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１． ＩＣＩＤ第66回国際執行理事会の対応方針（案）

○2015年10月11日～16日、フランス・モンペリエにおいて、第66回国際執行理事会及び第26回欧州地域会議が開催。

１－（１） 理事会の概要

10/11(日) 10/12(月) 10/13(火) 10/14(水) 10/15(木) 10/16(金)

役員会議等 開会式

○プログラム

○開催地

モンペリエ
●

【国際執行理事会】 理事会会合、作業部会会合、ワークショップほか

【欧州地域会議】 論文発表ほか
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１－（２） ＩＣＩＤ日本国内委員会の対応方針（案）

○ ICID第66回国際執行理事会に関するICID日本国内委員会の対応方針については、９月２５日（金）に開催する
ICID日本国内委員会会合において検討を行うこととしており、その結果を踏まえて、９月下旬から10月上旬にかけ
て農業農村振興整備部会における審議（持ち回り）を依頼する予定。

２



１－（３） かんがい施設遺産について ［報告］
○ ICIDは、歴史的かんがい施設を認定・登録する「かんがい施設遺産」制度を2014年より開始。2014年は日本の9施
設がかんがい施設遺産に登録。

○ 2015年分の登録に向けて、ICID日本国内委員会は、施設管理者等から応募のあった13施設から11施設を選定し、
ICID本部に申請（７月）。ICID本部の審査委員会において審査・選定が行われ、10月の国際執行理事会において登
録施設が決定される予定。

○ 登録により、かんがい施設の持続的な活用・保全方法の蓄積、研究者・一般市民への教育機会の提供、かんがい
施設の維持管理に関する意識向上に寄与するとともに、かんがい施設を核とした地域づくりに活用。

対象施設・登録基準

【対象施設】

○建設から100年以上

○次のいずれかの施設

①ダム（かんがいが主目的）

②ため池 ③堰、分水施設

④水路 ⑤水車 等

【登録基準】

○かんがい農業の画期的な
発展、食料増産、農家の経
済状況改善に資するもの

○構想、設計、施工、規模等
が当時としては先進的、卓
越した技術であったもの

○長期にわたり、特筆すべき
運営・管理を行ってきたも
の 等

ICID日本国内委員会からICID本部に申請した候補施設（2015年分）

内川
（宮城県大崎市）
・供用開始：1591年

うちかわ

村山六ヶ村堰疏水
（山梨県北杜市）
・供用開始：1000年頃

むらやまろっかむらせぎそすい

源兵衛川
（静岡県三島市）
・供用開始：1500年代

げんべえがわ

曽代用水
（岐阜県関市、美濃市）
・供用開始：1669年

そだいようすい

入鹿池
（愛知県犬山市）
・供用開始：1633年

いるかいけ

南家城川口井水
（三重県津市）
・供用開始：1190年

みなみいえきかわぐちゆすい

常盤湖
（山口県宇部市）
・供用開始：1698年

と き わ こ

久米田池
（大阪府岸和田市）
・供用開始：738年

く め だ い け

滝之湯堰・大河原堰
（長野県茅野市）
・供用開始：1785年

たきのゆせぎ・おおかわらせぎ

拾ヶ堰
(長野県安曇野市､松本市)

・供用開始：1816年

じっかせぎ 上江用水路
（新潟県上越市、妙高市）
・供用開始：1648年

うわえようすいろ
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学術経験者等をメンバーとし、灌漑・排水・洪水等に関する知見の情報の収集・発信

委 員 ：佐藤洋平委員長（東京大学名誉教授） 等１８名

事務局 ：農林水産省農村振興局整備部設計課

地域会議
（ ｱｼﾞｱ、ｱﾌﾘｶ、ﾖｰﾛｯﾊﾟ、ｱﾒﾘｶの４地域に分かれて会議を開催）

地域作業部会（アジア地域作業部会等３部会）

作業部会／作業チーム
（ほ場かんがいシステム部会、水と作物部会など17部会/チーム）

常任委員会（技術活動委員会、財務委員会等３委員会）

日本国内委員会

世界かんがいフォーラム（WIF）
※2013年9月に第1回WIFがトルコで開催

国際執行理事会（毎年開催）

○国際かんがい排水委員会（ICID）は、かんがい排水に係る科学的、技術的知見により、食料や繊維の供給を世界 規

模で強化することを目的として1950年に設立された自発的非営利・非政府国際機関（本部：インド（ニューデリー））。

○毎年、国際執行理事会及び常任委員会や各種作業部会等が開催され、各国国内委員会委員が参加し、ICIDの政策・

運営等に関する議論、技術・情報の交換等を行っている。

○3年に一度、総会、地域会議、世界かんがいフォーラムをローテーションで開催。

委員会（広報出版委員会、ＩＣＩＤｼﾞｬｰﾅﾙ編集委員会等３委員会）

ICIDに関する事項、かんがい排水の改良発達に関する重要事項等を調査・ 審議

農業農村振興整備部会

総 会

※総会、地域会議、WIFが3年のローテーションで開催。
論文発表やシンポジウム等を実施。

参考－１．国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ）について
（ICID：International Commission on Irrigation and Drainage）
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【ＩＣＩＤ加盟国・地域の分布】

