
国際かんがい排水委員会等活動支援調査事業［継続］
【２０（２０）百万円】

対策のポイント
ICID及びINWEPFでの活動を通じて、アジア地域の連携強化を図りながら、

参加型水管理の普及や水田の多面的機能への理解醸成にかかる支援を行います。

＜背景／課題＞
・ は 「かんがい農業によって、環境を乱すことなくICID（国際かんがい排水委員会） 、

食料増産を図り、飢餓や食料不足の軽減促進をすること」を目的として1950年に設立
された国際機関です。 により構成されており、我が国は、1951年に閣議75の国・地域
決定により加盟しています。

限りある・今後世界の水需要が増大していく中で、食料安全保障を強化するためには、
です。このため、世界の水の約７割を利用する最大のユー水資源の効率的利用が必要

、 。 、ザーである農業用水においても その効率的利用が求められています このような中
我が国の有する効率的水利用手法である参加型水管理を世界にICIDの活動を通じて、

があります。普及させる必要
畑作中心の欧米諸国か・また、水に関する国際的な水議論が活発に行われている中で、

されています。こういった水管理が水田農業にら市場原理のみに基づく水管理が推奨
多面的機能や農家の合意に基づく持続的な水管理等の市場に反映求められた場合に、

がありまし難い利点を持つ水田農業の実施が損なわれ、食料生産に影響を与える恐れ
す。

アジアモンスーン地域の国々で組織されたINWEPF（国際水田・水環境ネッ・そのため、
トワーク） 水田の多面的機能のもつ具体的かつ定量的な価値、便の枠組みを活用し、

していく必要があります。益を踏まえて議論に参加

政策目標
国際会○ICIDの活動を通じて作成された参加型水管理の推進に向けた提言等を

情報発信 （０人（平成27年度）→400人（平成31年度 ）議等で ）
○INWEPFの活動を通じて作成された多面的機能の評価結果を国際社会に情報

）発信 （０人（平成27年度）→400人（平成32年度）

＜主な内容＞
１．ICIDの活動を通じた参加型水管理の推進 １２（１２）百万円
（１）参加型水管理の推進に向けた提言書の作成・情報発信

アジア地域を中心に各国において多様な取組がなされている参加型水管理の事例
参加型水管理の推進に向収集や類型化、課題抽出、課題解決のための分析を通じ、

します。その提言書を世界水フォーラム等の国際会議で配布してけた提言書を作成
情報発信します。

（２）ICID日本国内委員会の活動支援
ICID日本国内委員による各作業グループの活動への参加に関する支援、ICID本部

と各国国内委員会との連絡調整、1年に2回開催されるICID日本国内委員会の運営を
補助し、ICID日本国内委員会の活動支援を行います。

２．INWEPFの活動を通じた水田の多面的機能の理解醸成 ８（８）百万円
INWEPF加盟国内のGIAHS（FAOが実施する世界農業遺産）認定地域又は認定の可能性

多面的機能のケーススタディー及び基礎データ等の収集・分析にのある地域における
や各地域の特性を踏まえた をよる貨幣価値換算 多面的機能の維持・増進のための提言

行い、世界水フォーラム等の国際会議で情報発信します。
委託費

委託先：民間団体等
事業実施期間：１の事業 平成27年度～平成28年度

２の事業 平成27年度～平成29年度

〔お問い合わせ先：農村振興局設計課 （０３－３５９５－６３３９ 〕）



 
 

 
 

 
 

事業内容：参加型水管理の推進に係る提言の作成と普及 

 

 

参加型水管理の成熟度 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

日本の事例等を情報発信し積極的にICID活動に貢献 

第7回世界水フォーラムに向けたICID（アジア地域作業部会）の取組みのテーマ 
  「アジアにおける農業用水の農村開発への貢献」 

背景②：世界水フォーラムを通じて、日本の取組みを情報発信しICID活動に貢献 

参加型水管理の推進に当たっての提言書を作成し、第７回世界水フォーラム等の国際会議で配布 

         

