
川デツナガル・国際セミナー 

「台中市旧市街地に学ぶ都市再生 

～コミュニティデザインセンターと若者の活躍」 

 

日 時：10月 6日（土） 14:00〜16:30 

会 場：元・崇仁小学校 

 

台湾・台中市は、台北に次ぐ人口（約 280 万人）を有し、常に「住みたい都

市」の上位にランキングされます。その中心である旧市街地は日本統治時代

（1895-1945年）につくられ、台湾の小京都とも呼ばれました。 

しかし近年、行政や商業の中心機能が転出し、空き室率 50％といわれるほど

空洞化が進みました。そんな中、大学のサテライト「中區再生基地」や地元の

若者のグループ「台中文史復興組合」がさまざまな都市再生の提案やキャンペ

ーンを行い、台中市政府がそのいくつかを採用し事業化が進んでいます。 

 今回はその動きの中心にいた張翰文 Chang Han-Wen 氏に、市民が行政にプ

ロジェクトを提案した経緯、市民団体や大学が果たした役割、その後の進捗に

ついてのお話を伺います。 

なお、このセミナーは都市環境デザイン会議（JUDI）関西ブロックの助成で

実施しました。 

 

企画：中村伸之、通訳：岡野翔太（葉翔太）、テープ起こし：辻野隆雄 

 

プレゼンテーション 1（中村伸之／崇仁高瀬川保勝会） 

 

■京都・台中 課題の共有 

 ご存じのように台湾は 1895年から日本が敗戦する 1945年まで日本の植民地

でした。日清戦争後の条約で日本に割譲されて約 50年間、日本の統治下にあり

ました。 

台中はもともと小さな街でしたが、日本の統治時代に鉄道駅ができて、その

おかげで大きく発展しました。台湾の真ん中にあるので、鉄道の中継地点とな

ったわけです。一時期は日本人の 70％くらいが住んでいた、当時でも台湾で日

本人が一番多い街だったんです。ですから日本の建物は非常に多い。100年前の

日本統治時代の建物がびっくりするほどたくさん残っています。京都に町屋が

残っているのと同じくらいです。 

 彼らも京都のように、古いものが壊される中で「歴史を守っていこう」とし

て苦労しているんですね。文化資源を生かしたまちづくりをしたいと入ってい

るんです。しかもそれは、古い建物がまとまって残っている、駅の周辺です。 

 

 大学の研究室や若者の集まりが街なかにできている。ここに置いてあるパン

フレット、手が込んだものがありますが、大学の研究所が作ったんですね。建



築系の大学が街中のビルを借りてオフィスにして、台湾政府や台中市から依頼

を受けて街を活性化するようなマップや店を紹介するガイドブックを作ってい

るわけです。大学の先生がチーフになってデザイナーを雇い、街興しのデザイ

ン事務所をやっている、それが今日これからご紹介するコミュニティデザイン

センターというわけです。 

 京都の菊浜～崇仁～東九条、五条から十条までが約 2.5km。台中で彼が今や

ろうとしている範囲も約 2.5km なんですね。偶然、同じ大きさの街を一つに考

えて、歴史を守りながら面白い街を作っていこう、と伝えているんですね。ち

ょうどいい大きさかもしれない。一つの街として文化があります、と世界に向

けて発信する。 

 台中は日本人が建てた街がどんどん広がって、台湾でも２番目に大きな街に

なったんですね。台湾の人たちが「住んでみたい街 No.1」になったんですね。 

古い街中は一時期廃れたんです。クルマで 30分くらい離れた新都心に市役所

や百貨店が移って、この辺のビルは空き家が 50%くらいになってしまったんで

す。 

この建物はもともと宮原眼科という病院でしたが、一時期屋根が落ちて廃墟

になりました。壁を残して屋根を掛け直して、今ではアイスクリームやお菓子

の店になって、無茶苦茶に人気があるんです。台中に来たらここに来よう、と

若い人が集まるようになった。これができたおかげで、台中の廃れた市街地が

見直されて、日本統治時代に建てられた建物は面白い、あそこに店を出したい、

あそこでおしゃれなものを買いたい、となったんです。 

 

