
資料１　決議一覧

英文決議名 決議名一覧
決議Ⅷ.1 Guidelines for the allocation and management of water for

maintaining the ecological functions of wetlands
湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と
管理に関するガイドライン

決議Ⅷ.2 The Report of the World Commission on Dams (WCD) and
its relevance to the Ramsar Convention

世界ダム委員会（ＷＣＤ）の報告およびそのラムサー
ル条約との関係

決議Ⅷ.3 Climate change and wetlands: impacts, adaptation, and 気候変動と湿地：影響、適応及び影響緩和

決議Ⅷ.4 Principles and guidelines for incorporating wetland issues
into Integrated Coastal Zone Management (ICZM)

統合的沿岸域管理（ＩＣＺＭ）に湿地の問題を組み込
むための原則及びガイドライン

決議Ⅷ.5 Partnerships and synergies with Multilateral Environmental
Agreements and other institutions

多国間環境協定及びその他の組織とのパートナー
シップと協働

決議Ⅷ.6 A Ramsar Framework for Wetland Inventory 湿地目録の枠組み
決議Ⅷ.7 Gaps in and harmonization of Ramsar guidance on wetland

ecological character, inventory, assessment, and monitoring
湿地の生態学的特徴、目録、評価及びモニタリング
に係るラムサール条約の手引きの不足と整合性

決議Ⅷ.8 Assessing and reporting the status and trends of wetlands,
and the implementation of Article 3.2 of the Convention

湿地の現状及び傾向の評価と報告、並びにラム
サール条約第3条2項の実施

決議Ⅷ.9 'Guidelines for incorporating biodiversity-related issues into
environmental impact assessment legislation and/or
processes and in strategic environmental assessment'
adopted by the Convention on Biological Diversity (CBD),
and their relevance to the Rams

生物多様性条約（ＣＢＤ）において採択された「環境
影響評価の法制度・プロセス及び戦略的環境影響
評価に生物多様性関連事項を組み込むためのガイ
ドライン」及びそのラムサール条約との関連

決議Ⅷ.10 Improving implementation of the Strategic Framework and
Vision for the List of Wetlands of International Importance

国際的に重要な湿地のリストの戦略的枠組みとビ
ジョン実行の向上

決議Ⅷ.11 Additional guidance for identifying and designating under-
represented wetland types as Wetlands of International
Importance

十分に選出されていないタイプの湿地を国際的に重
要な湿地として特定し指定するための追加手引き

決議Ⅷ.12 Enhancing the wise use and conservation of mountain 山岳湿地の賢明な利用と保全の推進
決議Ⅷ.13 Enhancing the information on Wetlands of International

Importance (Ramsar sites)
国際的に重要な湿地（ラムサール条約湿地)に関す
る情報の拡充

決議Ⅷ.14 New Guidelines for management planning for Ramsar sites
and other wetlands

ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理
計画策定のための新ガイドライン

決議Ⅷ.15 The 'San José Record' for the promotion of wetland 湿地管理を推進するための「サンホセレコード」
決議Ⅷ.16 Principles and guidelines for wetland restoration 湿地再生の原則とガイドライン
決議Ⅷ.17 Guidelines for Global Action on Peatlands 泥炭地に関する地球的行動（ＧＡＰ）のためのガイド

ライン
決議Ⅷ.18 Invasive species and wetlands 侵入種と湿地
決議Ⅷ.19 Guiding principles for taking into account the cultural

values of wetlands for the effective management of sites
湿地を効果的に管理するために、湿地の文化的価
値を考慮するための指導原則

決議Ⅷ.20 General guidance for interpreting "urgent national interests"
under Article 2.5 of the Convention and considering
compensation under Article 4.2

条約第2条5項に基づく「緊急な国家的利益」の解釈
及び条約第4条2項に基づく代償措置検討のための
一般的手引き

決議Ⅷ.21 Defining Ramsar site boundaries more accurately in Ramsar
Information Sheets

ラムサール条約湿地情報票における条約湿地の境
界の正確な記述

決議Ⅷ.22 Issues concerning Ramsar sites that cease to fulfil or never
fulfilled the Criteria for designation as Wetlands of
International Importance

