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観光地等における広場的空間のあり方に関する研究
－事例との照合による「広場等の設計上の配慮事項」の検討と考察－
笠間

聡

松田

泰明

１．はじめに
本稿は、当研究所における過年度の調査研究の成果
として得られている「広場等の設計上の配慮事項（案）」
について、いくつかの具体の広場事例と照合を行うこ
とでこれの妥当性について考察を行ったものである。
またあわせて、広場等の設計・計画において配慮すべ
き事項に関する紹介あるいは解説となるよう執筆した
ものでもある。
１．１

研究の背景

写真－1

世界水準の観光地の屋外公共空間の一例
（カナダ・ウィスラーの交通広場周辺）

表－1

観光地の魅力向上に寄与する
屋外公共空間のパターン（観光地レベル）

近年、地域振興や産業振興などの観点から「観光」
にさらなる期待が集まる中、新型コロナウィルスを発
端とする感染症対策など新たな課題はあるものの、観
光地の魅力の改善は多くの地域で積年の課題となって
いる。では、観光地の魅力を真に高める、あるいはデ
ィスティネーションとして選ばれる観光地であるため
に、観光地として取り組むべき課題とはなんであろう
か。
その際、観光振興や観光地としての魅力向上、特に
近年課題となっている滞在型観光の促進や観光地にお
ける滞在時間向上を考える上で、景観や空間の質は非
常に重要である （写真－1）
。
1)

そこで本研究では、滞在型観光を念頭に、魅力的な

カテゴリ
> ⾒る︓
景観・空間の質

旧パターン2) 3)
との対応

パターン
1 観光地のアイデンティティとなる象徴景

パターン2

2 域内の緑と周囲の景観への眺望

パターン3

3 整えられた街並み

・

> 歩ける︓
歩ける空間

4 適度な⻑さの散策路

パターン4

5 歩⾏者優先の街路空間

パターン6

> 休める︓
くつろげる空間

6 散策や滞留の拠点となる広場等

パターン5

7 道ばたの休憩空間

・

> 過ごせる︓
8 屋外での時間の過ごし方の提供
屋外で時間を過ごせる

パターン1

観光地の条件を屋外公共空間の面から明らかにするこ
とを目的とする。これにより、観光地等における屋外
公共空間の課題の抽出を可能とし、効果的かつ効率的

平成27年度以降、これまでに以下のような内容に取り

な屋外公共空間の整備・改善手法の立案を支援するこ

組んできた。

とを目指している。

第一に、徒歩圏規模の観光地としてのまとまり（お

なお、本研究においては、冒頭にも述べた新型コロ

およそ1km四方程度）を対象として研究を行い、国内

ナウィルスの流行を発端とする、今後の観光の様態や

で評価の高い温泉街型観光地の事例分析などをもと

動向の変化については検討できていないので、ご了承

に、「観光地の魅力向上に寄与する屋外公共空間のパ

の上、お読みいただきたい。

ターン」などについて考察してきた2) 3)（表－1）。
一方で、表－1のパターンは、徒歩圏規模の範囲を

１．２

これまでの研究成果と研究上の課題

寒地土木研究所における「観光地の魅力向上に寄与
する屋外公共空間のあり方に関する研究」においては、
14

観光地の単位として、その屋外公共空間が備えるべき
特性を整理したもので、個々の空間の魅力の具体の改
善手法にまでは言及できていない。
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そこで次に、表－1のパターンの6項目めにもある、

２．本稿の位置づけと調査の概要

「広場的空間」あるいは人が休憩・滞在するための屋
外空間を対象として、その空間の構成や構成要素のデ

１．２で述べた「観光地等の広場等の設計上の配慮

ザイン手法について検討を進めることとした。このた

事項(案)」について、一方では、広場等の空間の規模

め広場や街路、ショッピングモールの屋外空間などを

等によっても達成すべき項目は異なると考えられる。

対象とした既往の設計技術資料等（表－2）から、広

そこで本稿においては、いくつかの具体の広場的空

場等の設計技術・設計理論に関する記述抽出を行い、

間の事例分析をもとに、これらと前掲の設計上の配慮

これらの分類整理から15項目の仮説を得た 。これを、

事項の対応関係について改めて確認を行い、この「広

その後の事例収集やそれをもとにした検証等を経て、

場等の設計上の配慮事項(案)」の有効性について考察

改めて「観光地等の広場等の設計上の配慮事項(案)」

を行ったものである（図－1）。

4)

