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ラムサール条約第 13回締約国会議 決議一覧 

（https://www.ramsar.org/about/cop13-resolutions） 

   

 

 

 

 “Wetlands for a Sustainable Urban Future”  

「持続可能な都市の未来のための湿地」 

No. Resolution Title 決議名（仮訳） 

XIII. 1 World Wetlands Day 

世界湿地の日に関する決議 

XIII. 2 Financial and budgetary matters 

財政及び予算関連事項に関する決議 

XIII. 3 Governance of the Convention 

条約実施の構造に関する決議 

XIII. 4 Responsibilities, roles and composition of the Standing Committee and 

regional categorization of countries under the Convention 

常設委員会の役割、責任、及び構成、並びに地域区分に関する決議 

XIII. 5 Review of the fourth Strategic Plan of the Ramsar Convention 

ラムサール条約第 4期戦略計画のレビューに関する決議 

XIII. 6 Language strategy for the Convention 

条約の言語戦略に関する決議 

XIII. 7 Enhancing the Convention’s visibility and synergies with other multilateral 

environmental agreements and other international institutions 

条約の知名度向上及び多国間環境条約・他の国際機関との相乗効果の追求に関する

決議 

XIII. 8 Future implementation of scientific and technical aspects of the Convention for 

2019-2021 

2019－2021年の条約の科学・技術的側面の将来的実施に関する決議 

XIII. 9 Ramsar Regional Initiatives 2019-2021 

2019－2021年のラムサール地域イニシアティブに関する決議 

XIII. 10 Status of Sites in the Ramsar List of Wetlands of International Importance 

国際的に重要な湿地の登録簿の現況に関する決議 

XIII. 11 Ramsar Advisory Missions 

ラムサール諮問調査団に関する決議 

XIII. 12 Guidance on identifying peatlands as Wetlands of International Importance 

(Ramsar Sites) for global climate change regulation as an additional argument 

to existing Ramsar criteria 

気候変動の調整に寄与する国際的に重要な湿地（ラムサール条約湿地）としての泥炭

地特定のガイダンスに関する決議 
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XIII. 13 Restoration of degraded peatlands to mitigate and adapt to climate change and 

enhance biodiversity and disaster risk reduction 

気候変動の緩和・適応等及び、生物多様性の向上と災害リスク軽減のための劣化した

泥炭地の再生に関する決議 

XIII. 14 Promoting conservation, restoration and sustainable management of coastal 

blue-carbon ecosystems 

沿岸のブルーカーボン生態系の保全、再生及び持続可能な管理に関する決議 

XIII. 15 Cultural values and practices of indigenous peoples and local communities and 

their contribution to climate-change mitigation and adaptation in wetlands 

先住民及び地域社会における湿地の文化的価値、活動が気候変動の緩和及び適応

に与える貢献に関する決議 

XIII. 16 Sustainable urbanization, climate change and wetlands 

持続可能な都市化、気候変動と湿地に関する決議 

XIII. 17 Rapidly assessing wetland ecosystem services 

湿地生態系サービスの迅速な評価に関する決議 

XIII. 18 Gender and wetlands 

湿地とジェンダーに関する決議 

XIII. 19 Sustainable agriculture in wetlands 

湿地における持続可能な農業に関する決議 

XIII. 20 Promoting the conservation and wise use of intertidal wetlands and 

ecologically-associated habitats 

潮間帯及び生態学的に関連する生息環境の保全とワイズユースの促進に関する決議 

XIII. 21 Conservation and management of small wetlands 

小規模湿地の保全と管理に関する決議 

XIII. 22 Wetlands in West Asia 

西アジア地域における湿地に関する決議 

XIII. 23 Wetlands in the Arctic and sub-Arctic 

北極・亜北極における湿地に関する決議 

XIII. 24 The enhanced conservation of coastal marine turtle habitats and the 

designation of key areas as Ramsar Sites 

沿岸に位置するウミガメ生息地の保護促進とラムサール条約湿地の指定に関する決

議 

XIII. 25 Thanks to the Host Country, the United Arab Emirates 

開催国、アラブ首長国連邦への謝辞 

 


