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第 1 回村おこし国際会議は 2014 年 3 月 16 日から 20 日にかけて、インドネシアのセン

トラルジャワ、カンダンガン村で開催されました。この会議は、日本のサステナブルデ

ザイン国際会議との共同という形で開催されました。そのため、この会議には 2つの名

前が冠されています。この会議の目的は、一つにはカンダンガン村で現在行われている

村おこしに関連するプロジェクトを世界に発信すること、二つ目は様々な人々によって

行われた村おこしの経験を参加者と共有すること、三つ目は村おこしに関する知識や経

験を参加者が互いに吸収すること、四つ目は様々なレベルで村おこしに関するローカル、

地域的、国内的、国際的なネットワークを築くこと、五つ目は村おこし活動から始まる

持続可能な生活を促進することでした。 

この会議のテーマ「さあ、村に帰ろう」を設定した理由は今、村を人々が、未来におい

て豊かに生きていく場所になりえる可能性、もしくは包容力を持った場所であると考え

るには正しいタイミングと思ったからです。村は人々が生活していくための快適な場所

へ、都市よりも豊かな社会生活を持ち、持続可能なコミュニティー、自立したコミュニ

ティーへ発展する潜在能力を持っています。この勢いは情報やコミュニケーション技術

の台頭によって遠く離れ、孤立したコミュニティーが外部に開かれる時、顕著になりま

す。村という場所は、人や自然にとって優れた生活の質を約束するものなのです。 

  



 

 開催概要  

 

第 1回村おこし国際会議と第 9回サステナブルデザイン国際会議にはインドネシア、香

港、シンガポール、タイ、日本などから合計 56名の参加がありました。参加者は村お

こしや持続性に関心のある学生やデザイナーなど、様々なバックグランドを持った人々

でした。会議期間中、参加者は地元で採られた竹を使い、地元の人々によって作られた

スペダギと命名された竹の自転車に乗って、カンダンガン村を中心に周辺の村々を訪問

し、地元の人々から村での生活等、話を聞くというトラベリングワークショップを行い

ました。また参加者は、会議期間中に村おこしのプログラムが実際に行われている村々

でホームステイを体験しました。 

本会議が始まる前日、参加者はジョグジャカルタにある Tembi Culture Houseに集合し

ました。そこでは歓迎の催しが行われ、第 1回村おこし国際会議の実行委員長を務めた

シンギー・カルトノ氏と第 9回サステナブルデザイン国際会議の実行委員長を務めてい

る益田文和氏から次の日から行われるプログラムの説明が参加者になされました。 
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【１日目／2014年 3月 16 日】 

バンタル、イモギリにあるマングナン村のブミ・ランギット・パーマカルチャーを訪れ

ました。参加者はイスカンダール・ワオランツ氏の案内で氏の有機農園内を見学しまし

た。見学の後、パーマカルチャーに関する様々な経験や学んだことを参加者と共有する

ためにディスカッションを行い、その後カンダンガン村へ移動しました。 

 

【２日目／2014年 3月 17 日】 

参加者はスペダギ（竹製自転車）に乗りカンダンガン村を中心に周辺の村々を訪問する

トラベリングワークショップを行いました。参加者は村人から直接村での生活や様々な

問題に耳を傾けたりしました。午後からは、本会議場がある竹林に囲まれたケリンガン

村へ行き、現在進行中の村おこしのプロジェクトに関する様々な報告を聞きました。 

 

【３日目／2014年 3月 18 日】 

シンギー・カルトノ氏によって始められたスペダギ・バンブーバイクプロジェクトやケ

リンガン村の村長が村の開発計画をプレゼンテーションしました。 

 

 

 

 

 

 

【４日目／2014年 3月 19 日】 

インドネシアの観光創造経済大臣が会議に訪れました。参加者がスペダギ・バンブーバ

イクに乗って村の様々な場所へサイクリングする間、Marie Elka Pangestu 観光創造経

済大臣は村々を訪れ、最後に、参加者とともに会議の議論に参加しました。 
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【５日目／2014年 3月 20 日】 

竹林の下、「村」をテーマとした 9人のキーノートスピーカーのプレゼンテーションが

ありました。参加者は自由に質問やコメントをしました。最後に会議の終了を記念し、

送別会では村人による Wayang Godhong（インドネシアの影絵）のショーが行われまし

た。 
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村おこしプロジェクトについての報告 

 

 

 

1. ケイリンガン村の計画 

／ブディ・ラハユ氏 

 

