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 資料－８  

ＩＣＩＤ第 53 回国際執行理事会及び第 18 回総会について 

 

１．期  間     2002年 7 月 21 日（日）～7月 28 日（日） 

                  21日～24 日     ：各委員会、部会 

                  25日～26 日，28 日：総会 

                  27日           ：国際執行理事会 

 

２．場  所     カナダ  モントリオール 

 

３．出席予定者  ＩＣＩＤ日本国内委員会 中村委員長 

林田事務局長（農村振興局事業計画課長）他 

            ＩＣＩＤ本部          谷山副会長 

 

４．国際執行理事会 

 

主要議題及びその内容 対応方針案 

１．事務局長報告 
  （１）第52回国際執行理事会及びソウル宣言 

・2001年9月に第 52回国際執行理事会（ＩＥＣ）、第1回アジア地域会議が韓

国（ソウル）で開催された。併せてＩＥＣに先立ち、全てのＩＣＩＤの部会及び委員
会が年次会合を開催した。 
・アジア地域会議では、152の研究論文が発表され、このうち約3分の1が、

アジアにおける稲作の重要性を反映して稲作かんがいについて触れてい

る。 
 
  （２）ＩＣＩＤのアクティブメンバー 

・現在ＩＣＩＤのネットワークは、98 カ国に広がっており、このうちアクティブメン

バーは 69カ国である。 
 
  （３）ＩＣＩＤ本部の活動 

①5 つの部会がウェブページを開設 
②若手かんがい技術者フォーラム（ＹPF） 

・日本を含む 22 の国内委員会が YPFを設置。 
・第3回世界水フォーラム（WWF3）の準備段階として、各YPFに“水の声”

メッセンジャーの登録を要請。 
③「水、食料及び環境に関する対話」、世界水会議（ＷＷＣ）、世界水パートナ

ーシップ（ＧＷＰ）との連携 

 
承認 
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主要議題及びその内容 対応方針案 

  （４）持続可能な開発に関する世界サミット（WSSD）及び第 3 回世界水フォー

ラム（WWF3）への参画 
   ①WSSD 
    ・国際淡水会議（2001年 9月、ドイツ・ボン）に出席 
    ・持続可能な開発に関する準備委員会（CSD）に参加 
    ・ＷＳＳＤ閣僚級準備会合（2002年 5月、インドネシア・バリ）に参加 
   ②ＷＷＦ３ 
    ａ）タスクフォース 
      ・ＷＷＦ３のために、5 つのタスクフォースが活動しており、ＩＥＣにおい

てアリ・シャディ名誉会長が報告を行う。 
    ｂ）バーチャルウォーターフォーラム（ＶＷＦ） 
      ・ＷＷＦ３への貢献として、ＩＣＩＤは関連団体とともに 6 つのＶＷＦを主催

している。 
・2002 年 3 月に日本の滋賀県で開催された「アジア・モンスーン地域に

おける水田かんがいの多面的な役割」に関するＷＷＦ３プレシンポジ

ウムに事務局長が出席 
 
２．ＩＣＩＤ加盟申請 
    ・チャド国内委員会の加盟申請について検討 
 
３．評議会（ＭＢ）、戦略計画・組織委員会（PCSPOA）、財政委員会（PFC）、技術

活動委員会（PCTA）の報告 
    ・７月20～24日に評議会・各委員会が開催 
    ・評議会・各委員会の報告書の検討と承認 
 
４．ＩＣＩＤ規約の改正 
   ①規約 10．2（ａ）及び関連規約の改正提案に関する特別委員会の報告書 

・特別委員会の報告書の検討と承認（参考－１） 
   ②規約 2．1及び 2．7の改正に関する事務局長提案 
    ・事務局長からの改正提案の検討と承認（参考－２） 
 
 
５．今後の会議予定 

・2007年 第58回国際執行理事会（IEC）に関して、パキスタン国内委員会、

ナイジェリア国内委員会の両国が開催申請 
・第３回アジア地域会議に関して、マレーシア国内委員会が 2006 年の開催

申請 
 
６．会長及び副会長の選出（参考－３） 

 ・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、会長及び  

3名の副会長の選出を行う。 
 ・会長はエジプト、マレーシアの 2 カ国、副会長はインドネシア、ウクライナ、

ロシア、中国、パキスタン、ナイジェリア、スイス、インドの8カ国から立候補 
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５．総 会 
   
