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「移動」の時代と街づくり 公共性の観点に立った街づくりの可能性!
 

東海大學日本語文學系 助理教授 松永稔也 

 

1. はじめに 
 台湾鉄路台中線の台中駅から徒歩 5 分ほどの場所に，第一廣場という複合施設がある．戦前の第一
消費市場より始まり，1991 年に地上 13 階地下 3 階建て，総床面積 96321.95 ㎡（29137.39 坪），
第一廣場百貨，商業施設，映画館，分譲住宅，駐車場などよりなる複合建築施設1として開業して以来，
現在に至っている．開業当時の模様を伝える写真資料からはその活況がうかがえる．また，現在でも
第一廣場という場所は，台中出身者にとって一定の認知を得ている場所であるように思われる2． 
 しかし，現在，例えば土曜日の昼過ぎに第一廣場に足を向けると，客の少なさを感じまたこの建物
全体から「寂しさ」のようなものを感じるにちがいない．これが平日ともなるとその感は更に強くな
る．第一廣場は近隣住民にとっての憩いの場としての役割を終えようとしている，そのような印象す
ら受ける． 
 しかし，日曜日には状況が大きく変わる．第一廣場は外国籍住民たちが多く訪れる場所となってい
るのである3．このような状況は 2000 年に入って以降のことだという4が，これは台湾が雇用政策とし
て外国籍労働者の受け入れを積極的に行った頃と時期を一にしている．ただし，集客力として見ると，
第一廣場全体としてはかつての盛況ぶりはなく，今や第一廣場の商業施設部分である 1 階から 3 階ま
でのうち 2 階部分は店舗数の減少を理由に一時閉鎖し，現在は店舗の再募集を行っているが，応募は
ほとんど無いという状態である5．また，1 階および 3 階でも，使用されていない場所も散見されるな
かで一部店舗が営業を続けているという状況である． 
 筆者としては，自身もそのなかのひとりであるということもあるので，台湾，台中という街のなか
に外国籍住民が集える場所があること，これをまずは素直に喜びたいところである．しかしながら， 第
一廣場の営業状況を想像するに，筆者のような経営・経済・商業の門外漢から見ても状況は決して安
心していられるようなものではないようにも映る． 
 
 本論では，この第一廣場を対象として，台中第一廣場の関係者をはじめとする台中市民が外国籍住

民とともに
・ ・ ・ ・

街づくりを行う可能性を，昨今の公共性に関する議論を参照しながら探っていきたい． 
 以上の説明が示すとおり本論には，第一廣場というものを中心に据えて，「公共性（に関わる議論）」，
「外国籍住民」，「街づくり」など，いくつかの視点・論点・理論的補助線が引かれている．筆者は，
台湾で高等教育機関に教員として関わるなかで 3 年ほどのあいだ，公共性の議論について少しずつ検
討を行ってきてはいるものの，いわゆる公共哲学の専門的な訓練を受けた経験はない．また，都市計

                                                             
1
 使用區分として，都市計劃市場用地（公共施設用地多目標使用）の文字が見える（衆成管理『第一廣場使用説明書常用篇』）．
なお，この説明書には出版情報が無い．記載された年表などから判断して 1993年ごろの印刷物であることが予想される． 
2
 白春燕「第一廣場の今昔」（2008年度東海大學修士班授業「移動與溝通」期末レポート，pp.8-9）では，インターネット上の議
論を引きながら，当時高校生だった世代が第一廣場を憩いの場として捉えていた様子が示されている． 
3
 なかでも，ベトナム，タイ，インドネシアおよびフィリピンの人々を主な対象とする商店や食堂，酒場が目立つ． 

4
 第一廣場の管理に携わる第一広場店舗自治会会長連朝旺さんへのインタビューより．2009年 5月 6日および 2009年 10月 17

日に私たちのインタビューのためにそれぞれ一時間半以上の時間を割いてくださった． 
5
 同上． 
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画や街づくりについての実践的な知も持っておらず，おもに書籍・論文等およびわずかながら実地で
の見聞を通して得た知識を元にしながら，第一廣場に関わる提言を行うというやり方をとらざるを得
ない．その意味で，本論で展開される議論には，特に実効性・実行可能性の点でいくつもの難点があ
ることだろう． 
 それでも，筆者が台湾を初めて訪れた 2006 年 3 月に出会った第一廣場が，今後も存続すること，

新しい時代に翻弄されるのではなく，新しい時代とうまくやっていく
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

存在として，その象徴として機
能することを願っている．誰かが勝って誰かが負けるような（ゼロ・サムな）暮らしではなく「皆が
より良く暮らせる街」のモデル事業となれば，と夢想的ではあるが考えている． 
2. 公共性・街づくり・その担い手 
公共性とは 
 街づくりに公共性の概念を導入する意図とは何か．それは，公共性の議論のなかに「さまざまな立
場の人々が，より良く生きていくための場所や空間，余地を作っていくことへの配慮」が含まれてお
り，それは街づくりにも欠かせない考え方であると感じるからである．この考え方は，第一廣場の街
づくりを考える場合にも，重要な行動哲学になるはずである． 
 
 公共性の議論は，国民国家建設に代表される近代化の「プロジェクト」の遂行のために排除されて
きたさまざまな立場の人々への「気づき」とともに，日本では 1990 年代ごろより行われるようにな
ってきたといわれる．活発な議論が行われているにもかかわらず，公共性の定義は難しい．その要因
の一つは，公共性が現実態ではなく，理想態であることにある．公共性を有した場所が，今あるいは
かつてどこかに既に存在した「実体」として描けないため，理念的な論じ方が多くなるわけである． 
 それでもあえて，公共性の定義をいくつか示し，第一廣場と公共性の関係についてふれてみよう．

まず，公共性の説明においては「人と人の間
あいだ
」に必ず生まれる関係がすでに公共的なものである，と

言われる．また，公共性の議論において参照されることも多く，いわば必読文献である齋藤（2000）
は，様々な論点から公共性について論じるなかで，その冒頭で公共性の「用語解説」（一般に「公共
性」という言葉が用いられる際の主要な意味合い）として（1）国家に関係する公的な（official）もの
という意味，（2）特定の誰かにではなく，すべての人びとに関係する共通のもの（common）という
意味，（3）誰に対しても開かれている（open）という意味，の 3つを挙げている（齋藤，2000：viii-x）．
これら 3つの性質は相補的な場合もありまたお互いに抗争を行う場合もある，と言われる． 
 第一廣場などの商業的空間は公共性の議論においては「私的行為の空間」として捉えられる．しか
し，第一廣場にさまざまな人々が集まっていることを想起するならば，この場所は（2）common，（3）
open の性質も有しているといえよう6．後述するように，台中市政府も第一廣場に関わるアクターで
あるとすれば（1）official という視点も含まれることになる．つまり第一廣場には公共的な性質がす
でに備わっているといえる．本論では，この第一廣場が商業的施設としてもまた公共的な場所として
もより発展していくための提案をすることを目指したい．  
 
 以上，公共性の概念について，また第一廣場と公共性の関係について簡単に述べたが，そのような

                                                             
6
 ただし，商業施設が「開かれている」という観点には留保も必要であろう．全ての人を歓迎している様に見えるが，その歓迎
は消費可能な人々への歓迎であることは否定できない．この消費可能性をめぐって，販売者と顧客のあいだに販売・消費をめぐ
る意味の抗争が行われているとするフィスクの指摘も見逃すことができない（フィスク，1999）． 
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公共性の担い手は誰か，という問いにはどのような答えがあるのだろうか．  
 
市民概念の拡張 
 一般的に市民とは「その場所に生来居住する者，その場所が属する国家の籍を持つ者でかつその場
所に定住しているもの」であるといえるが，公共性概念から考えても，また，人やモノや情報などの
移動とその手段がかつてないほど高速化し発達していることを考えても，市民概念をこのように限定
することは難しくなっている．法的な身分資格を精査する，滞在資格認定にあたって遂行される納税
等の義務をもって根拠とするなど，さまざまな方法が考えられるが，いずれにせよ市民概念の定義に
はさまざまな問題が含意されていることが分かる．市民とは資格なのか，権利なのか，義務なのか．
市民であることを拒否することはその場所への滞在にどのような影響を与えるのか．市民に対してそ
の場所への滞在を認めない，ということは行政上の権利としてあるのか．憲法，国際条約等も含めた
さまざまな法令の検討も必要となる7．  
 このように市民の定義の多様性と難しさを認めつつ，本論では「その場所に（本論でいうならば，
台中縣市に）生活している者たち全て」が台中市民の資格要件を満たしている，と考えたい．ここで，
「生活をする」ということが含意するのは，正業や明確な身分を持たない（持てない）者であっても
生活者として台中に住まう以上は市民であるということである．これは人間の存在をその有用性のみ
で測ることへ反対する公共性の議論とも通底する考え方である． 
 
