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DRAFT CONCEPT PAPER FOR THE 1ST ASIA-PACIFIC WATER SUMMIT
Background (on Asia and Pacific’s water challenges)
Water is crucial to life and all forms of social, economic, and environmental
development. According to the UN Task Force on Water and Sanitation (2005), safe
water and sanitation is a prerequisite for achieving the Millennium Development Goals
(MDGs) and for sustaining good health and quality of life.
At Fourth World Water Forum (4th WWF), regional documents coordinated by Japan
Water Forum (JWF) and 5 sub-regional coordinators (Korea Water Forum, Global Water
Partnership (GWP) South East Asia, GWP South Asia, GWP CACENA and the Pacific
Islands Applied Geoscience Commission (SOPAC)) together with regional water
stakeholders reported on the Asia-Pacific region’s formidable water related challenges.
These include the need for increased access to improved water supplies and sanitation1
through investments in infrastructure and capacity building, the protection and
restoration of river basins as the fundamental provider of freshwater resources through
Integrated Water Resources Management (IWRM), and the need to drastically reduce
the vulnerability of human populations to water-related disasters2.
Why an APWF?
The Asia-Pacific Water Forum (APWF) was initially proposed by the participants during
the 4WWF Regional Preparatory Process that was coordinated by the Japan Water
Forum (JWF). During the Ministerial Meeting that lead to the Joint Declaration, the
establishment of the APWF was supported by several agencies in the region, including
ADB, UNESCAP, GWP, KWF, SOPAC, JBIC, MRC, FAO, UNDP, UNEP, UNESCO,
UNICEF, UNISDR and IUCN.
In calling for the creation of the APWF, the region’s water ministers sought to establish
an effective mechanism to encourage more collaborative efforts on water resources
management and to accelerate the process of effective integration of water resources
management into the socio-economic development process of the Asian and Pacific
region. On the Asia-Pacific Day at the 4WWF, the establishment of the APWF was
announced by the late Mr. Ryutaro Hashimoto, then President of Japan Water Forum.
The APWF was officially launched on the 27th of September 2006 at the headquarters of
the Asian Development Bank, in the presence of former Prime Minister of Japan
Yoshihiro Mori, who succeeded Mr. Hashimoto as the President of Japan Water Forum.

1

2

In 2002, approximately 669 million people in the region were still without access to safe
drinking water and 2 billion people still lacked access to improved sanitation facilities.
The Asian and Pacific region accounted for 91% cent of the world’s total deaths due to natural
disasters and 49% of the world’s total damage due to natural disasters in the last century.
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What the APWF is about
The APWF is an independent, not-for-profit, non-partisan, non-political network. APWF
will be inclusive, open and flexible, with an appropriate governance superstructure and
an optimal delegation of responsibility to the contributing member organizations for the
delivery of agreed products and services of high quality and practical value.
The goal of the APWF is to contribute to sustainable water management in order to
achieve the targets of the MDGs in Asia and the Pacific by capitalizing on the region’s
diversity and rich history of experience in dealing with water as a fundamental part of the
human existence. Specifically, the APWF shall champion efforts aimed at boosting
investments, building capacity, and enhancing cooperation in the water sector at the
regional level and beyond.
To achieve this goal, APWF will provide countries and organizations in the Asia-Pacific
region with a common platform and voice in articulating the region’s strategies and
promoting its achievements in solving water problems, including meeting the necessary
investment requirements. For this purpose, APWF will comprise a well-coordinated
network of member organizations that are able and willing to voluntarily commit their
resources in order to deliver high quality products and services that meet the priority
needs of policy and decision-makers and practitioners in the water sector. APWF will
add value to the ongoing work of organizations and initiatives in the water sector in
terms of investment, optimizing implementation arrangements, achieving economies of
scale, and developing unified approaches to water policies and programs.
A number of key institutions from the region have committed themselves to supporting
the APWF as “lead organizations” responsible for identifying strategies and initiating
actions to achieve progress under each of the Priority Themes and Key Result Areas
(KRAs).
Priority Theme

1.

