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【略語一覧】（文中に記述されている順）

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ： 国連食糧農業機関
ICID (International Commission on Irrigation and Drainage） ： 国際かんがい排水委員会
WWF (World Water Forum) ： 世界水フォーラム



【第21回ICID総会・第62回国際執行理事会の報告】

開催場所：イラン（テヘラン） IRIB国際会議場開催場所：イラン（テヘラン） IRIB国際会議場
開催期間：２０１１年１０月１６日～２２日

佐藤洋平委員長以下、１２名の日本国内委員が２２の委員会／部会に出席し、日本の知見・経
験を活かした技術的な貢献、情報発信を行った。

（１）第21回ICID総会・第62回国際執行理事会及びICID各部会の会合へ出席

（２）会議開催地、会長・副会長選挙について

① 執行理事会開催地について、 ２０１５年はフランス（モンペリエ）、２０１６年はタイ（チェンマイ）
に決定に決定。

② 会長は中国のGAO氏、副会長は韓国のＫＩＭ氏他２名が当選。

第６回世界水フォーラムにおいてＩＣＩＤはFAOと共同で、テーマ2-2『効率的な水利用による食
料安全保障への貢献』のコーディネーターとなっており、ＩＣＩＤのアジア地域作業部会で日本が中
心となって取り組んだ「アジアにおける気候変動に対応したかんがい排水の戦略」を発表する方

（３）第６回世界水フォーラム（フランス：２０１２年３月）に向けたＩＣＩDの対応

心となって取り組んだ「アジアにおける気候変動に対応したかんがい排水の戦略」を発表する方
向で調整を進めることとなった。
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【参考】 ２

日本国内委員氏名 所属 役職 出席部会等

（１）第21回ICID総会・第62回国際執行理事会及びICID各部会の会合へ出席
日本国内委員氏名 所属 役職 出席部会等

佐藤 洋平 中山間地域フォーラム
東京大学名誉教授

代表【委員長】 国際執行理事会
貧困緩和と生計におけるかんがいの役割部会
ＩＣＩＤｼﾞｬｰﾅﾙ編集委員会
技術活動委員会技 動委員
国内委員会と副会長のミーティング

猪迫 耕二 鳥取大学 農学部 准教授 水と作物作業部会

岩本 彰 NTCインターナショナル(株) 代表取締役社長 ほ場かんがいシステム部会

太田 信介 全国農村振興技術連盟
日本ICID協会

委員長
会長

国際執行理事会
排水作業部会日本ICID協会 会長 排水作業部会
アジア地域作業部会

国内委員会とオフィスベアラーズのミーティング
国内委員会と副会長のミーティング
オフィスベアラーズミーティングオフィスベアラ ズミ ティング

佐藤 政良 筑波大学 大学院 教授 かんがい近代化作業部会

中澤 明 (株)三祐コンサルタンツ 取締役副社長 財務委員会

長野 宇規 神戸大学 大学院 准教授 水ストレス地域における水管理部会
低品質水のかんがい利用作業部会

八丁 信正 近畿大学 農学部 教授 環境影響作業部会

平松 和昭 九州大学 農学部 教授 感潮地域の持続的開発作業部会

増本 隆夫 (独）農業・食品産業総合研究機構
農村工学研究所

上席研究員 洪水総合管理作業部会

山岡 和純 (独) 国際農林水産業研究センター研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 歴史作業部会
技術・研究の理解と交流に関する部会
農業用水の資金調達部会

