平成24年5月18日現在
作成: 特定非営利活動法人 日本水フォーラム

第2回アジア・太平洋水サミット 日本関係者の取り組み予定（1 / 5）
開催日時 *1

会 場 *2

セッション等の名称

主催者等

取り組み内容

みどころ

お問合せ先

URL

参加の可否 *3

サミット本体（フォーカスエリア・セッション除く）
平成25年5月19日(日） 全体会合
Plenary Session
10:10 - 10:55

Convention Hall 1

APWF執行審議会議長（トミー・
コー シンガポール無任所大
使）及びリード組織の代表者が
講演。アジア太平洋地域の水
問題に関する映像を上映。

特定非営利活動法人 日本水
フォーラム（担当: 戸野原）
TEL: 03-5645-8040
FAX: 03-5645-8041
E-mail: office@waterforum.jp

招待者のみ

C2

新議長としてラビ・ナラヤナン氏
（ウォーターエイド元CEO、日本
水フォーラム評議員）が就任。
APWF執行審議会の新議長及 新副議長として、サイモン・テイ
び副議長への引き継ぎ式典
氏（シンガポール国際関係研究
所所長）、チャンファ・ウー氏（ク
ライメイト・グループ中華圏代
表）が就任。

特定非営利活動法人 日本水
フォーラム（担当: 戸野原）
TEL: 03-5645-8040
FAX: 03-5645-8041
E-mail: office@waterforum.jp

招待者のみ

特定非営利活動法人 日本水
フォーラム（担当: 福本）
TEL: 03-5645-8040
FAX: 03-5645-8041
E-mail: office@waterforum.jp

招待者のみ

APWF執行審議会交代式

平成25年5月19日(日）
APWF Governing Council
10:10 - 10:55

森喜朗APWF会長

Transition Ceremony

平成25年5月20日(月） 開会式
Opening Ceremony
9:30 - 10:30

Convention Hall 1

森喜朗APWF会長（元内閣総理
大臣、日本水フォーラム会長）
が水の安全保障に関して講演

平成25年5月20日(月） 開会式
Opening Ceremony
9:30 - 10:30

Convention Hall 1

中尾武彦 アジア開発銀行新総
裁が講演

招待者のみ

フォーカスエリア・セッション
都市における水の安全保
平成25年5月19日(日）
障
10:50 - 12:50
Urban Water Security

同上

同上

家庭における水の安全保
平成25年5月19日(日） 障
Household Water
14:00 - 16:00
Security

D7

リード組織:
国連人間居住計画
パネリストとして橋本和司JWF
（UNHABITAT）、シンガポール 参与が参加
水事業庁（PUB）

特定非営利活動法人 日本水

衛生問題に関するテクニカル フォーラム（担当: 浅井、横山）
ワークショップの議論の成果を TEL: 03-5645-8040
FAX: 03-5645-8041
インプット

招待者のみ

E-mail: office@waterforum.jp

パネリストとして東京都水道局
よりU今井滋建設部長が参加

同上

同上

D7

リード組織:
特定非営利活動法人 日本水
国連アジア太平洋経済社会員
パネリストとして橋本和司JWF 橋本JWF参与が衛生問題に関 フォーラム（担当: 浅井、横山）
会（ESCAP）
参与、植松龍二 国土交通省下 するテクニカルワークショップの TEL: 03-5645-8040
※（特非）日本水フォーラム
FAX: 03-5645-8041
水道事業調整官が出席
議論の成果をインプット
（JWF）がパートナー機関として
E-mail: office@waterforum.jp
参画

*1, *2: 平成24年5月18日現在。開催日時・会場は、主催者都合により変更になることがあります。日時は、いずれも現地時間。本表に掲載されているもの以外でも、日本関係者の取り組みが行われることがあります。
*3: 参加登録が必要となります。詳しくは、公式URL（http://info.apwatersummit2.org/）をご参照下さい。

招待者のみ

招待者のみ
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開催日時 *1

セッション等の名称

会 場 *2

主催者等

取り組み内容

みどころ

各国の巨大災害の経験と教訓
を共有。またポストMDGでの水

水リスクと回復
平成25年5月19日(日）
Water Risks and
14:00 - 16:00
Resilience

お問合せ先

URL

独立行政法人土木研究所
水災害・リスクマネジメント国際セン
ター（ICHARM)
担当：中村、岡積
Tel:029-879-6809
Email:naka-m77@pwri.go.jp