Water Financing

2.
Water-related
Disaster Management
3.
Water for
Development and
Ecosystems

Targets
To increase targeted investments
for water and sanitation
infrastructure and for human
resources development
To drastically reduce the
vulnerability of human populations
to water-related disasters
To conserve and restore land-water
interfaces for the improvement of
water productivity

Lead
Organization
ADB

ICHARM

IUCN, FAO
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Key Result Areas

Main Activities


1. Developing
knowledge
and lessons





2. Increasing
local capacity





3. Increasing
public
outreach
4. Monitoring
investments
and results








5. Supporting
Forum and
Summit




Building a network of water knowledge
hubs
Coordinating
capacity
development
programs
Providing guidance on water policies
Supporting peer learning (including
cities/mayors)
Empowering civil society, gender and
youth
Fostering (sub)regional cooperation
Developing regional water advocacy
Supporting in-country water awareness
programs
Presenting regional awards for excellence
Monitoring public and private investments
Monitoring reforms and trends
Monitoring MDG achievement
Maintaining an interactive website
Supporting the APWF Govening Council
Organizing/supporting the Asia-Pacific
Water Summits

Lead
Organization
Singapore
PUB,
UNESCO

Streams of
Knowledge,
UNHABITAT

ADB

UNESCAP

JWF

Achieving progress under each of the Priority Themes will be the driving force behind
APWF’s activities, as these will provide direction for the KRAs. APWF will monitor and
report regularly the progress made towards each of the Targets, along with a roadmap
for the way forward.
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On the Summits
The 4WWF ministerial meeting also called upon the APWF to organize Asia-Pacific
Water Summits (APWS), to be held, once every 2-3 years. It was agreed that first
Summit would be held in Japan in 2007 and that subsequent Summits are to be
organized in other countries of the Asia Pacific region though an open proposal process.
The Summits will bring together leaders of the region and showcase leadership in
decision-making, excellence in practice and innovation, and concrete results that have
had substantial impacts at the policy down through the grassroots levels.
Each APWS will target top-level policy and decision-makers beyond the water sector,
such as heads of governments and ministers of finance and planning, as well as leaders
from the private sector, local governments, civil society and media in the region.
The primary objective of the Summits is to create the opportunity for the political leaders
of the region to recognize the significance of the water issues for achieving MDGs.
The dialogue with other water stakeholders at the Summits will facilitate this recognition,
which is expected to be translated into concrete actions in each country by pushing the
issue towards the top of their political agendas.
The First Summit
The first summit will be held in Oita Prefecture, Japan, on December 3 and 4, 2007. The
Government of Japan will support the summit with cabinet approval.3 The Summit shall
be organized by the Asia-Pacific Water Forum and the Steering Committee of the 1st
Asia-Pacific Water Summit consisting of eminent persons from Japan and other
countries in the region.
The first Summit will focus on the three priority themes which were identified in the
regional document for the 4th World Water Forum as the first important steps towards
progress: Water Financing, Water-related Disaster Management, and Water for
Development and Ecosystems.
For the theme “Water Financing,” the Summit will rally for political support, show case
success stories and institutional frameworks for financing water related infrastructure
and human capacity development. The Summit will show case evidence based success
stories on how the unanticipated economic growth in the region can be translated into
better life style and opportunities for the people, through investments in water
infrastructure. It is expected that the Summit will bring commitment by leaders on
concrete programs to also invest in capacity development for people and institutions
that build self-reliance.

