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資料－４ 

国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ） 
第１９回総会及び第５６回国際執行理事会の対応方針 

 

１ 期   間  2005 年 9 月 10 日(土)～9 月 18 日（日） 

10 日～14 日 ：各委員会、部会等 

15 日､16 日､18 日 ：総会 

17 日 ：国際執行理事会 

 

２ 場   所  中国 北京 

 

３ 出席予定者  ＩＣＩＤ日本国内委員会 中村委員長 

谷山委員（本部 前副会長） 

角田事務局長（農村振興局 事業計画課長） 他 

 

４ 国際執行理事会 

主要課題及びその内容 対応方針（案） 

１ 事務局長報告 

(1)第 55 回国際執行理事会、モスクワ、2004 年 9 月 

2004 年 9月に第 55 回国際執行理事会がロシア（モスクワ）で開

催され、会議には 30 の作業部会、５つのタスクフォース、６つの

ワークショップ、２つの特別セッションに 51 ヶ国と国際機関から

参加。 

 

(2)ＩＣＩＤ加盟国 

現在のＩＣＩＤ加盟国は 104 ヵ国。 

内訳：アフリカ 27 ヵ国、アメリカ 16 ヵ国、アジア・

オセアニア 32 ヵ国、ヨーロッパ 29 ヵ国 

 

 (3)世界水会議（ＷＷＣ） 

2006年3月にメキシコで開催される第４回世界水フォーラム（Ｗ

ＷＦ４）に貢献をするため、Aly Shady 名誉会長が委員長を務める

タスクフォースを立ち上げ、各国の直面する水資源問題への対応状

況の調査を行った。 

 

２ 評議会（ＭＢ）、戦略計画・組織委員会（ＰＣＳＰＯＡ）、技術活動

委員会（ＰＣＴＡ）、財務委員会（ＰＦＣ）の報告 

9月10日～14日に各委員会が開催され、その審議結果について報告。

 

 

 

 

聞き置く 

 

 

 

 

 

聞き置く 

 

 

 

 

現地の状況により対応 

 

 

 

 

 

評議会、各委員会からの

報告内容を判断し対応 
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主要課題及びその内容 対応方針（案） 

３ 憲章及び規約の改正案に関する特別委員会報告 

モスクワ会議を受け憲章、規約の改正案を検討する特別委員会を設

置。 憲章・規約の改正を提案する権限が与えられた。 

この特別委員会の提言（参考－２）に基づき憲章・規約改正案作成

（参考－１） 

 

(1) 憲章 5.8､10.6・規約 13.2 の「脱退とみなす」の適切な表現 

「脱退とみなす」という措置は、加盟国の資格停止に匹敵すると解釈さ

れる向きもあり、ＩＣＩＤ憲章の精神及び条文と相反するため、適切な表現

への改正を提案。 

 

(2)規約 2.8（副会長の序列）の表現の修正 

規約（副会長の序列）について、現在の選挙の習慣を反映し、select

から elect への改正の提案。 

 

(3) 規約 3.1.3(g)に｢戦略テーマ｣の統合作業の提言 

特定テーマに沿った活動及び分野横断的な活動をＰＣＴＡの下で

実施し、より幅広い問題への対処およびグローバルな問題の優先順

位の速やかな変更を図るため、規約 3.1.3(g)を追加する。 

  

(4) 規約 6.5｢著作権と ICID のロゴの使用｣の追加及び規約 6.2 の修正 

作業部会等の成果品の所有権保護に関して全てを網羅する規約 6.5

の追加及び関連する規約 6.2 の修正を提案。 

 

４ 環境問題重視の姿勢強化と名称変更（参考－３） 

ICID の環境に対する関心を強調するために、ICID の名称を

「 International Commission on Irrigation, Drainage and 

Environment（ICIDE）」に変更すべきか否かを検討するよう各国内委

員会に提言。 

 

５ 今後の会議の開催場所 

既に開催国が決まっている会議 

・第 57 回国際執行理事会/第 3回アジア地域会議/ 

国際マイクロ灌漑会議：ﾏﾚｰｼｱ･ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ、2006.9.10-17 

・第 58 回国際執行理事会：ｱﾒﾘｶ･ｻｸﾗﾒﾝﾄ、2007.9.30-10.5 

・第 4回アジア地域会議：ｲﾗﾝ･ﾃﾍﾗﾝ、2007.5.2-5 

・第 22 回ヨーロッパ地域会議：ｲﾀﾘｱ/ﾊﾟﾋﾞｱ、2007.8 

・第 59 回国際執行理事会/第 20 回総会：ﾊﾟｷｽﾀﾝ･ﾗﾎｰﾙ、2008 

・第 60 回国際執行理事会/ 

第 2 回アフリカ地域会議：ﾅｲｼﾞｪﾘｱ･ｱﾌﾞｼﾞｬ、2009 

 

