観

の物語として書き記します。

活動のねらいや実施範囲、実施体制。行政の支
援など。

見沼たんぼ地域の景観形成のポイントは、①地域

景観整備計画とその基準は地域独自の風土や自

の固有な景観資源の価値を認定して保全し、②そ

然、景観資源に纏わる歴史など市民の学びから得ら

れらの価値を損なう建造物や土地利用、不適切な

れるルールであるべきです。景観法のルーツの一つ

盛土などによる影響を規制することの 2 点と言えま

に、真鶴の美の条例がありますが、これは住民の

実現方法の例

のできない場所を構成する四季折々の情景、視点場。

す。本景観ビジョンで見てきたように、見沼たんぼ地

視点から景観形成のあり方を明文化したものであり、

・ゾーン内の代表的な景観要素を景観重要建造物か

現在では失われた情景・場面も含める。

域の景観資源は、農業遺産である見沼代用水や田ん

建築家の C. アレグザンダーのパターンランゲージとい

景観重要樹木として周辺ゾーン全体を一体のものと

例）長屋門や渋屋のある風景、渋柿の木が畑の脇に

ぼ、斜面林と里地の景観という複合的な要素を対象

う手法の影響を受けたものです。景観基準とは本来

して指定します。

一列に並んでいる風景、斜面を降りて橋を渡り代用

として景観保全の方針と基準を考え、それらを景観

どうあるべきかを見直したうえで、独自の基準の策

整備計画として取りまとめます。

定が必要です。

要素の成り立ちを丁寧に解説し、市民にその重要性
を知らしめます。

②記憶継承風景
柿渋づくりの歴史や作業工程を考える上で欠くこと

水から水を汲む風景、現在行われている柿渋づくり
・一定の地域全体の景観のまとまりを顕彰する景観

ならではの情景。

賞を新しく制定します。
地区指定の範囲：
見沼たんぼ地域の中でも特に原風景としての様相を

（5）ふるさとエリアを対象とした
総合的な景観法の活用の試案

③記憶継承風景を支える要素
・景観形成特定地区、自主的景観形成推進地区を

長屋門や渋屋、農地、道、柿の木、柿渋をつくる

よく残している見沼代用水東縁のふるさとエリア周辺

ふるさとエリアは、見沼たんぼ地域固有の景観資

は最重要候補地です。本来は、低地部からの眺望景

源の保全状況や市民活動の実践の面で、景観保全

観を保全する観点では、広域の景観形成を目指した

のポテンシャルが最も高いと思われる地域の一つで

いところです。その意味では台地部での都市的開発

す。これまで見てきたいくつかの景観制度を組み合

ふるさとエリア全域において、
「生きた物語」が残

による影響を抑えるために、台地辺縁部の緩衝エリア

わせて活用し、総合的な景観保全、整備の方向性

されている、ファームインさぎ山（農業体験・赤山渋

農地、近くの公園や雑木林、道路、宅地、代用

を含めて地区指定の範囲に含めることが望ましいので

を試案として示します。

づくり）と鷲神社（ささら獅子舞）を、里の景観のお

水縁の歩道など対象エリア一帯の風景に影響を与え

手本モデルとして規定します。里の景観の原形は、こ

る要素についての景観保全の方針。

すが地権者の同意を得るのが困難でしょう。
景観保全・整備への方向性は以下のような 5 つの
自主的景観形成推進団体：
見沼たんぼ地域で、様々な保全活動等に携わる
団体が連合して認定を受けることが考えられます。

指定します。

ために使われる道具の数々。現在の活動に用いられ
ている施設場所。

景観の原形の見本を露わにする：
④周囲の環境条件と整備・保全の方針

うした生きた人々の活動でなければなりません。この

ステップを踏まえて実践すると良いでしょう。

人々の活動の背景を、谷戸の地形、畑地、屋敷林、

⑤保全の基準

・景観の顕彰（著名ではなかった里の景観をほめた

民家、長屋門、寺社などのごくありふれた生活景観

・記憶継承風景とそれを支える構成要素はどのよう

たえ、広く市民で共有すべきです）

の要素が取り巻いています。景観のストーリーとは、

な状態として維持されるべきか。

これら生きた活動の背景として周囲の要素は、どの
景観資源の指定：
地区の中でも特に固有の価値がある要素は、景

・景観の原形の見本を露わにする（里の景観のモデ

ような形で保全されなければならないかを書き記し

・周辺の環境要素等に対する景観形成基準

ルとなる景観のストーリーをつくります）

たものです。

Ⅰ）固有要素の景観の原則（斜面林、用水、河川、

観重要建造物や景観重要樹木といった指定を考え、

史跡、農地、建物、みち、樹木）

維持管理等の支援を検討します。見沼代用水や農家

・景観の原形を発掘します（景観のモデルを参照し

実現方法の例

Ⅱ）公共施設の基準
（景観重要公共施設含む）道路、

の長屋門や景観上ランドマークになっている樹木な

ながら、里の風景のストーリーを増やします）

・赤山渋づくり景観マップ、ささら獅子舞景観マップ

公園、公共施設および駐車場等の基準
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Ⅲ）エリア別基準（推進地区内をその場所の個性に
応じてエリアに分ける）
・エリア内の典型的景観構造（複数の図が示される）

景観の原形の例：野田小学校児童の暮らしの風景

実現方法の例

されている、あるいはこれから整備される公共施設

・里の風景を保全しつつ、飲食店、芸術家のアトリエ、

や道路、河川などを景観デザインの面で質の高いも

水縁に降りることのできる斜面林、ツリーハウス、御

ギャラリー、サテライトオフィス、学習スペースなどの

のとしていくことが求められます。財政的な制約があ

成街道など、子供たちの生活の舞台となる見沼の風

土地利用

る中でも、老朽化された施設は必ず更新の時期を迎

野田小学校付近には学校ファーム、学校から代用

えますが、そうしたタイミングは景観デザインの配慮

景が多くあります。子供たちが通学する道筋（かつ
・景観構造を踏まえた都市的要素の基準
（都市的要素：土地利用・造成、建築物・工作物、
外構、付属物、緑化、伐採、堆積など）
・エリア内において景観の複合性に配慮する基準
（〈固有〉
〈公共〉
〈都市〉3 要素の複合。街並み、

