
公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

～公園緑地協会からのご案内～

浦和駒場スタジアム（駒場運動公園） ―　昭和42年９月。「第22回国民
体育大会」の埼玉県開催にあわせて、サッカー場と陸上競技場を併せ持つ運動公園
として開設。同年10月には、国体サッカー競技のメイン会場として、連日全国から
集まった選手たちによる熱戦が繰り広げられました。（このときの優勝校は「浦和南
高校」。サッカー場のこけら落としに花を添えました。）
　平成５年５月のJリーグ開幕からは、浦和レッズのホームスタジアム（観客10,000人
収容）として「サッカーの街・浦和」の象徴ともいえる存在になりました。
　平成７年８月。観客21,500人収容のサッカースタジアム兼陸上競技場として
リニューアルオープン。
　平成24年４月。老朽化した陸上トラック及びサッカーピッチを改修。このとき陸上
競技場は第３種公認を取得しています。
　現在は、浦和レッズレディースのホームスタジアムになっており、市民スポーツの
拠点として大きな役割を担っています。

さいたま市浦和区駒場2丁目地内
TEL：048-882-8149　FAX：048-882-8360

浦和駒場スタジアム（駒場運動公園）（浦和区　区の色：あか　区の花：ニチニチソウ）
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　今年６月。南区役所が、南区民の郷土意識の醸成
と、内外へのイメージアップを図るため、南区の
若々しいイメージを表す区の花「ヒマワリ」の認知
度を高めるプロモーションのひとつとして、別所
沼公園メキシコ広場にヒマワリ花壇（＝ヒマワリ
スポット）を新設しました。
　植えられたのは、成長すると１mを超える「サン
リッチ」と、背丈が50cmくらいの「ミニヒマワリ」
の２品種それぞれ100株です。
　開花時期の７月下旬から８月上旬にかけては、「酷暑」ともいうべき厳しい暑さでしたが、夏らしい大輪の黄色い花を咲かせたヒマ
ワリの姿は、公園を訪れた人たちに元気を与えてくれました。

別所沼公園に「ヒマワリスポット」が誕生!

地域ぐるみで子供たちの安全を守るための『事故防止』出張講座のご案内

［対象］小学生、幼稚園、保育園の児童・幼児
公園で遊ぼう!!

● 遊びに行くときのルール
● 遊具で遊ぶときのルールとマナー
● 公園の周りにある危険  etc.

みどりと公園

　当協会では、さいたま市内の980に及ぶ公
園施設の管理運営を通じて、皆さまが安心・安
全に利用できる公園づくりに努めています。ご
紹介する出張講座は、職員が長年培ってきたノ
ウハウを皆さまにご提供することにより、『地域
ぐるみで子供たちの安全を守る！』ことをテー
マとして展開しているものです。
　無料(!!)でお伺いします。お気軽にご用命く
ださい。
　お問合せは、『公益財団法人さいたま市公園
緑地協会 事業グループ』まで。

緑化のおすすめ【生け垣助成制度】
　ご存じですか？既存のブロック塀を取り壊して（もしくは60㎝以下に改造して）生け垣を
設置される場合、次の制度があります。
　生け垣は災害時にはブロック塀のように倒壊することがなく、災害に強い街づくりに貢献
します。また、生け垣の緑は気持ちを休める効果が高く、風を通し快適な生活環境をもたらし
ます。

生け垣の延長（ｍ）×上限10,000円
（ただし、限度額20万円）です。
※自己の住居用地の接道部分に限ります。

既存のブロック塀等の取り壊し延長（ｍ）×上限5,000円
（ただし、限度額10万円）です。
※塀の撤去後に、生け垣を設置する部分が対象となります。

制度の利用には諸条件があります。詳細につきましては、『公益財団法人さいたま市公園緑地
協会 事業グループ』へお問い合わせください。

約20分
～30分

《平成30年度～上半期～実績》　
ココファン・ナーサリー浦和／スターチャイルド浦和
保育園／ふらっと保育園／指扇保育園／大和田保育
園／上小保育園／領家保育園／下落合団地保育園
（敬称略）

※大人の方を対象とした講座『子供たちを守
ろう!! ～公園での事故防止～』もございます。
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浦和駒場スタジアム

〒336-0021 さいたま市南区別所4-12-10
TEL： 048－836－5678
FAX： 048－836－5200

協会ホームページ

http://www.sgp.or.jp
さいたま公園ナビ

公益財団法人
さいたま市公園緑地協会

平成30年10月発行寄附金募集のご案内
◎ 特定公益増進法人である当協会への寄附は、税法上の優遇措置の対象になります。

　当協会では目的別に定めた2種類の寄附金を募集しております。
多くの皆さまからのご支援・ご協力をお待ちしております。
　平成29年度の寄附金は、次のとおりです。ご協力ありがとうございました。

