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１ 農業用水を巡る世界の情勢と農業用水の多様性

○水需要のセクター間のバランスと利用量の世界的な変化により、農業用水のあり方、その効率的利用について議論○水需要のセクタ 間の ランスと利用量の世界的な変化により、農業用水のあり方、その効率的利用に いて議論

が展開。

○これに対し、世界の主要な食糧供給源である日本を含むモンスーンアジアの水田農業のもつ地域性、多面性を主

張し、国際社会での理解を醸成する必要。

地球温暖化及びその他の自然環境へ都市用水、工業用水等のセクターと農業人口の増加、途上国の経済発展

世界的な水需要の変化

の影響に対応した水需要の変化

部 を 農業 あ 方 効率 議論が

セクターへの水供給のバランスの変化等による水需要の増加。

これまで水需要の大部分を占めていた農業用水の利用のあり方、その効率的利用について議論が展開

欧米でなじみの深い半乾燥、乾燥地帯の水問題をベースとし、農業用水の持続的利用、効率化のためには、水の価格付けの強
化、市場メカニズムの導入が有効とする議論が展開。

これらの議論は、水を経済財としてのみ扱っており、かんがいの多様性、特にモンスーン・アジアの湿潤地域の水田の実態を反映
していない。

我が国は、モンスーン・アジア水田地域の代表として、水文学的な地域的特徴と水田かんがいの持つ環境保全等の代表
多面的機能（役割）を主張し、水田かんがいにおける効率性、持続可能性、公平性について国際社会の場で主張し
ていくことが必要。
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１－１．農業用水の現状と課題 ～食糧問題と農業用水～

○世界の人口は 現在の65億人から2050年には1 4倍の92億人に増加の見通し （先進国は横ばい 開発途上国は○世界の人口は、現在の65億人から2050年には1．4倍の92億人に増加の見通し。（先進国は横ばい。開発途上国は
1．5倍。そのうち、中国は1．1倍、インドは1．5倍、アフリカ諸国は2．2倍。）

○世界の穀物収穫面積に占めるかんがい面積の割合は、現在、３割であり、今後もほぼ同水準で推移すると推定。
一方、農業用水の使用量は、2025年には約３割増加するとの見通し。

事情 踏 貧 食 向 農 産 向 産安 進○このような事情を踏まえ、世界の貧困問題、食糧問題の解決に向け、農業生産性向上と生産安定を進めるため、
アジアにおいては、かんがい用水の効率的利用による水生産性の向上、また、アフリカなど半乾燥地域、乾燥地域
においては、農業用水の確保の他、砂漠化の防止、土壌侵食の防止を進めることが重要。

（単位：百万ｈａ）
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「国際食料問題研究会資料」より
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１－２ 地球温暖化の農業生産への影響

○地球温暖化は 農業生産に対して ＣＯ２の濃度の上昇による収量増加というプラス面がある一方 気温の上昇や○地球温暖化は、農業生産に対して、ＣＯ２の濃度の上昇による収量増加というプラス面がある 方、気温の上昇や
異常気象により、農地面積の減少、生産量の変動、適地の移動などの影響を及ぼすことが懸念。

○国内の農業生産には、品質低下や収量減少などの影響が既に発生しており、生産現場における高温障害等への
適応に加え、近年の豪雨、渇水の多発や規模の増大に対し、脆弱地域を検証しつつ、具体的な適応策を取ること
が必要が必要。

日本 ※５

・水稲について、気温が３℃上昇した場合、
潜在的な収量が北海道では１３％増加、
東北 南 は 減少

ヨーロッパ ※２

・北ヨーロッパでは、気候変化により、農産物生産
量の増加等が見られるが、気候変化が継続する
と 冬期の洪水 生態系危機 土壌安定性減少に

北アメリカ ※２

・今世紀早期の数十年間は、降
雨依存型農業の生産量が５～

が東北以南では８～１５％減少。と、冬期の洪水、生態系危機、土壌安定性減少に
よる悪影響が便益を上回る。
・中央ヨーロッパ、東ヨーロッパでは、夏の降水量
が減少し、水ストレスが高まる。
・南ヨーロッパの一部で、高温と干ばつが悪化し
農作物生産が減少