3
The number of the target countries and regions for the Fist Summit is 49 according the criteria of the
Asia-Pacific region in the preparatory process of the 4th World Water Forum; Afghanistan, Armenia,
Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Cook Islands, Fiji, Georgia, India,
Indonesia, Iran, Israel, Japan, Kazakhstan, Kiribati, Korea, Kyrgyzstan , Laos, Malaysia, Maldives,
Marshall Island, Federated States of Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Niue, Nepal, New Zealand,
Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka,
Tajikistan, Thailand, East Timor, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, and Vietnam.
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The Summit will also facilitate dialogue between leaders from the region, and partner
organizations to tap new sources and to develop innovative financial mechanisms. In
this regard, the Summit will create incentives for leaders to showcase tangible water
sector results in their respective countries, as reflected by increased water investments,
adoption and implementation of strategic reforms, improved water governance at all
levels, and significant progress in reaching the MDGs.
For the second theme “Water-related Disaster Management,” Water-related disasters
triggered by too much water or too little water are major challenges that our nations
need to promptly overcome in order to ensure human security and poverty alleviation as
well as for economic development. In this direction, it is expected that the summit will
create the adequate platform in the Asia Pacific region to share knowledge and
experiences for effective and sustainable implementation of the objectives and goals
adopted by the Millennium development Goals, the Hashimoto Action Plan and the
Hyogo Framework for Action.
The Summit will introduce good practices and successful disaster mitigation actions to
serve as momentum to appeal for political commitment to set clear targets and
strategies to achieve effective disaster reduction in the Asia Pacific region acknowledge
as the most vulnerable region to water disaster in the world. The summit will also create
a new conducive environment and opportunity for dialogue between leaders and
disaster managers in the region as well as to create a critical awareness towards the
shared role of governments and international institutions, such as the United Nations
and International Funding agencies, in meeting the adopted goals and initiatives.
For the third theme “Water for Development and Ecosystem,” over the last decade,
more emphasis has been placed on establishing sustainable water management
practices. Healthy aquatic ecosystems provide tangible economic and social benefits.
Protecting zones at the land-water interface such as mangroves, paddy fields, wetlands,
forests not only increase ecosystem health, but may also provide extra protection
against some disasters and saline intrusion, aide groundwater recharge and improve
overall quality of life. Understanding the drivers and status of ecosystem degradation
and the need for watershed restoration in order to improve water productivity across the
Asia-Pacific region is an important component of this theme. Another key element to
this theme is the concept of environmental flows which refer to water provided within a
river, wetland or coastal zone to main ecosystems and their benefits where there are
competing water uses. In most river basins the natural flows have been modified to
some extent, to meet the needs of human settlement, irrigation, flood control or energy
generation.
The Summit will showcase the status of the key issues and success stories within this
theme. A synthesis of key messages along with policy recommendations will be
presented and commitment will be sought among government leaders and partner
organizations to move forward a water agenda for the Asia-Pacific region.
The APWF lead institutions will also report on the cutting-edge information and key
findings on the Key Results Areas (KRAs), and Priority Themes to the top-level leaders
at the Summit.
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Appendix:
Outline of the First Summit
1. Organizers
• Asia-Pacific Water Forum
• Steering Committee of the 1st Asia-Pacific Water Summit
2. Dates:
December 3 and 4, 2007
3. Venue:
B-con plaza (Beppu Convention Center), Oita Prefecture, Japan
http://www.b-conplaza.jp/
4. Expected Outcome Documents:
• Leaders’ Declaration
• APWS Recommendation
5. Members of Steering Committee:
Chair
Yoshiro Mori, President of Asia-Pacific Water Forum/ President of Japan Water Forum/
Former Prime Minister of Japan
•

International board members
Ahmad Mohamed Ali, President of Islamic Development Bank (IDB)
Margaret Catley-Carlson, Chair of Global Water Partnership (GWP)
Nino Chkhobadze, Former Minister of Environment and Natural Resources
Protection of Georgia, Chair of GWP CACENA
Akhmetjan Esimov, Minister of Agriculture of Kazakhstan
Loïc Fauchon, President of World Water Council (WWC)
Angel Gurría, Secretary-General of Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD)
Han Seung-Soo, President of Korea Water Forum, President of the 56th UN
General Assembly, Former Deputy Prime Minister and Minister of Finance
James Horne, Deputy Secretary, Department of the Environment and Water
Resources, Australia
Hu Siyi, Vice Minister of Water Resources of China
Kim Hak-Su, Executive Secretary of United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
Tommy Koh, Chair of Governing Council of Asia-Pacific Water Forum /
Ambassador- At-Large of Singapore
Haruhiko Kuroda, President of Asian Development Bank (ADB)
Cristelle Pratt, Director Pacific Islands Applied Geoscience Commission (SOPAC)
Sulton Rahimov, Chairman of the Executive Committee of International Fund for
saving the Aral Sea (IFAS)
Quamrul Islam Siddique, President of Bangladesh Water Partnership
Saif-ud-Din Soz, Minister of Water Resources, India