 以上のことから，台湾国籍のさまざまな人々にはじまり，外籍配偶やその子弟などをはじめとする
長期滞在者・永久居留者としての外国人についてはもちろんのこと，短期滞在，期限付き滞在者とし
て台湾に暮らす海外契約労働者たちも，台中に生活し台中に関わる者として市民であるという風に考
えたい8．そして市民であるということは，台中の街づくりに欠かせない「アクター（actor）」である
ことを意味する． 
 
街づくり：公共性・新しい市民概念とともに 
 当然ながら，台湾での滞在年限が設定されている外籍勞工と呼ばれる住民たちにも，今日の台湾社
会，台中という街での人間としての営みがある．第一廣場はそれを象徴的に見せてくれる場所でもあ
る．そのような場所が，今後どのような形で存続し変化していく可能性があるのか．第一廣場という
商業施設を象徴的に捉えながら，台中市という台湾第三の規模を持つ街全体が，市政府行政・住民・
移動する人々も含めて，「移動」の時代とどのように向き合っていくのか，そのようなことも試され
ていると言える． 
 齋藤も指摘するように，公共性の議論自体，お互いの利害や目標の不一致からつねに「抗争を行う」
ものである．そのため，公共性に関する議論はややもすると理想論的なものになりがちであり，その
姿を目の前に実現させるということが難しいという感は否めない．本論もそのような限界を抱えてい

                                                             
7
 当然ながら，法学的な視点のみではなく，政治学，文化表象論，（ポスト）コロニアル論など，実に多くの問題関心とともに
大きな問題系を形成しているといえる． 
8
 短期間の滞在であるがゆえに一過性の問題として扱われる．あるいは一般市民の眼からすれば，考慮されるべき対象としてす
ら認識されない，いわゆる不可視の存在とされることも多いと思われる．しかし公共的空間に対するニーズは，滞在期間の長短
といった「量的」尺度のみから測られるべきものではないはずである．公共性研究はそうした「不可視」を問題視し，そうした
状況に光をあてより良い方向を模索していくことを重視する実践的学問態度である．本論でも，公共性の研究におけるそうした
態度に賛同しながら，台湾社会における公共性，公共的空間のより良い存在様式を検討して行きたい． 
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ることを認めなければならない．それでも筆者が公共性の議論にこだわるのは，消費を行える，経済
活動を行える，つまり経済力を持った人々のみではなく，そのような可能性から排除されがちな人々
も含めて現在の社会は形成されているのであるという確信があるからである．  
 
 以上の議論を踏まえながら，ここに第一廣場の街づくりの提案を行う際の基本的な考えを以下に示
して，本節を締めくくることにする． 
 
1. 第一廣場を，物品のみを扱う単なる消費空間として捉えるのではなく，情報を生産し共有できる
場所，台中に集まる人々の「より良い生活」に関わる諸条件を提供する場所として捉えること．
情報の凝集・共有点としての機能が発展することで人々を集め，従来の消費へも好影響を与える
こと． 

2. この企画においては，第一廣場の所有者，第一廣場で営業を行っている経営者のみではなく，周
辺事業者および市政府，政府関係機関（消防・警察等も含む）といった公的セクター，そして何
よりも，台中のさまざまな市民セクターの関心の喚起と協力が重要となる． 

3. 第一廣場は台中市民にとって財産である．この施設が，時代の変化にうまく対応しながら末永く
存続するための企画．これを，市民自らも関わりながら行うことに価値があるのではないか． 

4. 採算ベースをどのように確保するか．これは，シビアな商業的判断となる．そうした点で発案者
が「素人」である点は大きな問題となる．しかし，「お金にならないことに投資を行いながら，
お金を呼び込む工夫」という点で何らかの貢献ができればと考えている． 

5. 第一廣場が，現在までの商売をなるべく維持しつつ，新しい価値付け行いながら，台中市政府も
含めた街全体へメッセージを発信していくこと 

 
 山脇直司はその著書で，これからの公共哲学の進むべき方向として，「社会の現状（ある）のリア
ルな分析」「望ましい（あるべき）社会の理想の追求」「その理想の実現可能性（できる）の探索」
の 3 つのレベルを区別しながらも統合する道を選ぶ，としている（山脇，2004：223）．このような
「統合」を「理想」として，第一廣場がさまざまな人々が集まることが可能な公共的な空間として機
能する可能性を模索してみたい． 
3. 第一廣場の街づくり案 
 ここでは，筆者が約 3 年間第一廣場と関わっていくなかで少しずつ書きためてきた第一廣場の街づ
くりの案を示す．内容もその実現可能性もまちまちであり決して理論としても確かなものとは言えな
いが，なるべく多くの案を列挙する．これらをたたき台にすることで，少しでも第一廣場の発展へ寄
与できれば幸いである． 
 以下，①から⑧の 8つの案を示す． 
3.1 第一廣場を知ってもらうこと・宣伝に関わるもの 
まずは，第一廣場のことを知ってもらうために行えることを挙げたい． 
 
①３F（food, fashion, festival）の積極的活用 
 現在の第一廣場において独自性を主張しうる（つまり「差別化」のできる）「売り」は，東南アジ
ア諸国の料理や食材の店が集合しているという事であろう．食（food），衣装（fashion），祭り・祭
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典（festival），のいわゆる３F の利用については，外国籍住民等の持つ異文化への理解が固定的にな
りがちである点，あるいは外国籍住民の側がそうした固定観念を自ら過剰に身体化してしまう状況な
どから，従来の文化研究では（やや）否定的に捉えられがちである．しかし，第一廣場の発展に向け
た初期段階としては，こうした「文化的商品」を積極的に利用することも重要である．これは，第一
廣場にさらに外国籍住民の顧客を増やすことと同時に，台湾人に第一廣場に再び関心を持ってもらう
ことにも繋がる． 
 第一廣場の出店において食（food）については，すでに通常営業として実践されているものである．
台湾においては，ことタイ，ベトナムの料理に関して言えば，台湾各地で比較的容易にまた安価で口
にすることができる状況がある9．しかし，第一廣場は，各店舗が協力することで「ある地域の「郷土」
料理が味わえる」から「さまざまな「郷土」料理が味わえる」へ，さらには「さまざまな「郷土料理」
の食べ比べへ」などへと展開していける可能性を秘めている．この点が第一廣場の強みであるといえ
よう． 
 このような既に備わっている機能を積極的に活用しさらに発展させれば，宣伝・広報活動の一環と
して「祭り」を企画することもできる．可能ならば，各国の外交部局の在台湾窓口に積極的に協力を
要請し，各国・各地域の紹介を行うなどの試みもあわせ行う10．これらの機関にとって自国の文化紹介
は重要な役割であるはずであり，場合によっては資金援助等を受けることも可能であろう．第一廣場
の元気さを印象付けるためにも，このような企画は年に一度，二度しかも毎回同じ時期に開催するこ
とが望ましい．反対に一過性のものにしてしまうことで，第一廣場そのものに対する記憶が過去のも
のへと簡単に風化してしまう可能性もある．  
 
②コンペティションによる再生の具体案の獲得と波及宣伝効果 
 例えば，第一廣場（再）利用コンペティションを行うこと．この案は，企画そのものが「宣伝効果」
を持ち，かつ，その企画の結果自体が第一廣場に好影響を与える可能性がある．応募課題として，例
えば「現在閉鎖中の 2階の敷地を賃貸料 16 万元，採算可能な形で活用する方法」といったことを挙げ，
それを台中周辺の建築系の学科を始めさまざまな学科の学生へ考えてもらう．学生たちにとっては自
分たちの住む街の活性化に対してその専業性を使って貢献できる貴重な機会となり，また，アイデア
が活用される場合はそれ自体が栄誉・名誉となるはずである．近年重視されている産学協働の一環と
しても意味があるのではないだろうか． 
 もちろん，提案者を学生のみに限定する必要はない．台中周辺の学生，台中市民，外国籍住民のさ
まざまなアイデアを集積していくことで，台中市民の各セクター間の一体感も生まれていくはずであ
る． 
3.2 第一廣場を情報発信点・集約点とすること 
 ここに示す案は，直接的な収入の上昇には繋がらないため，即効性は無い．ただし「人と人との交
流の場」の提供を通して「結果としての消費」という状況を生み出していくための基盤整備として機
能するものであるといえる． 