この村長であるブディ・ラハユ氏は村の

社会的側面の状況と村の潜在性について

プレゼンテーションを行いました。村の

潜在性を引き出す上での様々な障害や課

題、村の発展に必要な主体的な参加のプ

ロセスに関する事が中心的な議論となり

ました。 

 
2. スペダギ・バンブーバイクプロジェクト／シンギー・カルトノ氏 

スペダギはシンギー氏自身のコレステロールの

レベルを減らす目的のために始められたサイク

リング活動でしたが、竹を主要な素材とした自

転車開発へ活動が発展しました。シンギー氏は

竹が育成しない多くの国々で竹の自転車が開発

されている事実に気が付きました。興味深いこ

とに、その製作プロセスには手工芸の方法が使

われていました。竹の自転車は、インドネシア

で人気のある製品であるべきという強い思いか

ら竹の自転車開発がスタート。1 年の試行錯誤

の結果、9 つのプロトタイプを製作しました。シンギー氏は、竹は可能性のある大変頼

もしい素材であると結論にいたりました。開発はジョイントの構造に集中しました。シ

ンギー氏は、２つのプロトタイプを実際にこのプレゼンテーションで紹介してくれまし

た。これとは別にシンギー氏は、持続可能で自立したコミュニティーである村へ帰るシ

ンボルとしてのスペダギのロゴデザインも紹介しました。 
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3. ケイリンガン村のバティック／ユニ氏 

ユニ氏は、自身や仲間によって開拓されてきたケイリンガン

村のバティックの製作プロセスの背景を紹介しました。はじ

めた頃は、資本金や人材、販売促進メディアに関する様々な

問題に直面しました。しかし、シンギー氏が架け橋となって

リリック・セヨワティ氏によって設立された Batik Laras 

Tirta より、人材や指導の支援を受ける事となり、何とか問

題を解決することができました。この出会いによってケイリ

ンガン村をテーマにしたオリジナルのバティックが生まれる

事となりました。 

 

4. レンガから魚へ／バーハン氏、ファーヤント氏 

バーハン氏とファーヤント氏はなぜレンガ作

りから魚の養殖へ自らの職業を変えたのかそ

の背景、直面する様々な課題とその解決策を

紹介しました。 

 

 

 

 

5. 有機農業／ディウ・ウタミ氏 

有機農家のディウ・ウタミ氏のプレゼンテーシ

ョンでは環境の視点から、有機農業のプロセス

や利点を説明しました。また、有機農業に関連

した子供の森林プログラム（植林、廃棄物管理

の仕組み、農業体験、森林再生、プログラムの

親善大使を日本へ派遣）についても紹介しまし

た。 
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6. ホームステイ／ニコ氏、エリック氏、クリスト氏 

ニコ氏、エリック氏、クリスト氏よりカンダガン村とケイリンガン村のホームステイ用

の建物の製作プロセスの紹介がありました。これらの建物は村おこしプログラムを支援

する目的で、素材には竹や材木など地元のものを用い、大工ではない地元の人たちの協

力で建てられたものでした。 
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本会議開催報告 

 

本会議は 5 日目に 9 人のスピーカーによって行われました。5 人はインドネシア外から

で 4人はインドネシアからのスピーカーでした。彼らは村に関するテーマをプレゼンテ

ーションし、様々な視点を議論しました。 

 

1. 益田文和氏（サステナブルデザイン国際会議実行委員長、東京造形大学教授） 

2006 年から持続可能な社会を実現のため始ま

ったサステナブルデザイン国際会議は、今ま

で数多くの参加者があり、世界的なネットワ

ークを築いてきていることについて紹介しま

した。また、自分の生活拠点を大都市から田

舎へ移し、その田舎の村で行っている様々な

持続可能な生活のための実験的な取り組みに

ついても話をしました。 

 

2. 奥谷京子氏（WWBジャパン代表） 

奥谷氏はインドネシアのフローレス島の女性

を支援するプロジェクトを紹介しました。こ

のプロジェクトでは島の女性の自立した生計

を支援するために、島の特産であるココアを

使った様々な商品開発を行いました。 
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3. 岩瀬大地氏（キングモンクット工科大学建築デザイン学部専任講師）（タイ） 

岩瀬氏はデザイナーの視点からの観光につい

ての話をしました。観光開発における持続性

を生み出すためのデザイナーの役割を議論し

ました。すべてのステークホルダーが自然や

文化にたいする負のインパクトを最小限にす

る様々な活動をデザインするべきと主張しま

した。そのためには、デザイナーの役割が金

融資本や物的資本を作るだけから社会関係、

人的、自然資本をもデザインによって生み出

すべきであると訴えました。 

 

4. プラビーン・ナハール氏（インド国立デザイン大学教授） 

ナハ－ル氏はアメーダバードにあるインド国立デザイン

大学の学生がデザインを学ぶのに村が最適な場所である

と紹介しました。またこれからデザインは村おこしのよ

うに社会や環境に貢献するために向けられるべきである

と話しました。 

 

 