て南側斜面林内にも道があったといいます）を含め
て子供たちの日常生活を風景のストーリーとして書き
記します。
景観の原形を保全します：

（6）景観農業振興地域整備計画の策定

を導入する絶好のタイミングです。公共施設について

景観農業振興地域整備計画は、農用地を舞台と

予算がないからと景観整備を行わないとすれば、景

した景観形成において、農業の持続や振興を進める

観基準により民間の土地や施設について規制誘導を

ことが地域の景観保全に資することを踏まえて、農

行うというのは大変身勝手な姿勢といわざるを得ま

業の振興策と同時に、農地や農業施設の景観のあり

せん。

景観の課題で示された公共施設整備や民間の土

方を方針として策定するものです。景観計画を前提と

地改変が、里の風景に及ぼす影響を最小限にとどめ

して整備計画を策定するもので、さいたま市の景観

・見沼たんぼ地域の公共施設等景観形成ガイドライ

るための方策が必要です。土地の改変に際して、そ

計画を改定して対象地区と指定し、整備計画や景観

ン。

・重要視点場における眺望保全のための特性基準

の規模やデザインに一定のルールを設けたり、周囲

形成基準を策定する手続きとなるでしょう。見沼た

景観法の制定以降、公共施設は地域の景観整備

※上記に記載の要素は、それぞれが、①意匠・形態、

の景観への影響を緩和するために、緑化による遮蔽

んぼ地域では、見沼代用水ほかの用排水路、農道

を先導する施設として、多くの行政が公共施設の景

②配置、③色彩、④素材、⑤自然環境、⑥交通安

を促すべきです。

や農業関連の建造物などが景観を構成し、農地の利

観ガイドラインを制定しました。しかし地域固有の景

用形態、市民農園の運用形態も地域の景観に大きな

観資源の特性を踏まえていない一般論としてのガイド

影響を及ぼしています。

ラインが多くみられます。

連続性への配慮）

全、⑦夜間照明、の 7 項目についてどのように、規制、
誘導すべきかが記載される。

実現方法の例
・住民による景観協定の締結によって、土地改変・

農業者との連携によって整備計画を策定すること

見沼たんぼ地域の歴史や自然環境、生活風景の

⑥整備計画

工作物の設置に伴う緑化、住宅や駐車場への景観

は、見沼たんぼ地域全体の景観を一体として考える

独自性を踏まえつつ、道路や河川を含む公共施設

・保全されている風景や、体験活動に対する情報発

配慮を自主的に進める。地域内の緑地の維持管理

のに有効です。

については、連携する市民団体との協議を踏まえて、

信。

を助け合いながら行う仕組みづくり。

ガイドラインを制定することが望まれます。

（7）その他、公共施設の景観づくりと
・将来的に復元、再生を考えていく施設や周囲の記

・景観形成特定区域や自主的景観形成推進地区の

憶継承風景（過去にあった風景）

指定にあわせて、上記の景観協定と同様の景観配慮

果的な適用によって実効性のあるものになります。双

建造物、景観重要建造物・樹木に対する助成の記

・公共施設（道路を含む）
、民間による景観改変につ

方ができることを合わせて地域全体の景観の質を向

述があります。こうした助成について、市民による景

いて、里の風景を壊さないようにする工夫や配慮事

上させることができます。行政側は地域の景観形成

観条例の適用を促し、かつ効果的な景観形成に資

項をまとめたデザインガイドラインを作成すべきです。

において、基盤形成の面で先導的な役割を果たすこ

する制度設計を行い、制度の具体的な運用が開始さ

とが期待されます。すなわち市街化調整区域に整備

れることが期待されます。

Ⅴ－６. さいたま市の
「見沼田圃基本計画」等での
対応

の総合振興計画及びしあわせ倍増プラン等の計画と

景観の原形の見本は、原風景体験ゾーンの人々の
生きた活動の 2 つをお手本として規定しました。こ

景観の原形を活用します：

のお手本を参考にして、野田小学校、緑のトラスト

ファームインさぎ山は、見沼の原風景と言える農

保全第一号地、大崎公園周辺、木傘神社周辺、北

地、緑地、建物を体験施設として活用している良い

原地区、妙宣寺の谷戸などで同様に、里の風景のス

お手本です。これに倣って管理上の問題で維持が困

トーリーが構成できないか検討します。

難な景観資源を様々な活用によって継承したいもの

これらの地域はさいたま市民にまだ知られていな

です。土地利用は所有者の意向によって変わりうるも

い里の景観の特徴を有しています。このように、ふる

のですが、地域の景観資源である農地、民家、長

さとエリア全体を、いくつもの個性的な里の風景のス

屋門、土蔵、樹林は、新しい土地利用においても、

トーリーとして織りなしていきます。

見沼たんぼ地域の価値や意義を継承するように存続
が図られないでしょうか。

125

さいたま市の景観条例においては、6 章に表彰と
助成についての記載があり、推進団体や特定地区の

・将来的に適用が想定できる制度的支援、実現化方

景観の原形を発掘します：

・公共施設の景観デザイン

・景観形成に関する財政的支援について

景観形成は市民の地道な活動を行政が制度の効

を景観形成基準（ルール）として検討します。
策。

財政的支援について

（１）分野別施策の具体的な
方針・指針が定められた
さいたま市は 2011 年（平成 23 年）1 月に、同市

の整合を図りながら、見沼田圃に関する各部門の諸
施策の方針を体系的に取りまとめた「見沼田圃基本
計画」を策定しました。以下、同計画と同計画アクショ
ンプランの概要を紹介し、今後見沼田圃基本計画及
び同アクションプランに基づきさいたま市に行って欲
しい内容を述べたいと思います。
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（４）市の基本計画を今後も

