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資料－５ 

国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ） 
第５５回国際執行理事会の対応方針について 

 

１ 期   間  2004 年 9 月 5 日(日)～9 月 11 日（土） 

5 日～10 日：各委員会、部会等 

11 日       ：国際執行理事会 

 

２ 場   所  ロシア モスクワ 

 

３ 出席予定者  ＩＣＩＤ日本国内委員会 谷山委員（本部副会長） 

角田事務局長（農村振興局 事業計画課長） 他 

 

４ 国際執行理事会 

主要課題及びその内容 対応方針（案） 

１ 事務局長報告 

(1)第 54 回国際執行理事会、モンペリエ、2003 年 9 月 

2003 年 9月に第 54 回国際執行理事会がフランス（モンペリエ）

で開催され、会議には 52 ヵ国から約 450 人が参加し、10の国際機

関が参加した。 

 

(2)ＩＣＩＤ加盟国 

現在のＩＣＩＤ加盟国は 104 ヵ国。 

内訳：アフリカ 27 ヵ国、アメリカ 16 ヵ国、アジア・

オセアニア 32 ヵ国、ヨーロッパ 29 ヵ国 

 

 (3)世界水会議（ＷＷＣ） 

ＷＷＦ４が「Local Action for a Global Challenge：（水問題解決に

向けた）地球規模の挑戦に対する地域の取組み」をテーマに 2006

年 3 月にメキシコで開催されることから、ＩＣＩＤにおいてＷＷＦ

４に向けたタスクフォースを設立することについて提案。 

 

２ 評議会（ＭＢ）、戦略計画・組織委員会（ＰＣＳＰＯＡ）、技術活動

委員会（ＰＣＴＡ）、財務委員会（ＰＦＣ）の報告 

9 月 5 日～10 日に各委員会が開催され、その審議結果について報告。 

 

３ 事務局長による憲章・規約の改訂案 

(1)憲章・規約の「脱退とみなす」の適切な表現（参考－１） 

憲章・規約において、分担金未払いの国内委員会の表現について、

加盟国を留めるために適切な表現への改正を提案。 

 

聞き置く 

 

 

 

 

聞き置く 

 

 

 

 

現地の状況により対応 

（タスクフォースの設立

には、ＷＷＦ３の成果

を踏まえる方向） 

 

 

評議会、各委員会からの

報告内容を判断し対応 

 

 

 

支持の方向で、現地の状

況により対応 
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主要課題及びその内容 対応方針（案） 

(2)規約 2.8（副会長の序列）の表現の修正（参考－２） 

規約 2.8（副会長の序列）について、規約 2.1 と整合が図るため、

select から elect への改正の提案。 

 

(3)規約に「戦略テーマ」の追加（参考－３） 

ICID 作業計画に関連する「戦略テーマ」の記述を、規約 3.1（活

動の範囲）に追加することを提案。 

  

(4)規約に「作業部会等の成果品」の追加（参考－４） 

ICID の利益を守ること等を目的に、「作業部会等の成果品」につい

て、規約 6.2.1 として追加することを提案。 

 

４ 今後の会議の開催場所 

(1)既に開催国が決まっている会議 

・第 1回アフリカ地域会議：ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ｶｲﾛ、2004.12 

・第 23 回ヨーロッパ地域会議：ﾄﾞｲﾂ/ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、2005.5 

・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/ 

国際マイクロ灌漑会議：ﾏﾚｰｼｱ･ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ、2006.9.10-17 

・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：ﾊﾟｷｽﾀﾝ･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：ﾅｲｼﾞｪﾘｱ･ｱﾌﾞｼﾞｬ、2009 

 

(2)開催国が未定の会議 

・インドネシア国内委員会は、第 61 回国際執行理事会と第 5 回アジ

ア地域会議の開催について、2010 年にインドネシアでの開催を正

式表明。 

・インド国内委員会も第 5 回アジア地域会議の開催について 2009 年

にインドでの開催を正式表明。 

 

