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Ⅰ．国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ） 

第５７回国際執行理事会及び第３回アジア地域会議 
 

 

Ⅰ 全体概要 

 

１ 開 催 期 間  ２００６年９月９日（土）～９月１６日（土） 

９日～１５日：各委員会、部会等 

１４日    ：国際執行理事会 

１３日～１５日：アジア地域会議 

 

２ 開 催 地  マレーシア・クアラルンプール 

 

３ 全体参加者  約３６０名（４６カ国及び国際機関から参加） 

 

４ 日本からの参加者  中村ＩＣＩＤ日本国内委員会委員長 

角田事業計画課長（ＩＣＩＤ日本国内委員会事務局長）他 

（計２６名 参加） 

 

オープニングセレモニーで、太田信介委員から「かんがい農業を 

原動力とした地域発展」の基調講演を実施。 

 

 

Ⅱ 執行理事会報告 

 

執行理事会の冒頭、ピーターリーＩＣＩＤ会長（イギリス）の挨拶後、ＩＣＩＤ事務局

長、常設委員会委員長（組織計画・戦略委員会、技術活動委員会、財務委員会）より、Ｉ

ＣＩＤ活動の母体である地域作業部会（４）、テーマ別作業部会・タスクフォース（２９）

の活動状況について総括的な報告。 

 

我が国に関連する主な報告事項は以下のとおり。 

 

１ 加盟国の状況 

１０５カ国が加盟中、活動を行っている国は５９カ国。 

 

２ 内部評価及び外部評価 

昨年の中国・北京での国際執行理事会において世銀提案を受け、ピーターリーＩ

ＣＩＤ会長のイニシアチブにより、組織計画・戦略委員会、技術活動委員会、財務

委員会で、内部評価および外部評価が行われ、クアラルンプールでの国際執行理事

会で現在の検討状況のレビューがなされた。 

 

・ 組織計画・戦略委員会及び技術活動における内部評価 

テーマ別作業部会やタスクフォースの活動について評価がなされ、作業部会６

年、タスクフォース３年の任期の厳守、成果目標等の作業計画の作成、活動状

況を監視する新設委員会等について提案がなされた。 
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・ 財務委員会における内部評価及び外部評価 

財政状況の改善について内部評価がなされ、分担金の値上げ等による収入増加、

電子媒体での提供による出版・印刷・流通経費削減等の支出削減の提案がなさ

れた。 

※ 来年のサクラメント国際執行理事会で内容議論予定。 

※ 分担金 15%程度の値上げについて議論、採択される可能性有り。 

 

外部資金調達についての外部評価により、作業班の活性化、組織運営の改善、

新たなＩＣＩＤプロジェクトといった観点から提案がなされる。 

 

３ ＷＷＦ４におけるアウトプットに対する評価 

我が国からの８,０００ドルの支援により、「かんがい用水の多面的役割と多様

性」（Multiple Roles and Diversity of Irrigation Water）が、２００６年３月

のＷＷＦ４（メキシコ）でのアウトプットとして出版され、高く評価された。 

 

４ 副会長選挙 

副会長３人（フランス、インド、ウズベキスタン）の交代選挙があり、ドイツ、

イラン、マレーシアの順に新副会長に選出。 

 

 

Ⅲ アジア地域会議報告 

 

１ アジア地域会議のテーマ 

「かんがい農業の成長駆動力への展開」 

（日本から５名が論文発表） 

 

 

Ⅳ 今後の国際会議スケジュール 

 

１ 既定のスケジュール 

 

年 総会、国際執行理事会 アジア地域会議 開催地 

2007 年  

第 58 回国際執行理事会 

第 4 回アジア地域会議 テヘラン（イラン） 

サクラメント（アメリカ）

2008 年 第 20 回総会 

第 59 回国際執行理事会 

 ラホール（パキスタン） 

2009 年  

第 60 回国際執行理事会 

第 5 回アジア地域会議 インド 

アブジャ（ナイジェリア）

2010 年 第 61 回国際執行理事会 

 

第 6 回アジア地域会議 ジョグジャカルタ 

（インドネシア） 

 

２ 新たな国際会議の提案 

来年のサクラメント国際執行理事会で、２０１１年の第２１回総会、第６２回国

際執行理事会の開催地を決定予定。 
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Multiple Roles of Irrigation in the Asian Region
President Peter Lee in his opening ceremony address underlined the importance of Irrigation in Asian region, including micro
irrigation in increasing water productivity through ‘multiple uses’, improving ‘rural livelihoods’, and as an ‘engine of growth’.
Following  excerpt is reproduced  from his speech.