■中区再生基地 

そういう動きに対応して、東海大学建築系の蘇先生が旧銀行の２階を借りて

デザインセンターを開いた。京都でも工場や中央市場の古い建物に若い人が入

ってアトリエを作っていますね。そこで印刷物を作ったり、建築の設計もされ

ている。それを大学と台中市政府が共同でやっているわけです。天井はボロボ

ロだけれど、コンクリートむき出しになっているのが今の若者にとっては、こ

ういうのがカッコいい、と。こういう空間が自由に使えるといいですね。パン

フレットが置かれ、いろんな人が出入りして情報交換が行えます。地元の人が

廃棄油の手作りの石鹸を展示したり、麻エキスのアイスクリームや自然食品も

売っていました。京都なら小学校の跡地なんかこういうふうに使えるかな。 

ここで「古い街だけれど面白いものがたくさんあるから、皆さん、歩いてく

ださい」というパンフレットを作っています。シンポジウムで日本人の建築家

が「古い建物を改修する例」を紹介しました。 

「中城再造」、日本語でも判りますね、中心市街地を再生しよう、という意味

です。ワークショップが建築系の若い人たちに人気があります。日本では京都

駅のようなデカい建物はもう建てられません。若い建築家は古い建物を改修す

るような、小さな仕事でいい仕事をしたい、と考えています。台湾の彼らも九

州工業大学などと連携して、古い建物を造り直しておしゃれな喫茶店にしたり、



というようなことを勉強しています。 

今、台中の各所で公共のレンタサイクルが、こちらで借りてあちらで返す、

というシステムで行われており、非常に便利です。街を自転車で走ろうという

計画も立てられていますが、彼らはこういう実験も先駆けて行いました。台中

の街を案内するツアーもありますが、ホームレスの人をガイドに雇って新しい

仕事を作っています。地域の資源を生かした新しいビジネスですね。 

 

■好伴（コワーキングスペース） 

台湾大学を卒業した女の子が就職せず、台中でまちづくり事務所を立ち上げ

た。「コ・ワーキング」という言葉が流行っていますが、要するに若い人がパソ

コン 1 台で仕事をする、レンタル共同オフィスですね、それを立ち上げたわけ

です。 

「好伴社計（ハオパン・ソーシャルデザイン）」は、社会のいろんなデザイン

をする、イベントやモノづくりの設計をする会社です。街の統計的な研究やフ

ィールドワーク、ワークショップをします。具体的なプロジェクト、事業をし

ます。そして人材育成・起業しようとする人を援助します。この三つの柱です。

この中には地元政治家になった、若い女性もいます。 

緑川、「台中の鴨川」と呼ばれる川があり、その周辺でマーケットを催すプロ

ジェクトを彼らが運営しています。ちなみに台中は「台湾の小京都」と言われ

ています。これは日本統治時代に日本人が勝手に言ったんですけれど、台中市

長は今でもその言葉を使っています。「小京都」と呼ばれて満更でもない、と思

っているんですね。 

 

■台中文史復興組合 

格魯克（張輸文、チャン・ハンウェン）さんらと 2014 年に会ったのですが、

彼らは駅前の大改造に、「歴史的なものは残したい」と考えたんです。100 年前

の日本統治時代の鉄道遺産、レンガ造りの駅舎と新しくできたモダンな建物が

ある、古い鉄道と新しい高架が共存している。駅の裏の鉄道関係者の宿舎や倉

庫は「守ろう」といっている間に壊されたんですが。チャンさんはその頃 24歳、

SNS で集まった 20 代前半の若者が集まって、日本統治時代に造られた刑務所

の武道場やビール工場、砂糖工場を残そう、といった運動をしていたんです。

何か新しい文化施設に利用しよう、と。それを結ぶのが古い鉄道廃線で、それ

を使って周遊できる道（台中緑空鉄道）を作る、というコンセプトです。デザ

イナーが集まって模型を作るワークショップもされました。私がそれに勝手に

応援して、「こんな場所を造ってはどうか」という提案しました。こういうのは

他所から無責任に言った方がいい場合があるんですね、地元では煮詰まってい

る時には刺激を与える。市民に夢を語り、鉄道遺産を大事にしましょう、とい

うキャンペーンをしました。 

2014年に当選した新市長はさっそく地元の若者の提案を丸呑みして、自分の

政策にしたのですが、しかしその後は自分たちで計画を勝手に進めているので、



若者は放ったらかしになっている、という話でした（笑）。 

いろんな開発に対して反対はできますが、新しいヴィジョンを市民側から提

案をするのはなかなか難しい。しかも若者の提案を政府が取り入れるのはさら

に難しい。台湾はなかなか厳しい社会で、市長に当選したら４年間で何か具体

的にモノ（成果）を作らないといけない。意見を聞いている時間は無いから、

タイトルだけもらって勝手に進めていくという状態だと思います。 

 