•

Japanese board members
Katsusada Hirose, Governor of Oita Prefecture
Yoshinori Imai, Executive Editor, NHK Japan Broadcasting Corporation
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Yoshihito Karasawa, President of Japan Medical Association
Fujio Mitarai, Chairman of Nippon Keidanren (VP of JWF)
Norio Murakami, President, Google Japan Inc.
Ken Noguchi, Alpinist
Sadako Ogata, President, Japan International Cooperation Agency (JICA)
Kyosuke Shinozawa, Governor of Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
Norihito Tambo, President of the University of the Air. Japan (VP of JWF)
Masako Uemoto, Vice President of Japanese Trade Union Confederation
Masae Wada, Councilor of Housewives Association (VP of JWF)

6.
•
•
•
•
•

Proposed invitees:
Heads of governments of the 49 countries and regions in the Asia Pacific region
Members of the Steering Committee of the 1st Asia-Pacific Water Summit
Two vice-chairs of the Governing Council of the Asia-Pacific Water Forum
Representatives of lead organizations of the Asia-Pacific Water Forum
Representatives of stakeholders: Parliaments/local governments, private sectors,
civil societies, media, international/regional organizations, academics, weblog
champions and others

7.
•
•
•
•

Draft program:
1st day
Opening
Memorial speech
Plenary 1
Welcome reception

•
•
•
•

2nd day
Plenary 2
Priority thematic meeting
Closing
Farewell cocktail

8. Open event
There is a series of events which will be organized by the host local
government(s)/regional offices of the Japanese Governments, CSOs in cooperation
with the Summit SC in Oita Prefecture as well as in any other places in Japan on the
occasion of the 1st Summit. The events will include: public symposium, seminars and
workshops, exhibitions, and technical visits and excursions.
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Road map to
The 1 Asia-Pacific Water Summit
then to
2008 G8 Summit in Japan
st

Milestones
・
・
・
・

1st Asia-Pacific Water Summit will be held on December 3-4. 2007 in Japan
CSD 16 in April 2008 will address the review of “CSD13&14 water session”
G8 Summit 2008 will be chaired by Japan (Spring/Summer)
Y2008 will be the “International Year of Sanitation”
Global

Mar 2006

Asia-Pacific region

4th World Water Forum
(Mexico City)

March 21: Establishment of the
Asia-Pacific Water Forum (APWF)

September 27:
Launching of the APWF

Sep 2006
World Economic Forum (WEF)
Annual Meeting 2007
(Davos Forum)

Jan 2007

Mar 2007

May 2007
Jun 2007
Aug 2007

th

5 World Water Forum Kick Off
Meeting (Istanbul)

Jan. 25
“Water Reception”

Mar 29: 1st SC Meeting

UNSGAB Meeting &
Asian Ministerial Meeting
(Shanghai)

Jun 24-25: WEF on East
Asia (Singapore)

Stockholm Water Symposium
Seminar “water for
economic growth”
（w/ GWP、WEF: tbc）

Aug 6:2nd SC Meeting
Sep 6-8 : WEF on Growth
(Dalian, China)

rd

Nov.5-10: 3 SE
Asia Water Forum (KL)

Dec 3-4: 1st Asia-Pacific Water Summit
st

・1 APWS Recommendation
・Beppu Declaration

Dec 2007

International Year of Sanitation

Jan 2008

Apr 2008

WEF Annual Meeting 2008
（Davos Forum）

CSD16
“Water Review”
・IWRM Plans

Jun 2008

Mar 2009

Jun-Sep:
Saragossa
EXPO

・Water Appeal
・Water Sessions

TICAD IV (Tokyo)
G8 Summit in Japan
Evian +5

5th World Water Forum
(Istanbul)
Inputs of the outcomes
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第１回アジア太平洋水サミット
コンセプトペーパー（仮訳暫定版）∗
アジア・太平洋地域の水問題の背景
水は生命の源であり、あらゆる社会・経済活動、環境の開発にとって不可欠なものである。国連水
と衛生に関する諮問委員会は、ミレニアム開発目標の達成及び健康的で質の高い生活を維持するため
に、安全な水と衛生設備は必須条件であるとの報告を行った。
第４回世界水フォーラムにおいて、日本水フォーラム、５つのサブ地域コーディネーター（韓国水
フォーラム、世界水パートナーシップ《GWP》東南アジア、GWP 南アジア、GWP 中央アジア・コ
ーカサス、南太平洋応用地球科学委員会《SOPAC》）は、地域の水関係者と共に、アジア太平洋地域
の抱える極めて深刻な水問題について報告を行った。この報告書では、水インフラ及び人材育成への
投資によって改善された水や衛生設備を利用できる人々を増やし（注１）、統合水資源管理によって淡
水の基本的供給源である流域の保全及び再生を行い、水災害による死傷者を大幅に削減することが必
要であると言及している。(注２)
（注１）：２００２年現在、アジア・太平洋地域で安全な水を利用できない人が、６億６９００万人、改善された衛生設備を利
用できない人が２０億人。
（注２）：アジア・太平洋地域は、２０世紀には全世界の自然災害による死者の９１％を占め、自然災害による被害の４０％を
占めている。