 
  
  
   

 

A：ラオス、バングラデシュ等、経済発展が遅れ水管理組織の
組織化が進んでおらず、水管理が適切に実施されていない。 

 

 
 

○参加型水管理の普及を通じて適切な水管理が推進され、効率的な水資源利用により、世界及
び我が国の食料安全保障に貢献 

○我が国が加盟しているICID（国際機関）の活動に貢献 
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提言を普及 

B：タイ、フィリピン等、経済がある程度発展し、水管理組織の育

成や参加型水管理の取組みがある程度進み、その普及が推
められている。 

C：韓国、台湾等、経済が発展し、水管理組織が組織され、水管
理が適切に実施されている。 

日本：農地・水保全管理対策による農業者以外の地域住民を
含めた参加型水管理体制の再構築が推められている。 

経済発展段階に応じた多様な参加型水管理の事例収集、類型化、課題の調査・分析 

課題の調査・分析 

効果 

国際かんがい排水委員会等活動支援調査事業（うち、国際かんがい排水委員会活動支援調査） 
（農林水産省農村振興局設計課） 

背景①：アジア各国の多様な参加型水管理の展開が、世界の食料安全保障の強化に貢献 

世界の食料安全保障の強化 

灌漑施設の整備と併せ 
適切な水管理が必要 

多様な参加型水管理の取組みが展開 

参加型水管理の推進 

・各国の経済発展の状況や 
 歴史的な背景の違い等 

 
 

 

 

・水需要の増加が予想 
・限りある水資源の効率的利用 
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水資源の効率的利用が必要 

背景として 
・水需要の増大 
・水源から農場まで水を運
ぶ間に、半分を損失 

・地下水資源の枯渇 
・日本の水管理の知見や経験 



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

 
① アジア地域におけるかんがい排水技術等をとりまとめるための調査、研究 
②  国内委員による各作業グループの検討課題の解決に資する技術、情報の収集、提

供を支援 
③   国内委員による各作業グループの活動への参加に関する調整、支援 
④   ICID国内委員会の運営補助 

 

 

 

 

農業を巡る世界的な課題 

人口増加 

土地・水資源の逼迫 

気候変動 

バイオ燃料の活用促進 

事業内容（ICID日本国内委員会の活動を支援） 

ガイドライン等の成果物が世界各国で活用されることにより、世界
のかんがい排水技術の向上と食料安全保障に貢献 

食料の安定供給、 

食料安全保障の危機 

※ 国際かんがい排水委員会（ICID）は、かんがい農業によって、環境を乱
すことなく食糧増産を図り、飢餓や食糧不足の軽減促進を図ることを目的
として、1950年に設立された国際機関。75の国・地域が加盟（2015年９月
現在）。日本は1951年に閣議決定により、日本国内委員会が加盟。 

※ 我が国は、ICIDの執行理事会での委員会、作業部会等の活動への参画に
より、水の効率的利用や食料安定供給などの国際的課題の解決に貢献 

 
 

H24.6月 
ＩＣＩＤアジア地域作業部会 

H24.3月 
第６回世界水フォーラム 



現状及び課題 

 

 

 水田の多面的機能を地域単位で貨幣評価することで、多面的機能の国際的な理解を醸成すると共に、
アジア各国における理解の醸成による多面的機能の維持・増進を図る。 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

フィリピン・イフガオの棚田 インド伝統的農業 

 

 

 

期待される効果 

事業内容 
 

 

 

 

 洪水緩和機能の評価 
  畦畔高や湛水深は、日本の平均データを利用し
ていたが、各地域の特徴を反映 

水田全体の統一的な評価から、各地域の特徴を踏まえた評価へ 

 地下水涵養機能の評価 
  地下水利用率は世界全体のデータを、灌漑日
数や地下水涵養率は、日本の平均データを利用
していたが、各地域の特徴を反映 

①多面的機能の貨幣価値評価 

 土壌崩壊防止機能の評価 
  土壌の流れやすさや勾配は、日本の平均データ
を利用していたが、各地域の特徴を反映 

 観光資源・教育・文化の評価 
  多面的機能は、これまで評価してきた洪水緩和
や地下水涵養、土砂崩壊防止だけではなく、観光
資源や教育、文化も重要な機能 

評価対象地域 ：国単位の評価から、イメージが沸きやすい地域単位 
                  （GIAHS認定地域又は可能性のある地域）の評価へ 

 
 