アジア ※２

・2050年代までに10億人以上に水不足の悪影響。
南アジア 東アジア等の人口が密集しているメガ

20%増加するが、地域間で重要
なばらつきが生じる。

ラテンアメリカ ※２

アフリカ
・2020年までに7,500万～2億5千万人に水ストレ

農作物生産が減少。 ・南アジア、東アジア等の人口が密集しているメガ
デルタ地帯で、洪水が増加。
・21世紀半ばまでに、穀物生産量は、東・東南アジ
アで最大20%増加。中央・南アジアで最大30%減
少。人口増加等もあり、いくつかの途上国で飢餓
が継続

ラテンアメリカ ※２

・より乾燥した地域では、農地
の塩類化と砂漠化により、重
要な農作物・家畜の生産力
が減少し、食料安全保障に悪
影響。

資料

ス。 ※２

・いくつかの国で、降雨依存型農業からの収穫量
が2020年までに50%程度減少。※２

・気温が４℃上昇で農業生産が15～35％減少。
※３

豪州・ニュージーランド
・降水量減少、蒸発量増加により、
オーストラリア南部・東部、ニュー

が継続。 影響。
・温帯地域では大豆生産量
が増加。

資料：
※１ IPCC3次評価報告書WG2
※２ IPCC4次評価報告書WG2
※３ スターンレビュー（2006）
※４ アジア開発銀行
※５ （独）農業環境技術研究所

インド ※１

・１ｍの海面上昇で、約6千
km2が浸水し、農地が失わ

ジーランド北東、東部地域で2030
年までに水関連の安全保障問題

が悪化。 ※２
・オーストラリア南部・東部、ニュー
ジーランド東部の一部で、増加す

バングラデシュ
・１ｍの海面上昇で、約３万km2の
国土が浸水し、農地が失われた

３

れたり、塩類化が起こる。

・深刻な水不足により、小
麦やコメの生産性が悪化。

る干ばつのために、2030年までに

農業の生産が減少。 ※２

・気温が４℃上昇で一部地域で生
産活動が不可能。 ※３

り、塩類化が起こる。 ※１

・１ｍの海面上昇で年間80万トン
から290万トンのコメ生産が失わ

れる。 ※４

「国際食料問題研究会資料」より



１－３ 農業用水の多様な役割、生態系・生物多様性の保全

○農業用水は、生活用水などにも利用され、多様な役割を果たしており、その多様な役割については、我が国の農
業用水分野 みならず 世界水 ムなど 場にお 世界的に重視され る業用水分野のみならず、世界水フォーラムなどの場において世界的に重視されている。

○特に、農業用水が育む生態系、生物多様性は、他の分野には見られない大きな特徴であり、またモンスーン・アジ
アの農業の特徴、水資源の保全利用と併せて、国際会議等の動きも含め生態系・生物多様性の保全に注目する
ことが重要。

＜生物多様性国家戦略＞
・ 農林水産分野における地球温暖化防止策の推進
・ バイオマスの利活用の促進

・ 持続可能な農林水産業に対する国際協力を推進（砂漠化
防止 水資源の持続的利用等）

◆河川から水田、水路、ため池、集落等を途切れなく結ぶ
水と生態系のネットワーク「水の回廊」の形成

◆地球温暖化対応施策との統合的推進 ため池と雑木林

防止、水資源の持続的利用等）
等

生物生息域・生育域としての水田の広がり＜水田を保全する決議採択＞

・ ラムサール条約の第10回締結国会議
(2008 10 28-11 04韓国・昌原)