リード組織:
災害被害軽減へ向けた今後の
水災害・リスクマネジメント国際
具体的取り組みについて、各
センター（ICHARM）

国政府政策決定者らによる議
論の成果をアウトプット

参加の可否 *3

招待者のみ

テクニカルワークショップ
NARBOとしてIWRMプロセスに
河川流域機関にフォーカスした NARBO事務局（担当: 川崎）
おけるリーダーシップと流域に
ワークショップですので、流域 TEL: 048-600-6553
管理に関心のある方はぜひご FAX: 048-600-6509
パネルディスカッションを行いま
参加ください。
E-mail:jwa.narbo@yahoo.com
す。

Leadership for the IWRM
平成25年5月16日(木） Process
13:30 - 16:30
Water Security in the

Room 28 Auang-luang

アジア河川流域機関ネットワー
おける水の安全保障について
ク（NARBO）

Room 25 Arn-chan

IGES及びタイ国地下水局が主
（公財）地球環境戦略研究機関 催、IGESのアジア太平洋水
（IGES）ほか
フォーラム地下水知識ハブの
活動等を紹介。

River Basins

平成25年5月16日(木） Groundwater in IWRM
13:30 - 16:30
options and lessons

平成25年5月16日(木） Quality Water for Quality
C1 Poung Saed
13:30 - 16:30
Life

Thailand Metropolitan
Waterworks Authority
（独法）国際協力機構（JICA）

Voice from Asia for Better
Water Quality – for
平成25年5月17日(金）
discussion toward Post- Room 18 Doa-rueang
9:00 - 12:00
2015 Development Goals
on water

環境省挨拶、鈴木基之東京大
学名誉教授が基調講演、岡田
環境省、（公財）地球環境戦略 光正放送大学教授がパネル
研究機関（IGES）等
コーディネータとして参加。環境
省が実施するアジア水環境
パートナーシップ事業を紹介。

平成25年5月17日(金） Capacity Building for
9:00 - 12:00
IWRM Process

Room 28 Auang-luang

アジア河川流域機関ネットワー 河川流域機関の能力強化に
ク（NARBO）ほか
フォーカスした議論を行いま

Room 17 Poung Saed

日本サニテーションコンソーシア
ム（JSC）

What is needed to

平成25年5月17日(金）
achieve sustainable
13:30 - 16:30

sanitation management?

Improving Water Security
:
平成25年5月17日(金） Lessons from IWRM
Room 28 Auang-luang
13:30 - 16:30
Cases in Nepal,
Indonesia, and
Uzbekistan

(公財）地球環境戦略研究機関
自然資源生態系サービス領域
淡水担当
TEL：046-855-3700（代）
FAX:046-855-3809
fw-info@iges.or.jp

http://www.narbo.jp/

○

http://www.iges.or.jp/en/news/
topic/knowledgehub_gw.html

○

スピーカーとして東京都水道局
よりU今井滋建設部長が参加

○

水環境保全に必要となるアジ
ア諸国の排水処理の現状等に
ついての情報共有及び今後の
国際協力の方向性などについ
ての議論を行う。

NARBOとUNESCOとの共同で 河川流域機関にフォーカスした
ワークショップですので、流域
管理に関心のある方はぜひご
参加ください。
す。

(公財）地球環境戦略研究機関
自然資源生態系サービス領域
淡水担当
TEL：046-855-3700（代）
FAX:046-855-3809
fw-info@iges.or.jp

http://www.wepa-db.net

○

NARBO事務局（担当: 川崎）
TEL: 048-600-6553
FAX: 048-600-6509
E-mail:jwa.narbo@yahoo.com

http://www.narbo.jp/

○

水の安全保障の向上に関し、 水の安全保障の向上のための NARBO事務局（担当: 川崎）
アジア河川流域機関ネットワー インドネシア、ネパール及びウ 実際の取り組みを知ることがで TEL: 048-600-6553
ク（NARBO）
ズベキスタンでの事例を紹介 きますので、ぜひご参加くださ FAX: 048-600-6509
し、議論を深めます。
い。
E-mail:jwa.narbo@yahoo.com

○

http://www.narbo.jp/

*1, *2: 平成24年5月18日現在。開催日時・会場は、主催者都合により変更になることがあります。日時は、いずれも現地時間。本表に掲載されているもの以外でも、日本関係者の取り組みが行われることがあります。
*3: 参加登録が必要となります。詳しくは、公式URL（http://info.apwatersummit2.org/）をご参照下さい。

○
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開催日時 *1

セッション等の名称

会 場 *2

持続可能な衛生: 2025年
までにアジア太平洋地域で
普遍的なアクセスを実現す
平成25年5月18日(土） るためのソリューション
Room 26 Kran-kraw
Sustainable Sanitation:
9:00 - 12:00
Solutions for Realizing
Universal Access by
2025 in Asia & the Pacific