氏名 所属 役職

佐藤 洋平
【委員長】

中山間地域フォーラム
東京大学

会長
名誉教授

猪迫 耕二 鳥取大学農学部 教授

岩本 彰 NTCインターナショナル(株) 代表取締役社長

太田 信介 国際かんがい排水委員会 名誉副会長

奥島 里美
(国研)農業・食品産業総合
研究機構 農村工学研究所

上席研究員

久野 叔彦 (株)三祐コンサルタンツ 東京支社長

佐藤 政良 筑波大学 名誉教授

清水 克之 鳥取大学農学部 講師

角田 豊 (一財)日本水土総合研究所 総括技術監

丹治 肇 北里大学獣医学部 教授

長野 宇規 神戸大学大学院 准教授

八丁 信正 近畿大学農学部 教授

林田 直樹
全国農村振興技術連盟
日本ICID協会

委員長
会長

増本 隆夫
(国研）農業・食品産業総合
研究機構 農村工学研究所

領域長

丸居 篤 弘前大学農学生命科学部 准教授

山岡 和純
(国研) 国際農林水産業
研究センター 研究戦略室

研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

弓削 こずえ 佐賀大学農学部 准教授

渡邉 紹裕
京都大学大学院
地球環境学堂

教授

○日本は ICID日本国内委員会を設置し、1951年にICIDに加盟。日本国内委員会の委員による作業部会等での

活動を通じ、我が国と世界のかんがい排水技術の情報を収集・発信し、世界の食料安全保障の確保等に貢献。

（参考）ICID日本国内委員会委員

（2015年8月現在）

ICID加盟国・地域数 ： ７５

うち、アジア・オセアニア地域 ２７ヶ国・地域

アフリカ地域 １６ヶ国

アメリカ地域 ６ヶ国

ヨーロッパ地域 ２６ヶ国

※（国研）は、「国立研究開発法人」を示す。
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○小泉農林水産副大臣への表敬訪問

小泉副大臣より、ICIDのかんがい排水分野での貢献へ
の謝意、日本からのICID活動への積極的な貢献の継続
について述べた。
ナイリジ会長より、第7回世界水フォーラムに対するICID

日本国内委員会の活動への謝意、今後のICID活動での
日本への期待が示された。

参考－２． ナイリジ・ICID会長の来日の結果報告

○2015年４月２日（木）～10日（金）、ナイリジ会長（イラン）が来日。

○小泉農林水産副大臣への表敬訪問、ICID日本国内委員との意見交換、記念講演会を実施。

講演を行うナイリジ会長

○記念講演会

○ICID日本国内委員との意見交換
小泉副大臣への表敬訪問

ナイリジ会長より、各国に設置されている国内委員会の
役割強化を重視していることから、これまでも大変大きな
貢献をしてきている日本国内委員会に引き続き大きな期
待が寄せられた。

ナイリジ会長より、かんがいを巡る状況、今後の方向性
等について講演が行われた。（日本ICID協会主催）

６



○スローガン Water for Our Future

参考－３． 第７回世界水フォーラムの結果報告

○2015年４月12日（日）～17日（金）、韓国・大邱市及び慶州市において、第７回世界水フォーラムが開催。

○168ヶ国から約４万１千人が参加。日本からは、太田昭宏国土交通大臣、高橋ひなこ環境大臣政務官ほか、関係省庁
（農林水産省、国土交通省、厚生労働省、環境省）、研究機関、関連団体、企業等が参加。

参考－３－（１） 全体概要

開会式でのパク大統領挨拶

開会式の様子

○フォーラムの全体構成

 セッション（４つのプロセスにより実施）

• テーマプロセス

（様々な水関連テーマに関する議論）

• 政治プロセス

（水を政治的課題とし、政治的努力を促進）

• 地域プロセス（各地域特有の課題に関する議論）

• 科学・技術プロセス（水問題解決に寄与すべく

科学・技術の重要性に焦点を当てた議論）

 展示会

 視察ツアー 等

７



参考－３－（２） ICID日本国内委員会、農村振興局の対応

①テーマプロセス2.1（食料のための水）への参加

ア）セッション：テーマプロセス2.1.3
【主 催】ＩＣＩＤ／ＫＲＣ（韓国農漁村公社）
【テーマ】食料安全保障、農村振興、貧困削減に向けたかんがい排水の近代化
【概 要】