なぜアジア・太平洋水フォーラムが必要なのか？
アジア・太平洋水フォーラム（APWF）構想が最初に浮上したのは、日本水フォーラムをコーディ
ネーターとして行われた、第４回世界水フォーラムに向けての地域準備会議の席であった。閣僚級会
議において、アジア開発銀行（ADB）、国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）、世界水パー
トナーシップ（GWP）、韓国水フォーラム（KWF）、SOPAC、国際協力銀行（JBIC）、メコン河委員
会（MRC）、国連食糧農業機関（FAO）、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画（UNEP）、UNESCO、
UNICEF、国連国際防災戦略（UNISDR）、国際自然保護連合（IUCN）を含む地域の諸機関によっ
て、アジア・太平洋水フォーラム設立が支持され、共同声明が発表された。
アジア・太平洋水フォーラム設立を呼びかけるに当たって、この地域の水資源担当大臣達は水資源
管理に共同で取組む効果的なメカニズムを創り、水資源管理をアジア・太平洋地域の社会・経済発展
に統合していく過程を加速させようと考えた。第４回世界水フォーラムの「アジア・太平洋の日」に、
橋本龍太郎前日本水フォーラム会長によってアジア・太平洋水フォーラム設立が宣言された。
２００６年９月２７日、森喜朗日本フォーラム会長出席の下、アジア開発銀行本部において、正式
に APWF が発足した。

∗

本参考資料は、アジア・太平洋水フォーラム事務局による仮訳暫定版である。今後、訳語が修正される

ことがある。
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APWF の任務は何か？
APWF は、特定の政党に属さない、独立した非営利の水関係者ネットワークである。APWF は包
括的、オープン且つ柔軟な組織であり、適切なガバナンスのための上部組織を有する。実用的価値の
高いと思われる成果やサービスを提供するために、各会員組織に対して最適な責任移譲を行う。
APWF の目標は、この地域の多様性を尊重し、水を人の生活の基本的要素と考える長年の豊かな経
験を活用し、アジア・太平洋地域におけるミレニアム開発目標の達成のために、持続可能な水資源管
理に貢献することである。特に、地域レベルさらには地域を越えて、水分野へのファイナンス、人材
育成、連携強化を促す取組みを支援する。
この目標を達成するために、APWF はアジア・太平洋地域の各国・各組織に、この地域における戦
略を明確にし、水問題の解決に向けて必要な投資に対応することも含め、目標達成を促す共通の活動
と発言の場を提供するものである。この目的のために APWF は、政策決定者や水分野の実践者が最
も必要としている実用的価値の高い成果やサービスを提供するための資金を提供することができ、又
は自主的に提供しようとする会員組織の調整のとれたネットワークを構成する。APWF は、投資・実
施の最適化のための調整、規模の経済の達成、水政策や計画への統一的取組みの開発などの点におい
て、水分野における既存の事業や計画に付加価値を与えるものである。
地域の多くの主要機関が、それぞれの優先テーマと主要な活動の柱（KRA）に沿って、戦略を立案
し進捗を図るための行動を起こす責任を担うリード組織として、APWF を支援している。
優先テーマ