この見沼田圃基本計画においては、見沼田圃の現

査等が行われ、6 ルート別の「見沼田圃の散歩みち

・誰もがいつでも立ち寄れる見沼田圃とするため、

状と課題が整理されたのち、見沼田圃づくりの目標、

マップ」が作成されました。見沼田圃の面積である

既存施設等を利用し、情報発信や休憩、農産物直

見沼田圃の将来像が描かれ、見沼田圃づくりの基本

1,260ha という広がりは半日程度の散策ではカバーで

販等の機能を持たせた交流の場を創出する「新たな

以上、簡単に見沼田圃基本計画及び同アクション

方針を土地利用、自然環境、農、観光・交流、歴史・

きる面積ではありません。また対応すべき地区の具

交流の場の創出」プロジェクト、として提示しまし

プランの概要を見てきましたが、アクションプランの

文化、教育・市民活動の 6 つの行政分野ごとに、こ

体的な課題を検討しようとする場合も 1,260ha は過

た。そして、
それぞれの 5 年後の姿を「ホームページ、

計画期間は、2012 年度（平成 24 年度）から 2016

の基本計画に基づく分野別施策の具体的な方針・指

大すぎます。一方見沼田圃全体が置かれている課題

ガイドブックなどによる継続的な情報発信」
、
「歩行

年度の 5 ケ年計画です。その 5 年間の実績について

針が定められています。

を検討するには 1,260ha という広がりの共通認識は

者・自転車ネットワーク構想図の策定、憩いの場を 5

はさいたま市のホームページで確認することができま

不可欠です。

箇所整備」、
「新たな交流の場を 1 箇所設置」すると

す。18 施策・32 事業の進捗結果については多くの

しています。

事業が達成あるいは概ね順調とされていますが、わ

①農・自然とふれあう魅力ある田園空間の保全・改
善

このように見沼田圃の保全・活用を検討するうえ

検討し活用していくことが大事です

で、地区別の現状把握・課題整理をどのようにおこ

また、このアクションプランにおいては、見沼田圃

たしたちの受け止め方と異なる面があり、今後はこれ

なうかということは難しい点があり、さいたま市が作

基本計画 44 分野別施策のうち重点的かつ優先的に

らについて改めて市民の立場からの再評価をしてい

②斜面林や見沼代用水など貴重な緑地・水辺環境

成した基本計画における見沼田圃地域の 7 地区設定

取り組む 18 施策・32 事業について、具体的内容が

く必要があります。

の保全・整備

は問題解決の先駆けでした。今回の報告書におい

整理されています。
未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会が斜

ても、この７地区設定を参考としました。
③都市との関わりによる持続可能な農コミュニティ
の実現

斜面林対策として

（３）その後基本計画アクションプランが

面林対策を提案した

当研究会と関連の深い斜面林については、前述の

2017 年（平成 28 年）10 月には、未来遺産・見沼

「斜面林や見沼代用水など貴重な緑地・水辺環境の

たんぼプロジェクト推進委員会が、さいたま市に対

保全・整備」との基本方針のもと、まず「斜面林の

し、見沼田圃基本計画アクションプラン策定に関す

受け、2012 年（平成 24 年）3 月にはさいたま市見沼

保全」を掲出し、その内容をさらに 2 項目に分け、

る意見として、見沼代用水からおおむね 100m 以内

⑤来訪者の散策・レクリエーションの場としての環

田圃基本計画アクションプランが策定されました。こ

その一つを 18 施策に該当する「特別緑地保全地区、

の 114 箇所の斜面林等を、市民団体が現地踏査して

境整備

のアクションプランでは基本計画で策定された 44 の

自然緑地、保存緑地等の指定の推進」とし、さら

調査した結果を別紙資料として添付し「見沼田圃地

分野別施策について、地域共通の課題に対応

優先

に 32 事業に該当する「特別緑地保存地区の指定検

域の都市・田園景観形成ビジョンの策定に向けた検

という二つの要素のいずれかに該当する

討」
、
「自然緑地の保全・整備事業」
、
「水と緑に親し

討の推進」が提案されました。

施策を重点的・優先的に取り組む施策として抽出し

むことができる市民の憩いの場所の整備」
、
「斜面林

具体的な内容を整理しています。

の保全」に整理し、その具体的な目標を掲げていま

56,357㎡消失してしまったという現実を踏まえ、見沼

す。

たんぼの斜面林対策の推進を要望するとともに、見

策定される
④見沼田圃の歴史や農村文化の保全・伝承

⑥市民の憩いの場としての積極的な利活用の促進

（２）見沼たんぼがエリア別に
分かり易く記載された
また、この計画では地区別施策に関し、対象地域

ところで、さいたま市見沼田圃基本計画の策定を

的に実施

また、見沼田圃づくりの目標を達成していくため
には、行政はもちろんのこと、営農者や多くの市民、

を見沼田圃エリア、緩衝エリア、ふるさとエリア、周

広域からの来訪者など、と多くの課題について持続

辺の主要施設としています。見沼田圃エリアについて

的な取組をしていく必要があるとしています。

は 7 つの地区に分け、ふるさとエリアと見沼代用水

具体的には、約 5 年間で斜面林等が、14 箇所、

沼田圃地域の良好な景観形成には市民的な合意形
農業対策として
農業については、
「都市との関わりによる持続可能

成がなにより大事であり、今回の提案が見沼田圃基
本計画の新たなアクションプランに位置づけられ、

な農コミュニティの実現」との基本方針のもと、
「耕

幅広い観点から実効あるものとして検討されること
を強く望むというものでした。

西縁・芝川、見沼代用水東縁・加田屋川の 3 地区を

地区・分野を横断する象徴的な 2 つのプロジェクト

作放棄地の解消・活用」に関し、32 事業に該当す

加えた 10 地区の地区別施策を策定しています。

が記載される

る事業として「①農地流動化対策の推進」
「②学校

対象エリアのとらえ方は、埼玉県が取り組んできた

・見沼田圃の情報を調査・収集してデーターベース化

教育ファーム・市民農園整備事業」
「③遊休農地解

これからも「さいたま市見沼田圃基本計画」を活用

見沼田圃保全における対象地域が、東西の見沼代

し、ホームページやガイドブック等で発信する「地域

消の推進」
「④農環境の保全と改善」を挙げていま

する取組が必要です

用水に囲われたエリアであったものに比べて、緩衝エ

資源情報発信」プロジェクト。

す。また「後継者・担い手に対する支援」に関し「都

さいたま市の「見沼田圃基本計画」さらにこの基

市農業担い手育成事業」、
「地産地消の推進」として

本計画に基づくアクションプランには見沼たんぼの良

「①地産地消事業」
「②農情報ガイドブック・マップ

好な景観形成に関する有効な指摘や施策が多くあり

リア、ふるさとエリアを設定するなど周辺地域との関
連性を考えたものであり、見沼田圃地域の保全・活

・見沼田圃における散策の環境向上に向け、市民と

用を進めるうえでより実効性のある施策を展開が期

連携して散策ネットワークを考え、歩行者が快適に

作成事業」、さらに「農業に関する啓発活動の推進」

ますのが、今後はこれらを計画策定だけに終わらせ

待できる状況になったということができます。またさ

散策を楽しめるように、車止めによる一般車両の通

として「①食育推進事業」
「②食農教育の推進」
「③

ないよう、市の見沼田圃基本計画及び同アクション

いたま市においては平成 17 ～ 18 年度にかけて見沼

行規制等を行うとした
「見沼散策環境向上」プロジェ

価値と魅力の共有」
「④見沼たんぼでの協働と農業

プランの推進を今後も注視し検討・活用していく取

田圃における水と緑のネットワーク形成事業検討調

クト。

活性化」の各事業を提案しています。

組が必要と考えます。
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Ⅴ－７.「見沼田圃の保全・活用・
創造の基本方針（基金）」の
活用
（1）見沼田圃の保全・活用・創造の
基本方針（基金）の確立