                                                             
9
 この点「エスニック料理」が特別であり高級店になってしまう日本と事情が異なるといえよう．ただし，台湾に高級エスニッ
ク料理の店がない，というわけではない． 

10
 食を通した廣場活性化の取り組みを台中市政府と共に取り組んでいるとの情報もあったが，第一廣場に現在根を下ろしている
各国の料理を市政府援助によって供与すること，ではなく，台湾各地の市場の飲食店が料理を第一廣場来場者に無料で提供する
というものであった（張菁雅，2009：自由時報電子版）． 
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③情報サロン設置 
 これは，情報の収集，展示を行う場を設けるという案であり，第一廣場に来れば，生活を充実させ
るためのさまざまな情報が手に入るという環境を作っていくことが目的である．そこで提示される情
報は，例えば，「不要品の売買，譲渡」，「賃貸住宅情報」，「ルームシェアリング（room sharing）」，
「就職情報11」等である．一定の利用者があるなどの条件が整えば，情報掲示のみではなく，これらの
情報に関する連絡の仲介などのための人員を配置することも期待される12． 
 
④コミュニティ・ラジオ局開設 
 日本では，街づくりにおいて コミュニティ・ラジオ が活用されている事例が数多く見られるとい
う13．そうした事例を紹介・分析したものとして，浅田（2009），吉富（2008）などがある．前者で
は，コミュニティ・ラジオ局が設立後の赤字経営を乗り越えて，単独で採算を得るようになる経緯が
分析されている14．一方，後者では，阪神・淡路大震災の直後に外国籍住民への情報提供のために開
局されたミニ FMを母体として作られた「FMわぃわぃ」を紹介している．「多文化共生と人間らしい
まちづくり」のメッセージとともに，外国籍住民，市民団体，高齢者グループ，中学・高校の放送部，
障害者団体，なども参加し，2008 年時点で世界各地の 11 の言語による放送を行っている．この「FM
わぃわぃ」は，震災後に形成された「特定非営利活動法人たかとりコミュニティセンター（TCC）」
内のいくつかの団体と事業グループ化して「多文化プロキューブ・グループ」を形成しさまざまなコ
ミュニティ・ビジネスに取り組んでいる15（吉富，2009）． 
 これらの事例は，台湾・第一廣場周辺の状況を考えた場合に決して簡単に適応可能なモデルとは言
えない．しかし FM 局の開設には，外国籍住民の出身地域の音楽の提供などを通して第一廣場への関
心を高める効果，いわば第一廣場集客の後方支援・広報支援的な役割を担う効果が期待できる16． 
 まずは，館内の放送設備を応用し，館内放送の形から実験的に始めることも可能であろう．第一廣
場の各商店の情報を流すことはもちろんのこと，第一廣場に集まる主要な外国籍住民の出身地域の情
報および台湾に関する情報を台湾諸語であるいは各地域言語を使って伝えることで，台湾と諸地域間
の情報・人・言語の双方向的な交流・流通の機会を生み出すことになる． 

3.3 非営利的組織の誘致 
⑤政府系組織（GO）施設の誘致 
 現在の第一廣場が，外国籍住民が集う場所になっているということを鑑みての提案である．具体的
には，（1）台中市政府の外国人関連手続き窓口の日曜出張営業を行うこと，（2）各国大使館業務17の
事務所，あるいは出張所を設置すること，である．外国籍住民の多くが自由に活動を行えるのは週末

                                                             
11

 台湾の外国籍労働者の雇用において，仲介業者を介さない直接雇用の制度や仕組みが整い普及，発展していくことが条件とな
る． 
12 台湾での外国籍労働者の就業においては仲介業者の存在が大きい．こうした業者の事務所の入居などは，第一廣場の現状と
して一考の余地有りではないだろうか．この場合，筆者の強い希望としては，雇用者・被雇用者・仲介者すべてにとって利点の
ある（win-win）雇用条件が提示される状況作り・雰囲気作りを，第一廣場側が率先して行って欲しい． 
13

 2008年当時，全国で 216の局があったという（浅田，2009：93）． 
14

 二つの実例が提示されているが，それぞれのラジオ局の設立趣旨は「災害時の非常時情報無線整備」，「メディアを活かした活
気ある街づくり」となっている． 
15

 例えば，多言語コミュニティ放送局「FMわぃわぃ」，翻訳・通訳技術や人材のコーディネートを行う「多言語センターFACIL」
の他にも，多様な文化的背景の子供に関わる活動を行う「ワールドキッズコミュニティ」，IT技術などで交流を支える「ツール
・ド・コミュニケーション」など（吉富，2009：131）． 
16

 もちろん，廣播電視法をはじめとする台湾の電波関連法の考慮が必須となる．  
17

 なお台湾は，国際的立場上正式な国交樹立国が少なく，そのため各国大使館業務は民間機関が担う，という形を取っている． 
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のみであること18から，このように営業日を設定した．毎週でなくとも良い．例えば外国籍労働者の給
料日直後の日曜日などのみを営業を可能だろう．この案も，直接的な消費のためというよりは，結果
的な消費行動を促すための提案であるといえる． 
 
⑥NGO/NPO の事務所誘致 
 これは，さまざまな NGO/NPO が低家賃で活動できるスペースを提供する案である． 
 第一廣場の現在の特性を考えれば，筆頭として外国籍住民の生活支援の NGO/NPO の誘致が考えら
れるが，それに限らず，街づくりや都市再生，女性支援，児童の生活・学習支援など，さまざまな
NGO/NPO を誘致し，台中における NGO/NPO の活動拠点として機能させることも考えられる． 
 機能が集約することで情報交換や困難を抱える人々へのすばやい対応が可能になる．商業施設とし
ての顔だけではない多様な機能の提示は，③，⑤などの案や後述の⑦などとともに，第一廣場に対し
て文化的中心地としての印象を喚起し，結果として第一廣場や周辺に，「文化都市」「国際市民都市」
といった新しい印象を付与する戦略としても有効である． 
 
⑦学術機関の誘致：大学サテライト・語学学校など 
 この案は，全面閉鎖状況である第一廣場の 2階部分の活用を視野に入れたものある19．ここでは台中
周辺の大学が（共同の）大学分校を第一廣場に設ける，という提案を行いたい．いきなり大学の分校
をここに設置することに問題があるならば，まずは大学の紹介所，大学情報入手の窓口，大学のモデ
ルルーム的なものを設置することも可能である．それに付随して，2，30 名程度が列席可能な会議室
を設けなるべく多くの利用者に安価で開放する．まずは学術的活動のごく一部からでも提供する事を
始め，採算の見込みが整うようであれば少しずつ市民大学としての機能を拡充していく．台中の中心
に位置するこの場所を各教育機関が共同で運用するサテライト学習施設とすることができれば面白い
のではないだろうか．これらを，大学単独で行うのではなく，大学間の交流も含めて行うことがリス
ク軽減の上でも，各大学の資源の有効活用の面からも，また人的交流の面からも有効であろう． 
 また，第一廣場自体がさまざまな言語・文化の交叉する場所として機能していることを考えれば，
語学教育系の学校の開設も視野にはいるだろう．現在のところ，外国籍住民の多くがいわゆる３K 労
働や感情労働20に従事しており，いわゆる頭脳労働や技術系の雇用については外国籍住民に全面開放さ
れているという状況ではない．しかし今後，外国籍住民の就労先の選択が現在よりも自由になり，雇
用者と被雇用者の間に直接雇用契約が結ばれる可能性が高まっていくとするならば，そのような外国
籍労働者の雇用機会の創出の一端として言語教育も可能ではないだろうか． 
 教育を受ける者が定期的に訪れるという情景が日常化することでこの地域に与えられるイメージ・
雰囲気，これは，第一廣場に，さまざまな市民が集う魅力のある場所という新しい価値を付与する出
発点ともなるだろう．  
 

                                                             
18

 なお，日曜日が休日である，という条件は全ての外国籍住民に与えられている権利ではない．とくに，24 時間の住み込みで
介護の仕事をする外国籍住民には，台湾の労働基本法である「就業服務法」の労働時間規定が適用されにくいという状況がある．
第一廣場に来ることすら許されない「見えない人々」の存在を忘れることのないように心がけたい． 