目標

１．水インフラと人

水と衛生のためのインフラ、及び人材育成に的を

材育成

リード組織
ADB

絞った投資を拡大する。

２．水関連災害管理

水災害による死傷者数を大幅に削減する。

ICHARM

３．発展と生態系の

水の生産性を向上するために、水と陸の境界を保

IUCN, FAO

ための水

全し再生する。
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主要な活動の柱
１．知識・経験の活

主な活動
・

用

リード組織

水に関する知識の中心となるネットワークの

シンガポール公

構築

共事業体（PUB）,

・ 人材育成プログラムの調整

UNESCO

・ 水政策に関する指導
２．地域の能力向上

３．広報戦略の拡充

・

相互学習の支援（都市／市長を含む）

ストリーム・オ

・ 市民団体、女性、若者の能力強化

ブ・ナレッジ,

・

（サブ）地域の協力促進

UNHABITAT

・

地域の水支援活動の拡大

ADB

・ 国内の水に関する認識を高めるプログラムの
支援
・ 優れた業績に対する地域賞の授与
４．投資効果のモニ

・

公的・私的投資のモニタリング

タリング

・

改革と水動向のモニタリング

・

MDGs 達成度のモニタリング

５．フォーラム及び

・

双方向性のあるウェブサイトの維持

サミットの支援

・ APWF 執行審議会の支援

UNESCAP

JWF

・ アジア・太平洋水サミットの開催・支援
優先テーマによって主要な活動の柱（KRA）の方向性が示されるので、各優先テーマの下で目標に
向けて進捗を図ることが APWF の活動の推進力となるであろう。APWF はそれぞれの目標に向けた
進捗度を、定期的にモニタリングし、報告し、合わせて今後の展開をも示すものとする。
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アジア・太平洋水サミット
第４回世界水フォーラムの閣僚級会議において、APWF が２～３年ごとにアジア・太平洋水サミッ
トを開催するよう要請された。第１回サミットは２００７年に日本で開催することで合意がなされ、
第２回以降は公募方式によって、アジア・太平洋地域の各国で開催することも決定された。
サミットにおいては、地域の首脳が一堂に会し、意思決定におけるリーダーシップ、優れた実践・
改革、草の根レベルに至るまで政策への大きな影響を与えるような具体的な結果が紹介される。
APWS は、水分野を超えたトップ・レベルの政策・意志決定者、つまり各国首脳、財務・企画担当
大臣、地域の民間企業・地方自治体・市民団体・メディアのリーダー達を対象とする。
サミットの主たる目的は、この地域の政治指導者が、MDGs の達成のためには水問題が重要である
ことを認識する機会を作ることである。サミットにおいて他の水関係者との対話を通じてこの認識を
高め、水問題を国の最重要政治課題として捉え、各国において具体的な行動を起こすことを期待され
ている。
第１回サミット
第１回サミットは、２００７年１２月３日・４日の両日、大分県で開催される。日本政府は閣議に
おいて、サミットの支援を了承した。（注３）サミットは、APWF 及び日本を始めとする各国・各界の
著名人から構成される第１回アジア・太平洋水サミット運営委員会が共催する。
(注３) 第１回水サミットの対象国及び地域は４９である。第４回世界水フォーラムの準備過程で作成されたアジア・太平洋地
域基準に従ったものである。アフガニスタン、アルメニア、オーストラリア、アゼルバイジャン、バングラデシュ、ブータン、
ブルネイ、カンボジア、中国、クック諸島、フィジー、グルジア、インド、インドネシア、イラン、イスラエル、日本、カザ
フスタン、キリバス、韓国、キルギスタン、ラオス、マレーシア、モルジブ、マーシャル諸島、ミクロネシア、モンゴル、ミ
ャンマー、ナウル、ニウエ、ネパール、ニュージーランド、パキスタン、パラオ、パプア・ニューギニア、フィリピン、サモ
ア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、タジキスタン、タイ、東チモール、トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウ
ズベキスタン、バヌアツ、ベトナム