○ ICID内WWF7タスクフォース議長でもある太田信介委員の主導による事
前準備。

○ 国際水田・水環境工学会（PAWEES）を代表して、渡邉紹裕委員が水管
理の近代化に係るPAWEESの取組について発表。

○ 「かんがいの近代化に向けた行動」をテーマとしたパネルディスカッショ
ンでは、太田信介委員の進行の下、議論。

イ）セッション：テーマプロセス2.1.5
【主 催】ＧＷＩ（Global Water Initiative）／ＡＤＢ（アジア開発銀行）
【テーマ】かんがい農業における革新
【概 要】

○ 佐藤洋平委員長が日本における参加型水管理 （PIM）の取組・PIM普及
に向けた国際協力の取組について発表。

○ 「水管理に係る政府の関与」など、テーマ別のラウンドテーブルにおいて
日本人参加者より日本の取組等を紹介。

ウ）セッション：テーマプロセス2.1の総括
【概 要】

○ テーマプロセス2.1（食料のための水）で開催された5つのセッション及び
関連セッションの結果概要について各セッション代表者から報告。

○ テーマプロセス2.1.3のセッションについて、太田信介委員が代表して概
要を報告。

○ テーマプロセス2.1.5の代表者より、日本の取組について紹介。 ｾｯｼｮﾝ2.1総括の様子

太田委員による発表（ｾｯｼｮﾝ2.1.3）

渡邉委員による発表（ｾｯｼｮﾝ2.1.3）
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②INWEPFワークショップの開催

【主 催】ＩＮＷＥＰＦ（国際水田・水環境ネットワーク）
【テーマ】より良い水管理のための地域ネットワークの強化
【概 要】
○ 小林農村振興局次長（当時）の開会挨拶の後、各発表者による活動紹介、
パネルディスカッションを実施。

○ 活動紹介では、宮崎海外土地改良技術室長よりINWEPFの概要、マレーシア、
韓国、タイより、多面的機能の貨幣価値換算、参加型水管理等の活動を紹介。

○ パネルディスカッションでは、八丁信正委員の進行の下、４名のパネリスト
（日本（宮崎海外土地改良技術室長）、韓国、マレーシア、スリランカ）により、
地域ネットワーク強化に向けた議論を実施し、INWEPFからWWF7に向けたメッ
セージを発信。

③トルコ主催ワークショップへの参加

【主 催】トルコ国家水利庁（DSI）／ICIDトルコ国内委員会
【テーマ】水管理組織への管理移転後のかんがい施設の持続性確保
【概 要】
○ ICID日本国内委員会を代表して、佐藤洋平委員長が日本における参加型水
管理 （PIM）の取組・PIM普及に向けた国際協力の取組について発表。

④ＩＣＩＤ本部への協力・支援

ア）ＩＣＩＤ会長への協力・支援
○ ナイリジ・ICID会長が行う各種セッションでのスピーチ・講演について、ICID日
本国内委員会が主体的に原稿・資料作成について協力・支援。

イ）ＩＣＩＤポスター作成・展示への協力・支援
○ 太田信介委員の発案により、１６ヶ国のかんがいに関するポスターを作成・
展示。作成に当たり、ICID日本国内委員会が主体的に協力・支援。

小林局次長(当時)による挨拶（INWEPF）

佐藤委員長による発表（トルコ）

テープカット（ICIDﾎﾟｽﾀｰ展示）

９



⑤日本パビリオンにおける展示

○ 日本パビリオン内に、農林水産省・ICID日本国内委員会のブースを設置し、「日本の効率的なかんがいシステム」
をテーマに、日本のかんがい技術、農業者組織による水管理、かんがいの歴史等について紹介。

○ 農業農村振興整備分野の関係では、国際農林水産業研究センター（JIRCAS）がブースを設置、農業農村工学会
がポスターを展示。

【農林水産省・ICID日本国内委員会ブースの主な展示内容】
①日本のかんがい技術、参加型水管理、国際協力等 ＜動画上映・資料配付＞
②INWEPFの活動紹介 ＜資料配布＞
③地下かんがいシステム（FOEAS）の紹介 ＜模型展示（農村工学研究所より貸与）・資料配付＞