農業水路網
ゲ ゴ ウ

ため池で越冬

＜生物多様性保全条約締結国会議（COP10）＞
・ 2010年は「生物多様性2010年目標」の達成年

(2008.10.28 11.04韓国・昌原)
・ 日韓共同提案「湿地システムとしての水田の生物多様性
の向上」決議を採択

（豊岡市ＨＰ、滋賀県ＨＰ） （上）水田生態系の （上）冬期湛水による野鳥

ゲンゴロウ

水田で産卵

水田で産卵
・ 2010年は「生物多様性2010年目標」の達成年
・ 2010年以降の条約実施の枠組を決定
・ 地球サミット（1992年）以降の最大の節目
等

河川

最上位 コウノトリ
（下）生きもの調査を

毎年実施
水田魚道の設置により、
魚類が排水路と水田間を
移動

の飛来（千葉県本埜村）
（下）水田で遊ぶフナ

生態系への影響に配慮
アカガエル

水田で産卵

水田で産卵

４

遠賀川右岸に設けたワンド。多自然
川づくりの推進。（国土交通省ＨＰ）

生態系への影響に配慮
に配慮した農業水路

ブナ類

ドジョウ
水田で産卵

水田で産卵



２ 国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF)の活動について

○INWEPFは モンスーンアジア地域の水田と水に関する情報交換と水田かんがい農業に関する国際理解を醸成す

国際水田 水環境ネットワ ク (INWEPF)
○設立経緯

INWPFは、第３回世界水フォーラムの一環として行われた、「水

○INWEPFは、モンス ンアジア地域の水田と水に関する情報交換と水田かんがい農業に関する国際理解を醸成す
るための情報発信のための国際ネットワークとして2004年より活動。

国際水田・水環境ネットワーク (INWEPF)
International Network for Water and Ecosystem in Paddy Field

食料安全保障と

～誰もが参加可能な水田と水に関する情報交換の場～

INWPFは、第３回世界水フォ ラムの 環として行われた、「水

と食と農」大臣会議において採択された「食料安全保障と貧困
軽減」、「持続可能な水利用」、「パートナーシップ」の３つのチャ
レンジに基づく大臣勧告文を受け、我が国（農林水産省）がモン
スーンアジア地域におけるネットワークの構築を目指して、設立
を提案 ２００４年に創設食料安全保障と

貧困軽減

INWEPF
ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ運営会議

を提案。２００４年に創設。

○INWEPFの４つの優先課題

パートナーシップ持続可能な水利用

拡大会議ｳﾞｧｰﾁｬﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 課題１．社会的、文化的及び経済的観点を踏まえ、貧困軽減と
食料安全保障に資する効率的かつ持続可能な水利用の
検討

課題２．水田の多面的利用と生態系保全機能

課題３ 参加型水管理及び能力開発を含む水田の持続的な水
①研究、②政策、③国際協力の３つの
分野が連携し三つのチャレンジを実現

課題３．参加型水管理及び能力開発を含む水田の持続的な水
管理の改善を図る良好なガバナンスの構築

課題４．政策立案や政策決定、プロジェクト管理（計画、実施、運
用、管理）における農民や他の利害関係者の参加の促進

【メ バ 国（ カ国）】【メンバー国（１７カ国）】

韓国、日本、中国、マレーシア、カンボジア、スリランカ、ネパール、

タイ、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、フィリピン、ラオス、バン

グラディシュ、エジプト、インド、パキスタン

○ワーキンググループ
ＷＧ１：水田の多面的機能に関するＷＧ

（担当国：マレーシア）
ＷＧ２ 政策の策定などに関するＷＧ（担当国：韓国）

算ＷＧ３ 水田の多面的機能の貨幣換算評価に関するＷＧ
（担当国：日本）

５



○水田かんがい農業に対する国際理解を醸成する目的で 水田の持つ多面的機能の情報の収集 貨幣価値換

２ 国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF)の活動について

○水田かんがい農業に対する国際理解を醸成する目的で、水田の持つ多面的機能の情報の収集、貨幣価値換
算の実施（試算）などをメンバー各国が連携して実施。また、その結果を国際会議の場などで発信。