対象とした広場的空間の事例は、対象の空間に対す

として取りまとめたのが表－3の15項目である。

表－2
No

広場の設計技術・設計理論に関する記述抽出の対象とした書籍等

書名

著者名

発⾏

刊⾏年

クリストファー・アレグザンダー

⿅島出版会

1984

下段︓原著

下段︓原著

1

パタン・ランゲージ

2

広場のデザイン「にぎわい」の都市設計５原則

小野寺康

彰国社

2014

3

街路の景観設計

土木学会編

技報堂出版

1985

4

街のデザイン︓活気ある街づくりのシナリオ

シリル・B. ポーマイア

⿅島出版会

1993

平田翰那訳

A Pattern Language

1977

1988

Designing the successful downtown
5

街並みの美学

芦原義信

岩波書店

1990

6

景観からの道づくり︓基礎から学ぶ道路景観の理論と実践

堀繁講和集

堀繁

2008

7

人間のための屋外環境デザイン

クレア・クーパー・マーカス

⿅島出版会

1993

⿅島出版会

1995

People places : design guidelines for urban open space

湯川利和、湯川聰⼦共訳
チャールズ・W. ムーア

1990

8

庭園の詩学

9

場のデザイン

槇文彦、三谷徹

彰国社

2011

復刻版 ⽇本の広場(復刻版)

都市デザイン研究体

彰国社

2009

有岡孝訳

The poetics of gardens

10

1988

⽇本の広場

1971

表－3 「広場等の設計上の配慮事項」の試案
区分
立地

空間構成

構成要素

空間運営

項目

概要

1.

自然と利用される場所

…

多くの人に自然と利用される立地にあること。

2.

水面や景観資源への眺望

…

広場や主要な休憩・滞在空間から、水面や景観資源などへの眺望があること。

3.

適度な密度感の創出

…

空間を適切な規模に分節する。 例︓D≦24m(21m)、D/H≦3

4.

空間の展開/シークエンスの演出

…

広場における小空間を変化に富んだ構成とし、小空間の移動ごとに利用者に新鮮な驚きを与えるような構成であること。

5.

象徴的な場所

…

広場に象徴的な場所があり、印象的な空間構成・構造であること。 例︓中心、円形、軸線、並木列植など

6.

広場内の高低差

…

広場内の高低差は、利用者に腰掛け、眺望、特異な空間体験などを提供し、空間を分節することもできる。

7.

境界部のつくり方

…

空間を区分しつつも、利用者を広場に引き込むようなデザインが境界部にあること。

8.

通路と溜まりの分離

…

広場内の歩行者動線と、休憩・滞在のための空間が適切に分離・区分されていること。

9.

守ってくれるもの

…

主要な休憩・滞在のための空間においては、植栽や壁、シェルターによって"領域性"が確保されていること。

10.

自由な腰掛け

…

利用者のニーズに応える腰掛け等があること。 特にベンチ以外の形態の腰掛けが充実していること。

11.

豊かな/温かみのある素材

…

豊かな肌触りやテクスチャのある材料もしくは表面加工が、主要な部分に用いられていること。

12.

植物/植栽/緑の適切な配置と維持管理

…

見上げるような豊かな緑と、手の届くところに目を楽しませる草花があること。緑陰と木漏れ日、彩りの草花があること。

13.

広場内の目を楽しませるもの

…

動きのある"魅力的な興味の対象"があること。 例︓噴水、水景、動きのあるモニュメント、パフォーマンスなど

14.

となりのにぎわい（小売りスタンドやカフェ）

…

露店、キオスク、屋外カフェ、テイクアウトの飲食店等が見通せる範囲にあること。

15.

