
第７回世界水フォーラムへの参加概要 

平成27年(2015年)4月12日～17日 

韓国テグ市、キョンジュ市 

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課 



概要 

 開催地 韓国テグ（大邱）広域市およびキョンジュ（慶州）市 
 

 日 程  平成27年(2015年)4月12日（日）から4月17日（金）まで 
 

 主 催  世界水会議（World Water Council） 

         第７回世界水フォーラムホスト国：韓国（国土交通部、外交通商省、テグ広域市、慶尚北道） 

 テーマ  Water for Our Future   

 参加国数及び参加者数 168か国から約41,000名  

 滋賀県からの参加者（６名）    

       滋賀県副知事  西嶋栄治 

      秘書課 副主幹 中村元則（秘書） 

      流域政策局流域治水政策室 室長補佐 辻 光浩 

      下水道課     主査 北井剛 

      琵琶湖政策課  課長 小松直樹 

         〃       主幹 望月孝幸（事務局） 

◆  内 容    閣僚級を含む会合など、行政、研究者、企業、NGO等の様々な主体による 

         セッションが開かれた他、大規模なブース出展が行われた 

 

第７回世界水フォーラム（韓国）への参加 

県からの参加者及び嘉田学長（前知事） 



世界湖沼会議の歴史 
第１回 1984 滋賀県大津市 

第２回 1986 米国ミシガン州マキノー島 

第３回 1988 ハンガリー ケストヘイ 

第４回 1990 中国 杭州 

第５回 1993 イタリア ストレーザ 

第６回 1995 茨城県つくば市 

第７回 1997 アルゼンチン ｻﾝﾏﾙﾃｨﾝ･ﾃﾞ･ﾛｽｱﾝﾃﾞｽ 

第８回 1999 デンマーク コペンハーゲン 

第９回 2001 滋賀県大津市 

第10回 2003 米国 シカゴ 

第11回 2005 ケニア ナイロビ 

第12回 2007 インド ジャイプール 

第13回 2009 中国 武漢 

第14回 2011 米国 テキサス州オースティン 

第15回 2014 イタリア ペルージャ (9/1~9/5） 

世界水フォーラムの歴史 

第１回 1997 モロッコ マラケシュ 

第２回 2000 オランダ ハーグ 

第３回 2003 日本 琵琶湖・淀川流域（京都、大阪、滋賀） 

第４回 2006 メキシコ メキシコシティ 

第５回 2009 トルコ イスタンブール 

第６回 2012 フランス マルセイユ 

第７回 2015 
韓国 テグ市、キョンジュ市 
 （4/12～/17） 

 ☆第７回世界水フォーラム参加の目的 
 本県から西嶋副知事をはじめ県職員が参加し、世界の水政策における湖沼環境の保全
の重要性や、３０周年を経過した世界湖沼会議の成果、流域治水政策や下水道施策等を
世界に向けて発信するとともに、現地視察や関係者との意見交換を通じて情報収集や
ネットワーキングを行う。 

 また滋賀大学と共同でブース出展を行い、琵琶湖の環境政策や水環境ビジネス情報、
滋賀の観光情報等についても幅広く提供し、海外に滋賀県全般についてアピールする。 



１６８ｹ国 41,000名 

【日本水フォーラム資料より】 



本県から参加したプロセス（分野） 

この３分野において、本県より参画した 

【日本水フォーラム資料より】 



１．地方自治体プロセスへの参画 

【日本水フォーラム資料より】 



２．テーマプロセスへの参画 

これらのテーマの下に開催される個別セッションに参加（発表）した。 
（※各テーマの下には5つ程度の個別セッションが開設されている） 

【日本水フォーラム資料より】 



３．エキスポ（ブース出展）への参画 

 本県と滋賀大学が共同でブース出展を行い、琵琶湖の環境政策や水環境ビジネス情報、滋賀の観光情報等を幅広く
提供し、海外に向けて滋賀県全般についてアピールした。 
 （※地方自治体が単独ブースで出展したのは本県のみ） 