  ○総会テーマ：「不足する水、増加する人口と環境負荷のもとでの食料生産」 

・今後25年間で、世界人口は約 20億人増加し、食料生産の需要が増加する。このことは、

増加する人口に対応するべく現行の農業生産システムが直面する課題である。 
・将来の食糧増産の鍵は、水・土地における生産性の向上と、かんがい地域における水・

土地管理手法の向上である。しかしながら、これらのすべては、経済発展や人口の増加

の程度及び環境への負荷をより高めることになる。もし、水・土地資源の開発・管理を

慎重に行わなければ、食料増産は持続的に行われないことになる。 
・これらの持続的開発に関する課題は、農業、生活、工業部門からの低質の水のリサイク

ルを通じた水質の回復と農業に関連する汚染の縮小を緊急に行うことである。これらの

問題は、農業生産とそれが資源に与える影響とを調整するのに役立つ。 
    ・不足する水のもとで、農業生産の需要を満たしつつ環境問題に対応した、有効な農業用

水管理システムを計画・運営するために活動することはかんがい排水分野の専門家の試

みである。 
 
 
   （１）課題 50 

「限りある水資源と人口増加によって影響を受ける食料生産、貧困緩和及び環境上の

課題」 
     副課題  
      ①2020年までの農業用水の利用可能性の推定と傾向 
      ②不足する水資源を管理するための経済政策と法的手段 
      ③かんがい効率と管理の改良のための技術 
      ④かんがい排水における参加型管理 
      ⑤様々な産業部門と環境における水利用の競合 
      ⑥低品質水によるかんがい用水供給の補足 
   （２）課題 51 
      「潅漑、排水および洪水調節の統合と管理」 
     副課題 
      ①国家と地方の政策の要素 
      ②土地と水資源の統合的な開発・管理 
      ③水部門におけるかんがい排水と洪水管理戦略の実行 
      ④意志決定への利害関係者の参加 
      ⑤水資源開発のための人口統計学 
   
   （３）スペシャルセッションテーマ：「かんがい排水と洪水管理の研究開発」 
 
   （４）シンポジウム：「かんがい排水部門における民営化」 
 
   （５）スペシャルイベント：「2025年までの水、食料と農村開発のための世界ビジョン」 
 
   （６）セミナーテーマ：「かんがい排水と洪水管理システムの失敗からの学習」 
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６．Feature Session 
 

○日本国内委員会が中心となって特別セッションを開催する予定 
  ①テーマ：第３回世界水フォーラム 
  ②議 長：中村国内委員会委員長 
  ③目 的：ＷＷＦ３に向けた日本の取組み状況等について説明 
 
○プログラムの内容 
（１）セッションの目的 
（２）ICID 本部の取組み 
（３）日本国内委員会等の取組み 
（４）「水と食と農」大臣会議について 
（５）意見交換 
（６）取りまとめ 
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参考－１ 

 

規約 10.2(a)および 13.2(d)改正案  
 

現行 改正案（下線部）  
10.2(a)「非加盟国の国民は、個人としてで
あれ、そのそれぞれの政府あるいは独立し

た組織によって選ばれてであれ、規約10.

１に従って参加を許された場合は、加盟国

の国民に定められた正規参加費の1.5倍の

参加費を支払うものとする。参加費の増額
分の半分は開催国の国内委員会によって中

央事務所に送金され、残りの半分は開催国

の国内委員会が保持するものとする。」 

 

 
10.3(d)「ICIDから脱会したと見なされる

ものとし、その結果として、国際執行理事

会、地域会議、総会などへの出席の際、ICID

非加盟国と同様の参加費、すなわち加盟国

に定められた参加費よりも50パーセント
高い参加費を支払う義務があるものとす

る。参加費の増額分の半分は開催国の国内

委員会によって中央事務所に送金され、残

りの半分は滞納会費が支払われるまで開催

国の国内委員会が保持するものとする 

10.2(a)「非加盟国の国民は、個人としてで
あれ、そのそれぞれの政府あるいは独立し

た組織によって選ばれてであれ、規約10.

１に従って参加を許された場合は、加盟国

の国民に定められた正規参加費の1.5倍の

国際執行理事会が定める増額された参加費
を支払うものとする。参加費の増額分の半

分は開催国の国内委員会によって中央事務

所に送金され、残りの半分は開催国の国内

委員会が保持するものとする。」 

 
10.3(d)「ICIDから脱会したと見なされる

ものとし、その結果として、国際執行理事

会、地域会議、総会などへの出席の際、ICID

非加盟国と同様の参加費、すなわち加盟国

に定められた参加費よりも50パーセント
高い国際執行理事会によって定められる増

額された参加費を支払う義務があるものと

する。参加費の増額分の半分は開催国の国

内委員会によって中央事務所に送金され、

残りの半分は滞納会費が支払われるまで開
催国の国内委員会が保持するものとする 
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参考－２ 

 

規約2.1 及び 2.7 改正案 

 

現行 改正案（下線部）  
2.1 役員会: 理事会に出席する全ての役員、名誉

会長、名誉副会長および名誉事務局長は本委員会

または役員会の一員であり、国際執行理事会の前

に非公式の会議をし、規約 (2)に従ってなされた

指名を全て検討した後、規約 (2.7)に示されてい

る考慮すべき事項にそって空席を埋めるため理事

会に候補者を推薦することとする。この会議の推

薦を考慮して理事会は公認役員を選出する。 

 