にぎわいの運営

…

マーケットやマルシェなどのイベントが、日常的に開催されていること。 ただし、誰もが利用しやすい環境が保たれていること。
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る熟知度や調査の便等も考慮して札幌市内から選択す

設計上の配慮事項（案）」について、表－4および写真

ることとし、大通公園（3丁目広場）、北3条広場、札

－2の広場的空間事例と照合した結果を以下に示す。

幌駅南口駅前広場、これに加え、民間施設内の広場的

なお、誌面の都合上、照合の結果および考察について

空間として商業施設（サッポロファクトリー）の煙突

は本稿では一部を割愛している。

広場とアトリウムとした（表－4、写真－2）
。
３．１
３．
「広場等の設計上の配慮事項（案）」と広場的空間

水面や景観資源への眺望（表－3の2./立地）

広場から水面や景観資源などへの眺望があること
は、広場のアイデンティティとなり、利用者にとって

事例との照合および考察

はそこを訪れ、滞在することの魅力となる（表－3の
前章のとおり抽出整理された、表－3の「広場等の

2./立地）。
北3条広場では、広場軸の正面に、北海道庁旧本庁
舎（赤れんが庁舎）があり、広場のアイデンティティ
となっている。大通公園も東の端にテレビ塔、西の端
に札幌市資料館（旧札幌控訴院）があり、ランドマー

広場の設計・計画に関する既往技術資料等

クとなっている（写真－2のAおよびB）。

表-2

一方で、駅前広場にはこれに該当するような目を楽

広場の設計技術・設計理論に関する記述抽出
抽出記述をもとに「仮説15項目」を整理

表－4

「仮説15項目」の検証

「観光地の広場等の設計上の配慮事項(案)」
として取りまとめ

表-4, 写真-2

照合

本稿での呼称

札幌市内の
広場的空間事例の調査

本稿の範囲

表-3
「配慮事項(案)」の有効性の考察

図－1

本研究における調査フローと本稿の範囲

調査対象とした広場的空間の諸元等

名称

所在地

概略面積*

大通公園

⼤通公園 ⻄3丁目広場

札幌市中央区 ⼤通⻄3丁目

6,500㎡

北3条広場

北3条広場

札幌市中央区 北3条⻄4丁目ほか

2,800㎡

駅前広場

札幌駅南口 駅前広場

札幌市中央区 北5条⻄3丁目ほか

10,000㎡

煙突広場

サッポロファクトリー 煙突広場

札幌市中央区 北2条東4丁目

1,600㎡

アトリウム

サッポロファクトリー アトリウム

札幌市中央区 北2条東4丁目

3,000㎡
* 図測等による

写真－2
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調査対象とした広場的空間
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しませるもの、広場のアイデンティティとなるような
眺望要素はない。煙突広場は煙突がランドマークと言
えなくもないが、相当に見上げる位置になるため、あ
まり心地よい眺めは得られない（写真－2のD）。
○：大通公園、北3条広場
×：駅前広場、煙突広場、アトリウム
３．２

適度な密度感の創出（3./空間構成）

広すぎる空間は、殺伐として居心地の悪いものとな

写真－3  駅前広場西側のイベント広場

る。人間的なスケール（ヒューマンスケールと呼ばれ
る）の広場の目安としては、空間の幅D=24m以下5)（あ
るいは21m以下6)、文献等により異なる）、D/H（空間

まり居心地の良い状態とは言い難い（写真－3）。

の広がりと立ち上がり高さの比。街路であれば幅員と

○：大通公園、北3条広場、煙突広場、アトリウム

沿道建物高さの比）=3以下 というのがある。

△：駅前広場（おおむね○も、西側イベント広場が×）

7)