【日本水フォーラム資料より】 



位置関係図 

【日本水フォーラム資料より】 



4月13日（月） 移動（関空19:15→釜山空港→キョンジュ市内ホテル） 
4月14日（火） 9:00～12:30 地方自治体プロセス（キョンジュ市HICO） 
                    →テグ市EXCOへ移動 
         16:00～16:40 ブース視察等（テグ市EXCO） 
         17:00～19:00 滋賀大学コーディネートの特別セッション（テグ市EXCO） 
         19:15～21:00 慶尚北道知事主催懇談会（啓明大学迎賓館） 
4月15日（水） 移動（テグ市内ホテル→釜山空港9:00→関空） 帰国 

【西嶋副知事、中村秘書】 

4月11日（土） 移動（関空11:25→釜山空港→テグ市内ホテル） 参加登録手続き等 
4月12日（日） 滋賀県・滋賀大学ブースの設営、レセプション等（テグ市EXCO） 
4月13日（月） ブースの運営、現地事務局との調整、キョンジュ市HICO会場下見、他 
4月14日（火） 9:00～12:30 地方自治体プロセス（キョンジュ市HICO） 
                    →テグ市EXCOへ移動 
         16:00～16:40 ブース視察等（テグ市EXCO） 
         17:00～19:00 滋賀大学コーディネートの特別セッション（テグ市EXCO） 
         19:15～21:00 慶尚北道知事主催懇談会（啓明大学迎賓館）小松課長 
         19:00～21:30 テグ市長主催公式晩餐会（テグナイト） 望月主幹 
4月15日（水） 10:00～18:00 ブースの運営、テクニカルセッション視察、他ブースとの交流等 
4月16日（木） 9:00～18:00  ブースの運営、現地視察（寿城池Suseongmot Lake 望月主幹） 
4月17日（金） 9:00～18:00 ブースの運営、閉会式参加、ブース撤収等 
4月18日（土） 移動（テグ市内ホテル→釜山空港9:00→関空） 帰国 

【小松課長、望月主幹】 

主なスケジュール－① 



【辻室長補佐、北井主査】  

4月13日（月） 移動（関空19:15→釜山空港→テグ市内ホテル）  
4月14日（火） 9:00～11:00 下水道関係のセッションへ参加 
                   北井主査はフロアから発言し、県の下水道施策を説明。 
         14:40～15:30 ハイレベルパネルWater and Disaster 
                   日本国皇太子殿下のビデオメッセージを視聴等  
         16:00～16:40 ブース視察等（テグ市EXCO） 副知事等と合流 
         17:00～19:00 統合的流域管理のセッションへ参加 
                   辻室長補佐はパネリストの一人として参加し、県の流域治水の 
                   取組のプレゼンを行い、住民視点の治水政策の重要性を訴えた。 
         19:00～21:30 テグ市長主催公式晩餐会（テグナイト） 
4月15日（水） 10:00～19:00 ブースの運営、テクニカルセッション 
                  ・京都府、京都市、ＮＧＯ、嘉田学長等が参加する水文化セッション 
                   に参加し、情報収集および参加者との交流を行った。 
                  ・コムアクアが主催するＮＧＯセッションに参加し、京都府知事ビデオ 
                   メッセージ視聴、京都府の市民レベルの取組等の発表を聴講した。 
                  ・自然災害の評価、予防、モニタリングのセッションに参加し、元県 
                   河港課長で現土木研究所の澤野久弥氏の発表等を聴講した。 
4月16日（木） 9:00～18:00  ブースの運営、テクニカルセッション、現地視察                   
                  ・越境河川流域管理にかかるインフラ構築の持続性確保に関する 
                   セッションの聴講を行った。 
                  ・現地視察（寿城池Suseongmot Lake）へ出かけた。 
                  ・気候変動による自然災害に関するセッションの聴講を行った。 
4月17日（金） 移動（テグ市内ホテル→釜山空港16:55→関空） 帰国 