19
 この 2階部分全体を借りた場合の家賃は月額 16万元であるとのことである． 

20
 介護に関する労働など，就労において労働者の身体的行為とともに感情（愛情）を伴う相互行為が必要とされるとされる職業
を指すことば（渋谷，2003：26）． 
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⑧宗教施設の併設の可能性 
 現在，第一廣場には福徳正神21廟が設置されており，熱心な参拝者による参拝が見られる．このこと
から，宗教的施設の設置自体に問題はないと思われる．キリスト教教会，イスラム教のモスク等の宗
教的な施設，信仰の拠り所が併設可能となれば，この場所の持つ魅力は更に増すであろう．しかし，
現実の問題として，一つの場所に異なる宗教の施設が複数存在する可能性など，この案の実現は困難
であることは想像に難くない． 
 お互いの価値観，というものが強く示される行為であるため，問題発生も懸念されるが，それでも
敢えて，一案としてここに記しておくことにする．仮にこの試みが成功すれば，その意義は大きい． 
 
4. 第一廣場活性化成功への課題 
 第一廣場の活性化の実現可能性と実効性の条件は多くあるが，なかでも①人的資本の発掘・社会関
係性資本の形成，②資金，③周辺施設の充実，が重要になる． 

4.1 人的資本の発掘・社会関係性資本の形成 
 街づくりに関する多くの研究・事例報告が示すとおり，街づくりの成功には個々の人々の能力（人
的資本）と，人と人のネットワーク・信頼関係・規範意識などを特徴とする社会関係性資本（ソーシ
ャル・キャピタル）を有する組織形態があることが必須となる22．第一廣場の新しい価値を広めていく
ための活動においても，第一廣場発展を新たな視点から考える母体，例えば「第一廣場発展協会」の
ような部局を既存の第一廣場の組織内に設ける必要があるだろう．このような組織は「第一廣場の商
店主」「商店主の代表による管理委員会代表」「台中市の各局」「台中にある在外公館関係者」「外
国籍住民のうち第一廣場で店舗を有する者」「外国籍住民のうち第一廣場の利用者」「学術機関23」
「NGO/NPO」などさまざまな立場の人々から構成されることが望ましい． 
 街づくりを一過性のイベント・活動で終わらせないためにも，こうした人材の確保は慎重にそして
長期的視野で行われるべきである．そのためにも「さまざまな立場の人々をともに市民として捉え，
全ての人のより良い生活を考えていく」という公共性の概念を，私たち全台中市民が育んでいくこと
が重要になる． 

4.2 財政基盤 
 出資の可能性を持つ組織は二つあると思われる． 
 
第一廣場自体による出資 

 まず，第一廣場に入居している各店舗からの共同出資である．現在の経済状況から見ても簡単なこ
とではないと思われるが，当事者たちがどの程度「やる気」をみせることができるかが問われている
とも言える． 
 具体的な資金の運用にあたってはルール作りが必要になる．例えば，個別の新規事業に対しての融
資にも適用可とするか否か，の判断である．これを不可とした場合は，この共同出費は第一廣場全体
に関わるもののみに適用可とする．第一廣場内の各種案内（出入り口，非常口，トイレ，エレベータ
                                                             
21

 土地公ともいう．土地の神，財の神として，商売に携わる人々に親しまれるという． 
22

 街づくりと社会関係性資本についての分かりやすい解説は，小長谷・武田・辻（2009）を参照． 

23
 大学の教員・学生による街づくりの例としては奈良女子大学中山研究室編（2006）が参考になる．大学関係者が社会実践に関
わるにあたって求められること，時間のかけ方，そしてなによりも多くの人々と関わり合いながらネットワークを形成していく
ことなど，見習うべき点が多い． 
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ー，エスカレーター等の表示，イベントのお知らせ等の文字情報の多言語化や HP の作成），第一廣
場全体の修繕に関わる費用などに適用されることになる． 
 
政府関連の出資 

 台中市政府のインターネット・ホームページを見ると，トップページ最上部には次のような文字が
見える．「臺中市政府・全球資訊網 taichung・・・文化・經濟・國際化」．台中市にとって，文化
・経済・国際化は一体化した目標である，という風に読める． 
 まずは市政府が第一廣場を台中市にとっての貴重な財産であると見なし，かつ，第一廣場が「台中
市民」である外国籍住民にとって欠かせない場所になりつつあるこという事実を認識すること．その
上で，市政府が「国際化」を真の意味で推進するつもりであるなら，国際交流の実践のための実験場
としての可能性を有する第一廣場を活用することが検討されてもよいだろう． 
 「金銭的な見返り」「経済的な保証」を越えた部分で，共通善や公共財という見方から資金を支出
できる組織としての，行政のポテンシャル．これ無くして街づくりは成功しない． 
 パブリック・サーバントの権限が，多様なニーズを抱えながら拡張していく市民のために，多くの
他者のために働くために付与されている限りにおいて，筆者はそれを支持しまた微力ながら協力した
いと考えている24． 

4.3 周辺施設の整備 
 なかでも，交通機関の整備は大きな問題である．旧市街地に位置する第一廣場は自動車でのアクセ
スが決してよいは言えない．バスなど公共交通機関の利用も，狭い道路状況などにより決して快適と
は言えない． 
 現在，台湾各地では MRT25建設が計画されており，台中も複数の路線計画が存在する．それらの計
画の行方も，この街づくりの成否を大きく左右すると思われる26．  
5. おわりに 
 本論では，第一廣場という具体的な場所を対象として，さまざまな人々が協働する街づくりの提案
を行った．くりかえし述べているように，これらの提案が非常に素朴かつ実効性が疑わしいものであ
るという点は否めない．ただ，あれもだめ，これもだめ，ではなく，ここから始められることやほん
の少しでも使える部分があれば幸いである．本論で示した案が実行された場合に，各セクターが得ら
れるであろう「利益」を以下に示す． 
  
• 第一廣場の店主：街を自らの手で発展させているという歓び，多くの人が集まる活気のある場所
の再生，そして「結果としての消費」  

• 台中市政府・行政：台中市が示している国際化の真の推進．「多様な国籍の市民を有していると
いう静的な意味」ではなく「多様な国籍の人々が台中市に関わりながら，台中に暮らすことを選
んでいる」街へ．つまり国際化のモデル都市としての台中のアピールが可能になる． 

• 台中の人々：さまざまな立場の人々が集える場所を得ることができる．特に NGO/NPO 関連組

                                                             
24

 台中市がすでに行っている活動が無いわけではない．例えば，慈濟総合!"と台中市政府勞工局の合同による「大愛無國界外
籍勞工義診」活動（簡，2007：80-82）． 
25

 Mass Rapid Transit，大量高速輸送の略．台湾では現在，台北市と高雄市のものが開業中である． 
26

 事実，第一廣場のなかにも，MRT 開通にともなう地下街の整備によって第一廣場に人の流れができることを期待する声もあ
る（第一広場店舗自治会会長連朝旺さんへのインタビューより）． 
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織の活動拠点化などの目に見える成果を通して，「より良く暮らす」ことの意味を考えること，
発見することができる． 

• 外国籍住民：お客さん，見えない人々，から街の主役のひとりへ． 
 
 現在の第一廣場は，交通の面から考えても便利とは言い難い状況にある．台中縣から台中市の中心
へ向けて走る台中港路という道路は，第一廣場のある台中市の最中心部に向かうにつれ道幅が狭くな
る．東海大學から第一廣場まで休日に市バスを利用して向かうと一時間以上かかる，ということであ
る．それでも，日曜日になると多くの外国籍住民が訪れるのはなぜだろうか． 
 ここに来ればたくさんの仲間に会える，という気持ちがあるかもしれない．ここにしかないものを
買いに来る，という気持ちもあるだろう．だとすれば，第一廣場はすでに，彼／彼女らにとってかけ
がえのない場所になっているのである．とくに，外籍勞工といわれる人々の現在の生活状況を考えた
とき，ときどき訪れる第一廣場だけが「たった一つの居場所」である場合もあり得る．現在の生活環
境において自分の望むような居場所が確保しがたい人々にとって，第一廣場のような場所は，公共性
の議論で齋藤の言う「親密圏」やそれに関連する「ディスプレイの政治」といった考え方に通ずる場
所なのであり，肯定的にとらえられるべきものであろう（齋藤，2000：95-100）． 
 一方で，その場所にしか居場所がないこと，は，考えようによっては，他者の囲い込み，文化的ゲ
ットー化の危険性をはらんだものともなりえる．その端的な例とは，他者がそこに存在するというこ
とを「必要性」「有用性」の範囲内のみ制御するべく，そうした他者（彼／彼女ら）に適当な場所を
限定的に与えてうまく管理・監視をする，という権力の行使である．こうしたことは，権力志向をも
った人々によって意図的に行われるとは限らない．私たちも，他者との関係を築くなかで知らず知ら
ずのうちに行ってしまっているかもしれない． 
 先日，第一廣場を訪れた際，筆者の目からは異様と思える光景を見た．100 人規模の警察官が第一
廣場前の広場に並び，その後第一廣場の各施設を視察して回るところに出くわしたのである．この視
察がどのような意図で，あるいはどのような無意識や自明視のもとに行われたのか．この視察によっ
て第一廣場に関係する多様なアクターたちが，それぞれ，どのように感じたのか27．「外国籍住民は経
済的に下位にいるから，少々劣悪な環境であっても金を稼ぎに我が街に来る」という考えは誤ってい
る．外国人支援NPO の代表者による「そこに住む人々が住みたくないというような街には外国人だっ
て住みたくないんですよ．」という発言が想起される． 
 