 

 

 

 

 

支持の方向で、現地の状

況により対応 

 

 

 

修正案を支持する 

 

 

 

現地の状況により対応 

 

 

 

 

現地の状況により対応 

 

 

 

名称変更は適当ではな

い。憲章の目的の改正に

より環境の重視を打ち出

すべき。 

 

 

 

 

 

聞き置く 
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・第 5回アジア地域会議：ｲﾝﾄﾞ･ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ、2009.12 

 

６ 会長及び副会長（3名）の選出（参考－４） 

ＩＣＩＤ憲章に基づき、会長及び３名の副会長の任期切れによ

り、選挙を行う。 

・会長選挙は、イギリス、カナダから立候補 

・副会長選挙は、イタリア、アメリカ、中国、南アフリカから

立候補。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地の状況により対応 
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（参考－１） 

ICID憲章第 5.8条、第 10.6 条及び規約第2.8条、第 3.1.3 条、第 6.2条、第 6.5条（追加）、第 13.2 条の改正案 

現行の条項 改正案 改正案の提案主旨 

憲章 5.8 加盟国の資格: 受理と停止 

理事会は憲章と規則に基づき、ICID

への新規加盟申請を検討し、いかなる理

由も付することなく受理または却下す

る権利を持つ。理事会は、国内委員会が

年次出資金を支払わない場合、慎重配慮

の上、その場合に応じた妥当と思われる

期間をおき、当該国内委員会が ICID か

ら脱会とみなす（ deemed to have 

withdrawn）ことができる。ただし、そ

の場合理事会はその決定に達する前に、

当該国内委員会に対し、一定期日までに

出資金を清算する機会を与えなければ

ならない。いかなる国内委員会も引き続

き 2 年にわたって年次出資金を滞納し

たときは、（たとえ役員国あるいは各専

門委員会、作業部会のメンバー国であろ

うと）滞納金を支払うまではその機能を

行使する資格を停止するものとする。 

さらに 3 年以上の年次出資金を滞納し

ている国内委員会は、いずれもこれに加

えて、委員会の文書報告書を受領し理事

会における投票権を行使する資格を停

止するものとし、ICID を脱退したとみ

なす（deemed to have withdrawn）もの

とする。ただし、例外的状況において理

事会が単純多数決によってこれらの制

裁の実行を差し控え、あるいは延期する

と決定した場合はこの限りではない。こ

のような決定は、規約に規定されている

特別の手続きに従って、理事会に出席し

ている出資金を滞納していない国内委

員会だけの多数決によって厳正に行わ

れるものとする。 

「 脱 退 と み な す ： deemed to have 

withdrawn」を「加盟国としての活動を停止

しているとみなす：deemed to be inactive 

in」とする。 

「deemed to have withdrawn

（脱退とみなす）」という措置

は、加盟国の資格停止に匹

敵すると解釈される向きもあ

り、ＩＣＩＤ憲章の精神及び条

文と相反するため、適切な

表現への改正。 
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憲章 10.6 再加盟時の支払 

年次出資金未払いにより脱会もしくは

加盟停止とみなされた（withdrawn 

from, or ceased to be a nember）国は、

未払い金額を支払うか、理事会が決定す

る金額を支払うことによって再加盟す

ることができる。 

「脱退とみなす：deemed to have withdrawn 

from」を「加盟国としての活動を停止してい

る と み な す ： deemed to be inactive 

member」とする。 

憲章 5.8 に関連 

規約 2.8 副会長の序列 

毎年選ばれる（selected）3 名の副会

長の序列は、各自が得た投票数によって

決定される。もし、投票が行われなかっ

た場合や得票数が同数だった場合は、く

じ引きで決められる。 

規約 2.8 副会長の序列 

毎年選出される（elected）3 名の副

会長の序列は、各自が得た投票数によっ

て決定される。もし、投票が行われなか

った場合や得票数が同数だった場合は、

くじ引きで決められる。 

規約 2.8 を現在の選挙の

習慣を反映する内容に改

正する。 

（追加）規約 3.1.3(g) 規約 3.1.3(g) 活動の範囲 

 (g)戦略的な活動、特定テーマに沿っ

た活動及び分野横断的な活動は、PCTA

の決定に従い、適宜開始することができ

る。選定された各戦略テーマの責任者

は、PCTA 委員長が PCTA メンバーの中か

ら任命され、戦略テーマリーダーを務め

る。 

 戦略テーマリーダーは、下記の役割及

び責任を負うものとする。 

・ 戦略テーマに関する作業部会等の

活動を調整する。 

・ 既存の作業部会等が取り上げるこ

とが出来る新たな作業項目の PCTA

