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１．第３回世界水フォーラムと
「水と食と農」大臣会議について

○第３回世界水フォーラム プログラム（案）

○世界の農業用水の現状と「水と食と農」大臣会議について

○「水と食と農」大臣会議勧告文における我が国の理念提案
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世界の農業用水の現状と「水と食と農」大臣会議について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界の農業用水の現状 世界の水議論と農業用水 

・ 持続可能な水資源の利用と開発  
・ 貧困者や衛生のための水の確保  
・ 農業用水の効率的利用 
・ 過度の水利用による環境破壊の進行 

 

「水と食と農」大臣会議 
３つのチャレンジの提案  

世界の水問題に対処するため、最大

の水利用者である農業用水を所管

する閣僚の共通認識を醸成 

水フォーラム閣僚級国際会議 
（閣僚宣言） 

農業用水は最大の水ユーザー  
・ 利用可能な淡水資源は地球の水の

0.8％  
・ 農業用水は水利用の７割を占める 

世界の人口増加が続く中、かんがいによる

食料供給の確保が必要  
・ 約２割のかんがい農地で世界の４割の

食料を生産  
・ 2000 年 60 億人→2025 年 80 億人に増

加、用水需要も増大 

農業用水と環境  
・ 過剰な利用により地下水の枯渇、河川

水の減少による断流、塩類集積等の問

題が発生  
・ 一方で、アジアの水田かんがいは環境

保全等多面的な役割を発揮 

生産性向上による貧困軽減 
・ 途上国の貧困は大半が農業の生産性の

低さが原因  
・ かんがい導入は貧困解消の有力な手段  

食料・水に関する世界的な背景  
○ 持続可能な開発に関する世界サミット

(2002年) 持続可能な農業と農村開発 

○ 国連ミレニアムサミット(2000年) 

農業の「青の革命」（水一滴当たりの農

業生産性向上）を提唱 
○ 世界食料サミット(1996年) 

栄養不足人口の縮減を提唱 

（参考）アジアの共同体による用水管理 

○ インドネシア（バリ島）の住民組織スバック

による水管理 
○ スリランカの連珠ため池の利用と管理  
○ カンボジアのコルマタージュと住民参加 
○ 日本の水土里ネット（土地改良区）による農

家の自主的な管理  

勧告文 

我が国の主張 

・ 水利用は地域や気候条件により多様（水田と

畑の特性の違い）  
・ かんがい施設の適切な管理と更新が重要（ス

トックの有効利用） 
・ 水の効率的利用にはアジア型の参加型かん

がいが有効（共同体による管理） 
・ 水田かんがいシステムの多面的機能を評価

すべき（環境保全機能等） 

２．水循環型社会の保全 

３．環境保全とパートナーシップ 

１．食料安全保障と貧困軽減 

アジアで初めての

世界水フォーラム 

会議開催のねらい 

水
田
か
ん
が
い
の
経
験
に
基
づ
く
ア
ジ
ア
の
視
点 



「水と食と農」大臣会議勧告文における我が国の理念提案

我が国からの理念提案

共共 生生
環境保全とﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ環境保全とﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

いのちいのち
食料安全保障と貧困軽減食料安全保障と貧困軽減

循循 環環
水循環型社会の保全水循環型社会の保全

新たな土地改良長期計画の成果目標 「水と食と農」大臣会議勧告文（案）の構成

１）＜食料安全保障と貧困軽減＞

• 食料安全保障と貧困軽減のための農業用水の開発と管理
の重要性

� 既設農業用水施設の適切な管理及び更新整備並びに新規
水資源開発の必要性

� 革新的で戦略的な投資の必要性及び先進国と途上国の国
際的支援の強化

２）＜水循環型社会の保全＞

• 水の利用と自然の回復力をバランスさせた健全で環境的に
持続可能な社会の次世代への継続

• 農業用水の多面的な役割と価値の評価及び水資源開発と
管理における考慮

• 地域の気候、環境、社会経済条件に適合した利用者の意識
を高める農業用水のガバナンスの向上

３）＜環境保全とパートナーシップ＞

• 農業生産が依存する土地と水のシステムの環境的調和の
維持

• 農業及び農業以外の水利用者間の相互理解と協力を強化
するための統合的水管理の促進

• 分野の違う利害関係者間のパートナーシップによる様々な
水利用を考慮した水資源開発と水の再配分の促進

安全で安心な｢食」を支える「農」の基盤づくり

農業用水や有機資源の循環の促進

人と自然が共生する美しいふるさとづくり

• 安定的な用水供給機能等の確保
既存ストックの有効活用
効率的な管理組織の育成強化

• 循環型社会の構築に向けた取り組み
地下水かん養などの広域的な水循環の形成
親水・景観・防火・消雪などの地域用水機能の提供

• 自然と農業生産が調和した豊かな田園自
然環境の創造
美しく心やすらぐふるさとの提供
生きもののにぎわいのある田園自然空間の提供

• 個性ある美しいむらづくり
快適な生活の場・いこいの場の提供
地域の個性を生かした魅力ある多様な村づくり

• 意欲ある農業経営体の育成支援
農地利用集積による経営規模の拡大
畑地かんがいによる経営強化

• 総合的な食料供給基盤の強化
優良農地の確保と水田汎用化
良質で多様な農産物の提供

-
４

-
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２ 「水と食と農」大臣会議の開催について．
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「水と食と農」大臣会議の開催について 

－第３回世界水フォーラムの開催にあわせて－ 

 

 

１．概要 

○第３回世界水フォーラムが来年３月に京都、滋賀、大阪で開催 

  ・世界の水問題解決をめざし、水に関するあらゆる分野の人が集まり、水不足、

水質汚染、洪水等について討議する場。 

・共催：世界水会議（会長：アブザイド・エジプト水資源かんがい大臣） 

第 3回世界水フォーラム運営委員会（会長：橋本龍太郎元総理） 

 

○水フォーラムでは、世界の水関係閣僚による閣僚級国際会議を開催 

・１００ヶ国以上から水を所管する様々な閣僚が参加の予定 

 

○この機会をとらえ、農業用水を所管する閣僚による「水と食と農」大

臣会議をＦＡＯと共催 

・食料生産や農業の多面的機能における農業用水の重要性を主張し、これらに

ついて共通認識を構築し、閣僚級国際会議に提言 

・ＷＴＯ農業交渉における友好国の拡充を期待 

 