緑の基金
741,125円

公園文化創造寄金
862,001円

生け垣設置

既存の塀の
撤去

既存のブロック塀を改造して生け垣を
設置したお宅
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秋葉の森総合公園

駐車場
113台
（無料）
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アクセス

駐車場利用時間
8時30分～17時15分
○電車
　JR川越線「西大宮駅」または
　「指扇駅」下車 徒歩30分
○バス
　大宮駅西口8番乗り場より
　「平方・丸山公園」行き
　「秋葉入口」下車 徒歩15分

さいたま市西区中釘1241番地

TEL 048-620-7186
FAX 048-623-1008

家族や友達、みんなで集まって、バーベ
キューを楽しみませんか。
アウトドアで思いっきり遊んで心身共に
リフレッシュ！

※詳しくは、秋葉の森総合公園までお問合せください。

•バーベキュー場は、さいたま市の「公共施設予約システム」から事前予約が可能です。
 システム利用には登録が必要となります。
•バーベキュー用品の販売・レンタルも行っています。

常設カマド 7基〔1基あたり710円（市内）で10人まで利用可能〕
利用期間 4月1日～11月30日の9時から17時まで（16時片付け）

　年間を通して、学生や社会人など様々な
カテゴリーの公式ゲームやプロチームの練習
で使用されているこのサッカー場は、芝草
管理技術者（※）の資格を有する職員2名
と専属アドバイザーで管理
しています。

　天然芝のグラウンドは、ウィンターオーバーシーディングに
よって常緑を保っています。（300人収容の観客席を併設）
　天然芝がもつ機能として、関節等への衝撃を和らげるといっ
たスポーツをする上での安全性への寄与はもちろん、緑色は、
見た人に心理的な安らぎを与える修景的機能をもつほか、大気
浄化など生活環境を保全する機能を有しています。
※芝草管理技術者資格認定制度（日本芝草研究開発機構）：スポーツ施設、
公園緑地、ゴルフ場等の芝生の維持管理に携わる方を対象に、芝生について
総合的に勉強し、技術の向上を図る一方、環境の保全にも万全を期すため
の資格認定制度です。

天然芝サッカー場

ピクニック広場
（バーベキュー場）

　野趣あふれる園内の木々は、四季折々な表情を見せてくれます。
　これからの秋シーズンの見どころは何といっても紅葉です。そして秋が深まる頃から早春に
かけては、冬鳥たちの姿を楽しむことができます。

イロハモミジ ナナカマド ドウダンツツジ ガマズミ

イロハモミジ
紅葉（こうよう）する木の代表。「紅葉」をモ
ミジと読み、紅葉狩りや紅葉マークなどの言
い方をされる。
ガマズミ
花も果実も紅葉も美しく、観賞価値が高い。
コマユミ
鮮明な紅葉は、モミジに次いで美しいとされる。
ドウダンツツジ
新芽も花も紅葉も大変美しく、四季折々で楽
しめる日本原産の落葉低木。

ナナカマド
秋には赤い実がなる。紅葉も大変美しい。
マユミ
大きな実がサクランボのように長い軸で木
にぶら下がる。熟すると殻が割れて中から
赤い実が出てくる。
ヤマボウシ
公園や街路などによく用いられ、花・実・
紅葉が楽しめる。

紅葉ガイド

野鳥ガイド
秋～冬に見ることができる主な野鳥
アオジ　イカル　オオタカ　ジョウビタキ　ベニマシコ　等　※年によって大きく変化します。
通年見られる鳥
カルガモ　カワセミ　シジュウカラ　等

ベニマシコジョウビタキ カワセミ

マユミ コマユミ ヤマボウシ

イカル オオタカアオジ

ジャコウアゲハ チョウトンボ キジ イトトンボ ネコヤナギ/2月

シュンラン/3月 キンラン/5月 サイハイラン/5月 フタリシズカ/5月 ヤブカンゾウ/7月

ギボウシ/8月 ミズタマソウ/9月 コウヤボウキ/10月 タコノアシ/11月 ハナワラビ/12月

北

自然保護ゾーン

多目的広場
（ダストグラウンド）

遊具広場

駐車場

天然芝サッカー場

ピクニック広場
（バーベキュー場）

センターハウス
（管理棟）

秋・冬シーズンの見どころ秋・冬シーズンの見どころ

自然保護ゾーン自然保護ゾーン
　さいたま市北西部に残る大規模な「谷戸（やと：丘陵地が浸食されて形成された谷状の地形の
こと）」。湿地・斜面林など、豊かな自然環境が一体となり、絶滅の危機にある野生動植物の
貴重な生息場所となっています。
　季節ごとに違った生き物に出会えるのも大きな魅力のひとつです。
　公園開設以来、（公財）埼玉県生態系保護協会大宮支部の方々との協働で保全活動を行って
います。 ※生態系保護区域は立ち入り禁止です。 ※植物の採取及び動物の捕獲は、条例により禁止されています。
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