【第１回会議（H16年日本）】
第3回世界水フォーラムの「水と食

第３回世界水フォーラム（H15年日本）
「水と食と農大臣会議」

セッションの開催、
水パビリオンへの
出展などを実施。

INWEPFセ シ の様子

「水と食と農」大臣会議

【第２回会議（H17年韓国）】

第3回世界水フォ ラムの 水と食
と農」大臣勧告文を受け、モンスー
ンアジア地域におけるネットワーク
構築を目的にＩＮＷＥＰＦを設立。

INWEPFセッションの様子

第４回世界水フォーラム

第２回会議（H17年韓国）

第１回設立会議（H16年日本）

【第 回会議（ 年韓国）】
農業用水の多様性と多面的機能
をテーマに、第４回世界水フォーラ
ムでセッションの開催等を通じ、情
報発信していくことを決定。

INWEPF運営会議（写真は第３回）

ワークショップの開催

（H18年メキシコ）

第４回会議（H19年タイ）

第３回会議（H18年マレーシア）

アジア・太平洋水サミット

【第３回会議（Ｈ18年マレーシア）】
第4回世界水フォーラムの総括。
ワーキンググループ設立。
「水田の多面的機能」
「政策等の策定」分科会にINWEPF代表が

参加し、メッセージを発表。

第５回世界水フォ ラム

第５回会議（H20年インドネシア）

アジア・太平洋水サミット
（H19年日本）

バーチャルミーティングの実施

【第４回会議（Ｈ19年タイ）】

「政策等の策定」
「水田の多面的機能の貨幣換算
評価」

※P7～8参照

第第 ６６ 回回会会議議
（ 成（ 成 年年 本本））

渡邉教授によるINWEPFメッセージの発表

水の多面的利用に係る
セ シ ンの取りまとめ

第５回世界水フォーラム
（H21年トルコ） アジア・太平洋水サミットの分科会

に参加し、INWEPFメッセージ発表
することを決定。
このメッセージの内容がサッミトの
成果文書(ポリシーブリーフ2007）

（平成（平成2121年年日本日本））

ワーキンググループの開催

５年間の活動を総括し、議長国として今後の活動の方向性を決定

世界的な水議論の場におけるプレゼンスを更に強化

セッションの取りまとめ
役として参加する予定

６

成果文書(ポリシ ブリ フ2007）
に反映。
・農業用水による生産性の向上
・多面的な役割（多面的機能）
の重要性を指摘



第５回会議（2008年11月 インドネシア）

２ 国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF)の活動について

第５回会議（2008年11月 インドネシア）

（第５回運営会議での決定事項）

１ WGの活動

①水田の持つ多面的機能の各項目について、担当国を決め各国の特性に合わせてとりまとめを行う

（WG１：担当国 マレーシア)

②水と水田農業にかかるカントリーレポートを作成する（WG２：担当国 韓国)
③水田の多面的機能の貨幣価値換算についてＷＷＦで試算結果を発表する（ＷＧ３ 担当国 日本）

２ 第５回世界水フォーラムに向けて

①INWEPFメッセージを作成し、これを第５回世界水フォーラムにおいて発表

②バーチャルミーティングの実施

③水田の多面的機能の貨幣価値換算についてＷＷＦで試算結果を発表する（ＷＧ３：担当国 日本）

②バ チャルミ ティングの実施

３ その他

③次回の開催国を日本とする

○国際会議 の参加○国際会議への参加

運営会議での了解を得て、第５回世界水フォーラムにおいて、INWEPメッセージ及び水田の多面的機能の貨幣
価値換算についての試算結果を発表予定。

○バーチャルミーティングの実施

日本が担当となり、２００５年より年１回テーマを定め、ウェブサイト上で幅広い意見交換を実施。２００８年は「水

田における水利用の多面的機能の地域性と共通点（仮称）」で実施し、結果はウェブ上で公表するとともに、第５回
世界水フォーラムで紹介予定世界水フォーラムで紹介予定。

７



水田の多面的機能の貨幣価値換算について

３ 国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF)の活動について

水田の多面的機能の貨幣価値換算について

○INWEPF日本事務局が中心となり、水田の多面的機能のうち、「洪水防止機能」「地下水涵養機能」「土壌浸食
防止機能」について、INEWPF加盟国を対象に貨幣価値評価を試算。
○アジア諸国と共同した貨幣価値換算は初めての試み