第１回サミットは、第４回世界水フォーラムに向けた地域文書の中で、前進に向けた重要な第一歩
として明らかにされた優先テーマに焦点を当てる。優先テーマとは、水インフラと人材育成、水関連
災害管理、発展と生態系のための水の３つである。
「水インフラと人材育成」という第１の優先テーマに関してサミットでは、政治的支援の結集、成
功例の紹介、水インフラと人材育成のための資金調達の制度的枠組みの策定を行う。サミットにおい
ては、水インフラへの投資による予想以上の経済成長が、地域の人々の生活向上や機会の拡大にいか
に寄与したか、その成功例に基づいた具体的な証拠も紹介する。また自立を促すために人々や機関を
対象とした人材育成に対して投資する具体的な計画を、首脳達が約束することも期待されている。
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サミットは、新しい資金を開拓し革新的な金融メカニズムを開発するために、地域の首脳・支援団体
間での対話を促進することになるであろう。この点に関してサミットは、各国の指導者達が、水投資
の拡大、戦略的改革の採用と実施、あらゆるレベルでの水ガバナンスの向上、MDGs 達成への顕著な
進捗などの形で反映される、水分野における具体的な結果を紹介する場を創出する。
第２の優先テーマ「水関連災害管理」に関しては、多過ぎる水又は少な過ぎる水によって引き起こ
される水災害は、人々の安全保障、貧困削減、経済発展のために、各国が克服しなければならない主
要な課題である。サミットは、MDGs、橋本行動計画（HAP）、兵庫行動枠組によって示された目的
を、効果的かつ持続的に実行するための知識・経験をアジア・太平洋地域で共有する適切な場を創出
することになると期待される。
サミットでは、世界で最も水災害に脆弱な地域とされているアジア・太平洋地域において、効果的
な災害軽減を達成する目標と戦略の立案に対する政治的関与を要請する契機とすべく、優れた実践例、
災害軽減行動の成功例を紹介する。またサミットは、各国のリーダーと地域の災害対策担当者との対
話を促す環境や機会を創出し、加えて、採用された目的や計画の達成に向け、政府や国連及び国際的
資金援助機関の果たす共通の役割について、真摯に認識させる機会になるであろう。
第３の優先テーマ「発展と生態系のための水」に関しては、過去１０年にわたり、持続可能な水資
源管理の実践に重点が置かれてきた。健全な水界生態系は、経済・社会に具体的な利益をもたらす。
マングローブ、水田、湿地帯、森林などの陸と水の境界を保全することは、生態系を健全にするのみ
ならず、他の災害や塩水浸入を防ぎ、地下水涵養を助け、生活の質全体を高めることになる。アジア・
太平洋地域全体の水の生産性を高めるために、生態系悪化の原因や現状、更には流域再生の必要性を
理解することは、このテーマの重要な部分を成している。このテーマのもう１つの重要な要素は、環
境流量という概念及び、競合する水利用がある場所における環境流量の利点である。環境流量とは、
河川、湿地、海岸地帯において、主要な生態系のために割り当てられる水のことである。多くの河川
流域では、人間の居住、潅漑、治水、発電などの必要を満たすために、自然の流れがある程度変更さ
れている。
サミットは主要な問題の現状と、このテーマにおける成功例が披露されることになる。政策提言に
加えて、統合された重要なメッセージが提案され、アジア・太平洋地域の水に関する行動計画を推し
進めるために政府及び協力組織の指導者の約束が求められる。
APWF のリード組織は、優先テーマや主要な活動の柱（KRA）に関する最新の情報や重要な発見
を、サミットでトップ・レベルの指導層に報告する。
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＜付属文書＞
第１回サミット概要
１．主催者
・

アジア・太平洋水フォーラム

・

第１回アジア・太平洋水サミット運営委員会

２．会期
２００７年１２月３日・４日
３．開催地
ビーコン・プラザ（別府コンベンション・センター）
http://www.b-conplaza.jp/
４．成果文書（予定）
・