○参加予定者 ４４ヶ国・国際機関に招待状を発出済み 

・アジアを中心に地域バランスと日本との協力関係を考慮して選定 

・現時点（１２月２６日）で３３の国・国際機関が参加を表明 

 

２．第３回世界水フォーラム日程表 

２００３年３月 

16 17 18 19 20 21 22 23 

日 月 火 水 木 金（春分の日） 土 日 

                

         「水と食と農」 閣僚級 

         大臣会議 国際会議 

         （大津） （京都） 

 

各種セッション 

及びフェア



 

7

（参考）      世界水フォーラムについて 

 

１．世界水会議と世界水フォーラム 

・世界水会議は世界の水問題の解決に向けて、専門家、学会、国際機関

が中心となって、水に関する国際シンクタンクを目指して 1996 年に

設立（事務局：仏国マルセイユ、会長：アブザイド エジプト水資源

かんがい大臣）。 

・世界水会議は、3年ごとに世界水フォーラムを開催。 

 

２．世界の主要な水問題 

第２回世界水フォーラムの閣僚会議でとりまとめられた閣僚宣言（ハ

ーグ宣言）では、世界の主要な水問題として次の７つの課題を特定。 

１)安全な水の供給   ２)食料供給の確保  

３)生態系の保護    ４)水資源の共有  

５)危機管理      ６)水の価値の確立  

７)賢明な水管理 

 

３．過去の世界水フォーラム 

○第 1 回世界水フォーラム（開催年：1997 年 3月） 

開催国：モロッコ（マラケシュ） 

参加規模：約 500 名（63 カ国） 

 

○第２回世界水フォーラム（開催年：2000 年 3月） 

開催国：オランダ（ハーグ） 

参加規模：約 5,700 名（156 カ国） 

閣僚の参加は 104 ヶ国(124 人) 

うち、農業及び農業用水担当大臣の出席は 18 ヶ国 

 



　

地　　域 国　　　名 State Name 備  考
1 東ｱｼﾞｱ 韓国 Republic of Korea
2 東ｱｼﾞｱ 中国 People's Republic of China

3 東南ｱｼﾞｱ インドネシア Republic of Indonecia
4 東南ｱｼﾞｱ タイ Kingdom of Thailand
5 東南ｱｼﾞｱ フィリピン Republic of  the Philippines

6 東南ｱｼﾞｱ ベトナム Socialist Republic of Viet Nam

7 東南ｱｼﾞｱ マレーシア Malaysia
8 東南ｱｼﾞｱ カンボジア Cambodia
9 東南ｱｼﾞｱ ラオス Lao People's Democratic Republic

10 東南ｱｼﾞｱ ミャンマー The Union of Myanmar
11 中央アジウズベキスタン Republic of Uzbekistan
12 南ｱｼﾞｱ スリランカ Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

13 南ｱｼﾞｱ インド India
14 南ｱｼﾞｱ ネパール Kingdom of Nepal
15 南ｱｼﾞｱ バングラデシュ People's Republic of Bangladesh

16 南西アジア イラン Islamic Republic of Iran
17 南西アジア トルコ Republic of Turkey
18 南西アジア パキスタン Islamic Republic of Pakistan

19 西ｱｼﾞｱ ヨルダン Hashemite Kingdom of Jordan

20 西ｱｼﾞｱ シリア Syrian Arab Republic
21

アフリカNEPAD エジプト The Arab Republic of Egypt

22
アフリカNEPAD セネガル Republic of Senegal

23
アフリカNEPAD アルジェリア Democratic and People's Republic of Algeria

24
アフリカNEPAD ナイジェリア Federal Republic of Nigeria

25
アフリカNEPAD 南アフリカ Republic of South Africa

26 アフリカ スーダン Republic of the Sudan
27 アフリカ モロッコ Kingdom of Morocco
28 西欧 オランダ Kingdom of the Netherlands

29 西欧 ギリシャ Hellenic Republic
30 西欧 フランス共和国 French Republic
31 東欧 ポーランド The Republic of Porland
32 東欧 ルーマニア Romania
33 北米 メキシコ United Mexican States
34 北米 アメリカ合衆国 The United States of America

35 中南米 コロンビア Republic of Colombia
36 中南米 チリ Republic of Chile
37 中南米 ボリビア Republic of Bolivia
38 国際機関 国際農業研究協議グループ CGIAR
39 国際機関 国際水管理研究所 IWMI
40 国際機関 国際乾燥地農業研究センター ICARDA
41 国際機関 国際かんがい排水委員会 ICID
42 国際機関 世界銀行 WB
43 国際機関 アジア開発銀行 ADB
44 国際機関 世界水会議 WWC
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「水と食と農」大臣会議参加予定国
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３ 「水と食と農」大臣会議に係る非公式準備．
会合結果概要



 10

「水と食と農」大臣会議に係る非公式準備会合（IPM）結果概要 
 

 
（１）準備会合 
１）日  時 

・ 平成１４年１１月２７日（水）～２８日（木） 
２）場  所 

・ 三田共用会議所 
３）参加国等 

・ バングラデシュ、中国、エジプト、フランス、インドネシア、ラオス、

マレイシア、メキシコ、オランダ、フィリピン、韓国、セネガル、シ

リア、スリランカ、タイ、トルコ、アメリカ、ウズベキスタン、ベト

ナム、国際かんがい排水委員会（ICID）、国際水管理研究所（IWMI） 
・ 議長（日本・FAO） 

４）議事概要 
①第１日目（２７日） 

・ 太田農村振興局長歓迎挨拶 

・ 「水と食と農」大臣会議の概要とテーマの説明（農林水産省） 

・ バックグラウンド・ペーパーの説明（ＦＡＯ） 

・ 参加各国からのプレゼンテーション 
  ②第２日目（２８日） 

・ 勧告文要素の説明（農林水産省） 
・ 勧告文要素に関する討議 

 
（２）スタディ・ツアー 
 １）日  時 

・ 平成１４年１１月２９日（金） 
２）場  所 

・ 水資源開発公団 利根大堰、 
・ 国営利根中央地区ほか 

 
 
 