 全ての人たちが，全く居場所が無い状態から，たった一つでも居場所を確保できること，そうした
居場所が少しずつ増える状態へ．政府機関，私企業，学術機関，小規模商店主，台湾人市民，外国籍
住民などといった，さまざまな組織や個人が知恵を出し合い「生活するなら台中で」と思ってもらえ
る街づくりを行うこと．これは移動の時代に台中が街として「答え」を世界に示すことになる． その
第一のモデルとして第一廣場が発展していくために，外国籍市民のひとりとして協力していきたいと
考えている． 
 
 
                                                             
27

 2009 年 11 月 7 日付の新聞で，その詳しい様子が紹介されている（孫，2009）．合法的労働者は歓迎しつつ，非合法の店舗を
取り締まるべく，威嚇の意味でおこなわれたということである．この視察が，決して，外国籍住民を潜在的「犯罪者」として取
り締まりの対象とするために行われたものではない，ということを願う． 
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「移動」的時代與市街營造 從公共性的觀點探討市街營造的可能性!
 

東海大學日本語文學系 助理教授 松永稔也 

吳函璇 譯 

 
1. 前言 
  距離台灣鐵路台中縣台中站步行五分鐘的地方，有一棟名叫第一廣場的綜合設施。期前身為戰前的
第一消費市場，建於 1991 年，為一地上 13 樓、地下 3 樓，樓層總面積 96321.95 ㎡（29137.39 坪）
之建築物。第一廣場自開業以來，以複合建築設施1的型態營業至今，集合百貨、商業設施、電影院、集
合住宅、停車場等等。從照片資料可以窺見開幕當時的盛況。時至今日，生長於台中的人仍對第一廣場
有一定的認識2。 
  可是，現在若在星期六下午來到第一廣場，必定會感受到門可羅雀及整棟建築所散發出的「寂寥」
氣氛。換作是平日，這樣感覺則更加強烈。甚至會讓人覺得，第一廣場就快不是鄰近居民的休憩場所了。 
  然而，一到了星期日情況就完全相反，這是因為第一廣場已經成外籍居民時常走動的場所3。此一狀
況自 2000 年以後形成4，這是由於當時台灣的僱用政策開始積極接受外籍勞工的緣故。不過，從集客力
來看，第一廣場整體已經不復過去的盛況，如今第一廣場作為商業設施使用的一樓到三樓裡，二樓因店
家數量減少而暫不開放，現在仍在招商卻幾乎沒有人來詢問5。此外，一樓和三樓的各處也能看到閒置中
的空間，只有部分的店家還在繼續營業。 
  以筆者自身的立場來說，由於自己也是屬於該圈子的一員，在台灣・台中這個城市裡能有外籍居民
聚集的場所，確實是件令人高興的事情。然而，就算是像筆者這般企管、經濟、商業的門外漢，第一廣
場的營業狀況也絕非是令人感到安心的狀態。 
 
  在本論文裡，將以第一廣場為對象，並對照現今與公共性相關的議題探討台中市民身為第一廣場的
相關人與外籍居民共同!!進行市街營造的可能性。 
  一如以上說明，本論文以第一廣場為中心，用多方視角、論點、理論的輔助線去探討「公共性（相
關議題）」、「外籍居民」、「市街營造」等等。筆者擔任台灣高等教育機構教職員的三年裡，雖逐步
研究公共性的議題，但並沒有接受過公共哲學的專業訓練。此外，也不具有實踐都市計劃與市街營造的
知識，只能以書籍、論文及一些實際案例的經驗為基礎，針對第一廣場提出可能的方案。因此，本論文
所做的論述特別是在實效性、實行可能性上可能會有難行之處。 
  儘管如此，筆者仍期望 2006 年 3 月第一次造訪台灣時邂逅的第一廣場今後也能繼續存在，不受新
時代捉弄、左右，而是能跟上新時代腳步!!!!!!!的存在，並成為與新時代並進的象徵。並非誰勝誰敗（零和遊
戲）的生活，而是「所有人都能安居樂業」的模範事業──雖然近乎夢想但這是筆者的想法。 
 
                                                             
1
 在使用區分上，可以看到都市計劃市場用地（公共設施用地多目標使用）的文字（眾成管理『第一廣場使用說明書常用篇』）。另，
本說明書並無出版資訊。根據其內刊載的年表判斷，應是 1993 年左右的印刷物。 
2 根據白春燕「第一廣場的今昔」（2008 年度東海大學碩士班課程「移動與溝通」期末報告，pp.8-9），從網路上的討論可以得知：
對當時尚為高中生的世代來說，第一廣場是民眾休憩的場所。 
3
 其中以越南、泰國、印尼及菲律賓人為主要對象的商店及餐飲店!"#$。 

4
 此為根據擔任第一廣場管理的第一廣場店家自治會會長連朝旺先生的訪問。連先生於 2009年 5月 6日及 2009年 10月 17日兩天，
特地為我們訪問各撥出一小時半以上的時間。 
5
 同上． 
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2. 公共性・市街營造・參與者 
何謂公共性 
  為什麼要將公共性的概念導入市街營造呢。這是因為，在公共性的議題裡包含了「為了讓站在不同
立場的人們，都能獲得更良好的生活場所、空間及緩衝地」的思維，筆者認為這是進行市街營造時不可
缺少的想法。這個想法在思考第一廣場的市街營造時，應該也會是重要的行動哲學。 
 
  為了實行代表國家建設的現代化「計畫」時，往往會被排除在外的各立場族群開始「受到注意」，
隨著這樣的改變，日本自 1990 年代起公共性的議題逐漸受到重視。即便議題受到廣泛的討論，定義公
共性仍是十分的困難。其主要原因之一，是因為公共性並非「現存性」，而是理想性的。由於無法以實
際存在的「實體」來描述現在或過去具有公共性的地域，因此，因此多為理念式的論述。 
  即便如此，接下來仍會試著提出數項公共性的定義，並說明第一廣場與公共性的關係。首先，在說
明公共性時，一般認為「人與人之間」必然會產生的關係皆為公共性的。此外，在公共性議題中時常被
引用，亦為必讀文獻的齋藤（2000），在從各種論點論述公共性時，於開頭的公共性「用語解說」（一
般使用「公共性」一詞時的主要含意）裡舉出三點（1）與國家有關之公務（official）事務，（2）並非
針對特定對象，而是與所有人都有關係的共通事務（common），（3）對任何人都是開放（open）的
（齋藤，2000：viii-x）。這三項特性有時會互補，有時也會互相衝突。 
  第一廣場這類商用空間在公共性議題裡被視為「個人行為的空間」。然而，從許多人聚集在第一廣
場的角度來說，它也符合（2）common 和（3）open 的性質6。如下面文章所述，若將台中市政府也視
為第一廣場的相關參與者，那就也包含了（1）official 的視點。換句話說，第一廣場早已具備了公共的
性質。冀望本文所提之方案能使第一廣場同時作為商用設施及公共性場所並更加蓬勃發展。 
 
  針對公共性的概念及第一廣場與公共性的關係做出以上簡單的說明，而其公共性的參與者是誰，這
問題又會導出何種答案呢？ 
 
市民概念的擴張 
  一般所謂的市民為「生於此、住於此，並擁有該地國籍、定居於該地者」，不過，不論從公共性概
念來思考，還是從現代人、物、資訊等移動與其手段遠比過去先進、高速化的現狀來思考，要如此限制
市民概念是愈來愈困難。依據法律上的身分資格普!來定義、或是定義為具有滯留資格並完成納稅義務
者等等，雖然能舉出許多定義的方法，但無論是哪一種，都讓人了解到市民概念的定義存在著許多問題。
所謂的市民是資格、權力還是義務呢？若是拒絕市民的身分，對滯留該處會產生什麼樣的影響呢？行政
系統有權利拒絕承認市民在該處的滯留嗎？為此有必要探討憲法、國際條約等法令7。 
  至此，在認同市民定義的多樣性及困難的同時，筆者希望能用以下的視點來思考：「在該地（本文
中則指台中縣市）生活的所有人」都具備台中市民身分的資格。這裡所說的「生活」包含了：儘管沒有
正職工作或不具有（無法持有）明確的身分，只要是居住於台中的生活者皆為市民。此觀點也能通用於
反對只以有用性來評斷人類存在價値的公共性議題。 
 