雨水の一時貯留による 
洪水防止機能 土砂崩れ防止機能 

地下水涵養
機能 

• アジア各国は、経済発展に伴う多面的機能への影響や洪水や干ばつ等の気候変動に伴う影響が懸念されて
いる。 

• しかし、アジア各国では水田の多面的機能の価値への理解・認識が低く、多面的機能の発揮に向けた取組
が活発ではない。 

②持続的な農業が行われ、多面的機能が発揮されているGIAHS地域のケーススタディにより、
多面的機能増進のための活動や活動の継続に向けた提言を行う。 

 GIAHSは、国連食糧農業機関（FAO）が2002年に
開始した仕組みで、次世代に受け継がれるべき重
要な伝統的農業や生物多様性、伝統知識、農村
文化、農業景観などを全体として認定し、その保全
と持続的な活用を図るもの。 

 

• 国際的な水議論において、畑作中心の欧米諸国から市場原理（水道料金のようなもの）のみに基づく水管理
が推奨されている。しかし、こういった市場原理が水田農業に求められた場合に、多面的機能や農家の合意
に基づく持続的な水管理等の市場に反映し難い利点をもつ水田農業の実施が損なわれ、食料生産に影響を
与える恐れがある。 

・そこで、INWEPF（アジア・モンスーン地域を中心に水田農業を実施している国々からなる「水田・水環境ネット
ワーク」）の枠組みで、多面的機能の重要性を貨幣評価し、国際社会へ発信している。 

課題①：市場原理に基づく水管理手法に対する対応 

課題②：途上国の農業近代化や気候変動への対応 

※多面的機能・・・洪水緩和、水源の涵養、土砂崩壊防止、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承
等、水田農業により生ずる、食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能 

 
 

 

 
 

 

 

国際かんがい排水委員会等活動支援調査事業（うち、国際水田・水環境ネットワーク活動支援調査） 
（農林水産省農村振興局設計課） 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/new_tamen/kouzui.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/new_tamen/dosya.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/new_tamen/tikasui.html


◆メンバー国： 
韓国、日本、中国、マレーシア、カンボジア、スリランカ、ネパール、タイ、インドネシア、ベトナム、
ミャンマー、フィリピン、ラオス、バングラディシュ、エジプト、インド、パキスタン（１７カ国） 
◆国際機関等： 
IWMI（国際水管理研究所）、IRRI（国際稲作研究所）、WB（世界銀行）、INPIM（参加型水管理国際
ネットワーク）、FAO（国連食糧農業機関）、MRC（メコン河委員会）、ICID（国際かんがい排水委員
会）、PAWEES（国際水田・水環境工学会）（８機関） 

 第3回世界水フォーラム（2003年3月、京都）の一環として、農業に関わる世界各
国の大臣が参加する「水と食と農」大臣会議を開催。 

 大臣会議で「食料安全保障と貧困軽減」、「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（挑戦）を設定。 

 3つのチャレンジの達成に向け、日本の農林水産省は、アジア・モンスーン地域

を中心に水田農業を実施している国々からなる「国際水田・水環境ネットワー
ク」（INWEPF）を創設（2004年11月）し、水田農業についての調査・研究・情報の
共有などの活動を行っている。 

パートナーシップ 

食料安全保障と 
貧困軽減 

INWEPF 

～誰もが参加可能な水田と 
水に関する情報交換の場～ 

持続可能な水利用 

国際水田・水環境ネットワーク 
INWEPF: International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields 

第９回運営会議の様子 
（平成24年11月 ミャンマーにて） 
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