国　　　名
かんがい/農業担当

省
名前 高官役職

FAO 国連食糧農業機関 レト　フローリン 土地水開発部　課長

インドネシア共和国 居住地域インフラ省 モハマッド　アマロン 水資源総局官房長

タイ王国 農業協同組合省 チャルーン　カモイラタナ 王室かんがい局 審議官

フィリピン共和国 農業省（国家灌漑庁） イシドロ　ディガル 国家灌漑庁次官

ベトナム社会主義共和
国

農業農村開発省 ダオ　ディ　ロック 国際協力局高等専門官

マレーシア国 農業省
アーマド　ファド　ビン

エンビ
かんがい局次長

ラオス人民民主共和国 農林省 シタハン　ラスポン 副大臣

大韓民国 農林部 クワン　スンピル 農村振興局開発政策課長

中華人民共和国 水利部 メン　ジンミン 国際合作与科学技術副司長

ウズベキスタン共和国 在京ウズベキスタン大 ミルソビット　オチロフ 大使

シリア・アラブ共和国 在京シリア大 キサラ　ムハマッド アタッシェ

スリランカ民主社会主
義共和国

かんがい水管理省 ダルマセーナ かんがい局長

バングラディシュ人民
共和国

水資源省 ムキヒエ　ウザマン 水開発局長

エジプト・アラブ共和国 水資源かんがい省 カンディル　ヒシャム 技術情報課長

セネガル共和国 農業畜産省 ムッサ　バカハヨホ 技術顧問

トルコ共和国 外務省 ミハット　レンデ 地域水課長

アメリカ合衆国 在京アメリカ大 キャサリン　イーガン アタッシェ

メキシコ合衆国 在京メキシコ大 セルジオ　インクラン 参事官

フランス共和国 在京フランス大 アラン　ヴェルディエ 農業アタッシェ

オランダ王国 農業･自然管理･水産省 Ｇ．Ｇ．Ｊ．　ティセン 国際業務局　課長補佐

IWMI 国際水管理研究所 ラリット　ダサナイケ WWF3事務局職員

ICID
国際かんがい排水委員
会

谷山　重孝 副会長

「水と食と農」大臣会議準備会合主要出席者
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議論の概要 
「水と食と農」大臣会議のための非公式準備会議 

２００２年、１１月２７日 
東京、日本 

 
.  

２００２年１１月２７日東京にて、日本国農林水産省（MAFF）と国連食料農業機関

（FAO）は、第３回世界水フォーラム期間中の２００３年３月２１日に開催される「水

と食と農」大臣会議に係る非公式準備会議（IPM）を主催した。IPM には２０ヵ国・３

国際機関の代表からなる約５０名が参加し、農水省と FAO の事務局が共同議長を務め

た。 
 
 開会挨拶に当たり、太田信介農村振興局長は参加者の協力に感謝の意を表した後、増大

する食料需要と貧困削減に対応する農業用水の持続的開発と適切な管理の重要性を呼びか

けるとともに、農業用水管理の効率性を改善するための行動に関する国際的議論において

は、農業用水利用の地域的多様性とその多面的役割を考慮する必要性を強調した。 
 
 農水省事務局雑賀室長は、「水と食と農」大臣会議のアウトライン案と閣僚級国際会

議との関係（水フォーラム中の２２・２３日開催）について議論し、アジェンダ案、議

論テーマ（食料増産のための農業用水の効率的利用、農業用水と環境、農村開発のため

の水を含む）を示した。 
 

FAO のレトフローリン氏より、食料生産におけるかんがいの重要な意義（全耕作地

の２０％にも満たないかんがい農地が、世界全体の食料生産の４０％を担っているこ

と）について説明し、世界の栄養失調人口の状況を改善するためにはかんがい事業への

投資が必要であることを強調した。また、地域における水管理組織の再強化とともに、

水の供給主導型から需要主導型へシフトするかんがい管理の近代化が必要であること

を力説した。 
 
 IPM の各参加者より、各国の農業用水に係る現状、水政策、近年の課題、「水と食と

農」大臣のアウトカム、すなわち、大臣勧告文に含まれる要素について発表した。  
大臣勧告文の要素について、農水省事務局による提案を基に下記のようなコメントと示

唆がなされた。 
・ 勧告文は、すっきりとして強い声明であるべきである。 
・ 勧告文作成の過程は、閣僚級国際会議の閣僚宣言文に反映させるべく戦略的

に思料されるべきである。 
・ 勧告文はローマ食料サミット、ハーグ第２回世界水フォーラム、ボン国際淡

水会議、ヨハネスブルグ持続可能な開発に関する世界サミットにおける過去

の宣言文を踏まえるべきである。 
・ 勧告文は、挑戦又は課題、ターゲット、勧告する行動計画で構成されること

が可能である。 
・ 勧告文は、行動を誘発させるための財政的メカニズムと仕組みと強い公約を

伴うべきである。 
・ 勧告文は、一般規定に限定すべきであり、全ての参加国が合意できるもので
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あるべきである。特別な公約や仕組みを合意させるようなものを作成するこ

とは困難であろう。 
・ 食料生産と貧困削減のための農業用水の役割、全ての者に対するきれいな水

のアクセスの必要性にハイライトを当てるべきである。 
・ 農業用水の多面的役割とその価値が強調されるべきである。 
・ 地域の特性や文化の違いを考慮して、適切な経済的インセンティプ、採用可

能な管理技術を含む水の生産性を改善する手法が促進されるべきである。 
・ 多目的水資源開発は、限りある水資源の効率的利用に不可欠である。 
・ 環境保全は農業用水の開発と管理を行う上で考慮されるべきである。 
・ 現存するかんがい施設の更新とともに、ダムや地下水を含む新規水資源の持

続的開発は不可欠である。 
 
 最後に、農水省事務局は、２００２年１２月１５日までに勧告文の一次ドラフトを作成

し「水と食と農」大臣会議に招待された全ての国と国際機関に配布し、2003 年３月 18 日

の「水と食と農」高官級会議において最終的な調整を行う旨を提案した。2003 年 1 月 30・
31 日に開催される閣僚級国際会議の第２回 IAM の機会を捉え、この会議の第２回 IPM を開

催することが提案された。第２回 IPM を開催する可能性については、今後の勧告文ドラフ

ト形成プロセスと各国・国際機関の意向を考慮することとした。 
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Summary of Discussion 
Informal Preparatory Meeting for 

 Ministerial Meeting on “Water for Food and Agriculture” 
27 November 2002 

Tokyo, Japan 
 
The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF) and the 
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) on 27 November 
2002 hosted an Informal Preparatory Meeting (IPM) for the Ministerial Meeting 
on “Water for Food and Agriculture” (MM on WFA) to be held in Japan 21 March 
2003 during the Third World Water Forum (WWF3). About 50 participants 
representing 20 countries and 3 international organizations participated in this 
IPM meeting held in Tokyo and co-chaired by the secretariat of MAFF and FAO.  
 