Water Productivity - Multiple Uses

“Thirty five years since the first such
‘International Micro Irrigation Congress’
was held in Israel, the use of pressurised
irrigation system has grown very
considerably and the rate of growth has
picked up in the last few years. We are

hearing more and more about its adoption
in developing countries by small-scale
farmers. Micro irrigation is particularly
relevant to the productive use of water
from informal sources. This has an
important role in providing livelihoods,
especially in peri-urban areas. That water-
supplied-for-one-use is also used for
another is, I believe, a neglected area
when it comes to understand how we
can increase water productivity”.

“Last year at ICID’s 19th International
Congress, Vice Pres. Hon. Luis Pereira
showed us, in his keynote speech, how
important it is for us to focus on
productivity, and indicated  how farmers
need to be motivated to adopt deficit
irrigation in order to obtain ‘more crop
per drop’. But it goes beyond that.
Perhaps it is ‘more cash per splash” or
more seriously, more productivity in all its

facets, from total yield maximisations, to
better use of crop residues, to
conservation of the virtual water in grain
and other forms of storage, to multiple
uses of both the water and the
infrastructure that we use to deliver it, and
drain away the unconsumed portion”.

Irrigation in Asia

“Our Asian region includes Australia, the
driest continent, as well as numerous
islands, and a mainland that extends far to
the west. It is home to some of the largest
irrigation systems in the world, with most
countries more or less self sufficient in
their food production, whilst others are
major food importers, and some
exporters”.

‘‘Irrigation in Asia has functions well
beyond material productivity. Often,
there is a cultural dimension and this is
particularly true of most traditional
paddy systems, as well as in hill
irrigation areas where a high degree of
social organisation is required to
operate it all’’

At the 4th World Water Forum, the ‘Asian

Regional Working Group’ (ASRWG) of
ICID has highlighted the multi-functionality
of paddy systems in Asia adding to the
productivity of those systems. At the same
event, President represented ICID at
multiple use forum, which highlighted the
productive crossover between domestic
and irrigation water supply systems, in
which vegetable gardening, cattle and
poultry keeping and various small scale
industries like brick and pot making added
productivity to the basic purpose of these
systems.

Poverty and Livelihood

“Small scale multiple uses are particularly
relevant in considering how agricultural
water management can ‘better serve the
poor’, and more generally address the
need to ‘improve rural livelihoods’.
Formation of a new work body to address
explicitly, poverty and livelihood issues
will not only better orient ICID alongside
the global effort to achieve the MDGs, but
it could also harness the livelihood
approach to understanding how better to
deal with issues of resettlement and water
transfer that so often are more crucial than
the hydrology and engineering, in
implementing larger projects”.

‘‘Agriculture is a driver for many
aspects of the economy, but there are
many ways in which it could be a more
efficient engine of growth, and be
perceived to be so’’

Agriculture as an Eco-system

“Urbanisation is having a huge impact on
people’s attitudes to agriculture.
Superficially, it is seen as a kind of
cultural theme park. More seriously, it is
being increasingly viewed as an eco-
system, albeit one managed by people,
rather than left to nature; but an eco-
system, all the same. But that is an
outsider’s view. For the people who live
in rural areas and these include the
poorest in our society, agriculture is a
source of livelihood, and it has huge
multiplier effects that benefit employment
in urban areas as well”.