■若々しい台湾の民主主義 

そういうこともあるけれど、全般的に台湾という国は若々しい国だな、と思

います。李登輝総統が 80年代に民主化を促進するなど、民主化運動は盛んだっ

たんですけれど、1人の個人が団体を立ち上げて、1つのテーマで大きな活動を

して、パッと解散、という団体が 10 も 20 も立ち上がっては消えて、そういう

気楽さがある。月に 1～2回のペースで新しい事をやっている。ビックリしたん

ですが、すぐにイベントをするんですね。あまり難しいことを考えずに、人数

が少なくてもいい、気楽にやるんですね。 

皆さんご存知かと思いますが、台湾で「あまり中国ベッタリになるな」とい

う抗議の社会運動（ひまわり学生運動）があり、学生が国会議事堂を 3 週間く

らい占拠した、街中を 100 万人くらいの人が埋め尽くした、それを社会が許し

たんです。若い人の力が見直されて、その後の 2014 年の統一地方選挙があり、

5,000人くらいのエリアの区長を選ぶ投票で地方のボスが次々落選して、若い人、

特に女性が当選したんです。小さい単位で選挙するのは良いことだと思います。

そうすることで澱んだ地域に新しい風が入る。 

以上が、私が興味を持った点です。 

 

 

 

プレゼンテーション 2 

格魯克〔張輸文、チャン・ハンウェン〕（台中文史復興組合発起人） 

 

■自己紹介と台中の街について 

 「格魯克」はペンネームで、台中市のまちづくり活動の時はこの名を使って

います。その理由は、まちづくりや再開発・保存を語っていると、時にはその

間で揺れ動くこともありますし、人々からレッテルを貼られ、攻撃されること

もあるので、自分を守るためです。 

 今回皆さんにお伝えしたいのは、自分の成長環境・生育環境がどのようにし

てまちづくりに密接にコミットしていくようになったのか、それが実際に政府

に提案するところまで持って行けたのか、という事で、京都と比較しながら、

どこが同じでどこが違うか、考えていけたら、と思います。 

2014年がちょうど過渡期でした。台中市政府ならびに台湾鉄道管理局は廃線

跡をどのように活用するか、何一つアイデアはなかったのが当時の状況でした。



この時、台中市は「鉄道は町の発展を妨げるもので、地上を走る線路を取り除

くことでスペースもでき、新しい建物を立てることができる」と宣伝し、市民

をそれを信じている、という状況でした。 

2014年からまちづくり、再開発や保存に関心を持ち、関わり始めたのですが、

自分はまだ大学院生でした。今は理学療法士ですが、台中駅は自分の家の目の

前にあり、毎日窓を開けると電車の音が聞こえる、そういう環境の中で暮らし

てきました。台中駅が新たに建て替えられるという話を聞き、「もったいない、

何か活用できないか」「取り壊されたらどうなっていくんだろう」と非常に危惧

していましたが、実際にどうやって残し、どう活用するか、そういう課題には

思いが至っていなかったのです。 

 

■まちづくり活動を始める 

実際に自分が動き始め、まず人に、この問題に注目してもらおう、その取っ

掛かりとして、駅の裏側のエリア、日本時代は「櫻町四丁目」と呼んでいたの

ですが、この名を使った SNS上のグループを作り、みんなでこのエリアの思い

出を発表し合い、シェアし合う、というものでした。意外に多くの人が集まり、

コメントを残してくれました。関心を持った人が多いと判ったんです。 

「櫻町」という、実際に日本時代に使われた名をグループ名に使ったので、

ある人々は「日本の手先」「あまりにも日本にすり寄り過ぎている」などと言わ

れたのですが、そこまで深くは考えたわけではなかったのです。一つは「台中」

という名が生まれたのは日本時代で、近代化が始まったのは日本時代からで、

それ以前の、清朝が台湾を統治した時代を無視したいわけではないのです。清

朝時代のエリアの名はすでに無くなっていて、目に見える建物は日本時代のも

のですから、それをいかにして残していくのか、それを議論していくのには相

応しいと思ったからです。 

実際に台中市でも日本時代の何かを継承して、そのエリアのまちづくりをし

ていくのか、という考えもありますから、われわれの方も市にコミットしてい

ると思います。 

自分は駅の近くに住んでいて、そのエリアで幼い頃から見てきたいろんなも

のから影響を受けました。まず 1898年にできた鉄道の車庫、物品倉庫。台湾に

はたくさん点在していたんですけれど、最初にリノベーションして、市民に開

放したのが台中の 20号倉庫と呼ばれるものです。立ち入り禁止の場所にあった

のですが、８歳の時にリノベーションされ、遊び場になった。これが台中のみ

ならず各地に広がっていきました。改修にあたって市民団体が土地について確

認する動きを始め、契約書にサインするなど仕事がの子供ながら心に深く印象

付けられました。 

小学校は緑川付近にあったのですが、日本時代には「明治小学校」と呼ばれ

ていました。その校舎はきれいに残っていて、そこの美術サークルに入ってい

ました。 

 