渡邉 紹裕 総合地球環境学研究所 副所長 気候変動と農業用水管理作業部会
WWF6タスクフォースWWF6タスクフォース

丸居 篤
（代理出席）

九州大学 農学部 助教 若手灌漑排水技術者フォーラム部会
社会・経済変革期における国における灌漑排水部会



テーマ パネルエキスパートに選出された国内委員

主題56 「水と土地生産性チャレンジ」 佐藤洋平委員長 （東京大学名誉教授）

この他、スペシャルセッションで以下の日本国内委員がパネルエキスパートとして参加。

主題56 「水と土地生産性チャレンジ」 佐藤洋平委員長 （東京大学名誉教授）

主題57 「天水農業の水管理」 八丁信正委員 （近畿大学教授）

特別セッション 「水管理の近代化」 佐藤政良委員 （筑波大学教授）

○会議開催地決定（2015年と2016年）

（２）今後の会議開催地、会長・副会長選挙について

○会議開催地決定（2015年と2016年）

年度
執行理事会

総会 執行理事会
地域会議

開催年月日 アジア アフリカ ヨーロッパ アメリカ

H23 2011.10.15-23 21回イラン（テヘラン） 62回イラン（テヘラン） ３回マリ 25回オランダ

H24 2012.6 63回豪州（ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ）

H25 2013 64回トルコ（マルディン） 7回トルコ（マルディン）

H26 2014 22回韓国（ソウル） 65回韓国（ソウル） 8回韓国（ソウル）

H27 2015 66回フランス（モンペリエ） 26回オランダ

【対応方針 結果】

H28 2016 67回タイ（チェンマイ） 9回タイ（チェンマイ）

注：H27年度とH２８年度の開催地がイラン（テヘラン）会議で決定

【対応方針・結果】
第66回執行理事会開催地には、フランスとタイが立候補しており、日本としては、同じアジア地域のタイを支持する予定であっ

た。しかし、両国の国内委員会とICID事務局で調整した結果、第66回執行理事会開催地をフランス（モンペリエ）、第67回執行理
事会開催地と第９回アジア地域会議開催地をタイ（チェンマイ）とする案で合意がなされ、執行理事会で承認された。
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○会長
氏名 国 任期

４

【対応方針・結果】

1 Prof.Dr. Chandra A. Madramootoo カナダ 2008～2011 改選

会長選立候補者（任期2011～2014）
氏名 国 備考

日本は、同じ東アジア地域から立候
補した中国のGAO氏を支持。
結果は、中国のGAO氏が当選。

1 Dr. Saeed Nairizi イラン 2001～04 ICID副会長歴任

2 ○ Dr. Gao Zhanyi 中国 2005～08 ICID副会長歴任

3 Dr. Hussein El-Atfy エジプト 2004～07 ICID副会長歴任

○副会長
氏名 国 任期

1 Mrs. Samia El-Guindy エジプト 2008～2011 改選

S O 日本 2008 2011 改選2 Mr. Shinsuke Ota 日本 2008～2011 改選

3 Prof. Lucio Ubertini イタリア 2008～2011 改選

4 Dr. Willem F. Vlotman オーストラリア 2009～2012
5 Dr. Laszlo G. Hayde ハンガリー 2009～2012
6 Mr A K Bajaj インド 2009～20126 Mr. A. K. Bajaj インド 2009 2012
7 Dr. Ragab Ragab 英国 2010～2013
8 Engr. Husnain Ahmad パキスタン 2010～2013
9 Mr. Chaiwat Prechawit タイ 2010～2013

副会長選立候補者（任期 ）
【対応方針・結果】

日本は、同じ東アジア地域から立候
補した韓国のKIM氏を支持。
結果は 韓国のKIM氏を含め ○印

副会長選立候補者（任期2011～14）
氏名（出身国） 国 備考

1 Dr. James E. Ayars アメリカ
2 Mr. Laurie Tollefson カナダ
3 ○ Dr Adama Sangare マリ 結果は、韓国のKIM氏を含め、○印

の３名が当選。
3 ○ Dr. Adama Sangare マリ
4 ○ Prof. Kim, Thai Cheol 韓国 アジア地域作業部会副部会長

5 ○ Dr. Gerhard Backeberg 南ア共和国



（３）状況写真

執行理事会で挨拶する佐藤委員長 シンポジウムで「アジアにおける気候変動に対
応したかんがい排水の戦略」について発表す応したかんがい排水の戦略」について発表す
る太田委員（東日本大震災への各国からの支援に感謝

の意を表明）

５執行理事会の全体風景