日本パビリオンの様子 農林水産省・ICID日本国内委員会
のブースの様子

模型（FOEAS）の説明の様子
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参考－３－（３） 閣僚宣言等

○ 閣僚級会合において、世界規模での水関連の協力を進めるため、「閣僚宣言」を採択。

［閣僚宣言］（農業関連のみ抜粋）

１.我々は、統合水資源管理並びにそれと食料及びエネルギーとのバランスのとれた関係が、持続可能
な発展に必要な増加しつつある食料及びエネルギーの要求量に効果的に対処するために重要である
ことに着目する。

○ フォーラム参加者の意見を反映した「閣僚への勧告」を採択。
我が国が継続して主張してきた多面的機能の重要性について、記述がなされた。

［閣僚への勧告］（農業関連のみ抜粋）

食料のための水

13.食料生産のための水需要の増加を効果的に管理するために、構造上及び非構造上の対策が必要で
ある。食料安全保障、農村振興、貧困削減に向けて、既存のかんがいシステムの近代化及び改良され
た技術の展開のための適切な投資が必要である。生物多様性及び自然環境の保全のために、農業用
水が有する多面的機能の認知が重要である。多面的機能の確保及び増進のために、適切な投資のみ
ならず、多面的機能の価値、利益の理解の強化が必要である。

14. かんがい効率の改善、肥料・農薬の効率的使用、関連技術・知見・情報の開発・共有を通して、土壌
浸食や地下水枯渇を含む環境において、食料生産のための水利用の悪影響を最小化するためのアプ
ローチが重要である。

11



○世界水会議（※）によって運営される、世界の水問題を扱う国際会議。世界の水問題とその政策に関する議論に
影響。

○1997年より、3年に1度、3月22日の「世界水の日」頃に1週間程度開催。

○近年は約3～4万人が参加。

※「世界水会議」：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、世界銀行などが中心となり1996年
に発足。

世界水フォーラムの開催経緯

参考－３－（参考） 世界水フォーラムについて

第１回 1997年 モロッコ（マラケシュ）

第２回 2000年 オランダ（ハーグ）

第３回 2003年 日本（京都・大阪・滋賀）

第４回 2006年 メキシコ（メキシコシティー）

第５回 2009年 トルコ（イスタンブール）

第６回 2012年 フランス（マルセイユ）

第７回 2015年 韓国（大邱・慶州）

第８回 2018年 ブラジル（ブラジリア）
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＜ＦＡＯの予測＞

○２０５０年における世界人口を養うため、
食料全体の生産を現在よりも６０％増やす
必要。

※ 「 World Population Prospects: The 2010
Revision」を活用した予測

参考－４ 世界の食料・農業用水（かんがい）を取り巻く現状・課題

参考－４－（１） 人口の増加に伴う食料増産の必要性

○世界の耕地面積の伸びは人口の増加に追い
つかず、一人当たりの耕地面積は年々減少。
このため、かんがいによる生産の拡大を図る

ことが必要。

①新規かんがい開発
②既存かんがい施設における適切な水管理
による効率的水利用の推進

○世界の人口は２０５０年には２０１０年の１.３５倍の９３億人となる見通し。
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世界的な水需要の変化

参考－４－（２） 農業用水を巡る世界の情勢（国際的な水議論）

気候変動及びその他の自然環境の
影響に対応した水需要の変化

○これに対して我が国は、世界の主要な食糧供給基地であるモンスーン・アジア水田地域の代表として、水文学的
な地域的特徴、水田かんがいの持つ環境保全や地下水涵養等の多面的機能、農民参加型の水管理の優位性を、
国際社会の場で主張し、理解の醸成を図っていくことが必要。

○適切な水管理による効率的な水利用を図るため、農民参加型の水管理などを推進。

○水利用の最大セクターである農業用水の効率的な利用に対する議論が活発化。

○乾燥地半乾燥地農業を展開する欧米等を中心に農業用水の使用量の抑制を図るためのプライシング（水の価格
付け）等の導入について議論が展開。しかしこれは地域性を無視し畑作農業を主眼に置いた議論。

工業用水、生活用水のセクターと農業
セクターの水供給のバランスの変化

日本の対応

○かんがいの拡大が必要とされる一方で、世界的な人口の増加、経済発展、地球温暖化等に伴う水需要の逼迫を
予想。

これを受け

アジアでの温暖化の影響 (IPCC4次評価報告書
WG2より)

・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。

用途別の水利用の見通し
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○用途別水利用の見通し

○さらに、昨今気候変動による洪水や干ばつなどの自然災害が頻発し、かんがい排水分野においても気候変動へ
の対応が必要。

14