第 1 回アジア・太平洋水サミット提言書

・

“別府”宣言

５．運営委員会委員
委員長
森

喜朗

アジア・太平洋水フォーラム会長／日本水フォーラム会長／元内閣総理大臣

海外有識者委員
・

アーマッド・モハメド・アリ

イスラム開発銀行総裁

・

マーガレット・キャトレイ・カールソン 世界水パートナーシップ（GWP）総裁

・

ニーノ・チホバル

元グルジア環境・天然資源保護大臣／
世界水パートナーシップ（GWP）中央アジア・コーカサス議長

・

アフメトジャン・エシモフ

カザフスタン農業大臣

・

ロイック・フォーション

世界水会議（WWC）会長

・

アンヘル･グリア

経済協力開発機構（OECD）事務総長

・

ハン・スンス

韓国水フォーラム会長／元外交通商部長官

・

ジェームス・ホーン

オーストラリア環境・水資源省副次官

・

フー・スーイー

中華人民共和国水利部副部長

・

キム・ハク・スー

国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）事務局長

・

トミー・コー

アジア・太平洋水フォーラム執行審議会議長／
シンガポール無任所大使

・

黒田 東彦

アジア開発銀行（ADB）総裁

・

クリステル・プラット

太平洋諸国応用地球科学委員会（SOPAC)理事長

・

スルトン・ラヒモフ

アラル海 救 済 国 際 基 金 執 行 委 員 会 (EC-IFAS)議 長

・

クアムルル・イスラム・シディック

・

サイフディン・ソズ

バングラデシュ水 パートナーシップ会 長

インド水 資 源 大 臣
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国内有識者委員
・

広瀬

勝貞

大分県知事

・

今井

義典

日本放送協会解説主幹

・

唐澤

祥人

日本医師会会長

・

御手洗冨士夫

日本経済団体連合会会長

・

村上

憲郎

Google Japan 代表取締役社長

・

野口

健

アルピニスト

・

緒方

貞子

国際協力機構（JICA）理事長

・

篠沢

恭助

国際協力銀行（JBIC）総裁

・

丹保

憲仁

放送大学長／前北海道大学総長／前国際水協会会長

・

植本眞砂子

日本労働組合総連合会（連合）副会長

・

和田

主婦連合会参与

正江

６．招待者（案）
・アジア・太平洋地域の４９の国・地域の首脳
・第１回水サミット運営委員会委員
・アジア・太平洋水フォーラム副議長２名
・アジア・太平洋フォーラムのリード組織代表
・水関係者代表

国会、地方自治体、企業、市民団体、メディア、国際・地域機関、学界、ウ
ェブログ・チャンピオン、その他の代表

７．プログラム（案）
第１日目
・開会式
・記念講演
・全体会合１
・歓迎レセプション
第２日目
・全体会合２
・優先テーマ会議
・閉会
・フェアウェルカクテル
８．オープンイベント
サミット開催時には、第 1 回アジア・太平洋水サミット大分県実行委員会の協力で、国内地方自治
体、市民団体などの主催により、大分県および全国各地でオープンイベントが開催される。オープン
イベントには、公開シンポジウム、セミナー、ワークショップ、展示会、技術視察、現地訪問などが
含まれている。
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世界の水問題を巡る動き
～第 1 回アジア・太平洋水サミットから 2008 年 G8 サミットに向けて～
【重要な会議・プロセス】
・ 2007 年 12 月 3、4 日に「第１回アジア・太平洋水サミット」開催
・ 2008 年 4 月の CSD16 は水レビュー会合（特に統合水資源管理計画）
・ 2008 年春には日本が G8 サミットをホスト
・ 2008 年夏に開催されるサラゴサ博は「水」がテーマ
・ 2008 年は国連が定める国際衛生年

2006 年 3 月

グローバル

アジア・太平洋

第 4 回世界水フォーラム
（メキシコシティ）

アジア・太平洋水フォーラム
設立宣言(3/21)
アジア・太平洋水フォーラム
発足式（9/27：マニラ）

2006 年 9 月
世界経済フォーラム（WEF）
年次総会（ダボス）

2007 年 1 月

2007 年 3 月

2007 年 5 月

“水”レセプション
開催（1/25）

第 5 回世界水フォーラムキックオフ
ミーティング（イスタンブール）

国連水と衛生に関する
諮問委員会（上海）

2007 年 6 月
2007 年 8 月

6/24-25：世界経済フォーラム
東アジア会議（シンガポール）

サミット運営委員会
第二回会合（8/6）

ストックホルム水シンポジウム
G8 に向けたセミナー開催

サミット運営委員会
第一回会合（3/29）

9/6-8 : 成長に関する
世界経済フォーラム（大連）

（w/ GWP、WEF 等）

第 1 回アジア・太平洋水サミット
第１回アジア・太平洋水サミット提言書
別府宣言

2007 年 12 月

2008 年 1 月

国際衛生年

2008 年 4 月

世界経済フォーラム年次総会
（ダボス）

国連 CSD16
水レビュー会合
・IWRM 計画に関する報告（各国首脳）

2008 年 6 月

・水アピール（首相）
・セッション開催

TICAD IV (東京)
Ｇ8 サミット（日本）
“エビアン+5”

サラゴサ万博
（6-9 月）
・ 日本の水プレゼンテーション

2009 年 3 月

第 5 回世界水フォーラム
（イスタンブール）

成果のインプット

18

