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資料－５ 

 

国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ） 

第５４回 国際執行理事会の報告について 

 

 

１ 期   間  2003 年 9 月 14 日(日)～9 月 19 日（土） 

14 日～18 日：各委員会、部会等 

19 日   ：国際執行理事会 

 

２ 場   所  フランス モンペリエ 

 

３ 会議参加者  参  加  者  約 450 名以上（52 ヵ国以上、10 国際機関） 

         参  加  国  オーストラリア、カナダ、中国、台湾、コスタリカ、エジプト、 

エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、英国、ハンガリー、 

インド、インドネシア、イラン、イタリア、日本、韓国、 

リトアニア、マケドニア、マレーシア、メキシコ、ミャンマー、 

ナイジェリア、パキスタン、ポルトガル、ロシア、 

南アフリカ共和国、スペイン、スイス、タイ、ウクライナ、米国、 

ウズベギスタン他 

 

         参加国際機関  国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、国際標準化機構（ＩＳＯ）、 

世界水管理研究所（ＩＷＭＩ）、世界銀行（ＷＢ）、 

大ダム会議（ＩＣＯＬＤ）他 

 

３ 出 席 者  ＩＣＩＤ日本国内委員会委員長 中村 良太 

ＩＣＩＤ本部副会長      谷山 重孝 

農村振興局設計課長      齋藤 晴美  他 
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４ 国際執行理事会（ＩＥＣ）報告 

議論の要旨 対応方針 結果 

（１）特別委員会による規約 2.1 と規約 2.7 の修正案 

（第 53 回国際執行理事会での事務局長提案） 

・第 53 回ＩＥＣ時修正案と特別委員会修正案の対比 

（参考－１） 

 

承認 規約 2.1 の修正案

は、承認された。（執

行部の欠員を補充

するための投票を

行う） 

規約 2.7 は原文通

り 

 

（２）副会長の選出 

○ＩＣＩＤ憲章に基づき、３名の副会長の任期切れにより、

３名の副会長の選出を行った。 

○マケドニア、ウズベキスタン、インド、ミャンマー、フ

ランスの５カ国から副会長の立候補。 

 

現地の状況により

対応 

新しい規約に基づ

き下記の副会長が

選定 

Alain Vidal 博士 

（フランス） 

R. Jeyaseelan 氏 

（インド） 

Victor A.Dukhovny

教授 

（ウズベキスタン）

 

 

（３）技術活動委員会（ＰＣＴＡ）の報告 

○ＷＷＦ３のビジョン策定への貢献のために設置したタスク・フ

ォース２から５までの報告書を、2004 年のモスクワ会議まで

に報告書を発行する予定。 

このタスク・フォースは「食糧生産・かんがい排水からのサー

ビスに対するコスト回収の必要性」等についてＩＣＩＤの考え

方をとりまとめるものである。 

 

○アジア地域作業部会（ASRWG）から、ＷＷＦ３のフォーローア

ップとして、「多様なかんがい（Diversifled/Multiple Roles of 

Water）」に関するワークチームの設立が提案され、ＰＣＴＡは

この提案を推奨した。 

 

○第３回アジア地域会議（マレーシア、2006）のテーマの提案が

発表された。 

Transforming Irrigated Agriculture into an Efficient Engine of 

Growth「かんがい農業の効率的成長への転換」 

 

評議会、各委員会か

らの報告内容から

判断 

聞き置く 
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主要課題及びその内容 対応方針 結果 

（４）第 3 回世界水フォーラムについての一般報告 

○Thatte 事務局長からＷＷＦ３でのＩＣＩＤ活動の概要報告 

 

○日本国内委員会は、ＦＡＯとＩＣＩＤの協力に感謝の意を会場で表

明した。 

 

 

承認 承認 

（５）事務局長報告 

○ＩＣＩＤ加盟国 

・現在（2003 年 3 月 31 時点）で、ＩＣＩＤ加盟国は 101 ヵ国であ

る。 

・北アフリカのチャドとマリ、ニジェールから加盟申請を受けてい

る。 

・最近、キューバ・北朝鮮が、ＩＣＩＤ加盟に関心を示している。

 

 

承認 承認 

（６）今後の会議の開催場所 

今後の会議の開催場所は 2009 年まで承認されている 

・第 55 回国際執行理事会：ロシア・モスクワ、2004.9.5-11 

・第 1 回アフリカ地域会議：エジプト・カイロ、2004 

・第 23 回ヨーロッパ地域会議：ドイツ/ポーランド、2005.5.16-20 

・第 56 回国際執行理事会/第 19 回総会：中国・北京、2005.9.10-18

・第 57 回国際執行理事会/第 3回アジア地域会議：マレーシア・  

クアラルンプール、2006.7.10-17

・第 58 回国際執行理事会：アメリカ・サクラメント、2007 

・第 4 回アジア地域会議：イラン・テヘラン、2007 

・第 59 回国際執行理事会/第 20 回総会：パキスタン・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：ナイジェリア・

アブジャ、2009

 

承認 承認 

   

 



- 4 - 

参考－１ 

規約 2.1 及び 2.7 改正案 

現行の条項 
第 53 回ＩＥＣでの改正案 

（継続審議） 
第 54 回ＩＥＣでの改正案 

2.1 役員会：理事会に出席するす

べての役員、名誉会長、名誉副

会長および名誉事務局長は、自

身たちによる役員会を組織し、

国際執行理事会の会議に先立っ

て非公式の会議を行い、規約（2）
に従ってなされた全ての指名を

検討した上で、規約（2.7）に示

されている考慮すべき事項に沿

って理事会に候補者を推薦する

こととする。理事会は、この会

議の推薦を考慮して、欠員を埋

めるための投票をおこなう。 
 

2.1 役員会：理事会に出席するす

べての役員、名誉会長、名誉副

会長および名誉事務局長は自身

たちによる役員会を組織し、国

際執行理事会の会議に先立って

非公式の会議を行い、規約（2）
に従ってなされた全ての指名を

検討した上で、規約（2.7）に示

されている考慮すべき事項に沿

って理事会に候補者を推薦する

こととする。理事会は、この会

議の推薦を考慮して欠員を埋め

る。 
（下線部分を削除） 

2.1 役員会：理事会に出席するす

べての役員、名誉会長、名誉副

会長および名誉事務局長は、自

身たちによる役員会を組織し、

国際執行理事会の会議に先立っ

て非公式の会議を行い、規約（2）
に従ってなされた全ての指名を

検討した上で、規約（2.7）に示

されている考慮すべき事項に沿

って理事会に候補者を推薦する

こととする。理事会は、この会

議の推薦を考慮して、欠員を埋

めるための投票をおこなう。 
（下線部はボールド体） 

2.7 役員会の推薦：役員会が会長

と副会長の選挙について前述の

勧告を行う際には、特に次の事

項を考慮するものとする： 
 

(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。 

 

 
 
 
 
 

2.7 役員会の推薦：役員会が会長

と副会長の選挙について前述の

勧告を行う際には、特に次の事

項を考慮するものとする： 
 (a)から(e)まで省略 
（下線部分を削除） 
 

現行どおり 

 



- 5 - 

現行の条項 
第 53 回ＩＥＣでの改正案 

（継続審議） 
第 54 回ＩＥＣでの改正案 

(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。 

 

  

 
 


