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西暦 日程 開催地 総会における課題

第1回総会 1951 1月1日 ニューデリー 【第1回総会】
～2月7日 （インド） 課題１　各国におけるかんがいの発達及び現状

課題２　かんがい排水における今日の課題

第2回総会 1954 4月7日 アルジェ 【第2回総会】
～6月1日 （アルジェリア） 課題３　技術的、経済的面から見たかんがい水路

　　　　　（幹線、支線、排水路等）、排水路、盛土、
　　　　　河川堤防、貯水池等における余裕高の問題
課題４　かんがい排水組織下における地下水の状況
課題５　特に雑草発生防止の見地からみたかんがい
　　　　　排水路の維持
課題６　地下水。そのかんがいのための利用。単位
　　　　　面積または流域あたりの安全取水可能量。
　　　　　耐水層の人為的な再補給並びに地下貯水
　　　　　池の計画的利用

第3回総会 1957 4月29日 サンフランシスコ 【第3回総会】
～5月18日 （アメリカ） 課題７　水路ランニング

課題８　かんがいにおける土と水の関係
課題９　かんがい排水組織における諸水利構造物
課題10 かんがい排水の相互関係

第4回総会 1960 5月26日 マドリッド 【第4回総会】
（スペイン） 課題11 沼沢地の農地造成

課題12 スプリンクラーかんがい（設計、施設、機械、
モスクワ 　　　　　操作管理及び特殊な利用方法、費用等に対

（ソビエト） 　　　　　し、特に考慮した）と他のかんがい法の比較
　　　　　研究

エルサレム 課題13 かんがい水、土壌中の可溶性鉱物質に対す
（イスラエル） 　　　　　る植物の耐性

課題14 洪水対策法として、縦方向河川堤（導流堤）
　　　　　の利用

第5回総会 1963 5月13日 東京 【第5回総会】
～5月21日 （日本） 課題15 かんがい、排水、治水事業の経済面及び資

　　　　　金調達面
課題16 農地における配水と利用
課題17 排水地における地下水位の調節、過剰排水
          の防止
課題18 地表及び地下の滞留または拡散による洪水
　　　　　の防止と調節

第6回総会 1966 1月4日 ニューデリー 【第6回総会】
～1月11日 （インド） 課題19 かんがい下における塩分土壌の改良

課題20 かんがい水路、排水路の滞砂
課題21 デルタ地帯の開発
課題22 かんがい、治水、その他のための貯水池の
　　　　　総合運用

第7回総会 1969 4月9日 メキシコシティ 【第7回総会】
～4月25日 （メキシコ） 課題23 作物の用水量

課題24 小水路の水理構造物
課題25 農地排水施設の維持管理の方法と経済性
課題26 新たにかんがい排水された地域の開発。
　　　　　その手順と方法



西暦 日程 開催地 総会における課題

第8回総会 1972 5月15日 ヴァルナ 【第8回総会】
～6月3日 （ブルガリア） 課題27 デルタ、海岸低地における圃場かんがいと

　　　　　排水
課題28 かんがい排水における操作機械化を含む
　　　　　将来
課題29 河川導流に影響する因子と氾濫源の規制
　　　　　（洪水の地帯性を含む）

第9回総会 1975 7月22日 モスクワ 【第9回総会】
～8月18日 （ソビエト） 課題30 取水及び分水工における堆砂防止施設に

　　　　　ついて
課題31 農業用地下水開発計画について
課題32 かんがい技術の発展について（揚水かんが
　　　　　いを含む）

第10回総会 1978 5月24日 アテネ 【第10回総会】
～6月4日 （ギリシャ） 課題33 かんがい事業の経済評価について

課題34-1 排水技術と施行について
課題34-2 農業用暗きょの迅速な設置方法
課題35 かんがい排水組織の維持管理について

第11回総会 1981 8月24日 グルノーブル 【第11回総会】
～9月13日 （フランス） 課題36 現存するかんがい排水システムの改良及び

　　　　　近代化
課題37 土地利用計画及び水管理に関連している
　　　　　洪水防御

第12回総会 1984 5月21日 フォートコリンズ 【第12回総会】
～6月11日 （アメリカ） 課題38 かんがいシステムの操作と管理

課題39 かんがい排水事業において問題になる
　　　　　土壌について

第13回総会 1987 9月14日 カサブランカ 【第13回総会】
～9月26日 （モロッコ） 課題40 水管理を改善するためのかんがい、排水

　　　　　プロジェクトの改修及び近代化
課題41 研修による水管理の改善

第14回総会 1990 4月29日 リオデジャネイロ 【第14回総会】
～5月4日 （ブラジル） 課題42 表面水及び地下水の水質の影響力が特に

　　　　　大きい場合のかんがい排水の環境への影響
課題43 渇水の影響を緩和するためのかんがいの
　　　　　役割

第15回総会 1993 8月30日 ハーグ 【第15回総会】
～9月12日 （オランダ） 課題44 かんがい排水システムの計画と設計

課題45 かんがい排水システムの管理

第16回総会 1996 9月13日 カイロ 【第16回総会】
～9月24日 （エジプト） 課題46 持続可能なかんがい農業に向けての農民

　　　　　の参加
課題47 かんがい計画と管理・環境と調和した方策

第17回総会 1999 9月11日 グラナダ 【第17回総会】
～9月19日 （スペイン） 課題48 水不足下のかんがい

課題49 かんがい排水システムの復興と近代化に
　　　　　ついて



西暦 日程 開催地 総会における課題

第18回総会 2002 7月21日 モントリオール 【第18回総会】
～7月28日 （カナダ） 課題50 限られた水資源と人口増加により影響を受

　　　　　ける食糧生産、貧困緩和、環境問題
課題51 かんがい、排水、洪水管理の統合及び
　　　　　管理

第19回総会 2005 9月10日 北京 【第19回総会】
～9月18日 （中国） 課題52 かんがい農業の効率を向上させるための

　　　　　水・土地管理の改善
課題53 洪水との調和と共存

第20回総会 2008 10月13日 ラホール 【第20回総会】
～10月18日 （パキスタン） 課題54 参加型総合水管理-概念から実践へ

課題55 水資源開発及び水管理における公共・
　　　　　非公共部門の役割

第21回総会 2011 10月15日 テヘラン 【第21回総会】
～10月23日 （イラン） 課題56 水と土地の生産性の課題

課題57 天水農業における水管理

第22回総会 2014 9月14日 光州 【第22回総会】
～9月20日 （韓国） 課題58 気候変動におけるかんがい排水の役割

課題59 かんがい排水による農村での食糧生産
　　　　　及び生計の確保

第23回総会 2017 10月8日 メキシコシティ 【第23回総会】
～10月14日 （メキシコ） 課題60 水の生産性：水、エネルギー、食物の繋がり

　　　　　を考慮した概念の再検討
課題61 与えられた社会経済環境内の灌漑技術と
　　　　　実用性に関する知識の状態

第24回総会 2020 9月22日 予定：シドニー 【第24回総会】
～9月28日 （オーストラリア） 課題62 最終的に情報と通信の技術はどのような

　　　　　役割を果たせるか
課題63 持続可能な開発目標を達成するために、
　　　　　学際的な対話が果たす役割は何か。


