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参考資料－３－２ 

 

THE MONTREAL ICID DECLARATION  

July 2002 

 

The International Commission on Irrigation and Drainage considered Food Production Under 

Conditions of Water Scarcity as the main theme at its 18th Congress in Montreal, Canada. Thus 

food production under limited water and the integration of irrigation, drainage and flood control 

were of primary concern to over 800 delegates.  

Life cannot exist without water. ICID recognizes the importance of this vital and scarce resource 

in producing the food required to meet the needs of an ever-increasing world population. Since 

agriculture in developing countries consumes about 85% of its water to meet their needs, this 

Congress declares that new management tools are needed to increase food production.  

This Congress also declares that national and regional policies need developing. These include 

the inter-basin transfer of water, protecting coastal lands from the intrusion of saline water, 

various water saving techniques with special reference to arid and semi-arid tropical areas and 

the inclusion of all stakeholders in making decisions regarding water management. 

We declare that alleviating poverty while ensuring the sustainability of the environment under 

conditions of limited water resources and continuing growth of the population is of vital concern. 

We recognize that food production in the past was primarily linked to the world's land resources. 

Today, however, water is the main limiting factor for agriculture and food production. Thus the 

supply, quality and efficient use of water will dominate agricultural production. 

Since the poor are often the hardest hit by water-related problems, water security should be part 

of any poverty alleviation program. Also the increase in the world's population places great 

demands upon the agricultural sector. These demands can only be resolved through the efficient 

use of irrigation and drainage. They are the cornerstones of world food security. To meet them 

we must improve irrigation efficiency on existing lands and encourage participatory management 

in all systems.  

ICID recognizes the importance of integrating the management of irrigation, drainage and flood 

control. It emphasizes the need to design adequate drainage systems concurrently with the 
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design of each irrigation system. This will minimize salinization and water logging thus optimizing 

the efficacy of each irrigation system.  

We declare that private sector participation is a necessary and desirable mechanism to augment 

investment in upgrading the performance of irrigation systems. To achieve success with such 

participation, careful consideration of the legal, economic and resource management 

mechanisms are needed.  

 

The fact that irrigation plays a critical role in producing the world's food supplies is not well 

appreciated by most people, ICID will develop an education program that provides the necessary 

information to help people understand the importance of irrigation in their lives. 

Women and young professionals are playing an ever-increasing role in the design and 

management of irrigation and drainage systems. Thus we declare that their active participation in 

the affairs of our Commission be encouraged. 

Finally, as research scientists, engineers and practitioners in irrigation, drainage and flood 

control we declare that we will use all available relative knowledge in the execution of our duties. 
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ＩＣＩＤモントリオール宣言（仮訳）  

 

2002 年 7 月 

 

灌漑排水国際委員会 (ICID) は、カナタのモントリオールで開催された第 18 回会議におい

て「用水不足の環境下における食糧生産」をメインテーマとしてとりあげ検討した。800

人以上の代表者が最も関心を示したのは、限定された用水の下での食糧生産および灌漑、

排水、洪水管理の統合についてであった。 

 

生命は水のないところでは生存できない。ICID は、増え続ける世界人口のニーズに対応す

るために必要な食糧を生産する場合、水が生命維持に不可欠で乏しい資源であることを十

分認識している。発展途上国の農業においては、自らはその水資源の約 85%しか消費して

いないことから、食糧を増産するために新しい管理手段が必要であることを本大会におい

て表明する。 

 

また、本大会において、国の政策および地域政策を策定する必要があることも表明する。

これらの政策には、ため池間の用水移動、海岸地帯における塩水の浸入防止、特に熱帯の

乾燥地域や半乾燥地域における種々の節水技術、用水管理に関する意思決定を行う際にす

べての利害関係者を含めることなどが含まれる。 

 

我々は、限定された水資源という条件の下で環境を破壊せずに資源を利用すること、およ

び人口が継続的に増加するなか、用水不足を少しでも解消することに極めて高い関心が寄

せられたことを表明する。過去の食糧生産は、主として世界の土地資源に関係していたと

いうことを認識している。しかし、今日においては、用水は農業と食糧生産にとって限定

された主要な要素である。したがって、用水の供給、水質、効果的な用水の利用方法によ

り、農業生産が左右されるのである。 

 

貧困層は、用水に関連する問題で一番被害を蒙っているので、用水の安全保障は、貧困緩

和策の一環をなすものである。また、世界の人口が増加することにより、農業部門は多大

な需要が求められる。この需要に対処できるのは、効果的な灌漑と排水の利用しかなく、

世界の食糧の安全保障に不可欠なものである。増え続ける需要に対処するためには、現状

の土地の灌漑効率を改善し、すべてのシステムが参加する形の管理を推進していかなけれ

ばならない。 
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ICID は、灌漑、排水、洪水管理に関する管理を統合することの重要性を認識している。こ

れは、適切な排水システムとそれぞれの灌漑システムの設計を同時に行う必要性を強調し、

各灌漑システムの効果を最大限に利用するために塩類化とウォータロギングを最小にする

ものである。 

 

我々は、灌漑システムの性能をグレードアップする投資を増やすためには民間企業の参入

が必要であり望ましいメカニズムであると表明する。このような参入を成功させるために、

法的、経済的、資源管理メカニズムに関して注意深く検討する必要がある。 

 

大半の人は、灌漑が世界の食糧生産に重要な役割を果たしているということを十分理解し

ていないので、ICID は、人々の生活における灌漑の重要性を理解するのに役立つ必要情報

を提供する教育プログラムを作成する。 

 

女性と若い専門家は、灌漑と排水システムに関する設計と管理に関して増え続ける役割を

果たしてきた。したがって、当委員会への積極的な参加を奨励することを表明する。 

 

最後に、灌漑、排水、洪水管理に関係する科学者、エンジニア、参入者と同様に、我々は、

全知全能をもって我々の職務を遂行することを宣言する。 

 

  

 