５ 副会長の選出（参考－５） 

ＩＣＩＤ憲章に基づき、3名の副会長の任期切れにより、3名の

副会長の選出を行う。 

韓国、ロシア、エジプト、モロッコ、アメリカの５カ国から副

会長の立候補。 

 

修正案を支持する 

 

 

 

現地の状況により対応 

 

 

 

現地の状況により対応 

 

 

 

 

聞き置く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 回アジア地域会議の

開催地、開催年について

は、現地の状況により対応

 

 

 

 

東アジア地域から選出し

ている韓国の副会長候補

を支持 

他の２名については現地

の状況により対応 
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（参考－１） 

（１）憲章・規約の「脱退とみなす」という表現の修正（憲章５．８、１０．５、１０．６、規約１３．２） 

現行の条項 改正案 改正案の提案主旨 

憲章 5.8 加盟国の資格: 受理と停止 

理事会は憲章と規則に基づき、ICID へ

の新規加盟申請を検討し、いかなる理由

も付することなく受理または却下する権

利を持つ。理事会は、国内委員会が年次

出資金を支払わない場合、慎重配慮の上、

その場合に応じた妥当と思われる期間を

おき、当該国内委員会が ICID から脱会と

みなす（deemed to have withdrawn）こ

とができる。ただし、その場合理事会は

その決定に達する前に、当該国内委員会

に対し、一定期日までに出資金を清算す

る機会を与えなければならない。いかな

る国内委員会も引き続き 2 年にわたって

年次出資金を滞納したときは、（たとえ役

員国あるいは各専門委員会、作業部会の

メンバー国であろうと）滞納金を支払う

まではその機能を行使する資格を停止す

るものとする。 さらに 3 年以上の年次出

資金を滞納している国内委員会は、いず

れもこれに加えて、委員会の文書報告書

を受領し理事会における投票権を行使す

る資格を停止するものとし、ICID を脱退

したとみなすものとする。ただし、例外

的状況において理事会が単純多数決によ

ってこれらの制裁の実行を差し控え、あ

るいは延期すると決定した場合はこの限

りではない。このような決定は、規約に

規定されている特別の手続きに従って、

理事会に出席している出資金を滞納して

いない国内委員会だけの多数決によって

厳正に行われるものとする。 

現 在 使 わ れ て い る 「 脱 退 と み な す ：

deemed to have withdrawn」、「加盟国資格

の消滅：ceased to be a member」などの表現

について、例えば、「不参加の国内委員会： 

non-participating National Committee 」 、

「活動に消極的：passive」、「滞納中の国内

委員会：National Committee in arrears」など

の表現の変更が必要ではないか。 

３年以上分担金を支払って

いない国内委員会の表現に

ついて、分担金を支払うまで

加盟国権利がなかったかも

しれないが、何らかの形で

「脱退とみなす」とされた加盟

国を留めておくためには、別

の適切な表現にすべきでは

ないか。 

関係憲章 5.8、10.5、10.6 

関係規約 13.2 
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現行の条項 改正案 改正案の提案主旨 

憲章 10.5 脱会後の会員の権利喪失 

ICID を脱会もしくは加盟を停止した

（withdrawn from, or otherwise ceased 

to participate in）国は、委員会の基金、

財産または活動に対して何らの権利も有

しない。 

 

憲章 10.6 再加盟時の支払 

年次出資金未払いにより脱会もしくは加

盟停止とみなされた（withdrawn from, or 

ceased to be a number）国は、未払い金

額を支払うか、理事会が決定する金額を

支払うことによって再加盟することがで

きる。 

 

規約 13.2 3 年以上の滞納 

3 年以上（当年度を含まず）滞納してい

る国内委員会は、以下の条項に従って処

理されるものとする。 

(a) 上記、規約 (13.1)の規定に従い 

(b) 委員会から文書や論文を提出されず 

(c) 理事会での投票権はなく 

(d) ICID から脱退したものと見なされ

（deemed to have withdrawn）、その結果、

理事会の会議、各地域会議、総会および

それに類するものに出席する際、ICID 非

加盟国の登録料つまり加盟国の登録料の

50%増の料金を支払わなければならない。

登録料の追加分の半分は、主催回国内委

員会により中央事務局へ送られるものと

し、残りの半分は、滞納金が支払われる

まで主催回国内委員会で保持されるもの

とする。 

 