In his opening speech, Mr. Shinsuke Ota, Director General of Rural 
Development Bureau of MAFF, after expressing his appreciation to all 
participants for their contributions, addressed the importance of sustainable 
development and appropriate management of agricultural water in meeting the 
growing demands for food and in alleviating poverty. He also stressed the 
necessity of taking into account the regional diversity of agricultural water use 
and its multiple roles in international discussions on actions to improve the 
efficiency of agricultural water management. 
 
Mr. Yukiya Saika, the MAFF secretariat, discussed a draft outline of the MM on 
WFA and its relation with the Ministerial Conference (MC), which will also be held 
22 and 23 March 2003 during the WWF3. He then presented a draft agenda for 
MM on WFA and themes for discussion, including the “efficient use of agricultural 
water for increased food production”, “agricultural water use and the 
environment”, and “water for rural development”. 
 
Mr. Reto Florin, the FAO secretariat, made a presentation about the significant 
role of irrigation in producing food (irrigation with less than 20 percent of 
cultivated land contributes 40 percent to overall food production), and 
emphasized the necessity of investment on irrigation projects to improve the 
situation of under-nourished people in the world. He also stressed the necessity 
of modernizing irrigation management such as a shift from supply-driven to 
demand-driven water management as well as the reinforcement of local 
managing water institutions. 
 
Each participant of IPM presented his/her country’s present situation concerning 
agricultural water, such as water policy and current issues, as well as elements 
to be included in the outcome of MM on WFA, the Ministerial Recommendations 
(MR).  
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Regarding the elements of MR, the following comments and suggestions were 
made on the draft proposal by the secretariat of MAFF:  
 

・ MR should be short with clear and strong statements. 
・ The process of producing MR should be strategically considered in 

order to ensure the contents of MR are reflected in the Ministerial 
Declaration (MD) of MC. 

・ MR should build on past declarations such as that of the World Food 
Summit in Rome, the Second World Water Forum in The Hague, the 
International Conference on Freshwater in Bonn, the World Summit on 
Sustainable Development in Johannesburg. 

・ MR can be constituted with challenges or issues, targets and 
recommended plan of action. 

・ MR should be action oriented with financial instruments and 
mechanisms for accomplishment and with strong commitments.  

・ MR should be limited to a general prescription and should be 
agreeable by all participating countries. It would be difficult to produce 
agreeable specific commitments and mechanisms. 

・ Partnership for capacity building and knowledge sharing between 
developed and developing countries should be promoted 

・ The role of agricultural water for food production and poverty 
alleviation and the necessity of access to clean water for all should be 
highlighted. 

・ The multiple uses of agricultural water and their values should be 
emphasized.  

・ Measures to improve water productivity including appropriate 
economic incentives and affordable management technologies should 
be promoted taking into account regional characteristics and cultural 
differences. 

・ Multipurpose development of water resources is indispensable for 
efficient utilization of limited water resources. 

・ Conservation of the environment should be considered in developing 
and in managing agricultural water. 

・ Integrated water resource management with the participation of all 
stakeholders, which promote a shift to demand driven management, is 
important. 

・ The sustainable development of new water resources including dams 
and groundwater is essential as well as rehabilitation of existing 
irrigation facilities. 

・ Negative impacts of agricultural water uses such excess ground water 
exploitation should be mitigated. 

 
Finally, the MAFF secretariat proposed to develop a first draft of MR and to 
distribute it to all invited countries and international organizations to MM on WFA 
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no later than 15 December 2002 by e-mail or fax, and to finalize the drafting at 
the Senior Officials Meeting for MM on WFA on 18 March 2003. A 2nd IPM on the 
occasion of the 2nd Informal Advisory Meeting for MC on 30 and 31 January 
2003 was also proposed. The possibility of holding a 2nd IPM will be considered 
by taking into account progress made in drafting MR and interests of countries 
and international organizations. 
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４ 「水と食と農」大臣会議勧告文(案)について．
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(First Draft; December 20, 2002) 
Ministerial Recommendation 

adopted by the Ministerial Meeting on Water for Food and Agriculture 
Third World Water Forum 

Otsu, Shiga Prefecture, Japan, 21 March 2003 
(第一次素案 12 月 20 日、2002 年) 

第３回世界水フォーラム 

「水と食と農」大臣会議において採択された大臣勧告（案） 

大津、滋賀県、日本、2003 年３月２１日 

 
We, ministers responsible for water for food and agriculture and the 
representatives of countries and international organizations assembled at 
the Ministerial Meeting on Water for Food and Agriculture in Otsu, Shiga 
Prefecture, Japan on 21 March 2003, at the invitation of the Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan and the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 
我々、食料と農業のための水を所管する大臣、国及び国際機関の代表は、２０

０３年３月２１日、日本国滋賀県大津市において、日本国農林水産省及び国連

食料農業機関の招待による「水と食と農」大臣会議に参加した。 
 
We assert herein our common determination and strong commitments to 
concretize recommendations adopted at the World Food Summit in Rome, 
the Second World Water Forum in The Hague, the International Conference 
on Freshwater in Bonn, the World Summit on Sustainable Development in 
Johannesburg. 
我々は、ローマ世界食料サミット、ハーグ第２回世界フォーラム、ボン国際淡

水会議、ヨハネスブルク持続的開発世界サミットで採択された勧告を具体化す

る我々の共通した決意と強力な公約をここに示す。 

 
Three challenges ３つの挑戦 
(Food security and poverty alleviation) 
（食料安全保障と貧困軽減） 
1. We will further reinforce the development and management of water for 

agriculture that will continue to be vital in meeting the growing and 
changing demand for food, and in alleviating poverty and maintaining 
economic growth. 
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我々は、増大し変化する食料の需要を満たし、貧困の軽減と経済成長を維持

するうえで、今後とも極めて重要な農業用水の開発と管理を更に強化する。 
 

(Conserving societies of sustainable water use) 
(水循環型社会の保全) 