主なスケジュール－② 



メイン会場のＥＸＣＯ－① 

参加者でにぎわうメイン会場となっ
たテグ市にあるＥＸＣＯは会議と展示
会が同時に開催できる巨大な施設。 

主催者の発表では、参加者は168 

か国から約41,000人が参加との発
表。 

会期中は非常に多くの警官とライフル
を持った軍関係者も警護にあたってい
た。外には装甲車も待機していた。 



メイン会場のＥＸＣＯ－② 

会場に入るには空港での検査以上
の厳重な手荷物検査が課せられた。
特に初日の12日は朴大統領も来場し
たため、徹底的な検査が行われた。
２日目以降になると検査は徐々にゆ
るくなっていった。 

ブース展示の会場には各国単位での
出展に大きな面積が与えられていた
が、大企業も立派なブースを構えると
ころがあった。 

日本の東レは単独で大きなブースを
出されていた。 



地方自治体プロセス－① 

キョンジュ市のHICO内にて、２日間に

渡り地方自治体プロセス会議が開か
れ、世界26か国から250名以上が参
加して議論を行った。 

本県の西嶋副知事は、２日目の午前
の分科会にスピーカーとして参加して、
世界の湖沼の重要性を訴え、湖沼の
保全に地方自治体からもアクションを
起こしていこうと呼びかけた。 

  日時：H27.4.14(火) 11:00-12:30 

 



地方自治体プロセス－② 

分科会はイクレイオセアニアのブレ
ナンディレクターが座長をし、４名の
スピーカーからの発表の後、議論を
行った。本県副知事以外には、韓国
浦項市上下水道部長、韓国アサン
市環境資源保全課長、スロバキア
の水道事業技術者が参加した。 

西嶋副知事からは、世界から首長等が集
まる当会議において、世界湖沼会議を30
年に渡り続けてきた歴史、世界水フォーラ
ムを招致開催した実績など、本県が琵琶
湖の経験から、世界の水問題の議論の
中で、湖沼環境の保全が重要なポイント
であることを訴え、国等を巻き込み、世界
の湖沼を保全していこうとするメッセージ
を発表した。 



日本水フォーラムのデイリー速報で、西嶋副知事が地方自治体プロセスでの発言
概要と「今日の人」コーナーで取り上げられ、日本国内に広く広報されました。 

地方自治体プロセス－③ 

デイリー速報Vol.3 【2015年4月15日】 



イクレイ本部の公式ホームページに西嶋副知事の地
方自治体プロセスにおける発言概要が掲載され、海外
に向け広く発信された 

2015.4.14 

地方自治体プロセス－④ 

Cities from Japan, Korea and Slovakia 
presented their successful case studies in 
urban water management at the 7th 
World Water Forum. 

Martin Brennan, Director of ICLEI Oceania, 
chaired the session on water quality, waste 
water and ecosystem. 

http://eastasia.iclei.org/typo3temp/pics/4ac477cbb6.jpg
http://eastasia.iclei.org/typo3temp/pics/c22eb12da3.jpg


Successful water management case studies from cities show 
water as an enabler of nature and man  
Cities from Japan, Korea and Slovakia shared their case studies in enhancing water 
quality, treating waste water and improving the overall condition of the ecosystem 
through water management during the breakout session chaired by Martin Brennan, 
Director of ICLEI Oceania, on the second day of the 4th Local Governments and 
Regional Authorities Conference at the 7th World Water Forum. 
 
Eiji Nishjima, Vice Governor of Shiga Prefecture, Japan highlighted the value of lake 
conservation. He pointed out that 87% of the freshwater used by human come from 
lakes, which is also the easiest source to obtain drinkable water among other water 
sources such as rivers and swamps. Because of its scarcity and its indispensable nature 
to the ecosystem, he believes that cities worldwide should join hands in conserving 
lakes and sharing their knowledge and practices in managing lakes at the global level. 
The city hosted the 3rd World Water Forum; it was also the host of the first and the 
9th World Lake Conference. 