現 在 使 わ れ て い る 「 脱 退 と み な す ：

deemed to have withdrawn」、「加盟国資格

の消滅：ceased to be a member」などの表現

について、例えば、「不参加の国内委員会： 

non-participating National Committee 」 、

「活動に消極的：passive」、「滞納中の国内

委員会：National Committee in arrears」など

の表現の変更が必要ではないか。 

３年以上分担金を支払って

いない国内委員会の表現に

ついて、分担金を支払うまで

加盟国権利がなかったかも

しれないが、何らかの形で

「脱退とみなす」とされた加盟

国を留めておくためには、別

の適切な表現にすべきでは

ないか。 

関係憲章 5.8、10.5、10.6 

関係規約 13.2 
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（参考－２） 

 （２）規約２．８（副会長の序列）の表現の修正 

現行の条項 改正案 改正案の提案主旨 

 

規約 2.8 副会長の序列 

毎年選ばれる（selected）3 名の

副会長の序列は、各自が得た投票数

によって決定される。もし、投票が

行われなかった場合や得票数が同数

だった場合は、くじ引きで決められ

る。 

 

規約 2.8 副会長の序列 

毎年選出される（elected）3 名の

副会長の序列は、各自が得た投票数

によって決定される。もし、投票が

行われなかった場合や得票数が同数

だった場合は、くじ引きで決められ

る。 

 

副会長のポストは、モンペリエで

開催された第 54 回国際執行理事会

（2003）により承認された規約 2.1

（修正）では、「投票」による選出

（election）によって決定するとさ

れていることから、規約 2.8 におい

ても、「選ばれる(selected)」を「選

出される(elected)」に変更すること

が適切である。 
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（参考－３） 

（３）規約３．１（活動の範囲）の追加 

現行の条項 改正案 改正案の提案主旨 

（記述なし） 規約 3.1 活動の範囲 

様々な技術活動を行うに当たっての ICID の

適応能力を高めることを可能とし、且つ、技術

活動委員会（PCTA）の戦略方針に定めたもの以

外で灌漑・排水・洪水管理分野での新たな優先

事項を盛り込んだ適切な戦略テーマを考案する

ものとする。 

灌漑・排水・洪水分野における新たな問題を

考慮し、PCTA の提言にもとづき執行理事会は戦

略テーマを変更・改定できるものとする。ICID

の作業部会はそれぞれの戦略テーマにもとづき

作業計画を策定するものとする。 

それぞれの戦略テーマは、PCTA メンバーの中

から PCTA 委員長により指名された戦略テーマ

リーダーが管理するものとする。 

 

戦略テーマリーダーの役割と責務は以下の通

りである。 

・与えられた戦略テーマに関係する作業部会の

活動を調整すること。 

・作業部会により新たに取り上げられた作業項

目を PCTA に提案すること。 

・特定の戦略テーマに関して、まだ取り上げら

れていない側面から検討を行う新たなワーキ

ンググループの設立を提案すること。 

・合同研究を必要とする問題に関しては、ワー

キンググループ間の連携方法を PCTA に提案

し、連携調整を行うこと。 

戦略テーマに関して、PCTA 及び執行理事会で

踏み込んだ検討を進めるため、テーマリーダー

は当該テーマについての適切な ICID 技術計画

を提案する意図から、与えられた戦略テーマに

関して執行理事会で発表を行う必要がある。 

 