2. We will make every effort to balance water usages with the natural 
recharge of water, and to leave a legacy of healthy, environmentally 
sustainable societies in terms of water use to future generations. 
我々は、水の利用と自然の回復力をバランスさせ、水利用について健全で環

境的に持続可能な社会という遺産を次世代に引き継ぐあらゆる努力を行う。 
 

(Environmental conservation and partnership)  
（環境保全とパートナーシップ） 
3. We will strongly support efforts to enhance mutual understanding and 

cooperation among all stakeholders to maintain the environmental 
integrity of the land and water systems upon which agricultural 
production depends. 
我々は、農業生産が依存する土地と水のシステムの環境的調和を維持するた

めに、全ての利害関係者間の相互理解と協力を強化する努力を強く支持する。 
 

Basic recognition 基本認識 
4. We recall that in the latter half of the 20th century, significant public and 

private investment in agriculture water development has resulted in 
much needed productivity gains, has closed food security gaps and has 
contributed substantially to avoiding starvations in large parts of Asia 
and the Middle East. 
我々は、２０世紀の後半、農業用水開発における公共及び民間部門による意

義ある投資が、必要とされた生産性の向上を図り、食料安全保障上のギャッ

プを埋め、アジアや中東の大部分において飢餓を回避することに貢献したこ

とを思い出す。 
 

5. We take account that agricultural production and its water uses depend 
heavily on climatic and environmental conditions, which gives  
agricultural water diverse characteristics unique to each region.  
我々は、農業生産とその水利用は気候や環境条件に大きく依存し、そのこと

が、農業用水にそれぞれの地域に特有の多様な性格を与えていることを考慮
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する。 
 

6. We recognize that agricultural water has an aspect of both an economic 
good and a public good, and thus provides a broad spectrum of functions 
related to society, culture and environmental conservation more than 
mere commodity production.  
我々は、農業用水には経済財と公共財の両方の側面があり、それ故、単なる

生産物の生産を超えて、社会、文化、環境保全と関連する幅広い機能を提供

していることを認識する。 
 

7. We note that in some regions agricultural water use has gone beyond the 
limits of sustainable water resource exploitation, which will require 
alternatives to be considered. 
我々は、いくつかの地域において、農業用水が水資源の持続可能な利用の限

界を超えていること、そしてその代替措置の検討が必要とされていることを

留意する。 
 

Plan of concrete actions 具体的行動計画 
8. We state that achieving the objectives of food security and poverty 

alleviation for an increasing world population will require innovative and 
strategic investment in order to sustain productivity gains and create 
new opportunities for development and management of water resources. 
我々は、食料安全保障と貧困軽減の目標を達成するには、生産性の向上を持

続させ、水資源の開発と管理の新たな機会を創設するための革新的で戦略的

な投資が必要であることを声明する。 
 

9. We continue to make our effort for the sustainable development of new 
water resources as well as the appropriate management and 
rehabilitation of existing agricultural water facilities, which is essential 
to secure water for food production and poverty alleviation. 
我々は、食料安全保障と貧困軽減のための水を確保するために不可欠である

現存する農業用水施設の適切な管理と更新整備とともに持続的な新規水資

源開発に対する努力を継続する。 
 

10. We reaffirm our common determination and strong commitment for 
progressive modernization from supply- to demand-driven of the 
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agricultural water management, and more adapted to local climatic, 
environmental and socio-economic conditions. 
我々は、供給主導型から需要主導型に向けた、地域の気候、環境、社会経済

的状況により適合した農業用水管理の漸進的な近代化に対する共通の決意

と強い公約を再確認する。 
 

11. We state that multiple roles of agricultural water and their values must 
be appropriately evaluated and considered into worldwide deliberations 
on implementing water resource development and management. 
我々は、農業用水の多面的な役割とその価値は適切に評価され、水資源の開

発と管理を実施することについての世界的規模の議論で考慮されるべきで

あることを主張する。 
 

12. We will promote governance of agricultural water that raises the 
awareness and responsiveness of users about water productivity, efficient 
management, and equitable allocation by means of economic incentives, 
technological improvement, institutional reform, water re-use, and 
appropriate cultivation methods, taking into account regional differences. 
我々は、地域の違いを考慮して、経済的インセンティブ、技術的改善、組織

改革、水の再利用、適切な耕作といった手法により、水の生産性、効率的管

理、公平な分配について利用者の意識と反応を高めるような農業用水のガバ

ナンスを促進する。 

 
13. We recommend that the development of water resources should take into 

account a variety of water uses such as food production, hydroelectric 
power generation, water supply for municipalities and industries, flood 
control, navigation, and sustenance of fish and wildlife, to facilitate 
efficient utilization of limited water resources according to different 
regional demand for water. 
我々は、限りある水資源の効率的利用のために、地域の水需要の状況に応じ

て、農業生産、水力エネルギー、都市や工業用水、洪水調整、船舶交通、魚

類や野生生物の維持等の様々な水利用を考慮した水資源開発を推薦する。 
 

14. We will promote integrated water resource management based on the 
bottom-up approach with the participation of all stakeholders including 
women within a water cycle basin to enhance mutual understanding and 
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cooperation among various agricultural and non-agricultural water 
stakeholders. 
我々は、農業及び農業以外の水利用者間の相互理解と協力を強化するために、

水循環流域において女性を含む全ての利害関係者によるボトムアップアプ

ローチを基礎とした統合的水管理を促進する。 
 

15. We will facilitate re-allocation of agricultural water to increasing demand 
for safe drinking water and adequate sanitation, when necessary, by 
extending efforts to foster partnership among different stakeholders. 
我々は、分野の違う利害関係者のパートナーシップを促進する努力を広げて

いくことにより、必要に応じて、増大する安全な飲料水や適切な衛生への需

要へ農業用水を再配分することを促進する。 
 

16. We allege our commitment in finding proper financial mechanisms to 
support economic development and poverty alleviation in rural areas, 
while targeting sustainable water management. 
我々は、持続可能な水管理をターゲットとして、農村地域の経済発展と貧困

軽減を支援する適正な財政的メカニズムを検討する我々の公約を主張する。 

 
17. We will make every effort to foster international partnership between 

developed and developing countries through appropriate financial and 
technical assistance and capacity-building for developing countries to 
achieve sustainable development and good management of agricultural 
water. 
我々は、農業用水の持続的開発と良き管理を達成するために、資金や技術協