へ提案する。 

・ 戦略テーマに関するまだ取り上げ

られていない側面／問題を研究す

る新たな作業部会の設置を提案す

る。 

・ 共同研究が必要な側面／問題につ

いて作業部会間の連携を促進する。 

特定テーマに沿った活動

及び分野横断的な活動を

ＰＣＴＡの下で実施でき

るようにし、より幅広い問

題への対処およびグロー

バルな問題の優先順位の

速やかな変更を図るため、 

規約 3.1.3(g)を追加す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規約 6.2 特別出版物 

規約 6.1 で述べられている出版物、各

総会の議事録、および総会で必ず開催さ

れる技術会議の議事録とは別に、他の全

ての出版物は特別出版物（総会出版物、 

規約 6.2 特別出版物 

「ICID のロゴの使用やその他の詳細につ

いての仕様についても、理事会の承認を

受けなければならない。」を削除し、規約

6.5「著作権と ICID ロゴの使用」を追加す 

規約 6.5 著作権とＩＣＩＤの

ロゴの使用の追加に伴う修

正。 
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特別技術出版物を含む）と名づけられ、理

事会の特別の承認を受けなければならな

い。ICID のロゴの使用やその他の詳細に

ついての仕様についても、理事会の承認

を受けなければならない。その承認ととも

に、理事会は特別の役員や職員に関する

費用も含めて、出版の準備に必要とされる

費用、およびもしあるならば出版に関して

中央事務局が必要とする費用についても

承認するものとする。理事会は、またこの

費用を支出する方法についても承認する

ものとする。 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規約 6.5 （追加） 

 

規約 6.5 著作権とＩＣＩＤのロゴの使用 

ICID の作業部会等が作成した成果物

等はすべて ICID の財産であり、ICID が著

作権と所有権を持つ。ICID のロゴ使用お

よび刊行物は、施行されている知的財産

権に関する法律・法規に従い、あらゆる場

合において、その使用に ICID の許可を必

要とする。これは、印刷物、電子媒体、イン

ターネット及びウェブ情報のアプリケーショ

ンによって作成された複製物に適用され

る。 

作業部会等の成果物の所

有権保護に関して全てを網

羅する条項を規約 6.5 に追

加することを提案。 

規約 13.2 ３年以上の滞納 

(d)ICID から脱退したものとみなされ

（ deemed to have withdrawn from 

membership）、その結果、理事会の会議、

各地域会議、総会及びそれに類するもの

に出席する際、ICID 非加盟国の登録料つ

まり加盟国の登録料の 50%増の料金を支

払わなければならない。登録料の追加分

の半分は、主催回国内委員会により中央

事務局へ送られるものとし、残り半分は、

滞納金が支払われるまで主催回国内委員

会で保持されるものとする。 

 

「脱退とみなす：deemed to have withdrawn 

from」を「加盟国としての活動を停止してい

る と み な す ： deemed to be inactive 

member」とする。 

 

憲章 5.8 に関連 
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（参考－２） 

 

 

 

 

 

 

ICID-CIID 

 

憲章および規約改正 

特別委員会 

報告書（仮訳） 

 

2005年 5月 15日 
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国際かんがい排水委員会 

 
2005年憲章および規約改正特別委員会の報告書 
 
本報告書は、第 55回 IEC会議の議事録に記載された同会議の決議項目 10を受けて、作成さ
れた。 
 
ICIDの憲章第 11条に従って、国際執行理事会（IEC）は、2004年 9月 11日にモスクワ（ロ
シア）で開かれた第 55回 IEC会議において、同会議の議題項目 10として提案された憲章第
5.8条および第 10.5条、第 10.6条と、規約第 2.8条および 13.2条（d）の改正を検討する特
別委員会の設置を承認した。これにともない、この特別委員会は、下記の構成で設置された。 
 
 1. Mr. Aly M. Shady ICID名誉会長（カナダ）       委員長 
 2.  Dr. S. Taniyama （谷山）ICID名誉副会長（日本）   委員 
 3. Engr. I. K. Musa ICID副会長（ナイジェリア）     委員 
 4.  Prof. Andre Musy ICID副会長（スイス）        委員 
 
同委員会は、改正案の内容を検討し、かつ、現行の憲章および規約の該当する部分の内容と比

較した。 
 
同委員会の委員長は、2005 年 4 月 13 日に Central Office を訪問した際、事務局長および
Central Officeの職員と協議をした他に、一部の office bearerからも意見を聞いた。このよう
な分析と協議結果を踏まえ、下記の提言事項を提出し、第 56回 IEC会議での検討を求める。 
 