大通公園は、中央の広場の幅は50m近く、前者の目
安には合致しないが、後者については、道路との境界
にある樹木が樹高15～20m前後であると考えられるた

３．３

空間の展開/シークエンスの演出（4./空間構成）

これは、狭い空間を抜けたあとに広い空間や開けた

め、ちょうどD/H=2～3程度となる（図－2上）。一方、

眺望が待っているなど、広場等の空間を小規模な空間

北3条広場ではイチョウ並木の列間隔が15m程度であ

に分割した上で、空間の構成を変化に富んだものとし、

る。前者の目安には合致する一方で、樹木によるD/H

利用者に新鮮な驚きを与えるような空間構成のことで

としては、D/Hが1を超える程度となる（図－2下）。

ある。

煙突広場については、広場の幅が25m程度でほぼこ

最も簡潔なものとしては、表と裏、手前と奥といっ

の目安に合致する。アトリウムも同様に幅が24m程度

たような空間構成のことであるが、大通公園、北3条

となっている。

広場、駅前広場については、いずれも人通りの多い市

駅前広場については、正面側については複数の建築

街地の広場であり、表と裏をつくるほどの余裕はなく、

的構造物で区切られているため、おおむね幅24m以下

すべて表の空間となっている。したがってこの要件に

という目安を達成している。一方で、西側のイベント

は合致しない。

広場については、広場の幅が30m程度、広場を区切る

煙突広場も規模が小さく、一目で全体を眺められる

のも樹高の低い樹木や歩道、商業ビルの壁などで、あ

ことからこの要件に合致しないが、いずれにせよこの

図－2 「適度な密度感の創出」に関する検証例：大通公園（上）、北3条広場（下）
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規模の広場では実現は困難かもしれない。
一方、アトリウム（写真－2のE）については広場
の中央部に設けられた一層分の高低差がうまく空間を
演出しているほか、南北のショッピングモール内の通
路からアトリウムに出ると上下に視界が広がり、明る
く開放的な空間体験が得られるなど、印象的な空間構
成となっている。
○：アトリウム
×：大通公園、北3条広場、駅前広場
△：煙突広場（この規模の広場ではやむなしか）
３．４

象徴的な場所（5./空間構成）

広場自体がまちにおける主役の空間となることを期
待する場合には、広場に「象徴的な場所」があり、印
象的な空間構成であることが期待される。
大通公園は東西の軸線が明確であり、また、分節さ
れた各街区の広場ごとに中心となる施設があり、求心
的な構造となっている（例えば、3・4・5丁目と7丁目
は噴水、6丁目はステージ）。北3条広場もイチョウ並
木が明確な軸線をつくっている。
駅前広場は、円錐状のガラスのピラミッドが広場に

図－3「守ってくれるもの」のイメージと検証例
大通公園の南北通路沿い（上）、広場中央（下）

どが溜まりの空間となっており、駅から駅前広場方面
に南北に行き交う人の流れからは区分されている。
煙突広場は、休憩スペースが、広場を介してつなが
る棟同士を行き交う人の動線にさらされている。
アトリウムも、イベント開催時や休日など利用者の
多い日には密度がやや過大で、ゆったりした溜まりの