■台中文史復興組合と鉄道遺産の保全 

時間を最近に戻しましょう。 

すでに鉄道高架化の工事が始まり、いろんな取り壊し工事が進められていま

した。消しゴムで消し去られるように、何を残して何をどう活用するか、とい

う議論が始まる前に着工され、次々に壊されていったわけです。壊さなければ

活用できたのに、と振り返って思います。台湾では、開発される時にはパッと

壊されるのが現状なんです。 

グループが立ち上がって半年後、ようやく人々の意見として出てきたのが「ま

ず残そう、残してから決めよう」というものでした。その意見が共有されるよ

うなったのです。グループは「台中文史復興組合」に発展しました。ロゴは日

本時代のものです。 

鉄道が走り終わったのは 2015年です。高架橋には 100年の歴史があり、台中

に人たちは故郷に帰ってくるとこのガードを潜る、この風景を思い出す。こう

いうガードは台湾にはここくらいしか残っていません。電車の映像を残し、人々

の記憶に留めていこう、という取り組みが始まったわけです。例えば誰かがこ

のエリアの歴史を語る時に、それぞれが語る歴史をつなぐことで、歴史が復元

できるのではないかと思い至り、作業に取り掛かりました。そういった話を発

掘し、聴いてもらい、感動してもらうところから始めようとしたわけです。2014

年の段階では「残すことに何の意味があるんだ」とか言われたんです。ガード

撤去について市政府は「ガードが都市の発展を妨げるのではないか」と言って

いたんですが、都市構造としてはガード下も車が通れるようになっていて、全

く交通の妨げにはならない。ガードは「都市の門」という考え方を中村さんか

ら提供していただき、啓発を受けたわけです。市政府もその説明には非常に喜

ぶわけです。 

 

■交渉とアピール 

台中市と「何を残すか」を折衝をした際には、すでに刑務所やビール工場は

市によって保存が決まっており、次は再開発を行おうとしている駅の再生を組

み込み、われわれとしてもぜひ残してほしいものを描き、未来に再開発される

であろうエリアも一本の線につないで提案したんです。この時にはさまざまな

意見の相違が生じて、では市は何を残すのか、思い至っていなかったのです。

われわれは残されるかどうか判らないが残す価値があるものを巡り、写真に収

め、市が何かキャッチしてくれたら、とイベントを企画しました。 

先ほど中村さんから紹介されたワークショップですが、主催者は民間人とし

て関わりつつ、政府の立場としても活動される方で、橋渡しになる。行ったさ

まざまなイベントや企画・アイデアを政府に伝えてくれるような役目を持った

人がいるので、うまくいくのです。 

どのようにしてアピールしているかと言えば、ワークショップを開く、大学

の学者やまちづくりや政府の役を担っている人を招く、直接市庁に出向いて要

望書を手渡したり、メディアを巻き込んだり、イベントで発信したり、といっ



たことで呼びかけています。 

高架化が進められ、工事が完成したのですが、台中に暮らす人々はまだそこ

まで意識が至っていないというか、このエリアは旧市街地に位置しているので、

ほとんど人がいないわけです。単に「新しいものが出来上がる」というだけで

はいけません、多くの市民に知ってもらいたいのは、「駅がなくなる」というこ

とはどういうことなのか。この活動を始めた 2014 年は台中に高架化されていな

い線路に鉄道が走る最後の年になりました。もうこれが取り払われた後ではも

う遅いわけですから、その前から民間で活動していかないといけないわけです。

駅舎が駅舎として使われている最後を市民に意義を深く理解してもらうために

イベントを行い、歌を制作していただきました。駅は市民の生活と密接にかか

わっています。送迎する、大学進学・就職で故郷を離れる思い出が込められて

いるわけで、その思いを歌詞に込めました。 

 