提言事項 

 
特別委員会は、以下の提言を示し、各国内委員会による、ならびに第 56回 IEC会議における
検討を求める。 
 
提言（1）項目 10.1表現 
 
 委員会は、現行の表現「deemed to have withdrawn（脱退したとみなされる）」の使用につ
いて精査し、この表現を憲章および規約のいかなる箇所で使用しても、国内委員会の ICID脱
退は、その国内委員会が自由意志で脱退することを選んだ時に、自らによってのみ決めること

ができるという事実と矛盾しないとの結論を得た。各国内委員会はかくして、脱退の意向を

IEC に伝えるか、極端な状況ではあるが、その国内委員会が代表を務める国が消滅するまで、
メンバーであり続ける。国家の破綻や、政権交代、政治体制の変更が起きた場合には、継承法

（laws of succession）が適用され、これにともない、加盟国の資格もその新しい変更に従っ
て変わる。 
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「deemed to have withdrawn（脱退したとみなされる）」という状態とは、その国内委員会が、
滞納金を支払うか、IEC が別段の決定を下すまで、いかなる加盟国としての特典も有さずに、
加盟国資格を持ち続けることを意味する。このような措置は、加盟国の資格の停止に匹敵する

と解釈する向きもあると認識されるが、そうした解釈は ICIDの憲章の精神および条文と相反
する。 
これらを踏まえ、委員会は、IECに 2つの選択肢を提言し、いずれか適切な方を選ぶことを要
請する。 
 
選択肢（1）変更は加えないが、「IEC が別段の決定を下さない限り、滞納金を清算するまで、
特典を失ったまま、加盟国の資格を持ち続ける」という解釈が維持されるよう注意を払う。 
 
選択肢（2）憲章および規約の該当する箇所にある「deemed to have withdrawn（脱退したと
みなされる）」という表現を、「deemed to be inactive（活動を停止しているとみなされる）」
という表現に替える。 
 
以下に、これら改正点をイタリック体で示した。 
 
（i）憲章の条項 
 
加盟国の資格：受理と停止 
 

5.8 理事会は、憲章および規約に従って、ICIDへの新規加盟申請を検討するものとし、い
かなる理由も付することなく、これを受理ないしは却下する権利を留保する。理事会は、

自らの裁量でその場合に妥当であると考える期間、加盟国が年会費を支払わない時には、

当該国内委員会が ICIDの加盟国としての活動を停止している（be inactive）とみなさ
れる状態になったと決定することができる。ただし、理事会は、かかる決定を下す前に、

一定の期日までに年会費の滞納分を清算する機会を当該加盟国に与えるものとする。い

かなる加盟国も 2年間にわたって年会費を滞納した時には、滞納金を支払うまで、たと
え Office-BearerあるいはWork bodyのメンバーであろうと、いかなるポストに就く資
格も停止されるものとする。さらに 3年以上年会費を滞納している国内委員会は、これ
に加えて、ICID のあらゆる文書または報告書を受領する資格が停止され、かつ、理事
会会議における投票権を失い、ICID から脱退したとみなされるものとする。ただし、
理事会が、例外的状況において、単純多数決により、かかる制裁措置の免除または延期

を決めた場合には、この限りではない。かかる決定は、規約で規定されている特別な手

続きに厳密に従い、理事会会議に正式に出席している、年会費を滞納していないメンバ

ーの過半数によって下されるものとする。 
 
再加盟時の支払い 

10.6 年会費の未払いで、ICIDの加盟国としての活動を停止している（be inactive member）、
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あるいは、加盟国であることを止めたとみなされた国は、未払い金額あるいは、理事

会が決める金額を支払うことで再加盟できる。 
 
（ii）規約 13.2 
 （d）ICID の加盟国としての活動を停止している（be inactive）とみなされ、その結果、

IEC会議および地域会議、総会、それに類するものに出席する際には、ICID非加盟国
と同様に、IECが定める、増額された登録料を支払わなければならないものとする。登
録料の増額分の半分は、開催国国内委員会からCentral Officeに送られ、残りの半分は、
滞納金が支払われるまで、開催国国内委員会で保持されるものとする。 

 
提言（2）副会長の序列 
 
規約 第 2.8 条を、現在の選挙の慣習を反映する内容に改正する。改正後の条項は、以下の通
りである。 
 
 2.8 副会長の序列：毎年選出される 3 名の副会長の序列は、各自の得票数によって決まる

ものとする。投票が行われなかったか、得票数が同数の場合には、くじ引きでこれを決

める。 
 
提言（3）PCTAによる戦略テーマの統合作業 
 
現規約第 3条の条項および Central Officeの提言を踏まえて、規約第 3.1.3条に新しい項目を
加えることを提言する。 
 
これらの改正は、特定のテーマに沿った活動および分野横断的な活動を、PCTAの現在の構造
を変えることなく、PCTAの下で実施できるようにするためのものである。これによって、ICID
は、より幅広い問題への対処およびグローバルな問題の優先順位の速やかな変更を図ることが