事業の進捗の見通し等を考えると、主として農家に

た「都会のオアシス」とも言える都市公園等質の高

有機質肥料の提供、雨水の保水機能など数多くの

協力を求めてきたこれまでの見沼三原則に代わり、農

い緑地環境を整備する。

機能を果たしていることから、今後積極的にその保

家及び土地所有者等の地域住民、都市住民並びに

また、見沼田圃の保全・活用・創造が国の計画に

行政が一体となって見沼田圃の保全・活用・創造を

位置付けられるよう、関係機関に積極的に働きかけ

図っていく新たな土地利用の方策を定めることが必

る。

要となっている。

全を図る。
埼玉県、さいたま市及び川口市が重要な役割を果
たすべきことはもとより、農家及び土地所有者等の

1995 年、埼玉県と浦和・大宮・川口の 3 市及び

その基本的方向としては、見沼田圃を人間の営み

（2）芝川流域の治水安全度の向上を図るため、貯留

地域住民、都市住民並びに行政がともに力を合わ

関係農協の代表や環境運動団体の代表などが参加

と自然が調和を保つ地域として、また、市街地に隣

容量が最も大きく治水効果のある芝川第１調節池工

せて、大規模緑地空間として保全・活用・創造してい

する「見沼田圃土地利用協議会」で、4 年 5 か月に

接した緑豊かな空間として、効率的・安定的に農業

事を重点的に施工するとともに、効率的な河道の改

くこととされています。

およぶ協議の結果、
「見沼田圃の保全・活用・創造

経営が行える場として整備するとともに、ライフステ

修を行い、芝川改修事業を積極的に推進する。

の基本方針」と「128 億円の環境創造基金による土

－ジに応じた自然とのふれあいの場として整備する

地の公有化施策」が合意され、
「見沼田んぼ全域を

など、治水機能を保持しつつ、農地、公園、緑地等

流域内の市とともに公共施設などを利用した、雨水

たんぼ地域の将来に向かっての「景観形成」にとって

農地・公園・緑地等（大規模な緑地空間）として保全・

として土地利用を図るものとする。

貯留施設、浸透施設の設置や新たな開発に対する

も大きな力となり支えとなるものと考えられます。

活用・創造していく」という政策方針が確立されまし

なお、
公園、
緑地等として土地利用を行う場合には、
農業との調和が図られるよう留意しながら、緑地や

た。
この「基本方針」こそが、見沼たんぼ地域の政策

水辺地帯を野生生物の生息・生育空間として整備す
るなど、自然環境の保全・創造に配慮していくものと

の基本です。
この「 基 本方針」 については、Ⅴ -1「30 年先・

また、流域全体で治水対策に取り組むこととし、

このように、
きわめて格調の高い「基本方針」が「合
意され」、
「確立されている」ということは、この見沼

調整池の設置をよりきめ細かく指導するなど総合的
な治水対策を進める。
なお、実施するに当たっては、動植物が生息でき
る護岸などの多自然型川づくりを進める。

（2）
「基本方針」の確立によって
大きく変わったこと
①民間施設はもとより、公共施設も含めて、見沼た
んぼ地域への都市的土地利用は、原則として抑制

する。
こうした方向で見沼田圃の保全・活用・創造を図っ

（3）見沼地域における農業の総合的な振興を図るた

され、たとえ立地が法的に認められる場合でも、土

れましたが、景観保全・創造対策にとって、特に、

ていくためには、埼玉県、さいたま市及び川口市が

め、ほ場や農道・用排水路の整備をはじめ、不良に

地の買い取り = 公有地化によって対応されることと

注視していただきたい部分に、太字記載をしました。

重要な役割を果たすべきことはもとより、農家及び

なった暗きょ排水等の再整備や計画的な客土を進め

なりました。

土地所有者等の地域住民、都市住民並びに行政が

るとともに、担い手農家への農地の利用集積等によ

ともに力を合わせていくことが肝要である。

り、農業経営の高度化を促進する。

100 年先への地域づくりと景観形成ビジョン」でもふ

見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針

参考資

料（平成７年３月１０日知事決裁）
1 保全・活用・創造の基本的方向

この地域を美しく守り、見沼田圃からの多様な恩

また、地域の主要な作目である植木の産地づくり

恵を持続的に享受できるようにしていくことは、次世

や野菜、花き等の生産振興に必要な機械・施設の

代にかけての我々の責務である。

整備、流通システムの確立を図るとともに、高度な

② 1998 年（平成 10 年）以降に公有地化された農
地は、市民団体や農家に貸し出され、多くの市民の
農業体験活動の場として活用さています。

見沼田圃は、江戸時代以降の長い沿革をもち、様々

このため、行政の果たすべき役割を明示するとと

専門技術や経営技術を習得できる研修・指導体制

③県が直接管理している買い取り農地では、
「規模

な文化や技術が継承されてきた地域であり、首都近

もに土地利用の基準を定めるものであり、今後、見

の整備や生産組織の連携強化、農業後継者の組織

の大きい市民農園」としての利活用や菜の花・ひま

郊に残された数少ない大規模な緑地空間である。

沼田圃の土地利用は、この基本方針に則って行う

化を図るなどして、産地の育成強化を担う優れたリ－

わり・コスモス等の「景観作物」の栽培もおこなわ

見沼田圃の大半は農地であり、これまで主として治

ものとする。

ダ－を育成・確保する。

れています。

水上の要請から見沼三原則により土地利用が規制さ

さらに、これらに併せて都市との共存・共生関係
の維持・強化に必要な農産物の直売所や観光農園、

（3）
「基本方針」に沿った行政努力や

治水機能を保持しつつ、農地、公園、緑地等と

大規模市民農園等の整備を促進するとともに、農地

市民活動の展開の必要性

農地は食料の供給の場である外に、田園景観の

して土地利用を図り、見沼田圃からの多様な恩恵を

の流動化や都市住民との連携を積極的に推進・支

形成、農業体験等を通じての情操教育の場となるな

持続的に享受できるようにするため、埼玉県、さい

援する見沼農業センタ－の活動を充実強化し、都市

①これまで対策が取られてこなかった斜面林等の保

ど、多面的な機能を有するとともに、その保全を通

たま市及び川口市は、以下のことに努めるものとする。

と調和した特色ある農業の振興を図る。

全対策も、この基本方針で打ち出されています。

れ、農業者の営農努力によって現在のような緑地空
間として保全されてきたものである。

2 行政の役割

じて県土及び環境の保全等の機能が発揮されるが、
これらの機能は、農家の適正な農業生産活動や農地
の管理を通じて維持増進されるものである。

（1）見沼田圃を保全・活用・創造する事業を積極的
に推進する。

しかしながら、近年における見沼農業の変容や周

特に、芝川沿線地域等の比較的農業生産活動の

辺における著しい都市化の進展及びこの地域の治水

場として適していない地域に、治水機能を併せ持っ

129

（4）見沼田圃と台地の境界部に残されている斜面林

②斜面林の買い取り・借上げの財源として、95 億

は、
「埼玉の原風景」ともいわれる見沼田圃独特の

円ほどの残額のある「見沼田圃の環境保全基金」

田園景観の重要な構成要素として都市住民にうるお

の活用を県と関係市で検討し、関係市が買い取る

いと安らぎを与えるとともに、
農業生産上の防風機能、

場合も、
「見沼田圃の環境保全基金」を活用できる