                                                             
6
 然而，「商業設施為開放性（open）」的觀點似乎也有待商榷。乍看之下商業設施歡迎所有的族群，但無法否定其歡迎是針對「可
能會消費」的族群。我們無法忽視 John Fiske的批評，他說：針對消費可能性，販賣者與消費者之間始終進行著與消費相關的意識
戰爭。 
7
 當然，並非只有法學的觀點，還有政治學、文化表象論、（後）殖民論等眾多對問題的關注，但在關注聚焦的的同時，也形成了
一個龐大的問題體系。 
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  如上述，本稿將「市民」定義為：具有台灣國籍的各個族群、外籍配偶及其子女、外籍的長期滯留
者・永久滯留者，短期滯留或滯留一定期限的海外約聘勞工們，都是在台中生活、與台中息息相關的市
民8。而當他們是一名市民時，也代表他們是台中市街營造所不可或缺的「參與者（actor）」。 
 
市街營造：公共性・全新的市民概念!
  不消說，被限制在台滯留期限、稱之為外籍勞工的居民們也在今天的台灣社會－台中這個城市裡經
營他們的生活。第一廣場不但是商業設施，同時也是一個展現上述外籍勞工生活經營的象徵地。這樣的
地方今後有何種可能性，並以何種形式存續、變化呢？從象徵性的角度捕捉第一廣場這個商業設施的同
時，在台中市這個台灣第三大的城市裡，市政府行政機關、居民、移動的人們等等，要如何面對這個「移
動」的時代，可說是一大考驗。 
  一如齋藤所指出的，公共性的議題本身由於彼此利害、目標不一致而時常「產生衝突」。因此，我
們無法否認公共性議題的議論確實容易流於理想，難以使議論落實於眼前。不可諱言，本文也有其極限。
儘管如此筆者仍堅持於公共性議題乃是因為：我確信形成這個社會的，除了具消費能力、能"進行經濟
活動，也就是擁有經濟能力的族群以外，還包括那些極易被排除在其可能性之外的人們。 
 
  基於以上的論述，在此將第一廣場的市街營造提案的幾個基本想法列於下方並結束此章節。 
 
1.不將第一廣場視為單純的商品消費空間，而是產生及共享資訊的場所，是一提供台中生活者「營造
更好生活」各式相關條件的地方。發展其資訊集中與資訊共享的機能，藉此聚集人潮為消費面帶來
正面效果。 
2.在本企劃中，不僅只是寄託於第一廣場的所有者、在第一廣場營業的經營者們，更重要的是喚起周
邊業者以及市政府、政府相關機構（包含消防局、警察局等）等公務單位的關注與協助，當然，最
重要的還是來自台中各界市民單位的關注及協助。 
3.第一廣場之於台中市民來說是財產。本企劃的目的正是讓此設施能"順利應對時代的變化，並長久
存續下去。這應是與市民們息息相關、具有執行價値的企劃。 
4.要如何確保獲利是一項十分困難的商業判斷。在此點上，提案者為「門外漢」是一大問題。然而，
筆者盼能在「投資在無法獲利的地方，同時能招來錢潮的方法」之層面上有所貢獻。 
5.盡量維持第一廣場至今為止的商業行為，並附加新的價値，向包含台中市政府在內的整個城市發出
訊息。 

 
  山脇直司在其著作中，雖將公共哲學今後的方向分為以下三個等級：「社會現狀的現實分析（既存
事實）」「理想社會的追求（應有的姿態）」「理想實現可能性之探索（實踐可能）」，確仍選擇三者
並#的統合之路（山脇，2004：223）。做為一公共空間，各族群都可聚集於第一廣場。以「統合」為
「理想」，本文嘗試摸索出第一廣場發揮公共空間功能的可能性。 
3. 第一廣場的市街營造案 
  在此，舉出筆者這三年在第一廣場走動時陸續寫下的第一廣場市街營造提案。其內容和實現的可能
                                                             
8
 因為短期滯留而被視為一時性的問題，或是跟本不被一般市民當做是應該列入考慮的對象，意即被忽視的存在，像這樣的情形並
不在少數。然而，對於公共空間的需求應當不是以滯留期間的長短，也就「量化的」標準來衡量。公共性研究為實踐性的學問態度，
正視這些「被忽略的」對象，為這種狀況引進一道光芒，並重視尋求更佳解答的摸索。本文贊同公共性研究的這般態度，並探討台
灣社會中的公共性，以及公共空間的更佳的存在型態。 
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性皆有所不同，以理論來看也稱不上十分明確，但希望儘可能提出多樣的提案，盼能以此為基礎為第一
廣場的發展帶來一點幫助。 
  以下，提出①到⑧共八種方案。 

3.1 讓民眾認識第一廣場、宣傳第一廣場 
首先舉出可以讓民眾認識第一廣場的幾種方式。 
 
① 積極活用３F（food, fashion, festival） 
  現在第一廣場可以主張獨特性（也就是有「差異性」）的「生意」，就要屬林立於三樓的東南亞各
國料理和食材店鋪了。食物（food），服飾（fashion），祭典、節慶（festival），針對目前三樓的應
用方式來說，這樣的應用極易讓來訪者對外籍居民的異文化產生刻板印象，又或者是讓外籍居民自身過
分接受這樣的僵化印象並將其內化。不論是前者或是後者，在既往的文化研究中往往對此採取傾向否定
的態度。然而，在第一廣場的發展初期，積極利用這些「文化性商品」也是很重要的。這是為了讓第一
廣場在增加外籍居民顧客的同時，也可讓台灣人再度注意第一廣場。 
  目前第一廣場的店鋪中，餐飲業（food）已是長期營業的安定狀態。相較之下，在台灣還蠻容易吃
到泰國菜和越南料理，而且價格便宜9。但是，在第一廣場可以透過各店家協助，從「能吃到某地的「!
土」料理」進階到「能吃到各式各樣的「!土」料理」，甚至是「能四處品"、比較各種「!土」料理」。
可以說第一廣場的優勢就隱藏在這裡吧。 
  只要如此積極活用既有的長處並加以發展的話，也就能企劃「祭典」活動，而「祭典」本身又會成
為宣傳、廣告活動一環。可能的話，積極向各國的在台外交窗口尋求協助，試著介紹各國、各區域的文
化10。對這些機構來說，介紹自己國家的文化應該是重要的工作，視情況或許還能得到資金援助。為了讓
人們對第一廣場產生有活力的印象，這類企劃最好能一年進行一、兩次，且每次都在相同的時期舉辦。
相反地，如果只是一時的活動，人們對第一廣場的記憶很容易就會變成過去的事情進而被遺忘。 
 
② 透過競賽獲得再生的具體提案及宣傳的漣漪效果 
  舉例來說，像是舉辦第一廣場的（再）利用競賽。這項企劃本身就具有「宣傳效果」，且企劃的成
果也有可能為第一廣場帶來正面影響。例如，「現在封閉中的二樓租金 16 萬元，如何以可獲利的方式活
用？」可以提出類似像這樣的題目，請台中一帶的建築系等各系所的學生幫忙思考。對學生來說，這樣
的活動是讓自己對居住城市的活性化提供自身專業、貢獻一己之力的珍貴機會。且，提案被採用的話也
會是該名學生的榮譽・名譽。近年注重產學合作，在此意涵上這不也是一件非常有意義的一件事嗎。 
  當然，不必將提案者侷限在學生。收集台中周圍的學生、台中市民、外籍居民各式各樣的提議，應
該也會讓台中市民的各單位之間產生一體感。 

3.2 將第一廣場作為資訊的發佈地、集中地 
  由於這裡所提示的提案與提升收入沒有直接的關係，因此沒有即效性。然而，透過提供「人與人交
流的場所」當能衍生「消費行為的結果」，接下來的提案可說是培育上述情況的基礎。 
 

                                                             
9
 關於這點，台灣並不像日本，「異國料理」往往是特別且高級的餐廳。但是，這並不代表台灣沒有高級的異國料理餐廳。 

10
 #$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?01@A23BCDEFGH?IJKLMNOP:QRS'