可能になる。 
 
規約第 3.1.3条に新たに加えられる項目（g）は、以下の通りである。 
 
 （g）戦略的な活動、および特定のテーマに沿った活動、分野横断的な活動は、PCTA の決定

に従って、適宜開始することができる。選定された各戦略テーマの責任者は、PCTA 委

員長が PCTA メンバーの中から任命する戦略テーマリーダーが務める。 

 
戦略テーマリーダーは、下記の役割および責任を負うものとする。 

・与えられた戦略テーマに関係する Workbody の活動の調整。 

・既存の Workbody が取り上げることができる新たな作業項目の PCTA への提案。 

・特定の戦略テーマに関連した、まだ取り上げられていない側面/問題を研究する新

たなワーキンググループの設置の提案。 
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・合同研究が必要な側面/問題におけるワーキンググループ間の連携メカニズムの提

言と、かかる連携の促進。 

 
提言（4）Workbodyの成果物 
 
規約は、重要な問題である著作権について言及していない。また、ICID のロゴの使用と印刷
および電子媒体での知的所有権の使用についての規定も、ほとんど明確に示されていないが、

これらは、Workbodyの成果物およびその他の刊行物に関連して、一般的に起きる問題である。 
 
このため、すべてを網羅する条項を新たに加えて、その 1つの条項でこれらの問題すべてに対
応かつ、これらを規制することを提言する。 
 
これには、以下に示すように 2段階の手順が必要となる。 
 
 （1）下にイタリック体で示した、第 6.2 条のロゴの使用について取り上げたセンテンスを

削除する。 
 
   6.2 特別刊行物 
      規約（6.1）に記載されている刊行物および各総会の議事録、総会で常に開催さ

れる技術セッションの会議録は別として、その他のすべての刊行物は、特別刊行

物（総会刊行物と特別技術刊行物から構成される）と呼ばれ、理事会の特別の承

認を受けて刊行されるものとする。ICID のロゴの使用およびその他の詳細につ

いての仕様も、理事会の承認を受けるものとする。かかる承認を与えた場合、理

事会は、その刊行に関連して Central Officeで必要となった時には特別の役員や
職員に関する費用も含め当該刊行物の準備に必要な費用についても、承認するも

のとする。また理事会は、当該費用の資金調達方法も承認するものとする。 
 
 （2）規約に第 6.5条として、次のような新しい条項を加える。 
    6.5 著作権および ICIDのロゴの使用 
       ICID の Workbody のすべての刊行物および成果物は、ICID の財産であり、適用

のある著作権法の対象となる。かかる刊行物および ICID のロゴの使用は、施

行されている知的財産権法および法規に従い、かつ、あらゆる場合および、あ

らゆる使用において、ICID の許可を必要とするものとする。これは、印刷お

よび電子媒体、インターネット、ウェブベースのアプリケーションによって作

成されたすべての複製物に適用される。 
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ＩＣＩＤにおける環境議論の拡大とＩＣＩＤ名称変更について 

 
 
 

１．ＩＥＣ Agenda Item13 
○ 第 55 回国際執行理事会（モスクワ）において、ケイズール会長は、ＩＣＩＤの

名称変更を契機として、ＩＣＩＤの活動範囲を改めて確認し、今後の方向性に

ついての議論を高めることを提案するとともにＩＣＩＤの名称をＩＣＩＤＥに

変更することを各国内委員会に提言した。 

（International Commission on Irrigation and Drainage “ICID” 
→ International Commission on Irrigation, Drainage and Environment “ICIDE”） 

