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ＩＣＩＤ第66回国際執行理事会の結果報告

○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。

○ＩＣＩＤ本部役員、各国国内委員会のメンバー等65ヶ国700名超が参加。ICID日本国内委員会からは、佐藤洋平委員長を
はじめ13名が出席。

１． 第66回国際執行理事会の概要

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

１

○会合の様子

開会式
（ナイリジ会長挨拶）

開会式



２． 国際執行理事会、各作業部会等への出席

○ＩＣＩＤ日本国内委員会委員は、国際執行理事会、所属する委員会／作業部会等に出席し、ＩＣＩＤの活動に関する事項に
ついて議論するとともに、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。

委員氏名 出席委員会／作業部会等（主要なもののみ）

佐藤 洋平
【委員長】

国際執行理事会
ICIDジャーナル編集委員会
かんがい計画の近代化及び再活性化作業部会

岩本 彰 ほ場かんがいシステム部会

太田 信介
第7回世界水フォーラムに向けたタスクフォース会議
技術活動委員会

久野 叔彦 バリューエンジニアリングタスクフォース会議

清水 克之
社会・経済変革期にある国におけるかんがい排水部会
かんがいの開発と管理部会

丹治 肇 感潮地域の持続的開発部会

長野 宇規
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部会

八丁 信正
環境部会
歴史部会

林田 直樹
財務委員会
アジア地域作業部会

増本 隆夫
洪水総合管理部会
ICIDジャーナル編集委員会

丸居 篤 若手かんがい排水技術者フォーラム部会

山岡 和純
第7回世界水フォーラムに向けたタスクフォース会議
制度及び組織面に関する作業部会

渡邉 紹裕
気候変動と農業用水管理部会
技術活動委員会

２

国際執行理事会
（中央右から林田委員、佐藤委員長、宮崎事務局長）

気候変動と農業用水管理部会
（渡邉委員）



○本年で任期満了を迎える副会長（３名）の後任を決める選挙を実施。立候補者は３名のため全員当選となり、順位付
けのための投票が行われた。

○第8回アジア地域会議は2018年3月にネパールにて、第69回国際執行理事会は2018年9月にカナダ（サスカトゥー
ン）にて開催されることが決定。

＜ICID副会長選の立候補者及び選挙結果＞

３． 副会長選挙の結果、今後の会議開催予定

＜今後の主な会議開催予定＞

○ 第2回世界かんがいフォーラム・第67回国際執行理事会 タイ（チェンマイ）、2016年11月6～12日
○ 第23回総会・第68回国際執行理事会 メキシコ（メキシコシティ）、2017年10月8～14日
○ 第8回アジア地域会議 ネパール、2018年3月
○ 第69回国際執行理事会 カナダ（サスカトゥーン）、2018年9月23～28日

副会長選立候補者（任期2015～2018）

氏名 国 当選順位

1 Mr. Ian Makin イギリス ２位

2 Prof. Abdelhafid Debbarh モロッコ ３位

3 Prof. Dr. Charlotte de Fraiture オランダ １位

現副会長

氏名 国 任期

1 Mr. Laurie Tollefson カナダ 2012-2015 改選

2 Mr. Huseyin GUNDOGDU トルコ 2012-2015 改選

3 Mr. Francois Brelle フランス 2012-2015 改選

4 Dr. Basuki Hadimoeljono インドネシア 2013-2016

5 Mr. Kadhim Mohsin Ahmed イラク 2013-2016

6 Mr. A. B. Pandya インド 2013-2016

7 Dr. Mohamed Wahba エジプト 2014-2017

8 Dr. Ding Kunlun 中国 2014-2017

9 Mr. Bong Hoon Lee 韓国 2014-2017

改選後の地域別副会長数
○アジア・オセアニア地域
○アフリカ地域
○ヨーロッパ地域
○アメリカ地域

※会長はアジア・オセアニア地域

５
２
２
０

３



○限られた天然資源の下、水及び食料の安全保障や、持続的発展の確保において、かんがい排水の役割が変化して
いる状況を踏まえ、ナイリジ・ICID会長の提案により、今後15年間のICIDのビジョンを策定。