アクセントをつくっているほか、構造物やモニュメン

空間は確保できていない。

トで強調された札幌駅前通りに向かって伸びる軸線が

○：大通公園／広場中央、北3条広場、駅前広場

ある。アトリウムも、長手方向の軸線が明快であり、

×：大通公園／南北の通路沿い、煙突広場、アトリウム

西の端には舞台にもなるイベント広場と、中央付近に
は花で彩られた大階段がある。
一方で、煙突広場は中心や明確な軸線が存在せず、

３．６

守ってくれるもの（9./空間構成～構成要素）

大通公園の南北の通路沿いのベンチは、植栽帯の境

空間がぼやけている。モニュメントである煙突に向か

に位置し、豊かに育った樹木に守られた配置になって

って同心円の構造になっていたりすると、空間の一体

いる（図－3上）。一方で、広場中央のベンチは眺めは

感が生まれていたかもしれない。

良いものの、基本的に周囲に構造物や植栽はなく、さ

○：大通公園、北3条広場、駅前広場、アトリウム

らされている（図－3下）。ただしベンチ自体はどちら

×：煙突広場

も人気であり、利用客は分け隔てなく多い。
北3条広場は、イチョウ並木の足元にベンチや縁台

通路と溜まりの分離（8./空間構成）

が設置されており、枝下が憩いの空間となっている（写

広場等においては、歩行動線と休憩・滞在空間が適

真－4左）。駅前広場は、駅側商業施設の前面に沿って

切に分離され、人通りによって阻害されることなく、

パラソルが置かれ、日差しや晒され感、壁面の圧迫感

落ちついて休憩・滞在できる空間が確保されているこ

から利用者を守ってくれている。ガラスのピラミッド

とが望まれる。

周囲のベンチは、ガラスのピラミッドで背後が守られ

３．５

大通公園は、南北に通路が集約されており、噴水等

ている一方、ガラス素材、空に向かって後退していく

がある中央部分は溜まりのスペースとなっている。た

壁面ゆえに、開放感も損なわれていない（前掲写真－

だし南北の通路沿いにもベンチは多く並べられてい

2のC）。

て、
こちらのベンチも利用者には多く利用されている。

○：大通公園／南北の通路沿い、北3条広場、駅前広場

北3条広場は、並木の植栽帯・植栽ますの周辺が溜

×：大通公園／広場中央、煙突広場、アトリウム

まりの空間として確保されている。駅前広場も、円錐
状のガラスのピラミッド周辺や駅側商業施設の前面な
18

寒地土木研究所月報

№812

2020年12月

３．７

樹木があるほか、立体的な構成であるため、緑の印象

自由な腰掛け（10./構成要素）

が豊かに感じられる（写真－4右）。

広場には、利用者のニーズに応えるだけの十分な数
の腰掛けがあるのが望ましいが、一方で、利用者が少

一方で、駅前広場と煙突広場には、十分に生育した

なく空きが目立つベンチは空間に寂しさも与える。そ

高木はなく、緑の印象が薄い（写真－2のCおよびD）。

こで、空席時にも「空き」を意識させないようなベン

目線に近い花壇やプランターを増やすか、シンボルと

チ以外の形態の腰掛け（腰掛けることができる段差や

なるような緑量豊かな高木が1-2本あると印象は変わ

構造物、芝生など）の充足が期待される。そのような

ったかもしれない。
なお、本項目については、本節でも草花と樹木に分

腰掛けは、ベンチよりも自由な姿勢で利用することが

けて確認したように、「緑陰と木漏れ日」と「彩りの

でき、長時間の滞在にも適していることがある。

草花」に分割を検討している。

北3条広場には、幅広の縁台があり、利用者がグル
ープで輪になったり寝転んだり、思い思いのくつろぎ

緑陰と木漏れ日

方をしている（写真－4左）
。

○：大通公園、北3条広場、アトリウム
×：駅前広場、煙突広場

大通公園は、ベンチの形状的バリエーションは多く
ないが、ベンチの豊富さ、ゆっくりくつろげる芝生な

彩りの草花

どの存在により、長時間の滞在も楽しめる（写真－4

○：大通公園、駅前広場、アトリウム、煙突広場

中央）
。

×：北3条広場

駅前広場は特筆すべきほどのものはないが、ガラス
のピラミッド沿いの腰掛けは、延長は長いのでさまざ

３．９

まな使い方が可能である（前掲写真－2のC）。

動きのあるモニュメントや水の流れ、観覧自由のパ

アトリウムは、椅子が足りているとは言いがたい。
煙突広場は、通常のベンチのみである。

広場内の目を楽しませるもの（13./構成要素）

フォーマンスなどがあると、飽きずに広場で時間を過
ごすことができる。

○：大通公園、北3条広場

大通公園では噴水がこれに該当する。

×：アトリウム、煙突広場

駅前広場、北3条広場、煙突広場にはこれに該当す

△：駅前広場（腰かけが偏在）

るものはない。アトリウムでは大型ビジョンやステー
ジがあるが、やはりこれに該当するものではない。

３．８ 
植物/植栽/緑の適切な配置と維持管理（12./

○：大通公園
×：北3条広場、駅前広場、煙突広場、アトリウム

構成要素）
大通公園、アトリウムでは大きな花壇があり、花が
彩られている（写真－4中央、写真－4右）。駅前広場
と煙突広場には、プランターやハンギングバスケット
が置かれているが、あまり存在感は強くない。
樹木に関しては、大通公園と北3条広場には、樹高

３．１０

にぎわいの運営（15./空間運営）

大通公園では、ビアガーデンや飲食のイベント、雪
まつりなどが年間を通じて頻繁に開催され、多くの観
光客のほか、地元の利用者を集めている。

15mを超えるような立派な樹木が空間を印象付けてい

アトリウムにはイベントステージ・イベントスペー

る。アトリウムは屋内空間であるものの、中木程度の

スがあり、音楽ライブやステージイベント、展示や物

写真－4
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販のイベントなどが頻繁に開催されている。冬には巨