The full text of the President’s address can
be accessed at http://www.icid.org/nletter/
op_lee_nl2006_4.pdf

President Peter Lee addressing delegates at the opening ceremony
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アジア地域におけるかんがいの多面的な役割 

 
Peter Lee会長は開会の挨拶の中で、アジア地域において「多面的な利用」による水生産
性と「農村の暮らし」の向上を進めるうえで、また、「成長の原動力」として、マイクロか

んがいを始めとするかんがいが、いかに重要であるかを強調した。これから、同会長の挨

拶の抜粋を紹介する。 
 
（写真の下のキャプション：開会の挨拶を行う Peter Lee会長） 
 
水生産性 ‒ 多面的な利用 

 「第 1回『国際マイクロかんがい会議』がイスラエルで開催されてから 35年経つが、加
圧かんがいシステムの利用はこの数年間、目覚しい発展を遂げ、その成長の速度が加速し

ており、開発途上国の小規模農家でも取り入れられるようになったという話を耳にする機

会がますます増えている。マイクロかんがいは、とりわけ一般的ではない水源（informal 
sources）の水の生産的な活用に大きく関係し、都市近郊の地域住民などが、生活の糧を得
るうえで重要な役割を担う。1つの用途のために供給される水を、別の用途にも使うという
ことは、水生産性の向上に向けた工夫という面で、なおざりにされた分野と言えよう。」 
 
 「昨年行われた ICID第19回総会において基調演説を行ったLuis Pereira名誉副会長は、
生産性の重視がいかに重要であるかを述べ、『水一滴当たりの収量を増やす』ためには、簡

易なかんがい（deficit irrigation）の採用を農家に促すことが肝要である、と指摘した。し
かし、こうしたかんがいは、それ以上の成果をもたらしている。おそらく、『一しぶき当た

りの収入の増加（more cash per splash）』、あるいは、冗談を抜きにして言うと、総収穫量
の最大化から、余剰作物のより有効な活用、穀物などとしてのバーチャルウォーターの保

全、水とそれを運ぶために使い、残っている水を徐々に使い果たしていくインフラの多面

的な利用まで、ありとあらゆる面で生産性を向上させていく。」 
 
アジアにおけるかんがい 

「我々アジア地域は、最も雨が降らない大陸であるオーストラリアや無数の島々、そして

はるか西にまで広がるアジア大陸からなる。世界でも最大規模のかんがいシステムの一部

を備え、主要な食料輸入国や食料輸出国もあるが、食料の自給自足がほぼ可能な諸国が大

半を占めている。」 
 
「アジアでのかんがいは、物質的な生産性を超えた多面性を有しおり、文化的側面を持っ

ている場合も少なくない。これはとりわけ、あらゆる運営面で高レベルの社会的組織を必

要とする丘陵かんがい（畑地かんがい）地域と同様に、最も伝統的な水田農法についても

言える。」 

ICID Newsletter（仮訳）
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第 4回世界水フォーラムにおいて、ICIDのアジア地域作業部会（ASRWG）は、アジア
地域における水田農法の生産性と、その多面的機能を強調した。また同フォーラムでは

Peter Lee会長が ICIDを代表して、多面的な利用に関する分科会に出席したが、この分科
会の主なテーマは、一般の給水システムとかんがい給水システムを融合させることであっ

た。このように融合させることで、野菜園芸、牧畜と養鶏、そしてレンガや植木鉢の製造

など多様な小規模産業を通じ、これらシステムの基本的な目的に生産性をプラスすること

ができる。 
 
貧困と暮らし 

 「小規模な多面的利用は、どのようにすれば農業用水の管理によって『貧困層により良

いサービスを提供する』ことができるか、そして、より全般的な観点から言えば、『農村の

暮らしの向上』というニーズに対処できるかを考えるうえで、とりわけ大きく関係してく

る。貧困と暮らしの問題に積極的に対応する新たな作業班を設置すれば、ミレニアム開発

目標（MDG）の達成に向けた世界の取り組みに ICID も今まで以上に歩調をあわせること
ができるだけでなく、暮らしの面からアプローチをすることで、大規模なプロジェクトの