5. ピット・ベッケンマイヤー氏 

ベッケンマイヤー氏は以下の課題に関する

インドネシアとドイツ政府の共同について

話をしました。また、村の開発プロジェク

トに関する自身の経験とドイツで起こった

歴史的背景から、村が戦時中のドイツにお

いてさえ、持続可能なものであったことを

紹介しました。 

 気候変動と持続可能な発展 

 ガバナスと地方分権化 

 セントラル ジャワで優先されている民営部門の発展 
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6. イスカンダール・ワオランツ氏 

ワオランツ氏は人間、環境と神の関係を議論しました。

若者たちに村の伝統的な生活に対する意識を向上すべ

きである。また同時に、都市に住む人々の浪費的な生

活を改めさせ、イスラム教で言う Toyib という良い価

値を持つものを消費するように、人々の意識を向上さ

せるべきであると話しました。  

 

 

 

 

 

 

7. エコ・プラワット氏 

 

プラワット氏によると、村には様々なユニークな特徴

があり、その特徴を保全していく必要があります。プ

レゼンテーションでは、村の潜在性と利益を守る建築

的なアプローチを紹介しました。 

村と自然の近しい調和した関係は、村での生活を持続

させるために必要な地元の資源を活用していくための

知識とその相互依存の理解によって生まれる。村はま

だユニークな側面を保持しているし、これらの側面は、

村での生活をより豊かにしていくために、活用してい

くことが可能なものであると話しました。 
 

 

8. シンギー・カルトノ氏（村おこし国際会議実行委員長 Magno代表） 

「さあ、村に帰ろう」というアイデアは 2013 年に思

いつきましたが、2000 年からそういった思いがシン

ギー氏自身の中にありました。この時期に “Entho 

Cothot”という地元のメディア寄稿した“nagnadnaK 

Village”という“Kandangan”を逆さま読みにしたタ

イトルの記事にそれは現れています。彼はこの記事で

村に対する人々の考え方や見方を変え、正しいこと始

めるべきと訴えたかったと述べました。この逆さま読

みのタイトルこそ村を再活性化するムーブメントのシ

ンボルです。 
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9. ジェード・クレスナ氏 

クレスナ氏はヴィレッジ・ツーリズムのコ

ンセプトについて話をしました。クレスナ

氏は、カンダンガン村へ初めて訪れ、シン

ギー氏と出会った時の体験を話してくれま

した。それによると、この村の観光にはロ

ーカルな知恵があり、村人の主体的な参加

や関与があり、これこそが本当のヴィレッ

ジ・ツーリズムであると結論に至ったと述

べました。 
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結論とその後の展開について 

本会議の目的は以下の 5つでした。 

1. 現在行われている村おこしに関連するプロジェクトを世界に発信すること。 

2. 様々な人々によって行われた村おこしの経験を参加者と共有すること。 

3. 村おこしに関する知識や経験を互いに吸収すること。 

4. 様々なレベルで村おこしに関するローカル、地域的、国内的、国際的なネットワー

クを築くこと。 

5. 村おこし活動から始まる持続可能な生活を促進すること。 

これらの会議の目的は、これまで述べた様々な活動を通して達成されました。この会議

は、村の可能性に関して、参加者の目を覚まさせました。基本的に村は自立した持続可

能な未来のコミュニティーです。しかしそれには、村に対する新しい見方が必要です。

村は過去の古めかしいコミュニティーではなく、現在の、未来のコミュニティーなので

す。正しく、正確で、すばやく、持続した努力が必要ですが、それによって村の潜在性

や知恵は持続可能な生活スタイルを創造するために利用することが可能となります。 

これらの活動を通して、ローカル、地域的、国内的、国際的なネットワークは築かれて

きました。次の活動は自立した持続可能なコミュニティーとして村を促進するムーブメ

ントとして 2015 年に日本で Spedagi-Japanが開催されることの合意がなされました。ま

た第二回村おこし国際会議は 2016年に日本で行われる予定です。 

これとは別に、進行中の村おこしプロジェクトは継続し、発展しています。すでに新し

いプロジェクトがケリンガン村でもスタートしています。この会議の開催場所であった

竹林は終了後もそのまま保たれ、村人たちが様々な活動（例えば朝市、野外映画の上映、

子供の遊び場、村人が伝統文化を学ぶ場）ができるような場所へと変わりました。毎週、

掃除活動が行われ、竹の落ち葉はコンポスト化されています。他のプロジェクトでは村

で排出されるごみを保管し加工する場所を作ることです。本会議の活動は、村人たちに

自分たちの村の潜在性に目を覚まさせ、村人たちが自分たちの村の竹林や道路や知恵を

保つことの必要性を感じ始めるきっかけとなりました。 

本会議の会場には村が、移動手段は竹の自転車、宿泊施設は村でのホームステイが選ば

れました。会議へは多くの地元の村人の参加がありました。これは新しい国際セミナー

の形です。観光創造経済大臣からは今まで参加したどの会議よりも、もっとも記憶に残

り、ユニークな形のセミナーとコメントして頂きました。 