○ 名称変更への賛成意見がある一方、歴史あるＩＣＩＤの名称は変更せず、環境

面の活動の強化を図る必要があるとの意見（国名など詳細情報なし） 

○ イギリスでは、会員による投票を行い、ＩＣＩＤという名称を引き続き用いる

べきとの結果を受け、国内委員会の略名を「ＩＣＩＤ．ＵＫ」と変更 

○ ＩＣＩＤ本部は、2005.2.3 付メールにてＩＣＩＤにおける環境議論の拡大とＩ

ＣＩＤ名称変更について各国内委員会に意見を求めた。 

○ エチオピア、ウズベキスタン、スペイン、オランダ、イラン、インド、日本の

７ヵ国から返信があり、意見の要旨は以下のとおり。 

各国の名称変更への賛否及び意見 

国  名 賛 否 意     見 

エチオピア 反対 

・ ＩＣＩＤの名称は世界的に認知されており、新たな名称

の認知に多大な苦労を懸念 

・ 活動の細部まで名称に反映されていない組織は他にも存

在 

ウズベキス

タン 
反対 

・ ＩＣＩＤの歴史を尊重するべき 

・ 環境的側面を重視することは活動で強調できる 

・ 北京会議にて環境的側面から特別セッションが必要 

スペイン 反対 

・ ＩＣＩＤで活動内容を表せている 

・ 名称変更後の名称の認知が困難 

（現在もＩＩＭＩとＩＷＭＩを２つの異なる機関と思っ

ている人が依然として少なくない） 

・ 名称変更が与える中央事務局と各国内委員会へのコスト

的な負担を無視出来ない 

 

 

（参考－３） 
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国  名 賛 否 意     見 

オランダ 反対 

・ スペインに賛成 

・ 持続可能な農業農村開発に主眼を置く現在の目的に変更

を加えることは可能。その一方で、水利用の集積化や都

市化および工業化に伴う水管理の重要性に一層注目する

ことが必要 

・ 将来の方向性に関するタスクフォースの設置が必要 

イラン  ・ Drought（干ばつ）を目的に入れるべき 

インド 反対 
・ ＩＣＩＤは設立時より、環境について議論されており、

名称を変更する必要はない 

日本 保留 
・ 今後のＩＣＩＤ活動に及ぼす影響が大きく、国内委員会

で議論したのち再度報告 

○ オランダからはこの問題について、タスクフォースの立ち上げが必要との意見 

○ イラン・オランダは新たな側面を提案 

○ 今後も各国内委員会意見を受け付け、さらなる対応策を提案する 

 

２．日本における対応方針 
（活動推進委員の意見） 

各委員へ名称変更に関する情報を送付し、意見を収集した。 

ＩＣＩＤＥへの変更に賛成６票、現状維持２票、意見なし１票（未回収９票） 

・ かんがい排水の持つ多面的機能を勘案する必要あり 

・ 「環境」といっても灌漑排水関係のものであり，灌漑・排水と環境を並列

に並べるのは適当ではない 

などの意見があった。 

（対応方針） 

以下の意見をＩＥＣにおいて発言。 

○ ＩＣＩＤの名称変更は、適当でないと考える。 

○ しかしながら、かんがい排水分野において環境的側面は重視するべきという方

向性については賛成する。日本においても、２００１年に土地改良法を改正し、

かんがい排水事業等を実施する際に環境との調和への配慮を行うことを義務づ

けた。 

○ また、かんがい排水は食料増産や農業生産の近代化いう目的達成に当たって、

環境的側面を重視していくものであり、ＩＣＩＤの名称として「かんがい」「排

水」と「環境」を並列すると必要以上に環境が突出する印象。 

○ よって、ＩＣＩＤの名称は長年に渡り普及定着しているものであるから、名称

変更ではなく、むしろ、国際かんがい排水委員会憲章の目的の改正により環境

の重視を打ち出すべき
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憲章（CONSTITUTION）対照表 
 

ARTICLE (2) 
OBJECTS 

 

現行 改正案 

Mission 
2.1 The Mission of the International Commission on 

Irrigation and Drainage is to stimulate and promote 
the development of the arts, sciences and 
techniques of engineering, agriculture, economics, 
ecology and social science in managing water and 
land resources for irrigation, drainage, flood control 
and river training applications,  

including research and develop- 
ment and capacity building, adopting comprehen- 
sive approaches and up-to-date techniques for 
sustainable agriculture in the world. 

Mission 
2.1 The Mission of the International Commission on 

Irrigation and Drainage is to stimulate and promote 
the development of the arts, sciences and 
techniques of engineering, agriculture, economics, 
and social science in managing water and land 
resources for irrigation, drainage, flood control and 
river training applications, considering harmony with 
the environment, including research and develop- 
ment and capacity building, adopting comprehen- 
sive approaches and up-to-date techniques for 
sustainable agriculture in the world. 

Scope 
2.2 The Commission in achieving its mission may 

consider the following objectives: 
(a)~(j) 略 

 

Scope 
2.2 The Commission in achieving its mission may 

consider the following objectives: 
(a)~(j) 略 
(k) Promoting irrigation, drainage and flood control 
systems in harmony with the environment. 