実施に際して水文学やエンジニアリングよりも重要となるケースが極めて多い、再定住や

水流の変更（water transfer）といった問題に、より上手く対処していくにはどうすればよ
いかを把握することもできるようになると考えられる。」 
 
「農業は経済の様々な側面の成長を促す原動力だが、そのさらなる効率化を図る方法が数

多くあり、また、実際に効率化を図ることができると認められる。」 
 
エコシステムとしての農業 

 「都市化は、人々の農業に対する姿勢に極めて大きな影響を与えている。表面的に、一

種の文化的なテーマパークと見る向きもあるが、現在では、より掘り下げて、エコシステ

ムであるとの見方が強まっている。確かに、農業は自然にすべてが委ねられているわけで

はなく人に管理されているとはいえ、エコシステムであることに変わりはない。だが、そ

れは部外者の見方だと言える。農村地域に住む人々の中には我々の社会の中で最も貧しい

層も含まれており、彼らにとって農業は生活の糧であり、また同時に、農業には大きな増

幅効果があり、都市部の雇用にもプラスの作用を及ぼす。」 
 
Peter Lee会長の挨拶の全文は、http://www.icid.org/nletter/op_lee_nl2006_4.pdfに掲載さ
れている。 
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ICID日本国内委員会名簿　（平成１９年度予定）
(H19.3時点)

区　分　 氏　名 所　　　　　　属 役　　職 所属部会等名

委員長 中村　良太
なかむら りょうた

日本大学生物資源科学部 教授 EB-JOUR TF1

委員 上田
うえだ

　一美
かずみ

日技クラウン(株)　
取締役
技術顧問

WG-SDTA

委員 大串
おおぐし

　和紀
かずのり

(財)日本水土総合研究所 専務理事 なし

委員 太田
おおた

　信介
しんすけ (独)水資源機構

日本ICID協会
副理事長
会長

ASRWG WG-DRG

委員 大橋
おおはし

　欣治
き ん じ

鹿島建設（株）
専務執行役員
技術研究所長

PFC

委員 佐藤　政良
  さ と う　     まさよし

筑波大学生命環境科学研究科 教授 WG-CBTE

委員 佐藤
さ と う

　洋平
ようへい

(独)農業環境技術研究所 理事長 PCTA WG-R&D WG-SOCIO

委員 瀬山
せやま

　修平
しゅうへい

(株)三祐コンサルタンツ海外事業本部 顧問 WG-PQW TF-LDCsAS

委員 田頭
たがしら

　秀和
ひでかず (独)土木研究所寒地土木研究所

寒地農業基盤技術研究グループ
主任研究員 WG-YPF

委員 谷山　重孝
たにやま しげたか

(社)地域資源循環技術センター 特別顧問
(Chmn)
TF-LDCsAS

委員 中野　芳輔
なか の よしすけ

九州大学大学院農学研究院 教授 WG-CROP WG-ON-FARM

委員 畑　  武志
はた たけし 神戸大学

賢明女子学院
名誉教授
顧問

WG-CAFM TF-IBWT

委員 八丁　信正
はっちょう のぶまさ

近畿大学農学部 教授
(Chmn)
WG-HIST

WG-ENV ST-ARAL

委員 湯川　義光
ゆかわ よしみつ

日技クラウン(株)　
副社長
執行役員

WG-MIS

委員 渡邉
わたなべ

　紹
つぐひろ

裕 総合地球環境学研究所 教授 WG-IADWS WG-CLIMATE
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Ⅱ 国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF）の活動等について．