国際的に重要な湿地の選定基準を満たさなくなっ
た、あるいはかつて満たしたことのないラムサール
条約湿地に関する事項

決議Ⅷ.23 Incentive measures as tools for achieving the wise use of
wetlands

湿地の賢明な利用を達成するための手段としての奨
励措置

決議Ⅷ.24 UNEP's Guidelines for enhancing compliance with
multilateral environmental agreements, and Guidelines for
national enforcement, and international cooperation in
combating violations, of laws implementing multilateral
environmental agreements

国連環境計画の「多国間環境協定の遵守促進のた
めのガイドライン」及び「多国間環境協定実施に関す
る法律を各国で施行するため、及び同法の違反防
止への国際協力のためのガイドライン」

決議Ⅷ.25 The Ramsar Strategic Plan 2003-2008 ラムサール条約2003-2008年戦略計画

決議Ⅷ.26 The implementation of the Strategic Plan 2003-2008 during
the triennium 2003-2005 and National Reports for Ramsar

2003-2005年の3年間における「2003-2008年戦略計
画」の実施及び第9回締約国会議の国別報告書
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英文決議名 決議名一覧
決議Ⅷ.27 Financial and budgetary matters 財政及び予算事項

決議Ⅷ.28 Modus operandi  of the Scientific and Technical Review
Panel (STRP)

科学技術検討委員会の運用規則

決議Ⅷ.29 Evaluation of the Ramsar Small Grants Fund for Wetland
Conservation and Wise Use (SGF) and establishment of a
Ramsar Endowment Fund

湿地保全及び賢明な利用のためのラムサール条約
小規模助成基金の評価及びラムサール条約基本
財産基金の設立

決議Ⅷ.30 Regional initiatives for the further implementation of the
Convention

条約の実施を高めるための地域イニシアティブ

決議Ⅷ.31 The Convention's Programme on communication, education
and public awareness (CEPA) 2003-2008

2003-2008年ラムサール条約広報教育普及啓発プ
ログラム

決議Ⅷ.32 Conservation, integrated management, and sustainable use
of mangrove ecosystems and their resources

マングローブ生態系及びその資源の保全、統合的
管理及び持続可能な利用

決議Ⅷ.33 Guidance for identifying, sustainably managing, and
designating temporary pools as Wetlands of International

一時的な湿地を特定し、持続可能な方法で管理し、
「国際的に重要な湿地」として指定するための手引き

決議Ⅷ.34 Agriculture, wetlands and water resource management 農業、湿地及び水資源管理

決議Ⅷ.35 The impact of natural disasters, particularly drought, on
wetland ecosystems

特に干ばつ等の自然災害が湿地生態系に及ぼす影
響

決議Ⅷ.36 Participatory Environmental Management (PEM) as a tool
for management and wise use of wetlands

湿地の管理及び賢明な利用のための手段としての
参加型環境管理（ＰＥＭ）

決議Ⅷ.37 International cooperation on conservation of migratory
waterbirds and their habitats in the Asia-Pacific region

アジア太平洋地域における渡り性水鳥及びその生
息地の保全に関する国際協力

決議Ⅷ.38 Waterbird population estimates and the identification and
designation of Wetlands of International Importance

水鳥個体数推定と国際的に重要な湿地の特定及び
指定

決議Ⅷ.39 High Andean wetlands as strategic ecosystems 戦略的生態系としての高地アンデス湿地

決議Ⅷ.40 Guidelines for rendering the use of groundwater compatible
with the conservation of wetlands

地下水利用を湿地保全と両立させるためのガイドラ
イン

決議Ⅷ.41 Establishment of a Regional Ramsar Centre for Training and
Research on Wetlands in Western and Central Asia

中央及び西アジアにおける湿地に関する研修及び
研究のための地域ラムサールセンターの設立

決議Ⅷ.42 Small Island Developing States in the Oceania Region オセアニア地域の小島嶼開発途上国

決議Ⅷ.43 A subregional strategy of the Ramsar Convention for South
America

南米地域のためのラムサール条約小地域戦略

決議Ⅷ.44 New Partnership for Africa´s Development (NEPAD) and
implementation of the Ramsar Convention in Africa

アフリカの開発のための新パートナーシップ及びアフ
リカ地域におけるラムサール条約の実施

決議Ⅷ.45 Operation of the Conference of the Contracting Parties and
the effectiveness of Ramsar Convention Resolutions and
Recommendations

締約国会議の運営ならびにラムサール条約の決議
及び勧告の有効性

決議Ⅷ.46 Thanks to the people and governments of Spain スペインの人々及び政府への感謝
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