 
 

現行 改正案 

使命 
2.1  国際かんがい排水委員会の使命は、かんがい、排
水、洪水調節、治水への応用のために、水資源なら

びに土地資源の管理にあたって、調査、開発、能力

開発、包括的な手法の応用および世界における持続

的な農業のための最新技術を含めた、工学、農学、

経済学、生態学および社会科学における技能、科

学、技術の開発を奨励かつ促進することにある。 

使命 
2.1  国際かんがい排水委員会の使命は、環境に調和
しつつ、かんがい、排水、洪水調節、治水への応用の

ために、水資源ならびに土地資源の管理にあたって、

調査、開発、能力開発、包括的な手法の応用および

世界における持続的な農業のための最新技術を含め

た、工学、農学、経済学、および社会科学における技

能、科学、技術の開発を奨励かつ促進することにあ

る。 

範囲 
2.2 委員会は、上記の目的達成のため、下記の全ての
事項に関心を払うものとする。 
(a)~(j) 略 

 

範囲 
2.2 委員会は、上記の目的達成のため、下記の全ての
事項に関心を払うものとする。 
(a)~(j) 略 
(k) 環境と調和したかんがい、排水、洪水調節シス
テムの促進。 
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会長及び副会長の選出について（IEC Agenda Item 15） 

１ 会長候補者 

番号 氏        名 国 備 考 

１ Mr. Peter S. Lee イギリス  

２ Dr. Chandra Madramootoo カナダ  

＊会長の選出は、２名の候補者から行われる。 

 

２ 現会長 

氏        名 国 任  期 

Ir. Keizrul bin Abdullah マレーシア 2002-2005 

 
３ 副会長候補者 

番号 氏        名 国 備 考 

１ Prof. Daniel De Wrachien イタリア  

２ Mr. Mark Svendsen アメリカ  

３ Mr. Gao Zhanyi 中国  

４ Mr. Felix B. Reinders 南アフリカ  

＊副会長３名の選出は、４名の候補者から行われる。 

 

４ 現副会長名簿 

番号 氏        名 国 任  期 担 当 地 域 改選対象 

１ Mr. Cai Lingen  中国 2002-2005 東アジア ○ 

２ Engr. I. K. Musa ナイジェリア 2002-2005 北東、東アフリカ ○ 

３ Prof. André Musy スイス 2002-2005 東ヨーロッパ ○ 

４ Dr. Alain Vidal フランス 2003-2006 西ヨーロッパ  

５ Mr. R. Jeyaseelan インド 2003-2006 南アジア  

６ Prof. A. Dukhovny ウズベキスタン 2003-2006 
北アジア・東ヨー
ロッパ・アジア 

 

７ Dr. Huh Yoo Man 韓国 2004-2007 東・東南アジア  

８ Dr. Hussein El-Atfy エジプト 2004-2007 
北東・東ヨーロッパ・

アフリカ、西アジア 
 

９ Dr. Georgi G. Guluyk ロシア 2004-2007 東ヨーロッパ  

（参考－４） 
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かんがい用水の多面的な／多様な役割についてのワークショップ 

増進／緩和の方法のメカニズム 

 
Workshop on Multiple/Diversified Roles of Irrigation Water 

Mechanism of manifestation and measures of enhancement/mitigation 

 

1. 背景 

農林水産省とＦＡＯは、2003 年の３月２１日に、第３回世界水フォーラム（日本）の

一環として、５０に及ぶ国と国際機関を招き「水と食と農」大臣会議を開催した。会議

においては、「食糧安全保障と貧困削減」、「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が採択された。 

世界の人口増加に伴う穀物需要量等の増加に対応するため、かんがいによる生産性の

向上を図るため、３つのチャレンジにより農業用水を巡る課題の解決を図ることが必要

である。 

ＩＣＩＤ日本国内委員会は、第５４回ＩＣＩＤ国際執行理事会（2003.9 フランス・モ

ンペリエ）のアジア地域作業部会（ＡＳＲＷＧ）において、第３回世界水フォーラムの

フォローアップとして、流域レベルでのかんがいの多面的機能を明確にし、正の影響を

増大し、負の影響を抑えるための方策を検討し、さらに、世界のかんがいの多様性や多

面的機能に関する情報の収集や発信を行う「かんがいの多面的役割・多様性に関するワ

ークチーム」の設立を提案し、承認された。 

 

2. 目的 

アジア地域や水田かんがいに特定したかんがい用水の多面的な（正および負の）役割

を理解し解析するため、国と国際機関の知見をとりまとめる。また、2006 年 3 月の第 4

回世界水フォーラム（メキシコ）および 2006年の第 3回アジア地域会議（マレーシア）

のためのポジションペーパーを作成する。 

このため、2005年 9月のＩＣＩＤ国際執行理事会（北京）においてワークショップを

開催する。 

 

（参考－５） 
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3. ワークショップにおける主要な発表予定論文 

 

2005年 9月 14日（北京） 

  