４． ＩＣＩＤビジョン2030の策定

＜ＩＣＩＤビジョン2030の概要＞

○ 本ビジョンは、ICID及びメンバーが担う将来の役
割について示したものであるとともに、国連による持
続可能な開発のための2030アジェンダに合致し、新
たな持続的発展の一助となる今後15年間のビジョ
ンである。

４

１．序論

○ ビジョンを定めるために必要な2015年以降の持続
的発展のための課題を示す。
・水と持続的発展は密接に関連しており、水利用効
率の向上など適切な農業用水管理が必要
・人口増加と経済発展に伴い、水・食料・エネルギー
の需要が増大するため、それらの連携が必要
・アジア太平洋地域での優先課題は、既存かんがい
施設の近代化、農業者の高齢化・若者の農業離れ
に伴う農村の生活向上・かんがい農業の魅力向上、
水利用効率の向上、水関連災害に対する強靱化

２．変わりゆく発展環境下での水管理

○ビジョン
「持続的農村発展を通じて貧困と飢餓から解放
され、水が保障された世界」

○目標（ゴール）
(1) 単位水当たりの収量増加の実現
(2) 政策と実施の変化のための触媒
(3) 技術交流の促進
(4) 学問分野横断的な対話の実現
(5) 研究開発を現場での実施に転換させるための

ツール開発のサポート
(6) 能力開発の促進

４．ビジョン

○ ビジョン実現に向けて、以下について取り組む。
・各作業部会等のマンデートと、ビジョンの目標と
の整合
・ビジョンを実現するための行動計画の策定

５．ビジョンの実現

国内委員会、政策決定者、農業者など関係者毎
に取り組むべき事項等を記載

３．ステークホルダーとユーザー



５． 世界かんがい施設遺産の登録

○ICIDは、歴史的かんがい施設を認定・登録する「世界かんがい施設遺産」制度を2014年より開始。2014年は日本の9
施設が世界かんがい施設遺産に登録。

○今般の国際執行理事会において、日本の４施設を含む３ヶ国（日本、中国、タイ）９施設が世界かんがい施設遺産と
して登録されることが決定（日本からは11施設を申請）。
※名称について、Heritage Irrigation Structures の訳として、これまで「かんがい施設遺産」と称していたが、

国際的な取組であることに鑑み、「世界かんがい施設遺産」に改名。

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

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

久米田池
（大阪府岸和田市）
・供用開始：738年

く め だ い け 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

日本の世界かんがい施設遺産（2015年登録分）

注）本資料に掲載した地図は、必ずしも、我が国の領土を包括的に示すものではありません。

５

登録証

記念盾



５－（参考） 世界かんがい施設遺産の選定過程

土地改良区、市町村等に候補施設を募集（4月27日～5月29日）

ICID日本国内委員会による審査、ICID本部への申請施設の決定
（6月23日）

ICID本部に申請にかかる書類を提出（7月15日）

ICID本部の審査委員会による審査

ICID国際執行理事会において登録施設の発表（10月12日）

○ICID本部の規定では、各国のICID国内委員会がICID本部に候補施設を申請することとなっており、ICID国内委員
会が独自に候補施設を選定し、ICID本部に申請することが可能。

○しかしながら、我が国には建設から100年以上経過しているなど世界かんがい施設遺産の要件を満たすかんがい施

設が多数あること、地域のかんがい施設に対する関心を高めるきっかけとなること等から、土地改良区、市町村等に
広く募集し、応募いただいた中からICID日本国内委員会において審査・選定し、ICID本部に申請しているところ。

13施設が応募

11施設をICID本部に申請することを決定

日本の4施設が世界かんがい施設遺産
に登録

【2015年の選定過程】

６



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 国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ）について
（ICID：International Commission on Irrigation and Drainage）

７



【ＩＣＩＤ加盟国・地域の分布】

氏名 所属 役職

佐藤 洋平
【委員長】

(一社)農業土木事業協会
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。 ８