○計算手法

１ 対象項目

○アジア諸国と共同した貨幣価値換算は初めての試み。

○試算の結果

＊本試算結果は、今後、データの精度の向上を図ることとなっており、変更
される 能性がある計算は、代替法により実施。対象項目は、以下のと

おり。

①洪水防止機能：

水田に貯留可能な水量を、それと同等の貯留機能

される可能性がある。

洪水防止
機能

地下水涵養
機能

土壌浸食
防止機能

合　計

USD/ha USD/ha USD/ha USD/ha USD/ha

年間の
米生産
価格国　名

年間の水田の貨幣価値 / ha

水田に貯留可能な水量を、それと同等の貯留機能
のあるダムの減価償却費で評価

②地下水涵養機能：

水田から地下水に涵養される水量を、それと同 等
の上水の価格で評価

USD/ha USD/ha USD/ha USD/ha USD/ha

日本 10,436 225 126 10,786 8,783
バングラディッシュ 18 1 4 23 531

カンボジア 19 2 7 28 364

中国 28 107 2 136 943

ジプト 34 0 0 34 2 363の上水の価格で評価

③土壌浸食防止機能：

耕作放棄された場合に浸食されると想定される
土量を、土壌浸食予測式（USLE法）により算出し、
それを除去するのに必要な労力の経費で評価

エジプト 34 0 0 34 2,363

インド 30 43 3 76 472

インドネシア 25 32 23 80 962

韓国 958 133 25 1,117 3,371

ラオス 21 4 6 31 425

それを除去するのに必要な労力の経費で評価

２ データ収集法

耕地面積、降雨量、ダムの減価償却費、上水の

マレーシア 156 36 48 240 702

ミャンマー 7 6 7 20 463

ネパール 23 8 5 37 423

パキスタン 20 570 0 590 677

フィリピン 40 337 30 407 647
耕地面積、降雨量、ダムの減価償却費、上水の
価格等、計算に必要な基礎データを日本により予め
調査し、そのデータについて、メンバー国の１７ヶ国
に確認、調査を依頼。

スリランカ 74 22 4 101 565

タイ 121 6 16 144 487

ベトナム 20 67 6 93 594
合計 / 平均値 708 94 18 820 1,340

８



３ 国際かんがい排水委員会（ICID)の活動について

○アジア地域作業部会において 「アジアにおける気候変動に適応したかんがい排水の戦略」の策定に向け ＩＣＩＤ

昨年の提案 本年度のスケジュール（案）

○アジア地域作業部会において、「アジアにおける気候変動に適応したかんがい排水の戦略」の策定に向け、ＩＣＩＤ
日本国内委員会の主導で、アンケートのデータ収集を実施するとともに第5回世界水フォーラムで中間報告の予定。

世界的な気候変動に対する水・食料・農業分野
における対応を新たな課題として、「アジアにお
ける気候変動に適応したかんがい排水の戦略」
をテーマに設定

2007

アジア地域作業部会活動提案
（ 58回執行理事会、アメリカ)

をテ 設定

各国・地域の
かんがいの多様性

様々な先進的
経験（事例）

2008

9月

5月 アンケート作成および発出

アンケートとりまとめ

気候変動などを
踏まえた持続的
かんがい

アジアの現状把握

10月 【59回執行理事会（パキスタン）】
太田信介ICID日本国内委員（（独）水資源機構副理事長）
がICID副会長に選任。かんがい

「アジアにおける気候変動に適応
したかんがい排水の戦略」

2009 - WWF5レポート準備

中間報告（WWF5 トルコ）
3月

副 長 選 。

第１段階：各国において水・食料・農業分野における現
状分析を行い、各国の経験と情報を共有化

第２段階：気候変動による影響についての調査研究を
深め、問題意識を共有化

第３段階：気候変動による影響を踏まえた各国における

60回執行理事会（開催地未定)

第３段階：気候変動による影響を踏まえた各国における
対応策の検討

９
＊ICID（International Commission on Irrigation and Drainage）は、インド政府が、かんがい排水技術を発展させるための国際機関の設立を提唱したこと
を契機に1950年に設立。事務局はインドのニューデリー。現在加盟国105ヶ国。 日本は1951年（昭和26年）の閣議決定に基づき正式加盟。



３ 国際かんがい排水委員会（ICID)の活動について

本年度の活動の内容と今後の活動方向

Q1：かんがい農業に関する基礎データ
平均降水量 農地 積など 基礎デ を収集

アンケート内容

・アンケートによる情報収集、

第１段階

平均降水量、 農地面積などの基礎データを収集

Q2：かんがい排水に関する既存政策
既存施策の種類、優先度と、コメント（傾向など）を質問

Q3：気候変動に対する認識と評価
デ 報道 頻度 論調 政府系会議など 頻度な

・現状分析（次ページ参照）
・各国の経験と情報を共有化、インベントリー作成

→状況の類似している国をグルーピング
→施策展開の参考となる国を探す手がかり

メディア報道の頻度・論調、政府系会議などの頻度な
どを質問

Q4：気候変動の影響例
気候変動の影響と思われる具体的事例を質問

Q5：気候変動に対する政策及び基本方針
今後の展開

Q5：気候変動に対する政策及び基本方針
気候変動などへの抑制・適応方法を質問

Q6：気候変動に関する取組と研究
Q7：その他

・WWF5の中間報告において各国と意見交
換

第２段階

東アジア、東南アジア、南アジア、西アジアおよびオセ
アニアの２９カ国へアンケート依頼をし、１３カ国から回
答

アンケート対象国 ・気候変動による影響についての調査研究
を深め、問題意識を共有

答を得た。

回答を得た国は、日本、中国、韓国、カンボジア、東ティモール、
ラオス、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、パキスタン、スリランカ、
イラン、オーストラリア