○ 2005 年 9 月 7～8 日のＰＡＷＥＥＳ国際会議（京都）の結果報告 

PAWEES 会議事務局 

○ 老朽化した貯水施設の復旧：解決か夢物語か？ 

Biksham Gujja (WWF-International,スイス) 

○ インドにおけるかんがい用水の多様な役割 

D.M.More, S.R.Vajljapurkar, S.K.Kalvit (インド) 

○ 社会的、文化的、地域的側面におけるかんがい用水の多面的役割：バリ島 

H.A.Gany（インドネシア） 

○ 日本、韓国、台湾における水田の多面的機能の比較 

C-C. Huang, M-H.Tsai, Y-F Ho, and C-H.Tan (台湾) 

○ 水田耕作の多面的機能：日本および他のモンスーンアジアの国々について

のレビューと将来の展望 

松野裕 他 (日本) 

○ オーストラリアにおけるかんがいの多面的役割 

A.J.Horton （オーストラリア） 

○ 水田稲作の多面的機能の推定手順と価値 

G.Levine et, R.Barkler （アメリカ） 

○ 灌漑された耕地における環境保全型農業 

David Molden （ＩＷＭＩ） 

○ 多面的機能における政策と貿易の関係性 

八丁信正 他（日本） 

 
 
 



- ICID/ASRWG, INWEPF, and PAWEES: Working Together as a Team -
Ｉｎｐｕｔｓ ｔｏ ＷＷＦ-４ ｆｒｏｍ ＡＳＩＡ

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries,
JAPAN

（参考－６）

－ １８ －



Follow-up action in ASIA
Establishment of international consortium for better     
management of water and environment in paddy fields

　　 INWEPF

Establishment of a work team on the multiple roles / diversity of irrigation
ICID・ASRWG

Ministerial Meeting on “Water for Food and Agriculture”
Date/Venue:March 21st 2003 , Otsu, Shiga Japan 

　Three Challenges adopted by participating ministers
　 1) Food Security and Poverty Alleviation
　 2) Sustainable Water Use
　 3) Partnership

PAWEES：Contribute　to　the　advancement　of　ｓｃｉｅｎｃｅ　and　technology　in　the　
field　of　paddy　and　water　environmental　engineering

１．The 3rd World Water Forum and follow up action

－ １９ －



JIID が集計

2. The need for inputs from Asia

Asia accounts for roughly 60% of the world’s water use and 50% of its agricultural water use.
Recognizing that irrigation takes many different forms across the globe, it is important to draw 
attention to the fact of how diverse rice paddy environments in the Asian region are.

• World water use Asia’s paddy farms exhibit 
great diversity.
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資料：Assessment of Resources and Water Availability in the 
World, Prof. I, A. Shinklomanov, 1996(WMO発行)を基に

20.3% 9.5%
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Share of agricultural water 

use in Asia

48.7%

－ ２０ －



2005    The 2nd Steering Meeting
　　 1.Date: November  2～4
　　2.Venue: Seoul, Korea

3. INWEPF’s activities

Scenes from the 1st Steering Meeting

2004    The 1nd Steering Meeting
　　1.Date: November　1～2
　　2.Venue: Tokyo, Japan
　　 3.Participation:　13Nations、10International　Organizations

Virtual Meeting

－ ２１ －



10-18. Sep. 2005

ICIDICID 56th Council Meeting 
Asian Regional Working Group 

Mar. 2006 The 4th World Water Forum
‘Local Action for a Global Challenge’

4. Action in the run-up to WWF4

2-3. Nov. 2005 

　　INWEPFINWEPF
　2nd Steering Meeting Symposium

7-8. Sep. 2005 

PAWEESPAWEES International Conference
Management of Paddy and Water 
Environment for Sustainable Rice 
Production

The study and quantity multiple roles 
played by irrigation in a basin-wide context,
and to identify measures to enhance positive
roles and mitigate negative impacts

・Poverty alleviation and food security
・Multiple use and ecosystem
・Sustainable water management
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5. Formulation of policies to conserve farmland, agricultural water supplies, 
and other resources in Japan

Rural area

Depopulation

Aging 
population

Urbanization

Rurbanization

The need for a policy approach that focuses on rehabilitating and 
maintaining existing stock of farmland and water resources

The need to address public demands for preserving the natural 
environment and scenery of rural communities

Mix of policy options
according to the actual 
condition in the region

• Establish organization (ex. council) in 
which not only farmers but also rural 
residents participates

• Designed to address new societal 
needs, e.g., preserving the natural 
environment and scenery of rural 
communities

• Provide special support to advanced 
conservation activities

Example of support 
measures,

In case support for conservation 
is not required
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An appropriate role assignment among central government, local 
governments, farmers, and other stakeholders

Disciplinary
measures

Encouraging
measures 
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