力及び能力開発の途上国に対する支援により、先進国と開発途上国間の国際

的パートナーシップを促進するあらゆる努力を行う。 
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５．閣僚級国際会議の準備状況
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議事要約 
閣僚級国際会議に関する第１回非公式諮問会合 

2002 年 11 月 25 日 
国立京都国際会館（京都市） 

 
 
 

日本政府は第 3 回世界水フォーラム閣僚級国際会議の準備に向けて、関心を示した海外

の水の専門家を招請した。その結果、40 の国および国際機関から約 70 の専門家、日本政

府からは 40人の参加者が 2002 年 11 月 25 日に開催された閣僚級国際会議に関する第１回

非公式諮問会合（IAM-1）に会した。西村六善外務省地球環境問題担当大使、小林正典世

界水フォーラム関係省庁会議議長兼国土交通省土地・水資源局水資源部長が共同で議長を

務めた。 

 

日本政府は閣僚級国際会議の概要を説明した。説明内容は、(1)基本概念（オーナーシッ

プとパートナーシップ）、(2)期待される成果（閣僚宣言および Blueprint for Action）、(3)並

行して開催される 5 つの分科会（安全な飲料水と衛生、食料と農村開発のための水、水質

汚濁防止と生態系の保全、災害軽減と危機管理、水資源管理と便益の共有）、(4)その他重

要な連絡事項等であった。 

 

参加者は閣僚級国際会議がヨハネスブルグの「持続可能な開発に関する世界首脳会議」

をフォローアップする機会であることを認識した。「WEHAB」をとりあげたこの世界首脳

会議は、これまでのボン淡水国際会議、国連ミレニアムサミット、ハーグの第 2 回世界水

フォーラム閣僚級会議で展開された国際的な議論に基づいたものであった。ミレニアム開

発目標や WSSD 実施計画文書で掲げられている、安全な飲料水と基礎的な衛生施設へのア

クセスが確保されていない人口比率を半減する等の目標はすでに設けられているので、そ

れらを実行に移すことが重要であるとの意見があった。これに関連して、モニタリングの

重要性やそのための適切な指標の開発が指摘された。日本政府はこれらの意見を記録した。 

 

閣僚宣言については、会議に向けての閣僚の準備のため、早急に草案を示すよう一部の

参加者から要望された。閣僚宣言が簡素ながら有意義なものとする必要性が指摘された。 

 

Blueprint for Action（仮称）について、閣僚級国際会議までにとりまとめられるよう、日

本政府は各国、国際機関が、単独またはパートナーシップに基づく、水分野における自発

的な貢献策を来年の 3 月上旬までに提出するよう要請した。質問に対して、日本政府は、

とりまとめにあたっては、閣僚級国際会議の開催後に実施されるかまたは実施が継続され

る貢献策である限り、すでに WSSD 等の機会に発表済のものでも受け付けると回答した。 
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並行分科会のテーマ案についても様々な意見があった。何名かの参加者は｢貧困軽減｣を

会議の包括的なテーマとして掲げる必要性を強調した。ボン会議で採用された分類すなわ

ちガバナンス、能力開発、資金の有効活用を検討するように、参加者数名から意見があっ

た。閣僚による議論に追加される課題として、砂漠化、地下水の過剰採取、都市化、気候

変動、洪水、旱魃等の水関連課題、そして保健、農業、エネルギー（例：水力発電）、交通

等の他分野と水との関係、さらにコミュニティー主体のイニシアティヴ、ジェンダー、需

要管理、政府と NGO の連携などが提案された。日本政府はこれらの意見に対して、日本

側が提案した 5 つのテーマにおける議論の中でこれら提案のあった課題を取り込むことが

できるので、5 つのテーマを基本的に維持したい旨の方針を明確に説明した。 

 

閣僚とフォーラム参加者との相互関係については、2003 年 3 月 21 日に予定されている

ダイアログとフォーラム成果の報告を活用したいと日本政府は説明した。NGO が閣僚会

議に参加することについて、全体会合は一般に公開され、関心のある NGO はギャラリー

の空席から傍聴ができると日本政府は説明した。 

 

分科会では、日本語、英語以外の通訳に加えてフランス語、スペイン語の通訳を追加す

るよう一部の参加者から要請があった。日本政府はこれについて前向きに検討することと

した。 

 

日本政府は、閣僚級国際会議に招聘されている国、国際機関に第 1 回非公式諮問会合の

議事要約を提供すること、第 2 回非公式諮問会合を 2003 年 1 月 30、31 日に東京で開催

することを発表した。 
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Summary of Discussions 
1st Informal Advisory Meeting for the Ministerial Conference 

25 November 2002 
Kyoto, Japan 

 
 

 
The Government of Japan invited foreign experts on water who had indicated 

interest in contributing to the preparatory process for the Ministerial Conference to be 
held on the occasion of the 3rd World Water Forum in Japan. As a result, about 70 
experts from around 40 countries and international organizations as well as about 40 
officials of the Japanese Government attended the 1st Informal Advisory Meeting 
(IAM-1) for the Ministerial Conference on 25 November 2002. Mr. Mutsuyoshi Nishimura, 
Ambassador in Charge of Global Environment, Ministry of Foreign Affairs and Mr. 
Masanori Kobayashi, Chairman of the Taskforce for the Ministerial Conference, Director 
General of the Water Resources Department, Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport of Japan jointly chaired the meeting. 

 
Japan presented an overview of the Ministerial Conference. The issues 

discussed were: (1) the basic concept (ownership and partnership), (2) the expected 
outcomes (the Ministerial Declaration and the Blueprint for Action (Tentative Title)), (3) 
the 5 proposed themes for the parallel sub-group meetings of Ministers (safe drinking 
water and sanitation, water for food and rural development, water pollution prevention 
and ecosystem conservation, disaster mitigation and risk management, and water 
resources management and benefit sharing), and (4) other substantive and procedural 
issues. 

 
Participants recognized the Ministerial Conference as an opportunity to follow 

up the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. The Summit, 
which featured “WEHAB”, built upon international debates such as the International 
Conference on Freshwater in Bonn, the UN Millennium Summit and the Ministerial 
Conference on the occasion of the 2nd World Water Forum in The Hague. A view was 
expressed that there was no need for additional objectives as there were already 
several including those stated in the Millennium Development Goals and the WSSD 
Plan of Implementation to halve the proportion of people without access to safe drinking 
water and basic sanitation, but that what was important was how to ensure the 
implementation. In this context, the importance of monitoring was emphasized and the 
development of relevant indicators was suggested. Japan noted these suggestions. 