・気候変動による影響を踏まえた各国におけ
る対応策の検討

第３段階
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４ 第５回世界水フォーラム（WWF５)に向けての我が国の取り組み

○農林水産省（農業用水）の関連としては トピック１ １とトピック２ ４に参加予定

第５回世界水フォーラムの概要

○農林水産省（農業用水）の関連としては、トピック１．１とトピック２．４に参加予定。
トピック１．１ 気候変動への適応 ：ＩＣＩＤを代表して日本が参加予定
トピック２．４ 水の多面的利用と機能：ＩＮＷＥＰＦを代表して日本が参加予定

第５回世界水フォ ラムの概要

日 時：2009年３月16日（月）～22日（日）の７日間
場 所：トルコ共和国イスタンブール
テー マ：Bridging Divides for Water

aim

2 issues

Bridging Divides for Water
< 2 つの課題 >
1. 持続的な開発のための水の供給
2. 開発のための可能なメカニズム

テ マ：Bridging Divides for Water
（水問題解決のための橋渡し）

構 成：４つのプロセスで構成
①テーマティックプロセス
メインテーマ達成のために２つの課題、６つのテーマ、

6 themes

23 topics

< 6 つのテーマ >

1. 地球的変動及びリスク管理
2. 人間開発及びミレニアム開発目標の前進
3.人間及び環境ニーズに応える水資源及

②地域プロセス

メインテ マ達成のために２つの課題、６つのテ マ、
２３のトピックが決まっており、各トピック毎に2～3の
セッション（合計100）が開催される予定

アジア太平洋地域など地域会合による成果をまとめるプロセス

100 sessions
3. 人間及び環境 ズに応える水資源及
び水供給システムの管理・保護

4. ガバナンス及び管理
5. 財政
6. 教育、知識、及び能力開発

③政治的プロセス

④水EXPO水フェアー

アジア太平洋地域など地域会合による成果をまとめるプロセス

水に関する首脳級、閣僚級、国会議員級、地方自治体級による国際会議を
実施し、宣言を採択

世界水フォーラムについて

世界水フォ ラムは 世界の水問題について協議するために 世界水会議（WWC)＊が主催する国際会議で３年に１度３月２２日の「世界

④水EXPO,水フェア
水に関する企業などの技術・製品の展示

世界水フォーラムは、世界の水問題について協議するために、世界水会議（WWC)＊が主催する国際会議で３年に１度３月２２日の「世界
水の日」頃に１週間程度開催されている。

＊世界水会議（World Water Council):水に関する政策などを検討するシンクタンク（NGO)。ユネスコや世界銀行などが中心となり１９９６年に発足した。本部は
マルセイユ。 11



４ 第５回世界水フォーラム（WWF５)に向けての我が国の取り組み

ICIDは、ICIDアジア地域作業部会の代表としてテーマ１のトピック1.1「気候変動への適応」に参加し、「アジアにおけ
る気動変動に適応したかんがい排水の戦略」について中間取りまとめ報告を予定。

INWEPFは テ マ２のトピック2 4「水の多面的利用と機能」をFAOと共同で主催するとともに 第５回運営会議で了INWEPFは、テーマ２のトピック2.4「水の多面的利用と機能」をFAOと共同で主催するとともに、第５回運営会議で了
承された、「INWEPメッセージの発表」「水田の多面的機能の貨幣価値換算についての試算結果の発表」及び「バー
チャルミーティングの結果紹介」を行う予定。

