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久喜は、JR東北本線、東武伊

勢崎線、東北自動車道、圏央

道等交通の要衝となっている。

久喜駅西口の旧道沿いには

いくつかの歴史ある建物が残

っている。東京のベットタウン

として開発された住宅地など

も年月とともに落ち着いた風情

となってきている。

（写真は久喜市青葉４丁目

付近のケヤキ並木）

1 パークタウン幹線道路 2 民家の生垣 3 久喜市水道タンク

4 県道153号の植栽 5 甘棠院 6 -1 光明寺

久喜

上水タンクは大きく形態も特殊なため

町のランドマークになっている。

良く手入れされた植栽である。道路側には塀などの囲いを設けず、

垣根を設置して住宅地景観を形成し

ている。

創建が西暦664年という古い寺院。住宅側の垣根が道路側の低木と高

木植栽が良く調和している。

足利政氏の邸宅跡で後に甘棠院と

なり、その墓地もここにある。
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6 -2 光明寺の大木 6 -3 光明寺の参道 7 美しい垣根

8 店舗 9 -1 天王院本堂 9 -2 八雲神社のイチョウ

10 お稲荷様 11 良好な宅内緑地 12 ムクノキ

道路沿いに置かれたお稲荷様。 宅内緑地が美しく、景観向上要素と ランドマークとなる高木である。

として親しまれている。

っており、2階部の白い外壁と格子 マークとなっている。 歴史を感じるシンボルツリーである。

窓とのコントラストが美しい米店。 八雲神社の祭礼「天王様」は毎年

7月12日、18日に行われ、「提灯祭り」

良く手入れされたスポット的な景観 いえる。

である。

腰高までの外壁がナマコ壁風にな 寺院特有の大屋根が地域のランド 八雲神社参道のイチョウの大木は

大木。 木とともに景観向上要素となってい

る。

地域のシンボルツリーになっている 大木に覆われている参道。 良く手入れされた垣根で宅内の庭
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13 門 14 住宅 15 ポケットパーク

16 駐輪場 17 久喜中央ハイツ内構内通路 18 店舗

19 住宅 20 -1 御陣山の神社 20 -2 御陣山の神社

ていない。現在は御陣山公園として

銀杏や椎の大木に囲まれたランドマ

ークとなっている。

正面の木製建具のガラス戸と２階の 徳川家譜代の家臣米津氏の陣屋跡 築山の上に祀られている祠。

一枚板の戸袋が印象的な民家である。とされている。陣屋の遺構は残され

に配慮した藤棚となっている。無機 している。

質な建物を人工的植栽でやわらげ

ている。

前面道路に面した駐輪場の屋根部 落葉樹と常緑樹が混植され美しい景 欧風のお洒落なレストランで店舗前

は、波形にデザインされ景観、環境 観を見せている。 の紅葉の木が良い雰囲気を醸し出

見える宅内の庭も美しい。 塀などとは違うやわらかさがある。

和風の門構えである。数奇屋風の 敷地の囲いが今は珍しくなった 道路交差点に入り隅部をつくりシン

落ち着いた雰囲気で、格子戸から 板塀である。道路に対してブロック プルなたまり空間となっている。
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20 -3 御陣山の神社 21 路地 22 無電中化された駅前通り

24 店舗 25 店舗

26 蔵 27 店舗 28 店舗

るが、裏に見える切妻屋根の建物は

歴史ある商家を思わせる。特に2階

の窓の手すりが印象的である。

稲荷様が祀られている。

敷地内の白壁の蔵と椎の大木が目 2階の格子と看板そしてエンジ色の 2階部の梁と雨戸そして戸袋が印象

を引く民家である。敷地の角にはお 暖簾が目を引く建物である。 的な建物である。

の良い道路景観となっている。

店舗部分は、改修された様子であ 正面の木製建具のガラス戸と

亀甲模様に張られた戸袋、また、

緑青化した雨樋が目を引く建物で

ある。

築山の上の祀られている観音様。 良く手入れされた植栽が気持ちよく、 新しく整備された駅前通りは、無電

歩きやすい路地空間である。 柱化され街並みが見通せて気持ち
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29 -1 酒造 29 -2 酒造の煙突 29 -3 酒蔵

30 -1 蔵 30 -2 蔵 31 住宅

32 剣道場 34 店舗

引く。

昭和を感じる建物。 交差点の角に建つ四角い小さなレス

現在は剣道場として使用されている。 トラン。細かく仕切られた窓枠が目を

的な古い商家である。 命令によって黒く塗られた。(家主談)

通り側の木の塀と蔵の白壁を覆う木 かなり奥行きの深い蔵である。 重厚な屋根と黒壁が印象的な民家。

板、木製建具のガラス戸が印象 黒壁は元は白い漆喰で、戦時下の

ほとんどが造り酒屋と銭湯の

ものである。

地元の酒造会社で正門脇にある歴 敷地内工場の煙突。 敷地内にある石造(大谷石）の倉庫。

史を感じさせる造りの店舗である。 街中にある煙突のある風景は ツタが絡まり風情がある。
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36 御嶽神社 37 路地

38 店舗 40 銀杏並木

41 久喜市文化会館 42 -１ 青毛堀川の堤防 42 -２ 青毛堀川の堤防

ている。 くしい。

プラネタリウムがランドマークになっ

桜並木が形成されている青毛堀川 春の時期の青毛堀川。

の堤防で、春には桜、菜の花が美 （写真：久喜市提供、加工）

広大な広場を配置し、ドーム屋根の

文化会館前の通りはイチョウ並木の屋根に風見鶏が付いた欧風造りの

美しい紅葉が見られる。ファサードの店舗である。

広場内に７～８ｍ程のこんもりした山 植栽に覆われた巾2m程度の路地

の上に石碑が立っている。 空間である。
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43 青葉団地内のケヤキ並木 44 -1 店舗

木。美しい道路景観を形成している。

開発された青葉団地横のケヤキ並 通り抜けできる中庭を持つ店舗。
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