 
As for the Ministerial Declaration, several participants requested Japan to 

provide them with an early draft for the preparation of Ministers for the Conference. The 
need to make the Ministerial Declaration a simple but meaningful one was pointed out. 

 
With respect to the "Blueprint for Action (tentative title)", Japan urged the 

countries and international organizations to provide their voluntary contributions in the 
field of water, either in partnership with others or unilaterally by early March next year, 
so that they would be compiled in time for the Ministerial Conference.  In replying to a 
question, Japan explained that any contribution will be accepted for compilation if it will 
be implemented or continue to be implemented after the Conference even if it was 
already announced before, at the WSSD or other occasions. 
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As for the proposed themes of the parallel sub-group meetings by the Ministers, 
various views were expressed. A number of participants emphasized that “poverty 
alleviation” should be an overarching theme for the Conference. Several suggested that 
the grouping at the Bonn Conference, i.e. governance, capacity building and finance 
should be considered. Additional topics proposed for discussion by the Ministers 
included: water related problems such as desertification, over-mining, urbanization, 
climate change, flood and drought; relationship between water and other sectors such 
as health, agriculture, energy (e.g. hydropower) and transport; community based 
initiatives, gender, demand management and cooperation between governments and 
NGOs. Japan took note of these proposals while clarifying that it intended to keep the 
proposed 5 themes in principle, as it thought actual discussions can take place 
accommodating these comments. 

 
For the interaction between the Ministers and the participants in the World 

Water Forum, Japan explained that it intends to utilize the dialogue scheduled for 21 
March 2003 and the presentation of the Forum conclusions to the Ministerial 
Conference. As for the question on the proposed participation of NGOs in the Ministerial 
Conference, Japan explained that the Plenary Session of the Conference would be 
open to the public and that interested NGOs would be able to observe from the 
available seats in the gallery. 

 
Several participants requested Japan to provide interpretation services for 

French and Spanish in addition to English and Japanese for the Sub-Group Meetings of 
the Ministers. Japan will consider their request in a positive manner. 

 
The Government of Japan announced that it would send to the countries and 

international organizations invited to the Ministerial Conference a summary record of 
the discussions of the 1st IAM-1 and that the 2nd Informal Advisory Meeting would be 
held on 30 and 31 January 2003 in Tokyo, Japan 
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閣僚級国際会議 
 

横断的テーマおよび期待される討議内容 
 

 

１．テーマ 

 

持続可能な開発のための自立と連携による水問題の解決（Addressing Water 
Issues through Ownership and Partnership for Sustainable Development）に向

けて、閣僚級国際会議の基本概念を下記のとおりとする。 

 

○「水に関するガバナンスと自助努力の強化」 

（Encouraging Governance and Ownership of Water Management） 

水管理に関する基本的責任を有する各国政府（途上国だけでな

く先進国も）が水管理に関するオーナーシップを確立することに

よって水に関するガバナンスを向上させる 

 

○「自助努力を支援する水パートナーシップの醸成」 

（Fostering Partnerships to Support Ownership） 

水管理は政府だけでなく全ての人の課題であるという理念、持

続可能な開発の鍵である水を中心として関連するセクターと連携

して取り組まなければ持続可能な開発は実現しないという認識、

グローバル化の進展により国際社会は水を媒介とする相互依存関

係にあるという現実等を踏まえ、各種の対等なパートナーシップ

の構築を水問題の解決につなげる 
 

 

２．期待される討議内容 

 

   水問題を 

     ○安全な飲料水と衛生 

     ○食料と農村開発のための水 

     ○水質汚濁防止と生態系の保全 

     ○災害軽減と危機管理 

     ○水資源管理と便益の共有 

の５つの切り口から、 

（１）ＷＳＳＤをフォローアップしつつ、 

（２）上記１．の横断的テーマを念頭において、 

（３）ガバナンス、能力開発に焦点を当て、 

（４）いかに、そしてどこに優先順位をつけ、 

（５）いかなる行動指向の取り組みを進めていくべきか 

を討議することが期待される。 



閣僚級国際会議において議論されるテーマ（案）閣僚級国際会議において議論されるテーマ（案）

持続可能な開発のための
自立と連携による水問題の解決

水に関するガバナンスと
自助努力の強化

自助努力を支援する

水パートナーシップの醸成

- 可能な行動 - - 可能な行動 -

� 安全な飲料水と衛生

� 食料と農村開発のための水

� 水質汚濁防止と生態系の保全

� 災害軽減と危機管理

� 水資源管理と便益の共有

-- 期待される討議内容期待される討議内容 --

�利害関係者の参加

�水以外の分野からの取り組み

�開発援助

�技術移転

�国際ネットワーク

�問題の特定

�意識の高揚

�能力の開発

�資金の有効活用

�戦略の確立

-
 
2
9
 
-



閣僚級国際会議に向けたテーマの流れ
第 2 回世界水フォーラム

閣僚級会議
（ 2000年、ハーグ）

持続可能な開発に関する世界首脳会議
実施計画文書

（2002 年、ヨハネスブルグ）

No.1

No.3

No.5

No.4

No.2

基本的なニーズへの対応

食料供給の確保

生態系の保護

水資源の共有

危機管理

水の価値の確立

賢明な水の統治

パラ8、25：安全な飲料水と衛生

パラ26：統合水資源管理、統合河川流域管理

パラ27資源の量および質の監視と評価

パラ28：水循環の科学的理解

パラ29：様々な国際機関、政府間機関での協力

パラ37：リスク評価、災害管理

パラ40：食料増産、食料安全保障と水資源管理

パラ24：生態系の保全と天然資源の管理

＃矢印は関係課題の強いつながりを示す。

No.1：安全な飲料水と衛生

No.2：食料と農村開発のための水

No.3：水質汚濁防止と生態系の保全

No.4：災害軽減と危機管理

No.5：水資源管理と便益の共有

期待される討議内容

※水関連の課題は上記パラグラフに限らないが、その課題も閣僚級国際会議の中で取り上げることは妨げない。

第 3 回世界水フォーラム

閣僚級国際会議
（ 2003 年、京都）

第 3 回世界水フォーラム

閣僚級国際会議
（ 2003年、京都）

パラ20：再生可能なエネルギーとしての水資源の適正利用

-
 
3
0
 
-
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閣僚級国際会議・閣僚宣言作成プロセス 

 