地方自治体プロセス－⑤ 



滋賀大学主催のセッション―① 

韓国慶尚北道の李仁善副知事も参
加し、基調講演をされた。 

李副知事は、2012年10月に環境ビ

ジネスメッセへの参加のため来県し、
当時の嘉田知事と対談されている。 

滋賀大学の久保教授がコーディネート
されたセッションに、本県の西嶋副知事
もスピーカーとして参加した。 

  日時：H27.4.14(火) 17:00-19:00 



滋賀大学主催のセッション―② 

本県の西嶋副知事からは、閉鎖性水域である琵琶湖におけるせっけん運動
の歴史や水質改善の取組を紹介するとともに、現在特に課題となっている生
態系の問題への対応、山～川～里～湖のつながり再生の視点や、水源涵
養における財政の取組等について発信し、国内外の参加者と議論を行った。 



滋賀大学主催のセッション―③ 

兵庫県の井戸知事も参加され、閉
鎖性水域である瀬戸内海について、
その保全における歴史や課題等に
ついて発表され、海を守るために山
や川を保全する大切さなどを訴えら
れた。 

びわこ成蹊スポーツ大学嘉田学長
（前知事）も参加され、研究者として
長年琵琶湖の研究をされてきたこと
を踏まえ、人間と琵琶湖の関係の再
生など、新たなアプローチによる保全
などについても発言された。 



滋賀大学主催のセッション―④ 

セッションには、嘉田学長、井戸兵庫県知事、西嶋滋賀県副知事の他、国連
開発計画のマケドニアのプレスパ湖担当課長、韓国啓明大学の教授、ラオ
ス国立大学の教授などが参加し、国際河川の流域管理や湖沼環境保全に
ついてなど、国内外の問題を共有しつつ議論を行った。 



滋賀大学主催で西嶋副知事も発表した特別セッションは、
日本水フォーラムのデイリー速報でも広報された 

滋賀大学主催のセッション―⑤ 

デイリー速報Vol.3 【2015年4月15日】 



慶尚北道知事等との懇談会－① 

滋賀大学と韓国啓明大学の調整に
より、慶尚北道の金寛容(Kim Kwan-
yong)知事等幹部との懇談会を持つ

ことができた。形式は同知事主催の
晩餐会となった。 

 日時：H27.4.14(火) 19:15-21:00 

場所は啓明大学内にある迎賓館の
ような格式のある場所で行われた。 



慶尚北道知事等との懇談会－② 

日本側の参加者は、井戸兵庫県知事、
西嶋滋賀県副知事、嘉田学長、中塚
関西広域連合事務局長、滋賀大学久
保教授等からなり、韓国側は金知事、
李副知事の他は、経済や投資担当の
部長など、企業誘致を念頭に置いた
顔ぶれであった。 

日本側は井戸兵庫県知事を代表と
して、慶尚北道金知事と記念品の
交換を行った。 



公式晩餐会（テグナイト）－① 

食事が提供される前に、約20分ほ
どテグ市への水関係ビジネスの投
資を呼びかけるプレゼンテーション
が行われた。世界水フォーラムをテ
グ市に誘致した本音の部分がそこ
にあったように感じた。 

３日目の夜に、テグ市長主催の公式
晩餐会が、ＥＸＣＯの横にあるホテル
の大宴会場にて盛大に開催された。
主催者であるテグ市長の権泳臻
(Kwon Young-jin)氏が挨拶を行った。 

日時：H27.4.14(火) 19:00-21:30 

 



公式晩餐会（テグナイト）－② 

晩餐会終了時には、来場した全員
をステージ上に呼びかけ、記念写
真を撮った。 

美しい民族衣装を着た美男美女が、
韓国の歴史・文化を煌びやかな
ショーにしてアピールした。 