TUV)L?OWXYZ[5\]IJKL?^_ àbcd:effghiS>jklmno
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③ 開設資訊沙龍 
  此提案建議在第一廣場內設置情報收集與展示處，其目的在於建置一個讓市民只要來到第一廣場便
能得獲得各種充實生活之資訊的環境。舉例來說，而這裡可以提供像是「二手貨的買賣與轉讓」、「房
屋出租資訊」、「房間分租（room shoaring）」、「就業訊息11」等資訊。只要達到一定人數的利用者，
不只是資訊刊登，聘請專員處理與資訊相關的聯絡仲介似乎也指日可期12。 
 
④ 設立社區・廣播電台 
  在日本，能看到許多活用社區・廣播電台的市街營造案例13。介紹、分析這些案例的有淺田（2009）
與吉富（2008）等等。前者是分析從設立社區・廣播電台後克服營收赤字直到獨自獲利為止的過程14。
而後者則是介紹「FM YY」，阪神・淡路大震災後，為提供資訊給外籍居民而設置了迷你 FM電台，「FM 
YY」便是以該迷你 FM電台為母體。「多文化共生與營造更有人情的市街」除了傳達這樣的訊息，外籍
居民、市民團體、高齡者團體、國・高中的廣播部、身心障礙者團體等等也加入活動，到了 2008 年已

在世界各地以 11 種語言播放。「FM YY」將震災後成立的「特定非營利活動法人鷹取社區中心
Takatori Community Center

（TCC）」
當中的數個團體與事業集團化，並組成「多文化 Pro3 集團」，從事各類社區事業15（吉富，2009）。 
  在思考過台灣・第一廣場的周邊情況時，這些案例絕不是能!簡單套用的。但是藉由設立 FM電台、
提供外籍居民家"的音樂，當能增加人們對第一廣場的注意，意即我們可以期待電台擔任提高第一廣場
集客力之後援以及宣傳支援的效果16。 
  首先，應該可以運用館內的廣播設備，以館內廣播的形式做實驗性的開始。當然，一定會播放第一
廣場內各店家的訊息，再來是聚集在第一廣場的主要外籍居民的家"資訊以及台灣的相關訊息，並以台
灣各語言或各地區語言播放，藉此創造出台灣與各地區之間的資訊・人・語言能雙向的交流・流通的機
會。 

3.3 吸引非營利組織進駐 
⑤ 吸引政府組織（GO）進駐 
  這是觀察到目前第一廣場為外籍居民聚集地之後所提出的方案。具體來說，（1）設置台中市政府的
對外籍人士辦事窗口，於週日進行外派營業，（2）設立各國大使館的業務17辦公室，或是外派營業所。
由於外籍居民大多只有在星期日才有自由活動的時間18，所以才把營業時間選定在週日。可以不必每個星
期都營業。比如，只在外籍勞工發薪日後的星期日營業應該是可行的。與其說是促進直接的消費行為，
本提案當屬導出消費結果的促進方案。 
 

                                                             
11

 關於這點，必須在台灣的外籍勞工雇用不再需要仲介業者的介入，直接雇用制與措施等都確立並並普及的情況下才能實行。 
12 外籍勞工要在台灣就業時，仲介業者扮演了一個重要角色。就第一廣場的現狀來說，讓這類業者設立辦公室應該也是一個可以考
慮的方案。在此現狀下，筆者強烈希望第一廣場能率先創造一個讓雇主、雇員、仲介業者三贏（win-win）的雇用條件及環境。 
13 2008 年時，全國共有 216 個電台（浅田，2009：93）。 
14 雖然這裡舉出兩個實例，但這兩個廣播電台設立的主旨分別為「天災時的緊急資訊之無線整備」，及「活用媒體營造充滿活力的
市街」。 
15 例如，多國語言交流廣播電台「FM YY」旗下，除了有「多國語言中心 FACIL」做翻譯、口譯技術和人才的調度外，還有「世
界兒童交流」進行各種和多文化背景孩子們有關的活動，另外還有支援 IT 技術交流的「Tool de Communication」等等（吉富，
2009：131）。 
16

 當然，必須考慮到廣播電視法等台灣的無線電訊相關法律。 
17 此外，台灣在國際上的正式外交國較少，因此各國大使館的業務通常由民間機構承辦。 
18 而且，並非每個外籍居民都有星期天可以休假的權利。尤其是 24 小時住在雇主家、從事看護工作的外籍居民，很難適用於台灣
勞動基本法中「就業服務法」裡的勞動時間規範。希望在思考這些議題的同時，不要忘記並顧慮這一群連第一廣場都不能來的「看
不見的族群」。 
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⑥ 吸引 NGO/NPO 的辦事處進駐 
  本提案旨在以低廉的租金提供 NGO/NPO 能!進行各式活動的空間。 
  從第一廣場現行的特色出發的話，首先可以想到的就是吸引支援外籍居民生活的 NGO/NPO 進駐。
但不只是這樣的組織，包括像是市街營造與都市再生、女性支援、兒童生活・學業支援等等的 NGO/NPO
都可以是引進的對象，讓第一廣場成為台中 NGO/NPO 的活動據點。 
  若第一廣場具備各種機能，那麼資訊就能!迅速交換，對於尋求幫助的人也能!採取快速的應對。
讓第一廣場不只是單純的商業設施也能!擁有更多面相，關於這點在前述的③、⑤及以下的⑦有都有相
關敘述。除此之外，賦與人們第一廣場為文化中心地的印象，並藉此創造周遭地區為「文化都市」「國
際市民都市」的嶄新印象，此舉在創造第一廣場的多樣性上應為有效之策略。 
 
⑦ 吸引學術機關進駐：大學分校、語言學校等 
  本提案著眼於活用目前全面封鎖的二樓19。由台中周邊的大學在第一廣場設置（共同的）大學分校。
若是要大學馬上在此設立分校會有困難的話，一開始可以先設置大學的介紹所、大學資訊窗口、大學的
展示室等。並附加能容納 2、30 人的會議室，以低廉的租金盡可能開放給眾多的民眾使用。先從提供一
小部份的學術活動開始，若是營收方面已漸入佳境，便可以一步步擴充功能朝市民大學邁進。在位於台
中中心的此處，有各教育機關共同運作的分校授課設施的話不是蠻有意思的嗎。由於不是各大學獨自進
行而是共同合作，如此一來不但可以促進各校之間的交流也能減少風險，更能有效活用各大學資源、促
進人與人之間的交流，相信在這些層面上應該都是很有助益的。 
  另外，思及第一廣場本身便是一個各類語言、文化交織的場所，設置語學教育相關學校應該也是可
行的方案。目前外籍居民大多從事所謂的 3K 勞動或感情勞動20，換句話說腦力工作及技術領域工作並非
全面開放給外籍居民。但是，若未來外籍居民的職業選擇能!比現在更加自由、雇主和勞工之間締結直
接雇用契約的可能性增加的話，語言教育未嘗不是一個創造外籍勞工受僱的機會。 
  人們為了上課定期造訪此處的光景變成日常生活的一部分，此地的印象、氛圍也因而改變。這樣個
改變應該也會成為付與第一廣場全新價"的出發點，讓市民發現第一廣場是一個聚集不同市民、充滿魅
力的場所。 
 
⑧ 與宗教設施共同設置的可能性 
  現在第一廣場有設置福德正神21的廟，可以看到虔誠的信徒前去參拜。就這點來看，設置宗
教設施本身並沒有問題。像基督教教會、伊斯蘭教的清真寺等宗教設施，若能一併設置支援信
仰的場所，這個地方的魅力應該會提升吧。然而現實是，從要在同一個地方同時存在多個不同
宗教的設施這點，便可以想像實踐本提案的困難度。 
  由於此為讓彼此的價"觀被強調出來的行為，雖然有產生問題的疑慮，但在此仍然提出作
為一個方案。若這項嘗試能!成功，便會有十分重大的意義。 
 