130

よう検討することが必要と考えます。

危惧種等の重要種が生息する見沼たんぼ地域の自

面林買取基金」の創出

確立

然環境の保護、及び青少年・家族を対象とした学
③特に斜面林の保全については、今、この時期に

習活動などの活用策の展開が必要と考えます。

④購入後の管理システムの確立
③「市民農園利用者のマナーブック」の作成

何らかの対策をとらないと、ふるさと・さいたまの「貴
重で多様な自然環境」の一つである見沼たんぼ地

見沼たんぼ地域は、首都近郊としては貴重な広々

域の「重要な風致・環境・景観・生物多様性」を構

とした四季の実りの風景があり、武蔵野の里山の原

成している斜面林等が大きく損なわれてしまいます。

風景の一つとして住民から愛されている風景です。

⑤斜面林の「環境教育的活用」方法の確立
2）緊急の対応
2）緊急の対応
①市民農園の問題について、現状把握調査を行い

周辺台地と低地の境にある斜面林と見沼代用水
④ 2017 年（平成 29 年）7 月現在、斜面林の調査

路、農地の中央の芝川・加田屋川、及び広々と広

①昨年、2016 年の 10 月～ 11 月にかけて行った「斜

結果と基本方針を踏まえ、埼玉県知事、さいたま

がる農地から構成された見沼たんぼの田園風景は、

面林調査」を踏まえて、2017 年 6 月に、埼玉県知

市長、川口市長に、3 機関連携しての、
「見沼たん

武蔵野の原風景の一つとしてさいたま市景観 100 選

事に要望活動を行ました。

ぼ地域の斜面林等の保全のための具体的な対策検

にも数多く選定されています。

討を進め、対策を確立」するよう要望活動を行い
つつあります。
⑤さいたま市の調査（2010 年）でも 71 種もの絶滅

②水場・駐車場・トイレの整備に向けた方針の協議・

これらの貴重な自然環境や景観を「保護・保全・

ます。
②その調査を踏まえて、
関係機関との協議と「マニュ
アルづくり」に向けた協議を開始します。

② 2017 年 7 月にさいたま市長への要望活動を行う。

（5）芝川や農地等でのごみ投棄防止対策と

活用・再生・創造する」ためにも「見沼田圃の保全・活・
用創造の基本方針」にそった多彩な市民活動の展

③その後の川口市長への要望活動を踏まえて、
「緊

開が、求められています。

急対策活動のとりまとめシンポジウム」を開催します。

（3）
「盛土指導」の徹底のための取組み
1）緊急活動

清掃活動などの強化
1）緊急活動
①見沼たんぼ地域の清掃活動を行っている市民団
体とさいたま市とで、
「見沼たんぼクリーン活動ネッ
トワーク」の強化

Ⅴ－ 8. 景観保全のための
「緊急活動の展開」
現在の状況を放置すると「見沼たんぼ地域の景観
の質を大きく損なう」おそれのある下記の 5 つの課
題に早急に取組み、具体的な活動を開始する必要が

2）緊急の対応
現在（2017 年 11 月）
、見沼農業の応援連携季刊
誌「見沼旬彩」で、毎号、見沼のお米づくりへの応

たま市の基準「高い道路からフラット・低い道路か

②行政・関係団体・市民団体・農家などで、
「共同視察・

ら 30cm」の「ダブルスタンダード」の統一。

検証・報告の場」の設置

②統一された基準の遵守・徹底

2）緊急の対応

③さいたま市農業委員会との協働による不必要に高

①「見沼さぎ山交流ひろば」等で、課題の提起を

い盛土地の廃絶

行います。

2）緊急の対応

②共同できる関係団体で、
「ゴミ投棄状況調査」を

援記事を掲載しています。
今後、
「上山口新田の水田保全」のための連絡会・
ネットワークづくりを進めます。

あります。

（2）見沼の斜面林保護のための
運動組織とシステムの構築

（1）水田景観の保全・整備対策への取組み
1）緊急活動

①埼玉県の盛土基準「原田面から 30cm」と、さい

1）緊急活動

経済的に「自立的に困難な栽培品目」となり、そ

見沼の斜面林の公有地化基金での買取と管理・

の面積を減らし続けている「見沼たんぼの水田 = 米

活用システムの提案を中心に、保護のための運動組

①今後、さいたま市と埼玉県庁に、盛土基準の統

作り」を、市民が応援するシステムを提案し、下記

織とシステムの構築を行います。

一化と指導の徹底の申し入れを行います。

①斜面林保護のための市民団体間での運動組織の

②申し入れを踏まえて、
「高盛土地の調査」を行います。

行います。
③その調査を踏まえても対策を進めます。

の特定 3 か所程度で、地元農家と一緒になった保全・
整備対策を進めます。

確立

（4）
「汚い市民農園」の質の向上に向けた

①加田屋新田南部地区
②見沼たんぼの「保全基金での斜面林の買取」へ

取り組み

②上山口新田地区

の協議を開始

1）緊急活動

③片柳・見山地区

③市民参加の「少なくても市民もお金を出す見沼斜

①「市民農園の環境向上のための協議会」の設立
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第Ⅵ章 景観・未来ビジョンの具体的推進への提案
見沼たんぼ地域の魅力と価値を、文化的価値・資
産である「風景・景観」として、未来に向けてその

⑦「素敵な○○の風景・景観」の情報発信活動
（SNS などでの情報発信と市民との情報共有）

農業生産者からみた現代農業の景観

価値を高め、発展させていくために、以下の 5 つの
提案をします。

3 素敵な風景・景観のある地域づくりの推進

１ 文化的価値・資産としての「風景・景観」を

①公共施設づくり、特に河川・用水路づくりでの景

大切にする風土・気風の醸成

観配慮指針の導入・展開

①「見沼たんぼ地域を素敵な風景・景観の地域」に

②市民農園・公的体験農園などでの景観配慮指針

していく地域全体の気風づくり

の導入・展開

②「さいたま百景」のような景観保全・推奨活動の推進

③農業施設づくりなどでの景観配慮指針の導入・
展開

③「わたしの好きな見沼田んぼ」市民写真コンクー
ルの継続と充実・発展

4 見沼たんぼ地域の学習・教育活動
（フィールドミュージアム活動）との連携

④市民の中の・
「写真同好会」や「絵画同好会」な
どとの活動と見沼たんぼ地域の景観形成活動との

①歴史学習と連携した景観学習活動の導入

連携
②自然観察学習と連携した景観学習活動の導入
⑤市民の中の「まちづくり活動団体」などの活動と
見沼たんぼ地域の景観形成活動との連携

③農業体験学習と連携した景観学習活動の導入

2「素敵な風景・景観のある地域」の

5「見沼田園公苑（構想）
」などの目標感のある

推奨活動の展開

地域づくり構想

①「素敵な花・樹・草・鳥・虫・林の風景・景観」

①「見沼田園公苑 ( 構想 )」といった長期的な目標

推奨活動

感のある地域づくり構想を掲げ、未来遺産活動地
域として、100 年後を目指して、息の長い地域づく

②「素敵な農家や農地・田園の風景・景観」の推

り活動を継続する

薦活動
②植木・造園の安行地区や盆栽村とも連携した「魅
③「素敵な公園・水辺の風景・景観」の推奨活動

力ある農業文化・交流地域」にしていく

④「素敵な社寺や公共施設 ( 公園以外 ) 風景・景観」

③海外からの訪問者が、訪れたくなるような素敵な

の推奨活動
⑤「素敵な市民農園・体験活動農園の風景・景観」
の推奨活動
⑥「その他・素敵な〇〇の風景・景観」発見活動
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「見沼田園公苑地域（構想）
」を目指す