国際社会において、アジアモンスーン地域の水田農業における持続的な水利用に対する理解を醸成

< 6 つのテーマ >

1.地球的変動及びリスク管理

2 人間開発及びミレ アム開発目標の前進

< テーマ１のトピック>

1.1.気候変動への適応
（ＩＣＩＤを代表して日本が参加予定）

3. 人間及び環境ニーズに応える水資源及び供
給システムの管理・保護

4. ガバナンス及び管理

2.人間開発及びミレニアム開発目標の前進

< テーマ２のトピック>

1.2 土地利用、人間の居住及び水の緩和と変化

1.3 災害の緩和

管

5. 財政

6. 教育、知識、及び能力開発

2.1 短期間で健康を保護する全ての適切なインフラ

を確実にするための水と下水と衛生の確保

2.2 エネルギーのための水と水のためのエネルギー

2.3 貧困と飢餓を終わらせるための水と食料

2.4水の多面的利用と機能

12（ＩＮＷＥＰＦを代表して日本が参加予定）



Topics／トピックIssues／ Themes／

第５回世界水フォーラムテーマ構成とコーディネーター ＜参 考＞

主宰者 主宰者

1.1 気候変動への適応 CPWC
World Bank

Topics／トピック
課題

CPWC「水と

テーマ

1.2 人口移動と土地利用の変
化、人間居住と水

UNU-EHS（国連大学環境人類安全研究所）、UN Habitat

1.3 災害緩和 ICHARM（国際災害ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ）
日本水フォーラム

CPWC「水と
気候の共同
計画」

1. 地球規模の
変化と危機管理

2.1 すべての人のための水、ト
イレと衛生の確保　（適切なイ
ンフラの確保、短期的な公衆衛
生の保全）

WHO
ISKI
World Bank

2.2 エネルギーのための水、水
IHA（国際水力発電協会）

持続可能な
ＵＮ Water
「国連水関係

2. 人間の発展 2.2 ネルギ のための水、水
のためのエネルギー

IHA（国際水力発電協会）

2.3 貧困と飢餓の撲滅のため
の水と食料

ICID

2.4 水の多面的な利用と機能
（例：水供給と灌漑）

FAO

発展のため
の水供給

「国連水関係
機関調整委
員会」

の促進とミレニ
アム開発目標

（例：水供給と灌漑）

3.1 流域管理と越境水に関す
る協力

UNESCO、INBO（流域機構国際ネットワーク）

3.2 農業、エネルギー、都市の
ニーズに応えるための適切な
水資源と貯水施設の確保

ICOLD（国際大ダム会議）
3. 人間と環境の
ニーズに応える
ための水資源と DSI 水資源と貯水施設の確保

3.3 自然の生態系の保全 オランダ水・農業・自然省、DD（トルコ環境系NGO）

3.4 表層水、地下水、雨水の管
理と保全

IAH
DSI（トルコ国家水利総局）

ための水資源と
水供給システム
の管理と保全

DSI
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主宰者 主宰者

4 1改善されたアクセスのため

Topics／トピックIssues／
課題

Themes／
テーマ

4.1 改善されたアクセスのため
の水と衛生に対する権利の履
行

COHRE

4.2 規制的なアプローチを通し
たパフォーマンスの改善

UN Habitat
WWI（世界水研究所）

4 3倫理 透明性とステークホ4 ガバナンスと UN Habitat 4.3 倫理、透明性とステ クホ
ルダーのエンパワーメント

UNESCO

4.4 水事業における最適な官
民の役割分担

OECD
UN Habitat
IWA

4 5効率的で効果的な水管理

4. ガバナンスと
管理

「国連人間居
住計画」

（統合）

4.5 効率的で効果的な水管理
のための制度

GWP中央アジア・コーカサス

5.1 地域・地方の水事業者と制
度に対する持続可能な資金調
達の方法

Aquafedt+

発展を可能
5.2 公平さと持続可能性を確保
するための価格設定戦略

OECD

5.3 貧困層のための政策と戦
略

World Bank

世界銀行
発展を可能
とするメカニ
ズム

5. 資金調達

6.1 教育と能力開発戦略 UNESCO-IHE
UN-WDPC

6.2 水科学と技術:21世紀のた
めの適切で革新的な解決策

IHP（国際水文学計画）
めの適切で革新的な解決策

6.3 水セクターの強化のための
専門家のネットワークや学会の
活用

IAHR（国際水理学会）
IWA

6.4 全ての人のためのデータ IAHS
WMO

6. 教育、知識と
能力開発

UNESCO

14
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6.5 水と文化 ISKI