 
 
１．日本政府は、１月３１日までに閣僚級国際会議に参加する全ての国・国際

機関に対して、閣僚宣言に盛り込むべき要素案を外交ルートを通じて転達す

るとともに、第２回非公式諮問会合（１月３０、３１日）において同閣僚宣

言に盛り込むべき要素案を提示する。 
 
    ・閣僚宣言に盛り込むべき要素案の構成要素について事前に何らかの

インプットを希望する国・国際機関は、２００２年１月２０日までに

その提案を可能な限り文書の形式にて外交ルートを通じて提出する

ことができる。 
 
 
２．日本政府は、２月２８日までに閣僚級国際会議に参加する全ての各国・国

際機関に対して、閣僚宣言の原案を外交ルートを通じて転達する。 
 

・上記１．日本政府提示の閣僚宣言に盛り込むべき要素案に対する意

見の提出を希望する国・国際機関は、２月１５日までにその意見を文

書の形式にて外交ルートを通じて提出することができる。 
・日本政府は、これら各国・国際機関から提出された意見や第２回非

公式諮問会合で得た意見等を参考にして閣僚宣言の原案を作成する。 
 
 
３．日本政府は、高官級会合（３月１９日、２０日）において２月２８日に転

達した原案をもとに協議し閣僚宣言の最終案を作成する。 
 
 
４．閣僚宣言の最終案は、閣僚級国際会議２日目（３月２３日）の全体会合に

提出され、参加閣僚の間で議論の上、採択する。 
 

 

 

注）フォーラムとの連携 

   ・フォーラムが閣僚級国際会議との連携を図るため、フォーラム活動の

成果としての「世界水行動報告書」と「テーマ別・地域別声明文」の作

成段階（フォーラム活動における原案作成締切は１月２０日）および最

終段階（フォーラムの各セッション終了後）において提供する情報や資

料（成果物を含む）も参考にすることとする。 
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閣僚級国際会議 
「水行動集（Portfolio of Water Actions）」 

の概要ととりまとめプロセス 
 

１．概要 

第３回世界水フォーラムにおける閣僚級国際会議の成果として、 

��参加する各国政府及び国際機関の間の合意文書としての「閣僚宣言」 

��各国政府および国際機関毎の水に関する「自発的行動をとりまとめた文書」 

を予定している。 

後者を「水行動集」”Portfolio of Water Actions” と呼ぶ。 
「水行動集」は各国政府及び国際機関から提出された行動計画を内容に応じて分

類しコンパイルするもので、日本政府内での選定作業等は行なわない。 

 

２．目的 

水問題解決に向けた各国政府および国際機関毎の自発的かつ具体的な行動計画

策定を促し、それを表明することにより、着実な実施につながる政治的なモメンタ

ムを醸成し、さらには主体同士の連携を生み出すなど、水分野での行動を促進し、

国連ミレニアム開発目標やＷＳＳＤの目標の達成に資する。 

 

３．ＷＳＳＤ成果との関係 
ＷＳＳＤにおける Type2 Partnerships は、アジェンダ 21 や実施計画文書の行動

を促進するための良い試みであるが、持続可能な開発に関するあらゆる分野にわた

っており、かつパートナーシップを組んだものに限られている。 
「水行動集」は水問題解決に向けた各主体別の具体的行動計画を表明するもので、

国と国、国と国際機関というパートナーシップ施策、あるいは一国内部レベルにお

ける単独施策のどちらでも可能なものとする。 
 
４．留意事項 
��「水行動集」は自発的な行動計画の表明であり、法的拘束力を持たない。 
��行動の実現可能性を担保する措置（予算、体制等）がなされることが望ましい。 
��行動実施の進捗をモニタリングすることが課題。 
 
５．概略スケジュール 
2002 年 12 月中旬  外交ルートで参加を招請している全ての国政府と国際機関に

説明資料を送付 
2003 年 02 月末日  提出締切り 
2003 年 03 月 22 日 閣僚級国際会議 1 日目（3/22）にて発表 



3月21日

3月16～23日

フォーラム参加者代表と
閣僚の対話（Dialogue）

レポート提出

3月22、23日

Dialogueへの参加

世界水フォーラムと閣僚級国際会議の連携（案）

3月19、20日

主要テーマについての報告

閣僚級国際会議

Dialogueへの参加

フォーラム参加者の代表

世界水フォーラム

Portfolio of Water Actions

閣僚級国際会議の成果

首脳級

閣僚級会議
（本会合）

政府・国際機関

専門家

民間企業

利害関係者

NGO

市 民

セッション

閣僚宣言

Forum Conclusions

世界水フォーラムの成果

世界水行動レポート

世界水行動レポート

セッションごとの
コミットメント

高官級会合

閣僚・高官

-
 
3
3
 
-
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閣僚級国際会議・本会合プログラム（案） 
 

 

２２日（土） 

 

＜全体会合（第１部）＞（議長：国土交通大臣） 

      議長による開会挨拶 

      基調講演 

フォーラムからの報告（橋本運営委員会会長） 

水行動集（Portfolio of Water Actions）の発表 

   ※ 全体会合はフォーラム参加者も傍聴可 

             

＜分科会＞ 

  （全体会合（第１部）に引き続き、下記の５つの討議内容毎の分科会を

並行して開催） 

①安全な飲料水と衛生 

        ②食料と農村開発のための水 

        ③水質汚濁防止と生態系保全 

        ④災害軽減と危機管理 

        ⑤水資源管理と便益の共有 

   ※ 分科会議長は、全体会合議長が参加各国閣僚または国際機関の長の中

から選んで委任 

   ※ 分科会の前半のパートにおいては、フォーラム参加者代表のオブザー

バー参加を認める。後半のパートにおいては、閣僚および国際機関の長

のみによる非公開の分科会とする。 

 

 

２３日（日） 

 

  ＜全体会合（第２部）＞（議長：外務大臣） 

      分科会報告（各分科会議長） 

      自由討論 

閣僚宣言に関する議論 

      閣僚宣言採択 

      議長による閉会挨拶 

※ 全体会合はフォーラム参加者も傍聴可 

 