さいたま市見沼たんぼ地域は、関東平野のほぼ中

始めています。我々農業者は、高性能機械や IT を駆

央に位置し、荒川と利根川に育まれた豊かな土壌に

使した「スマート農業」を導入し生産性の向上を図り、

恵まれ、周囲を都市に囲まれています。江戸時代から

地産地消の推進、そして、地域の皆さんと行政と力を

農地改良を重ねてきた歴史があり、関連地域を含める

合わせ、
「見沼から世界に誇れる地域ぐるみの農業・

と 2,000ha に及ぶ農地を中心にした都市内緑地です。

景観」を発信してゆきたいと思いをはせています。

見沼たんぼ地域に訪れると、建物と人混みの街の
直近とは思えない、まるで別世界の自然豊かな景観に
満ち溢れています。
当地域は、見沼代用水東縁、西縁と複数の河川、
低地の田畑、高台の森と畑、公共施設からなり、そ
の周りは大住宅街に囲まれています。
周囲を斜面林に囲まれ、水路、草原、畑からなる

新都心直近の畑

地形構造になっており、ハビタットと呼ばれる生態系
豊かなゾーンが連なる地域になっています。
用水路と排水路が充実しており、恵まれた気候と
豊かな土壌により、天候に左右されない安定した露
地農作物の生産が可能です。また、生態系が豊かな
ため、害虫に対する天敵も多く、農薬（蜘蛛やてんと
う虫は生かす）の使用回数も相当少なくて大丈夫です。

見沼産未来 遺 産ブラン
ド野菜

これは日頃から、森を守ってくれる団体や水辺をき
れいにしてくれる団体や体験田んぼの団体や、見沼た
んぼ地域をガイドツアーしてくれる団体などの様々な活
動の賜物でもあります。そうなんです、知らないうちに
我々農業者は、地域ボランティアの皆さんに大変応援・
援助していただいているのです。

地産地消の百貨店の直
売コーナー

そこに農地があるだけで、都市型
洪水を防ぎ、
新鮮な酸素を供給、
ヒー
トアイランドを抑制、安心安全な食
品の提供、災害の低減、憩いと緑
に溢れるグリーンツーリズムの展開
など様々な効用が見込まれます。都
市の緑（農地と森）は、人々の健康
と命を守っています。
しかしながら、相続や農業後継者
不足で、不耕作地が発生、斜面林
が売却され、この豊かな景観が乱れ

上記の地形断面図と 2 枚の写真は「さいたま市緑の基本計画」からの資料です。
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第Ⅶ章
「柿渋の里」の風景をいつまでも

私たちが望む30年後の姿

―見沼たんぼの地域の風景・景観の未来像―
1 見沼たんぼ地域の景観形成ビジョン研究活動の

来遺産プロジェクト』として認定・登録されました。

位置づけ

（4）見沼たんぼの魅力と価値を「素敵な景観・
紅く色づいた柿の葉が夕日に照らされ、枝々にはオ

化学製品の普及により、需要がなくなり、江戸時代

レンヂ色の柿の実がたわわに実り、秋風にゆれ輝いて

から大宮台地周辺で生産されてきた赤山渋も、昭和

いる。立ち並ぶ柿の木ごとに、まだ脱穀をしていない

52 年（1977 年）を最後に、生産を中止してしまいまし

のか稲束がかけてある。

た。近年、柿渋の良さが見直され、少量ではあるが

渋柿の枝々は、他の木々では見られないようにガク

生産を復活させています。

（1）見沼たんぼ地域は、
見沼田圃の保全・活用・創造の「基本方針」の確
立で「特別な地域」となりました。
見沼たんぼの位置づけについては、1995 年（平

風景」としても未来に遺したい。
首都圏に残されたかけがえのない見沼たんぼの魅
力と価値を、この地を訪れる人に伝えるのは、まず
はこの地の
「風景・景観」ということになると考えます。