■緑空鉄道の提案と政府との緊張関係 

私たちの使った一つのフレーズは、「因鐵道而生的省城市」（台中は鉄道から

生まれた街）。台中は台北のように清朝時代から開発されたのではなく、台南の

ように昔からあったわけでもなく、港があって発展した街でもない、日本人が

鉄道を張り巡らせて、そこから発展した、鉄道とは不可分な関係にある街、と

いうことです。政府官僚は「鉄道は都市の発展を妨げる」と言っていたのだか

ら、「鉄道から生まれた街」は、自分たちの出自への風刺と皮肉が込められてい

ますが、台中市はこのフレーズを受け入れ、市の宣伝にも使うようになったの

ですが、市民団体が作ったフレーズだとは公に言っていません。私たちも、市

に採用されたのがうれしい気持ちの反面、「盗られた」という気持ちもあります。 

都市の景観を保護していこうという動きは 2014 年に始まったわけではなく

て、1995年の段階では台中駅を新築する、と言われたのに反対の声を上げ、1917

年に建設された旧駅舎の保存が決まった。台湾西部の大都市で日本時代の駅舎

保存が決まっていったのは台中駅がきっかけです。鉄道倉庫の保存は 1998 年、

我々が提案したガードの保存が決まったのが 2015 年です。台湾では昔から使わ

れてきた建物を保存をしていくのは非常に難しく、政府に代わって民間がアイ

デアを出さないといけない。何か付加価値を付けていく、民間から働きかける、

それを聴き、納得し、採用するという状況です。 

台中は交通の便が悪い、と言われており、外から来た人からすると、どこへ

どうやって行けばいいのかわからない、地下通路はバリアフリーになっていな

い、というイメージが残っているので、昔の線路を使うことによって道路を潜

らなくてある程度、都市内を移動できるように整備されつつあります。 

 線路のなくなった跡地の再利用を「緑空鐡道」として提案しました。英語で

「to park」（公園へ行こう）」としたのですが、市政府に「緑空」だけパクられ

て「緑空 1908」、英語では「Taiwan Connection（台湾へつながろう）」という、

まったく意味のないものになりました。台湾の政治家は歴史的な定義づけが非

常に好きで、1908年とは台湾循環鉄道が開通した年で、これを入れて台湾をア



ピールしていこうという考えがあるのです。もし公園を台中市が造ると市の意

向が働いたり、いろいろなしがらみに縛られることがあるので、民間で造る方

がいいと思っています。 

 

■質疑応答 

 

Q：違う団体が集まって、それぞれの利害が生まれることは？ 

 

A：もちろんありますね。市側と結託して、特に市からの予算がいっぱい下りた

り、アイデアが通りやすい団体ができたり、そういうことは往々にして生じま

すね。選挙の前にになると政治家は、自分たちの業績としてアピールしますか

ら、なかなか接触したがらなかったり、市としての発展性の情報を与えなかっ

たり、という事は生じます。 

 

Q：日本の場合は市が上に立って利害を調整するのですが、どうですか。 

 

A：台中ではないです。2014 年の時点では団体が２～３しかなく、それぞれ横

のつながりがあり、横の調整もできて、仲良くできたのですが、2018年には雨

後の筍のように団体が生まれると、誰がどこにいるのかも判らなくなっていま

す。 

 2014 年にで緑川付近で手作り品などのフリーマーケットが始まったんです。

その時はみんなでつながれるようなイベントだったのです。今はいろんな団体

ができてそれぞれとの関係が薄くなってしまったので、マーケットは難しい状

況になっています。 

 

Q：写真で見ると緑川は美しくないけれど、水質はどうなんですか？ 

 

A：日本時代はきれいなものでしたが、戦後は勝手に排管を通したり、たれ流し

たりで、どんどん臭くなって、人々が近づきたくなくなるドブ川になったんで

す。そのイメージを変えていこう、ということから、治水工事も伴うんですが、

新しい形で整備しています。短期間でできるものではないのですが、10 数年か

かって、ある程度の水質改善はなされました。 

 

 台中市としても小京都としての動きをしていこうとしています。駅が新しく

生まれ変わったので、「新生博覧会」が来月行われるんですが、11月に市長選挙

があり、こういった事が市長の再選に使われるんですね。 

 「親日」という側面だけで台湾を見ると、日本人はショックを受けるかもし

れません。 

 

中村：京都市との連携や PRの機会も増えると思うので、川でつながることもで



きないことはない。観光というより、まちづくりを同時進行でやりましょう、

とアピールすることもできる。行政を挟むと面倒なので民間ベースで連携した

らいい。これから「川でつながる」「駅前まちづくり」という事で手を結ぶこと

もできるでしょう。 

 日本人の若い人は活発じゃない、と思わない方がいいですね。これから活発

な人が出てくるし、いろんなビジネスが生まれてきます。 