そのものに高低差がない場合、導入には工夫が必要そ

大なクリスマスツリーとイルミネーションがアトリウ

うである。
このほか、「12.植物/植栽/緑の適切な配置と維持管

ムを彩っている。
北3条広場や駅前広場でも、飲食やインスタレーシ

理」も適合度が低いが、これは評価基準を「緑陰と木

ョンなどのイベントがあるが、開催期間等が限定的で

漏れ日」
「彩りの草花」の2項目とし、双方合致のみを

ある。

○判定としたことが影響している（３．８）。

○：大通公園、アトリウム
×：煙突広場

３．１２

照合結果のまとめと広場事例に関する考察

調査対象とした広場事例のうち、観光客の滞在利用

△：北3条広場、駅前広場（開催期間等が限定的）

が圧倒的に多いのは、大通公園とみられる。北3条広
場は、利用者は多く常に賑わっているが、地元来街者

３．１１ 
照合結果のまとめと配慮事項（案）に関す

の休憩や飲食、友人同士等での会話や団らんに利用さ

る考察

れているケースが多いように見受けられる（写真－4

以上の照合結果を、本稿では割愛したものも含め、

左）。

一覧に整理したのが表－5である。
これを「広場等の設計上の配慮事項」の項目別に見

このような性格の違いを生み出している一因を、本

ていくと、調査対象とした5事例で総じて適合度が低

章および表－5に示した結果から推察してみると、こ

い項目は、
「4.空間の展開/シークエンスの演出」、
「6.広

れらのうち、項目12の広場を彩る草花、項目13の噴水

場内の高低差」、「13.広場内の目を楽しませるもの」

などが要因として考えられる。また、表－5の評価差

であった。

には現れていないが、大通公園では項目10.に関連し、

このうち、「4.空間の展開/シークエンスの演出」に

豊富な形態の腰掛けや芝生が用意されている一方、北

ついては、規模の小さな広場（今回の例で言えば、煙

3条広場にはイチョウ並木足下に設けられた植栽ます

突広場）では実現が困難であるのと、今回調査対象の

を利用したベンチおよび縁台しかない。加えて、項目

他の4広場のように多方向から多くの人が街路的に利

14.に関連し、大通公園では、名物のとうきびを売る

用するような広場においても実現が困難な場合のある

ワゴンがあったり、すぐそばにビールやスナックを売

ことが、今回の調査分析からは示唆された。

るスタンドがあったりして、気軽に飲食が可能である。
このような点が、観光客をわざわざ大通公園まで惹き

「6.広場内の高低差」については、調査対象とした

つける魅力の一因となっている可能性がある。

広場事例の多くがそうであったように、敷地外や敷地

表－5 「広場等の設計上の配慮事項」の各項目と調査対象とした5広場事例の適合状況の評価結果
適合状況
区分

立地

空間構成

構成要素

空間運営

20

項目

大通公園 北三条
(3丁目) 広場

札幌駅前 ファクトリー ファクトリー
広場
煙突広場 アトリウム

1.

自然と利用される場所

○

○

○

△*

○

2.

水面や景観資源への眺望

○

○

×

×

×

補足等
* 煙突広場︓広場に面する各棟間を往来する人のみ。

3.

適度な密度感の創出

○

○

△*

○

○

4.

空間の展開/シークエンスの演出

×

×

×

△

○

5.

象徴的な場所

○

○

○

×

○

6.

広場内の高低差

×

×

×

×

○

7.

境界部のつくり方

○

△*

△*

○

△*

* 3広場︓街路・連絡路的役割を強く担っており、達成困難。

8.

通路と溜まりの分離

△*

○

○

×

○

* 大通公園︓南北の通路沿いは適合しない。

○

○

×

×

* 大通公園︓中央の広場部分は適合しない。
* 駅前広場︓ベンチ等が偏在している。

9.

守ってくれるもの

△*

10.

自由な腰掛け

○

○

△*

×

×

11.

豊かな/温かみのある素材

○

○

○

○

○

12.

植物/植栽/緑の適切な配置と維持管理

○

△*

△*

△*

○

×

×

×

×

* 駅前広場︓西側イベント広場について適合しない。
... 煙突広場など、規模の小さな広場では必ずしも必要ないと考えられる。

* 3広場︓「緑陰と木漏れ日」、「彩りの草花」のいずれかのみ適合。

13.

広場内の目を楽しませるもの

○

14.

となりのにぎわい（小売スタンドやカフェ）

○

△*

△*

○

○

* 2広場︓広場に直接は面していない。

15.

にぎわいの運営

○

△*

△*

×

○

* 2広場︓頻度低。

... 長時間の滞在・休憩を誘発するには有効だが、観光地としては何を見せたいかによる。
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一方で、北3条広場も、観光等の途中に飲食や休憩
をする場所としては十分な魅力をそなえていると評価

し、その整備・改善手法の立案を支援するような技術
の確立を図っていくことを目指している。

できる。駅前広場も駅および周辺商業施設の利用者の
利用が多いと見込まれるが、待ち合わせや休憩の場所
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