成 7 年）
、埼玉県と浦和・大宮・川口の 3 市の行政

初めに人々に感動を与えるのは、やはり五感によって
受け止められる「風景・景観」です。

ガクと曲がり、素晴らしい枝振りを造りあげている。

柿渋の絞り汁は臭いが強いが、日毎に臭いは無くな

と議会及び関係農協の代表や環境運動団体の代表

誰が名づけたか、ここを「柿渋の里」と呼ぶ人がいる

り、昔から木に塗布することで、防水、防腐効果があり、

などが参加する「見沼田圃土地利用協議会」で、4

その後に、歴史や文化、自然環境にふれ、各々

らしい。

家の柱、樽や桶、漆器の下地として使用されてきました。

年 5 か月におよぶ協議の結果、
「見沼田圃の保全・

の意味や形を受け止め、受け入れられることになる

また、薬としても売られていました。

活用・創造の基本方針」と「128 億円の環境創造基

と思います。

「下り渋」といわれた関西のものと比較して、塗りや

金による土地の公有化施策」が合意され、
「見沼田

この地域の魅力と価値を、景観・風景としての観

柿渋は平安時代から人々と風土と生活に根ざし利

すく、
経年変化による風合いの良さ等から珍重され「赤

んぼ全域を農地・公園・緑地等の大規模な緑地空間

点から、未来に向けて、より素敵に発展させていく

用されてきました。中でも赤山渋は、江戸時代中期以

山渋」というブランド名が付き、取り引きがなされたそ

として保全・活用・創造していく」という、日本でも

ことが、この研究会の使命です。

降、埼玉県南部の大宮台地周辺で盛大に生産されて

うです。

この地域にしかない「特別な政策方針」が確立され、

赤山渋

この地域が「特別な地域」となりました。

きた柿渋の総称です。
しかし今では、赤山渋の柿の木は、さいたま市内
にわずか数十本になってしまいました。

景観形成ビジョン研究をすすめました。

「柿渋の里」を次世代に
「ここに来ると田舎を思い出すよ」
、
「今年もこの風景

（5）自由な立場の市民活動の一環としての

（2）この地域の豊かな歴史や環境を踏まえて
多彩な市民活動や行政施策が展開されています。

「風景・景観」とは人と自然の相互作用として立ち
現れるものです。このため、主体的に、自由に関わ

8 月中旬、お盆明けの一週間ぐらいに、渋柿を一つ

が見られてよかった」懐かしい郷愁に似た想いが胸を

一つ手で収穫し、臼に入れ、もちを搗くように杵で潰

よぎるのでしょう。江戸時代より人々の営みの中で利

現在、見沼たんぼ地域では、
（1）の政策諸条件のも

ることのできる立場の市民によって、景観形成ビジョ

し、水を混ぜて発酵させて絞った汁が柿渋です。

用されてきた赤山渋ですが、その柿渋の元である渋

とに、この地域の豊かな歴史や環境条件などを踏ま

ン研究の取り組みが進められ、景観形成ビジョンが

柿の木も市内に数十本ぐらいしか残されていません。

えて、数多くの多彩な市民団体が、それぞれの使命

つくられるたことは大きな意味があると思います。

夏の暑い時期に、炎天下の作業は過酷で、ましてや、
その日に収穫した柿は、その日のうちに潰すというの
が鉄則で、徹夜で作業したこともあったと言います。

この柿の木のある風景を大切に、いつまでも残して
いきたいものです。

感（ミッション）に従い、水田・畑での農園体験活
動や斜面林の保全・管理・環境学習活動など、見沼

市民が考える風景・景観の未来へかたちは、自由
な発想の下にできます。

たんぼの利活用、生物多様性の保全の取り組みなど

あれはできない、これは難しいといった様々な制

を継続的に行われており、見沼たんぼ地域の保全・

限にとらわれず、100 年後へ伝えたいという使命感

活用・創造に大きな力を添えてくれています。

のもと、まずは、30 年後、どんな見沼たんぼにした

それらの多彩な市民活動や行政施策と連携・協力

いのかという「将来像」と、そこでの「景観・風景」

しながら、見沼たんぼ地域の魅力と価値を高めてい

をポジティブに描いてみることが、その先の 100 年

くため、見沼たんぼ地域の景観形成ビジョンという

への発展的な取り組みに繋がるものと思います。

視点からの研究活動に取組みました。
2 私たちが望む見沼たんぼ地域の

（3）未来遺産プロジェクトとしても

風景・景観・将来像

「認定・登録」されました。
また、2014 年（平成 26 年）12 月、公益社団法人
・
日本ユネスコ協会連盟から、見沼たんぼ地域での市

まずは 30 年後に、見沼たんぼでこんな風景が見ら

民団体・農家・教育機関などの連携した市民活動が、

れたらいいな、こんなことができるようになればいい

「100 年後のこどもたちに地域の自然環境や文化をよ
りよいかたちで伝え遺していく活動」としての、
『未
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見沼たんぼ地域の景観・風景の未来像を思うとき、

なと考えてみることだと思います。
ちなみに、
「人々の暮らしが関わる景観」というこ
136

とで、以下、
「風景」と表現し、当面、30 年後の近

田植えの時期には、一面の水田に、青空と雑木林

る経済的な環境と人手が確保されなければなりませ

て、景観作物の栽培や景観樹木の計画的な植栽な

未来を目標に、8 項目の風景を描いてみました。

のみどりが映り込む風景を見たい。秋には稲穂が風

ん。人手や経済環境を確保するためには、農業に携

どが必要です。

に吹かれる音と草のにおい、景色を楽しみたい。見

わっていない市民が、農家を支える「仕組みづくり」

沼の新米も食べたい。さいたま新都心の高層ビル群

も必要です。

（1）田んぼ・畑・雑木林・用水路・河川・調節池、
公園が一体的に広がる風景
①だいぶ少なくなってしまった「田んぼ」を、なんと
か復活再生して、見沼の
「田んぼの景観」を遺したい。
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絵：平田太美雄さん

と田んぼとの「象徴的な対比景観」もいつまでも遺
したい。
田んぼを維持するためには農家が稲作を継続でき

③用水路と河川・調節池・公園の風景も、景観形
成を意識したものとして、護岸設備やフェンスのデ

②「畑・植木畑の風景」も、
この地域のすぐれた植木・

ザインなどを改善することも必要です。調節池につ

造園産業としての伝統を踏まえ、景観形成を意識し

いては、既存の調節池をできるだけ多自然型のもの
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に改善していくとともに、将来の治水安全度の向上