主催者等

取り組み内容

衛生問題に関するテクニカル
（特非）日本水フォーラム（JWF）
ワークショップをESCAP及び
ほか
UNHABITATと共に開催

みどころ

お問合せ先

URL

参加の可否 *3

特に維持管理、ファイナンスの
観点から、主に村落部、低所得
者層をターゲットとした、持続可
能な衛生サービス（トイレ）普
及・拡大のための必須条件を
明らかにする。経済専門家、国
連機関関係者、企業幹部らが
参加予定。

特定非営利活動法人 日本水
フォーラム（担当: 浅井、横山）
TEL: 03-5645-8040
FAX: 03-5645-8041
E-mail: office@waterforum.jp

http://www.waterforum.jp/jp/wha
t_we_do/pages/policy_recommend
ations/APWF/2nd_APWS/doc/T
W_on_Sanitation_Program_12May2
013.pdf

○

タイ王国とアジア・太平洋
地域における水文・気象予
測と気候変動への適応
平成25年5月18日(土） Hydro-Meteorological
Room 29 Ku-larb
Prediction and
9:00 - 12:00
Adaptation to Climate
Change in Thailand and
Asia Pacific countries

IMPAC-Tプロジェクト

【テクニカルワークショップ】
気候変動と水文・気象予測に
関して講演及びパネルディス
カッションを実施
【展示】
最新の研究成果を中心に展示

気候変動下における水資源問
題に対して、研究者と政府機関
が果たすべき役割や、長期予
測における信頼性の担保と
いった研究課題を明らかにし、
解決の糸口を探ります。

Kasetsart University
Tel :+66-2-942-8555
ext.2021,2022
Fax :+66-2-942-8555 ext. 2022
E-mail: press@rainbow.iis.utokyo.ac.jp

http://www.jst.go.jp/pr/announce
/20130509/

○

Achieving IWRM in river
平成25年5月18日(土） basins throughout Asia
9:00 - 12:00
(5th NARBO General
Meeting)

Room 28 Auang-luang

NARBOの目標であるIWRMの
普及促進のため、今後の
アジア河川流域機関ネットワー
NARBO活動についてこれまで
ク（NARBO）
の活動成果を踏まえた議論を
行います。

NARBO加盟機関が一堂にそろ
う機会です。NARBO活動にご
関心がある方は、ぜひ、ご参加
ください。

NARBO事務局（担当: 川崎）
TEL: 048-600-6553
FAX: 048-600-6509
E-mail:jwa.narbo@yahoo.com

http://www.narbo.jp/

○

Room 18 Doa-rueang

特定非営利活動法人 日本水
国連アジア太平洋経済社会員
フォーラム（担当: 浅井、横山）
会（ESCAP）
竹村公太郎JWF事務局長が基 家庭における水の安全保障に
TEL: 03-5645-8040
共催: （特非）日本水フォーラム 調講演
関する日本の経験を発信
FAX: 03-5645-8041
（JWF）
E-mail: office@waterforum.jp

家庭における水の安全保
平成25年5月18日(土） 障
Household Water
13:30 - 16:30

Security

特定非営利活動法人 日本水

Building resilience to
平成25年5月18日(土） climate change impacts
13:30 - 16:30
in the Hindu Kush

○

Room 23 Rak-re

ICIMOD

Himalayan region

アルピニスト野口健氏（日本水 野口健氏がヒマラヤ地域の氷 フォーラム（担当: 福本）
フォーラム評議員）がパネリスト 河湖決壊の危機と対策の必要 TEL: 03-5645-8040
FAX: 03-5645-8041
として参加
性を訴える

○

E-mail: office@waterforum.jp

Water-related Disaster

平成25年5月18日(土）
Risk Reduction as
13:30 - 16:30

Room(29 Ku-larb

（独法）国際協力機構（JICA）

Development Investment

*1, *2: 平成24年5月18日現在。開催日時・会場は、主催者都合により変更になることがあります。日時は、いずれも現地時間。本表に掲載されているもの以外でも、日本関係者の取り組みが行われることがあります。
*3: 参加登録が必要となります。詳しくは、公式URL（http://info.apwatersummit2.org/）をご参照下さい。

○

平成24年5月18日現在
作成: 特定非営利活動法人 日本水フォーラム
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開催日時 *1

セッション等の名称

会 場 *2

主催者等

NARBOの目標であるIWRMの
普及促進のため、今後の

Achieving IWRM in river
平成25年5月18日(土） basins throughout Asia
13:30 - 16:30
(5th NARBO General

取り組み内容

Room 28 Auang-luang

アジア河川流域機関ネットワー
NARBO活動についてこれまで
ク（NARBO）

の活動成果を踏まえた議論を
行います。

Meeting)