現在の規約には、戦略テーマに関連

する記述がなされていないため、

ICID の作業計画に関連する戦略テ

ーマの記述を規約 3.1「活動の範

囲」に追加すべきと考えられる。 
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（参考－４） 

（４）規約６．２．１（作業部会等の成果物）の追加 

現行の条項 改正案 改正案の提案主旨 

規約 6.2 特別出版物 

規約 6.1 で述べられている出版物、

各総会の議事録、および総会で必ず

開催される技術会議の議事録とは別

に、他の全ての出版物は特別出版物

（総会出版物、特別技術出版物を含

む）と名づけられ、理事会の特別の承

認を受けなければならない。ICID のロ

ゴの使用やその他の詳細についての

仕様についても、理事会の承認を受け

なければならない。その承認とともに、

理事会は特別の役員や職員に関する

費用も含めて、出版の準備に必要とさ

れる費用、およびもしあるならば出版に

関して中央事務局が必要とする費用

についても承認するものとする。理事

会は、またこの費用を支出する方法に

ついても承認するものとする。 

規約 6.2 特別出版物 

規約 6.1 で述べられている出版物、各

総会の議事録、および総会で必ず開催さ

れる技術会議の議事録とは別に、他の全

ての出版物は特別出版物（総会出版物、

特別技術出版物を含む）と名づけられ、

理事会の特別の承認を受けなければなら

ない。ICID のロゴの使用やその他の詳細

についての仕様についても、理事会の承

認を受けなければならない。その承認とと

もに、理事会は特別の役員や職員に関

する費用も含めて、出版の準備に必要と

される費用、およびもしあるならば出版に

関して中央事務局が必要とする費用につ

いても承認するものとする。理事会は、ま

たこの費用を支出する方法についても承

認するものとする。 

 

6.2.1 作業部会の成果物 

作業部会が作成した成果物は ICID が

著作権と所有権を持つ。ICID はウェブ上

であれ印刷形態であれ、そうした成果物

を最初に出版する権利を持つ。また、な

んらかの理由で ICID が自ら発行しない場

合には、一定の条件のもとで民間の出版

会社から出版することができる。一定の条

件には、出版社が ICID の各委員会およ

び中央事務局図書館に対して無償コピ

ー100 部を配布用に提出すること、および

出版利益の 15%を印税として支払うことな

どが含まれている。 

出版社は、こうした条件の遵守に同意

した場合のみ、ICID 作成出版物に ICID

の標準ロゴを使用することが許される。 

 

作業部会が作成した成果物は、

ICID が所有するものであり、ICID は

全ての刊行物の著作権所有者とな

る。 

ICID の利益を守ること、作業部会

による成果物の誤用を防ぐこと、作

業部会および作業部会のメンバー

の成果に対して責任を持つことなど

を目的に、民間の出版会社による

ICID のロゴ使用および ICID 作業部

会の成果物の所有権保護に関する

方針を ICID 規約に盛り込むことを

提案した。 
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（参考－５） 

 

副会長の選出について 

 

１ 副会長候補者 

番号 氏        名 国 備 考 

１ Dr. Huh, Yoo Man 韓国  

２ Dr. Georgi G. Guluyk ロシア  

３ Dr. Hussein El-Atfy エジプト  

４ Prof. Abdelhafid Debbarh モロッコ  

５ Mr. Herbert W. Greydanus アメリカ 会長推薦 

＊副会長３名の選出は、５名の候補者から行われる。 

 

 

 

２ 現副会長名簿 

番号 氏        名 国 任  期 担 当 地 域 
改選

対象

１ Dr. S. Taniyama 日本 2001-2004 東アジア ○ 

２ Ing. Manuel Contijoch Escontria メキシコ 2001-2004 アメリカ ○ 

３ Dr. S. Nairizi  イラン 2001-2004 北西アジア ○ 

４ Mr. Cai Lingen  中国 2002-2005 東アジア  

５ Ing. I. K. Musa ナイジェリア 2002-2005 北東、東アフリカ  

６ Prof. André Musy スイス 2002-2005 東ヨーロッパ  

７ Dr. Alain Vidal フランス 2003-2006 西ヨーロッパ  

８ Mr. R. Jeyaseelan インド 2003-2006 南アジア  

９ Prof. A. Dukhovny ウズベキスタン 2003-2006
北アジア・東ヨー
ロッパ・アジア 

 

  