4. 成功促進第一廣場蓬勃發展所面臨的課題 
  雖然要成功促進第一廣場的蓬勃發展，在各種可能的實踐性和實效性上都有許多條件，但其中又以
以下三點為首要項目：①開發人力資本・形成社會關係性資本、②資金、③充實周邊設施。 
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4.1 開發人力資本・形成社會關係性資本 
  根據許多市街營造的相關研究、案例報告所示：市街營造要成功，在組織型態上必須具備：參與者
每一人的能力（人力資本），以及擁有團隊合作・互信關係・意識規範等特徵的社會關係性資本（社會
性資本）22。為了擴展第一廣場的新價!，應當需要一個從新視角思考第一廣場發展的母體，像是在第一
廣場既有的組織內設置「第一廣場發展協會」。個人希望由各種立場的人組成這樣的組織，例如「第一
廣場的商店經營人」「各店家代表所組成的管理委員會代表」「台中市各局」「台中市的各海外辦事處」
「在第一廣場經營店舖的外籍居民」「使用第一廣場的外籍居民」「學術機關23」「NGO/NPO」等。 
  為了不讓市街營造變成一時的企劃、活動，應該有遠見並慎重地確保人才。為此，「將不同立場的
人都當做市民，並思考如何讓每一位市民都能有更好的生活」，培養這樣的公共性概念是我們每一位台
中市民重要的任務。 

4.2 財政基礎 
  筆者認為有可能出資的組織有兩個。 
 
來自第一廣場本身的出資 
  首先，是由第一廣場內的各店家共同出資。雖然以目前的經濟狀況來看"非易事，但也能從其中看
出當事者們「參與意願」#$%。 
  在具體的資金運用方面，需要訂定規則。有了規則才能判斷「資金是否可以融資個別的新興事業？」
等問題。假設答案是否定的，那麼共同出資就只能用在與第一廣場整體有關的事務上。像是：第一廣場
內的各種標示（出入口、逃生口、洗手間、電梯、手扶梯等的標識，以及活動宣傳等文字資訊的多國語
言化及 HP 製作），與第一廣場整體修繕相關的費用等等。 
 
政府方面的出資 
  進入台中市政府的網站，在首頁最上方可以看到下面這行字：「臺中市政府・全球資訊網 taichung
・・・文化・經濟・國際化」。 這可以解讀成：台中市以文化、經濟、國際化的一體化為目標。 
  首先，若市政府視第一廣場為台中市的貴重資產，並認為對於身為「台中市民」的外籍居民而言第
一廣場是一個不可或缺的場所。在此前提下，第一廣場還可以當做是國際交流實踐的實驗地，若是市政
府打從心底要推動「國際化」，思考如何善用第一廣場這樣的特性應該沒有任何壞處。 
  「成本無法回收」「獲利無法保證」的部份，則有賴行政單位的協助，從的公共利益與公共財角度
出發提供資金援助。缺少了這樣的支援，市街營造就無法成功。 
  只有在「基於服務不斷增加的市民、滿足市民日益多樣的需求、以及為了眾多人民努力」的情況下，
筆者支持賦予公僕權限，並願意盡一份微薄之力。24 

4.3 周邊設施的整頓 
  在這當中，交通運輸系統的整頓是一大問題。第一廣場位於舊市街，開車前往絕對稱不上是方便。
就算利用巴士等大眾交通工具，因道路狹窄也說不上舒適。 

                                                             
22

 簡單明瞭的市街營造與社會關係性資本之解說請參考小長谷・武田・辻（2009）。 

23
 由大學教職員、學生進行的市街營造案例請參考奈良女子大學中山研究室編（2006）。大學相關者在社會實踐上所接受到的要求、
花費時間的方式，尤其是從與許多人建立關係開始形成聯絡網，等等皆有許多!得學習的地方。 
24 台中市並非沒有舉行過任何的活動。舉例來說，像是慈濟綜合醫院與台中市政府勞工局合辦的「大愛無國界外籍勞工義診」活動
（簡，2007：80-82）。 
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  !"#台灣各地都有 MRT25的建設計畫，台中也規劃了數條路線。$些規劃的走向%&市街營造的
成功與否帶來很大的影響26。 
5. 結語 
  本稿以第一廣場此一具體場所為對象，提出各種由眾人共同合作的市街營造方案。一如文中反覆重
申，這些方案不但非常簡陋且實踐性令人質疑，這點筆者無法否認。不過，只要這些提案並非毫無可取
之處，儘管只有一小部份能讓人認為「可以從這著手」的話，那筆者是再高興不過了。執行本文所提及
之方案時，各單位可得到的「利益」如下所示。 
  
• 第一廣場的店家：'手()市街發展的喜悅，*+,-./012聚集、充滿朝氣的地方，345
/6「消費行為789」。 

• 台中市政府・行政機關：真正推動台中市所表明的國際化。並非「擁有各國藉市民的靜態意義」，
而是讓台中蛻變為「各種國籍的人們在和台中市互動的同時，選擇居住在台中」，讓台中可以推銷
自己是一個國際化的模範都市。 

• 台中的人們：獲得一個不同立場族群都能:聚集的場所。特別是成為 NGO/NPO 相關組織的活動
據點這些可以親眼見證的成果也讓人們開始思考、發現「更好生活」的意義。 

• 外籍居民：從客人、看不到的人們，轉變成市街的主要角色之一。 
  
  目前第一廣場的交通聯絡實在很難說是方便。連接台中縣往台中市中心的台中港路，愈往第一廣場
所在的台中市中心部，道路就愈狹窄。假日的時候，從東海大學搭市內公車前往第一廣場要花一小時以
上。儘管如此，為什麼只要到了星期日，就會有許多的外籍居民來到第一廣場呢。 
  只要到這裡就能遇到許多同伴──或許是出自這樣的心情吧；來採購這裡才有賣的物品──或許是
出自這樣的想法吧。若是如此，第一廣場對他／她們來說早已是無可取代的地方。這群外籍居民被稱為
外籍勞工，只要想到他們的生活情況，那麼只有偶爾才能造訪的第一廣場很有可能就是他們「唯一的容
身之處」。對無法在生活環境裡保有符合期望的棲身之處的人們來說，像第一廣場這樣的地方，正符合
公共性的議題裡齋藤所說的「親密圈」，以及與之相關的「炫耀性政治」的觀點，應當給予正面評價。
（齋藤，2000：95-100）。 
  另一方面，「僅有該地是容身之處」̶̶以不同的角度來思考，這很可能會導致他們形成小集團並
增加文化邊緣化與隔離化(ghetto)的危險性。舉個極端的例子，行使權利迫使他／她們在非「必要性」與
「有用性」的情境下不得處於該處，並派給他／她們一個規定好的適當場所以利管理・監督。並不是有
權力慾的人才會刻意這麼做，我們或許也在和他們建立關係的過程中不自覺地做出這樣的行為。 
  前陣子筆者前往第一廣場時，看到一幕十分異常的畫面。約有 100 人的警察排在第一廣場前的廣場，
我在碰巧遇到警察們在臨檢第一廣場的各個設施。這次的臨檢究竟是出於什麼樣的意圖？是出於何種無
意識、或是心知肚明的目的所進行的呢？第一廣場的每一位參與者又是如何看待這次的臨檢的呢27？「外
籍居民處於經濟弱勢，所以就算是比較惡劣的環境，為了賺錢他們還是會跨海而來」這種想法是錯誤的。
在此筆者不由得想起某個外國人援助 NPO 的代表者曾說過：「當地居民都不想住的地方，外國人也不會

                                                             
25

 Mass Rapid Transit，大眾運輸系統的簡稱。目前台灣營運中的MRT只有台北市及高雄市。 
26

 事實上，第一廣場內部也有人表示希望隨著MRT開通整頓地下街，進而為第一廣場帶來人潮（資料來源：第一廣場店家自治會
會長連朝旺先生的訪談）。 
27

 2009 年 11 月 7 日的報紙對這件事有詳細的報導（孫，2009）。在歡迎合法勞工的同時，也;<取締違法的店家，=>?這次行
動帶有恫嚇的@A。筆者只希望不是因為把外籍居民當作潛在的「犯罪者」，列為取締的對象B)C$D7EF。 
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想住在那裡。」 
 
  每個人都是從沒有棲身之地的狀態開始，確保僅有一處的容身之地，然後漸漸增加自己的棲身場所。
政府機關、私人企業、學術機關、零售業、台灣人市民、外籍居民等等組織和個人都拿出自己的智慧，
一同著手進行市街營造、讓人覺得「要居住就選擇台中」。在這個移動的時代，這樣的市街營造也等於
是向全世界揭示台中市所找到的「答案」。而為了使其第一個範本̶̶第一廣場能!逐漸發展，筆者也
希望以一名外籍市民的身分提供協助。 
感謝： 
  在撰寫這篇小論文的過程中，承蒙許多人給予意見及資訊。尤其是負責管理第一廣場的第一廣場店
家自治會會長連朝旺先生，讓我們進行了兩次的訪談，並且提供我們十分貴重的資料。在此表答由衷的
感激之意。 
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