みどころ

NARBO加盟機関が一堂にそろ
う機会です。NARBO活動にご
関心がある方は、ぜひ、ご参加
ください。

お問合せ先

NARBO事務局（担当: 川崎）
TEL: 048-600-6553
FAX: 048-600-6509
E-mail:jwa.narbo@yahoo.com

URL

http://www.narbo.jp/

参加の可否 *3

○

Transboundary Data
平成25年5月18日(土） Sharing for Integrated
13:30 - 16:30
Water Resources

Room 25 Arn-chan

（一財）国土技術研究センター
（JICE）ほか

○

Room 27 Than-ta-wan

アジア・太平洋水フォーラム
（APWF）

○

Management

SPECIAL SESSION:
Briefing on Key Water平成25年5月18日(土）
related Documents of
13:30 - 16:30
Asia-Pacific Regional
Significance (tbc)

展示会

平成25年5月14日(火） （特非）日本水フォーラム
（JWF）ブース
- 20日（日）

Technical booth
B44, B45

（特非）日本水フォーラム
（JWF）

平成25年5月14日(火） アジア・太平洋水フォーラ
ム（APWF）ブース
- 20日（日）

Technical booth
B44, B45

アジア・太平洋水フォーラム
（APWF）

展示会に出展

東日本大震災の教訓と被災か
らの復興状況を英語・タイ語に
て発信。また関係者（日本水道
協会、水ing㈱、大分県 のNPO
等）の様々な情報発信・交流の
場を提供。

展示会に出展

アジア太平洋地域の水関連専
TEL: 03-5645-8040
門機関の最新資料を配布

特定非営利活動法人 日本水
フォーラム（担当: 近藤）
TEL: 03-5645-8040
FAX: 03-5645-8041
E-mail: office@waterforum.jp

○

特定非営利活動法人 日本水
フォーラム（担当: 近藤）

○

FAX: 03-5645-8041
E-mail: office@waterforum.jp

国土交通省 水資源部（担当：遠
平成25年5月16日(木）
Technical booth
国土交通省（ＭＬＩＴ）ブース
- 20日（日）
B43

国土交通省

独立行政法人水資源機構
平成25年5月14日(火） 及びアジア河川流域機関 Technical booth
ネットワーク（NARBO)ブー B73-76
- 20日（日）
ス

独立行政法人水資源機構及び
水資源機構及びNARBOの活
アジア河川流域機関ネットワー
動をポスター掲示しています。
ク（NARBO)

展示会に出展

日本の水資源管理に関する取 藤）
組について発信。関連資料を TEL:03-5253-8111
FAX:03-5253-1582
配布。

総合水資源管理（IWRM）の実
務に関心がある方は、ぜひ、
ブースを訪問ください。

水資源機構（担当: 川崎）
TEL: 048-600-6553
FAX: 048-600-6509
E-mail:
tadashige_kawasaki@water.go.j
p

*1, *2: 平成24年5月18日現在。開催日時・会場は、主催者都合により変更になることがあります。日時は、いずれも現地時間。本表に掲載されているもの以外でも、日本関係者の取り組みが行われることがあります。
*3: 参加登録が必要となります。詳しくは、公式URL（http://info.apwatersummit2.org/）をご参照下さい。

○

○

平成24年5月18日現在
作成: 特定非営利活動法人 日本水フォーラム

第2回アジア・太平洋水サミット 日本関係者の取り組み予定（5 / 5）
開催日時 *1

セッション等の名称

会 場 *2

平成25年5月16日(木） （公財）地球環境戦略研究
Technical booth B17
機関（IGES）
- 20日（日）

テクニカルブース（その他

平成25年5月14日(火）
の日本関係者の出展予
- 20日（日）

定）

主催者等

取り組み内容

（公財）地球環境戦略研究機関
展示会に出展
（IGES）

みどころ

環境省が実施するアジア水環
境パートナーシップ事業の取組
の紹介及び日本の水環境管理
に関する取組について発信

お問合せ先

URL

（公財）地球環境戦略研究機関
（担当：片岡）
TEL：046-855-3855
FAX:046-855-3809
kataoka@iges.or.jp

B53: （株）建設技術研究所（CTI）グループ、B52: （一財）河川情報センター（FRICS）、B6: 国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF）、B16: 日本サニテーションコンソーシ
アム（JSC）、B80: （株）三祐コンサルタンツ、B100-102: IMPAC-Tプロジェクトほか

*1, *2: 平成24年5月18日現在。開催日時・会場は、主催者都合により変更になることがあります。日時は、いずれも現地時間。本表に掲載されているもの以外でも、日本関係者の取り組みが行われることがあります。
*3: 参加登録が必要となります。詳しくは、公式URL（http://info.apwatersummit2.org/）をご参照下さい。

参加の可否 *3

○

○