2.7 役員会の推薦: 役員会が会長、副会長の選任

について理事会にその推薦をなすための指針とし

て考慮すべき事項を次に揚げる。 

(a) 運営上および構成上必要とされる事項である

会長1名と副会長9名の10席のポストは、各地域

間に不公平のないように、またできる限り参加国

の多い地域に配分するものとし、一時に一ヶ国で

（会長または副会長の）2つ以上のポストを占めて

はならず、1つの地域が会長職を含め、全職のうち

その地域に配分された数以上のポストを占めては

ならない。 

(b) 候補者が所属する国が委員会の加盟国となっ

てからの期間、および国内委員会もしくは候補者

が委員会の活動に関して行ってきた業績、国内委

員会の活動に加えて、候補者の国内および国際的

な活動が顕著に現れていることも重要である。た

だし、その国が地域会議、執行理事会または総会

の主催をしたかどうかは必ずしもその国の推薦者

の資格を付与するための必要事項とはならない。 

(c) 活動を推進するために適任とされた候補者の

ICID における全般分野または専門分野での必要性

と、推薦された者がかかる条件に適合しているこ

と。（委員会がその活動の分野で国際社会にサー

ビスを提供するという）委員会の総合的な関心が

常に優先する。 

(d) 推薦される者が、過去において本委員会の一

般事項および機能のために働いた時間と努力およ

び将来的に費やせる時間、努力および委任される

であろう業務への適合性。 

(e) 推薦される者の国内および国際的な地位と責

任の水準。 

2.1 役員会: 理事会に出席する全ての役員、名誉会長、

名誉副会長および名誉事務局長は本委員会または役員会

の一員であり、国際執行理事会の前に非公式の会議をし、

規約 (2)に従ってなされた指名を全て検討した後、規約 

(2.7)に示されている考慮すべき事項にそって空席を埋

めるため理事会に候補者を推薦することとする。この会

議の推薦を考慮して理事会は公認役員を選出する。 

 

 

2.7 役員会の推薦: 役員会が会長、副会長の選任につい

て理事会にその推薦をなすための指針として考慮すべき

事項を次に揚げる。 

(a) 運営上および構成上必要とされる事項である会長 1

名と副会長9名の10席のポストは、各地域間に不公平の

ないように、またできる限り参加国の多い地域に配分す

るものとし、一時に一ヶ国で（会長または副会長の）2つ

以上のポストを占めてはならず、1つの地域が会長職を含

め、全職のうちその地域に配分された数以上のポストを

占めてはならない。 

(b) 候補者が所属する国が委員会の加盟国となってから

の期間、および国内委員会もしくは候補者が委員会の活

動に関して行ってきた業績、国内委員会の活動に加えて、

候補者の国内および国際的な活動が顕著に現れているこ

とも重要である。ただし、その国が地域会議、執行理事

会または総会の主催をしたかどうかは必ずしもその国の

推薦者の資格を付与するための必要事項とはならない。 

(c) 活動を推進するために適任とされた候補者のICIDに

おける全般分野または専門分野での必要性と、推薦され

た者がかかる条件に適合していること。（委員会がその

活動の分野で国際社会にサービスを提供するという）委

員会の総合的な関心が常に優先する。 

(d) 推薦される者が、過去において本委員会の一般事項

および機能のために働いた時間と努力および将来的に費

やせる時間、努力および委任されるであろう業務への適

合性。 

(e) 推薦される者の国内および国際的な地位と責任の水

準。 
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参考－３ 

会長及び副会長の選出について 

 

１．会長候補者 

番号 氏   名 国 
1 Dr. Dia El-Din Ahmed El Quosy エジプト 

2 Dato' Ir. Hj. Keizrul bin Abdullah マレーシア 

※ 会長定員１名の選出は、上記２名の候補者から行われる。 

※ 現会長はＰｒｏｆ．ｄｒ．Ｂａｒｔ Ｓｃｈｕｌｔｚ  オランダ（1999‐2002） 

 

 

２．副会長候補者 
番号 氏   名 国 
１ Mr. Syaiful Mahdi インドネシア 
２ Prof. Peter Kovalenko ウクライナ 
３ Dr. A. V. Kolganov ロシア 
４ Mr. Cai Lingen 中国 
５ Engr. Riaz Ahmad Khan パキスタン 
６ Eng. I. K. Musa ナイジェリア 
７ Prof. Andre Musy スイス 
８ Mr. S. V. Sodal インド 

 ※副会長３名の選出は、８名の候補者から行われる。 

 ※改選対象者は以下の3 名である。 

  ① Sr. Ricardo Segura Graino、スペイン（1999‐2002） 

  ② Ir. Keizrul bin Abdullah、マレーシア（1999‐2002） 

  ③ Prof. L. Ligetvari、ハンガリー（1999‐2002） 

 

３．第53 回国際執行理事会において改選されない副会長。 

   ①．Dr. Soon-kuk Kwun、韓国（2000‐2003） 

   ②．Dr. C. Madramootoo、カナダ（2000‐2003） 

   ③．Dr. H. Malano、オーストラリア（2000‐2003） 

   ④．Dr. S. Taniyama、日本（2001‐2004） 

   ⑤．Ing. Manuel Contijoch Escontria、メキシコ（2001‐2004） 

   ⑥．Dr. S. Nairizi、イラン（2001‐2004） 

 