１．ＩＮＷＥＰＦの概要

nternational etwork for ater and cosystem in addy ieldsI N W E P F

○ 農業用水は、乾燥・半乾燥地農業を中心に議論され、環境への悪影響の面が強
調されがちの状況。

【国際水議論の状況と課題】

○環境へのﾌﾟﾗｽ側面が大
(例)地下水の涵養、環境形成

○用水の反復利用

アジアの水田かんがい

アジア水田農業の特質のアピールが重要

○環境へのﾏｲﾅｽ側面が大
(例)くみ上げによる地下水涸渇
○用水の反復利用なし

乾燥地のかんがい（欧米等）

農林水産省は、農業大臣会合(「水と食と農」大臣会合)を開催し、
水田かんがいの特質と重要性をアピール。

農林水産省は、農業大臣会合(「水と食と農」大臣会合)を開催し、
水田かんがいの特質と重要性をアピール。

第３回世界水フォーラムの開催（2003年 3月、日本）

大臣会合の提起を踏まえ、日本のイニシアティブで、アジアの水田
と水利用に関する情報交換の場として創設。

（１７カ国、１０国際機関等が参加。事務局は各国の持ち回り）

2004年11月第１回会議（日本） 2006年 9月第３回会議（ﾏﾚｰｼｱ）
2005年11月第２回会議（韓国） 2007年 7月第４回会議（タイ）[予定］

大臣会合の提起を踏まえ、日本のイニシアティブで、アジアの水田
と水利用に関する情報交換の場として創設。

（１７カ国、１０国際機関等が参加。事務局は各国の持ち回り）

2004年11月第１回会議（日本） 2006年 9月第３回会議（ﾏﾚｰｼｱ）
2005年11月第２回会議（韓国） 2007年 7月第４回会議（タイ）[予定］

国際水田・水環境ネットワーク(ＩＮＷＥＰＦ)の創設

【関係国（１７カ国）】

インド、インドネシア、韓国、

カンボジア、スリランカ、タイ、中国、
ネパール、マレーシア、

ミャンマー、バングラディシュ、

パキスタン、フィリピン、ラオス、ベト
ナム、エジプト、日本

【国際機関等】

国連食糧農業機関、メコン河委員会、国
際かんがい排水委員会、国際水田・水環
境工学会、国際水関係研究所、国際参加
型水管理ネットワーク、国際稲研究所、
世界銀行、アジア生産性機構、アジア開
発銀行

ＩＮＷＥＰＦ参加国、機関
～誰もが参加可能な水田と水に関する情報交換の場～

食料安全保障と

貧困軽減

パートナーシップ
持続可能な
水利用

ＩＮＷＥＰＦ

運営会議
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 拡大会議

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

ＩＮＷＥＰＦ

運営会議
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 拡大会議

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ運営会議
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 拡大会議

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

①研究、②政策、③国際協力の３つの分
野が連携し三つのチャレンジを実現
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２．ＩＮＷＥＰＦの主な活動（2006年3月以降）

（１）第４回世界水フォーラム（ＷＷＦ４）への参加

①フォーラムの概要

月 日： 年 月 日～ 日2006 3 16 22
場 所：メキシコシティ

Local Actions for a Globalテーマ：世界的課題解決に向けた地域の取り組み（
）Challenge

構 成：フォーラム 約 のセッション 閣僚級国際会議 水 水（ ）、 、 （150 EXPO
関係の展示ブース）水関連賞授与式（京都水大賞等）等

参加者：約１４０ヶ国から約１万９千人が参加。
我が国からは、皇太子殿下、橋本元総理、江﨑国土交通副大臣、

江田環境副大臣をはじめ、３００名以上が参加。

②ＩＮＷＥＰＦの活動

水田及び水田用水に関するセッションの開催
月 日： 月 日（２時間）3 20
主催者：国際水田・水環境ネットワーク（ 、INWEPF）

国際かんがい排水委員会アジア地域作業部会（ ）ASRWG/ICID
テーマ：水田における持続的な水利用と多面的機能、より良いガバナンス
内 容： 、 の取組や活動成果の発表や、水田及び水田用水のINWEPF ICID

持つ多面的機能についてのパネルディスカッション（パネリスト：
、 、 、 、国際水関係研究所 メコン河委員会 ラムサール条約事務局 タイ

韓国、日本の代表者等）を実施。
セッションの成果として 「 からのメッセージ」を発表、 INWEPF

し、水フォーラム事務局に提出した。
［メッセージの概要］

・農業用水の持つ多面的機能が十分に発揮されるようにすること。

・地域に蓄積された経験と知識を踏まえた参加型の水管理を目指すこと。

・適切な水管理に向けて行政も積極的な役割を果たすこと。

水ＥＸＰＯにおける展示
会場内の展示ブース（水 ）に水田・農業用水の多面的機能や我がEXPO

。 、国の水利施設等のパネル等による展示ブースを設置 多数の来場者を集め
皇太子殿下も来場。

（２） ＩＮＷＥＰＦ第３回運営会議及びワークショップの開催

月 日： 年 月 日～ 日2006 9 17 19
場 所：クアラルンプール

、 、 （ ）テーマ：水田農業の今 明日 未来 Rice Paddy Now, Tomorrow and the Futre
（ 、 、 、 、 、 、 、参加者：１４カ国 ﾐｬﾝﾏｰ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｽﾘﾗﾝｶ ﾀｲ ｲﾝﾄﾞ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、中国、韓国、日本、ﾏﾚｰｼｱ）
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４国際機関（ 、 、メコン川委員会、 ）ICID FAO PAWEES
（ ）、 、我が国からは農林水産省 農村振興局次長他 農村工学研究所