た船を浮かべて、水面から流れる風景を楽しみたい。

のため、三番目の調節池の整備が推進されることも
必要です。

（2）散歩みちをのんびりと歩く、ウォーキング、
サイクリング、スポーツをする風景

物園・観光農園への訪問を楽しみながら家族で過ご

③こうした取り組みに使える場所はあると思います。企

せる場所にしたい。

画運営する団体や、見沼たんぼは色々なことに使える

②見沼代用水の水を環境用水として、できるだけ芝

オープンスペースだという意識ができてくれば、市民が

川・加田屋川に落として水量を確保することは水質

②一般の市民が見沼たんぼで、気軽に農園活動に

の向上に効果があります。環境用水としての見沼代

親しみ、植物園や観光農園への訪問を楽しむことの

用水の活用などで、芝川などの水質の改善が進むと

できる場所として、身近な場所にトイレ・水場など

ともに、場所によっては、水辺に近づける環境整備

の整備も進めたい。

見沼たんぼに親しむ色々な展開があると思います。

（8）歴史のある社寺仏閣、古代からの遺跡、
そして歴史のある道など、
地域の歴史的雰囲気の残る場所の風景

が必要です。芝川・加田屋川の水質改善は、これら
の河川にアユやウナギが遡上し、アユの塩焼きやウ

③一般に開放できる農園などの場所では、指導者

①見沼たんぼ地域には、古代から近代まで、歴史

ナギのかば焼きを食べる楽しみもできます。

や管理者を置いて気軽に滞在できるような仕組みや

を感じられる場所がたくさんあります。それらの場所

設備も必要です。

を復元・整備し、時の流れと歴史を感じることので
きる風景づくりも大切です。

③定期的に「舟運イベント」が開催され、それらの
イベントを主催してくれる民間企業や市民団体も出
てくるものと期待しています。

（6）子供達がどろんこになって遊んだり、
虫や魚を捕まえることのできる風景

②見沼たんぼ地域の社寺で開催される様々なお祀り

①親子で見沼たんぼに行って、誰にも怒られずに、

がありますが、今以上に、多彩に開催されるように

（4）いきいきとした里山の草花、

どろんこになって遊んだり、夢中になって虫や魚を

なり、多くの市民がお祀りに楽しく参加する風景を

鳥や虫たちを見て楽しむ風景

捕まえたりする経験ができる場所が将来、いくつも

期待します。

①自分の家から見沼たんぼまで安全に徒歩や自転車

①季節毎に里山のたんぼや雑木林で、のびのびと

できることを願っています。それらの「春の小川」

でアクセスできる道や、公共交通があり、見沼たん

生きている草花、鳥や虫たちを探しながら歩きたい。

や「夏のせせらぎ水路」では、魚とり・ザリガニとり、

③見沼たんぼ地域には、歴史を伝える素晴らしい建

水遊びができる場があります。

物や道そして田園風景がありますので、それらを保

ぼのなかでも自動車を気にせずにのんびりと歩きた
い。散歩コースに沿って、野菜の直売所などの施設

② 1960 年代に消滅させてしまった
「さぎ山」を想い、

があり、新鮮な農産物を購入する楽しみの一つです。

サギやコウノトリの舞い降りる姿を見沼たんぼ地域

②いまの子供達は虫や魚を捕まえる経験をしていま

で見たい。

せんが、少し大人がサポートしてやらせてみると本当

②見沼たんぼ内の多くの公園では、子ども達から高

全・整備し、多くの市民が歴史ロマンを楽しむ風景

に楽しそうに遊びます。

も期待されます。
④この地域の歴史遺産を、未来に残すため、それ

齢者、障害のある方も、それぞれの方が、個性にあっ

③名物であった「見沼のホタル」をあちらこちらに

たスポーツを楽しむことができるように、多様なス

復活再生させて、夏の夜には、ホタル狩りを楽しみ

③見沼たんぼにも勝手に入って遊んでよい田んぼや

その価値を市民に伝え・ガイドする機能の充実も重

ポーツ空間を整備していきましょう。

たい。

雑木林は意外に少ないので、地域毎にそうした場所

要です。

らを学術的にしっかりと研究する取り組みの充実や、

をつくれば、子供達のためにとても楽しい体験空間
③市街地と見沼たんぼを結ぶ東西方向の道路には

④生きものたちは豊かな風景の中にはいなくてはな

歩道や自転車レーンを設け、街路樹の植栽によって

らない存在であり、たんぼや樹林地や草原、小川

緑陰をつくるなど、歩行・自転車の安全性・快適性

や池など、多様な生物の生息生育環境が見沼たん

を確保することが必要です。

ぼ地域のなかに残されていることが必要です。

ができると思います。

⑤国指定の文化財である見沼通船堀の保全・管理
とともに、見沼代用水路の「懸け樋（かけとい）」な

（7）屋外コンサートや演劇、芸術祭など、

どの歴史的な姿・風景の復元も必要です。

見沼の自然の中で楽しむ風景
①自然的な環境の中で楽しめる文化的な活動は、

見沼たんぼ内の通過交通はなるべくルート限定
し、歩・車・自転車の分離方策を検討し、安全快適

⑤多様性のある豊かな生物空間を再生するには、見

都市のアイデンティティをつくっていく上でとても重

な散策の環境をつくることが必要です。できれば見

沼代用水の水を「環境用水」として、見沼たんぼ地

要です。見沼たんぼ地域でも楽しめる日が来ること

沼たんぼを通過する道路を目立たなくするための修

域に引き込み、活用することも求められます。

を望んでいます。

景などの取り組みも必要です。

（5）多くの市民が、
「農園活動」や
（3）ボート・カヌーやひらた船に乗って
水辺に親しむ風景
①芝川や見沼代用水・調節池にボート・カヌーやひら
139

「植物園・観光農園などへの訪問」を
気軽に楽しむ風景

②既存の公園施設や公共施設などで、屋外コンサー
トや演劇、芸術祭などが、市民の手でつくられ、み
んなで楽しめる場になってほしい。

①休みの日には、見沼たんぼに行って農作業や植
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見沼たんぼ地域 景観形成ビジョン研究会
1

研究会の目的と設立
見沼たんぼ地域を巡る時代と土地利用の変化の中で、見沼たんぼ地域の魅力と

価値及び文化的価値としての景観資源を未来に引き継ぐことのできる「望ましい景観
資産」として形成していくため、市民として、どのような長期ビジョンのもとに、景観
形成活動や景観政策への提案をなすべきかとの「景観形成研究の必要性」が、数
年前から市民団体のメンバーの中で意識されてきました。
これらの景観形成ビジョン研究の必要性にこたえるため、
「見沼たんぼ地域・景観
形成ビジョン研究会」を 2014 年（平成 26 年）6 月に設立しました。
以来、3 年 5 カ月間にわたって 32 回の研究会を開催し、2017 年（平成 29 年）11
月に報告書のとりまとめを行いました。
2

緑のトラスト 1 号地の河畔樹と斜面林

研究会の会員
当研究会の会員は、2014 年（平成 26 年）の設立に同意し、研究会活動に参加し

た下記の 15 名です。
宇杉

和夫・西安交通大学客員教授、さいたまの森アーカイブ 代表

中津原
深堀

努・都市づくり NPO さいたま 副理事長
清隆・埼玉大学大学院理工学研究科・准教授

秋山

寛・地域環境研究所 代表

萩原

知美・ファームインさぎ山 代表

島田由美子・NPO 法人見沼ファーム 21 理事長
小川

久男・見沼たんぼの環境資産を創造する会 監事

大神

國裕・見沼たんぼ地域ガイドクラブ 代表

西野

輝久・見沼たんぼの環境資産を創造する会 理事

丸山

文隆・オーガニックハーベスト丸山 代表

黒澤

兵夫・さいたま市ランドコーディネーター協議会 会長

林

上山口新田の農地とさいたま新都心

洋一郎・日本工営（株）コンサルタント国内事業本部 課長補佐

若林

祥文・NPO 法人水のフォルム 理事

副島

圭治・NPO 法人見沼ファーム 21 会員

北原

典夫・未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会 事務局長

ちなみに、林

一三子さん（見沼美田クラブ理事）には、研究会活動に、毎回、

熱心に御参加いただきましたが、2017 年（平成 29 年）2 月に他界されました。
生前のご尽力・ご協力に感謝申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上
げます。

「見沼たんぼ地域

景観・未来へのビジョン」

発行・編集：見沼たんぼ地域 景観形成ビジョン研究会
事務局 : さいたま市中央区大戸 6-8-7
e-mail minuma.farm.kitasaku@ever.ocn.ne.jp
デザイン・印刷 : 有限会社アームズ

3

二枚の透明水彩画

発行日 :2017 年 11 月 15 日

報告書内で使用させていただいた「緑のトラスト1 号地の河畔樹と斜面林」の絵
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と「上山口新田の農地とさいたま新都心」の二枚の絵は「透明水彩画」で、作者は

この「見沼たんぼ地域

平田太美雄さんです。

サイサン環境保全基金の助成金で印刷・発行しております。

景観・未来へのビジョン」は、公益財団法人
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