（ ）、 （ ） 。大学 中村良太日本大学教授他 団体 日本水土総研他 が参加
概 要：
ワークショップ

基調講演では、中村良太日本大学教授が、日本の水田農業の現状、土地
改良区の概要、農業用水の他目的利用等について紹介。
ワークショップでは、各メンバー国とＩＮＷＥＰＦが実施すべき行動に

ついて、グループ討論により議論。
運営会議

ワークショップでの議論を基に、３つのワーキンググループ( )の設WG
立が承認。

１ 水田の多面的機能に関するＷＧWG
２ 政策の策定等に関するＷＧWG
３ 水田の多面的機能の貨幣換算評価に関するＷＧWG

※日本は ３の取りまとめ責任国。WG
また、次期事務局国（第４回 運営会議開催国）をタイに決定。INWEPF

（※第４回運営会議は 年 月にタイ バンコクで開催予定 。2007 7 ）

（３）ヴァーチャルミーティングの実施
年 月 日～ 月 日に「貧困削減と食糧安全保障のための効率的2006 8 21 9 8

かつ持続可能な水利用」というテーマで、インターネットを利用したヴァー
チャルミーティングを開催。ミーティングには延べ１７６件のコメントが寄
せられた。

３．水フォーラムに関する情報

本年１２月に我が国において、第１回アジア・太平洋水サミットが開催

日 時： 年 月 日（月）～ 日（火）2007 12 3 4
場 所：大分県別府市
主催者：アジア・太平洋水フォーラム及びアジア・太平洋水サミット運営委

員会
内 容：アジア・太平洋地域の水に関する諸問題について、ハイレベルで幅

広い視点から議論を行うことを目的とした会議であり 各国首脳級(元、
首脳級を含む)・国際機関の代表等３００名程度の参加を予定。日本
政府も開催に協力（ 月 日閣議了解）12 15
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参考

第１回アジア・太平洋水サミットについて

１．主 催：アジア・太平洋水フォーラム（会長：森喜朗元内閣総理大臣）
第 回アジア・太平洋水サミット運営委員会1

２．目 的：水関連政策を統括する立場にある各国政府首脳級及び国際機関代
表等を含めたハイレベルが、水に関して幅広い意見交換を行い、
水問題の重要性を認識し、相互に協力して取り組むことにより、
世界の水問題の解決やアジア地域における国連ミレニアム開発目
標などの達成を図る。

３．位置づけ：アジア・太平洋地域諸国における水問題の解決を目的とする非営
利のネットワーク組織「アジア・太平洋水フォーラム」の重要な
活動の一つとして開催される国際会議

４．経 緯：
( )平成 年 月 日、第 回世界水フォーラムのアジア・太平洋a 18 3 21 4
の日において橋本龍太郎元首相より、アジア・太平洋水フォーラ
ム設立宣言

( )平成 年 月 日、マニラにてアジア・太平洋水フォーラム発b 18 9 27
足式典 「第 回アジア太平洋水サミット」の開催を決定。。 1

５．開催内容
( )会 期： 年 月 日（月 、 日（火）a 2007 12 3 4）
( )開催地：大分県別府市 ビーコンプラザb
（大分県立別府コンベンションセンター／別府市民ホール）

６．参加予定者及び規模
アジア・太平洋諸国の政府首脳級及び国際機関代表等を含むハイ
レベル、水関係者の代表など、約 ～ 人程度200 300

７．招待国
アジア太平洋諸国 ヶ国及び 地域（日本を含む）47 2

８．日本政府の対応
本サミットが所期の目的を達成するため、その円滑な実施につい
て、政府が必要な協力を行うことについて平成 年 月 日18 12 15
に閣議了解された（国土交通省、外務省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、環境省の共同請議 。）
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