
G20 Dialogue on Water 
Water Best Practices Roadmap 

G20 水に関する対話 
水に関する優良事例集ロードマップ 

Context and Objective 背景及び目的 

The ongoing G20 discussion on water has 
affirmed the importance of sharing best 
practices, lessons learned and experiences 
on its sustainable management, which 
could have significant added value given 
the lack of existing digital platform to do so. 
This Roadmap provides a timeline during 
the 2020 G20 Saudi Presidency towards a 
process of sharing G20 countries’ best 
practices and experiences related to 
sustainable and resilient water 
management. The objective is to promote 
the exchange of information, best practices, 
and experiences on a voluntary basis 
amongst G20 and invited countries. The G20 
2020 Saudi Presidency will focus on water, 
sanitation and hygiene ﴾WASH﴿ to combat 
water-related diseases and pandemics such 
as COVID-19. 

G20において進行中の水に関する議論により、
その持続可能な管理に関する優良事例、教訓及
び経験を共有することの重要性が確認された。
これは、デジタルプラットフォームが存在すれ
ば、更なる大きな価値を付加し得るものであ
る。このロードマップは、サウジアラビアが
G20議長国を務める2020年において、持続可能
かつ強じんな水の管理に関する G20各国の優
良事例及び経験の共有のプロセスに向けたタ
イムラインを提供する。これは、G20メンバー
国及び招待国の間で、自主的に情報や優良事
例、経験を共有することを目的とするものであ
る。2020年の G20議長国サウジアラビアは、
COVID-19等の水に関連する病気やパンデミッ
クに対処するための水と衛生（WASH）にフォ
ーカスする。 

Milestones 進捗計画 

2020: 
1. June: A questionnaire was designed 

and shared with G20 countries on the 
topic of “Sustainable Management of 
Water, Sanitation, and Hygiene ﴾WASH﴿ 
to Combat Water-related Diseases and 
Pandemics such as COVID-19.” 

2. August: The collected best practices 
will be presented by G20 countries 
who wish to do so in the virtual 
Dialogue on Water meeting on August 
24, 2020.  

3. November: The Saudi G20 Presidency 
will publish the aforementioned best 
practices online. 

2020: 

1. 6月：「COVID-19等の水に関連する病気や
パンデミックに対処するための水と衛生
（WASH）の管理」に関する質問票を作
成し、G20各国へ共有。 

2. 8月：収集された優良事例について、2020
年8月24日にウェブ会議形式で開催された
水に関する対話の会合において、希望す
る国より発表。 

3. 11月：G20議長国のサウジアラビアは、
前述の優良事例をオンラインで公開。 

Future G20 Presidencies: 今後の G20 議長国： 



Moving forward, upcoming G20 
Presidencies may voluntarily carry out the 
following activities: 
 Select a topic in consultation with G20 

countries on which best practices will be 
collected within the framework of G20 
mandates. 

 Design and disseminate a 
questionnaire/template to collect best 
practices on the selected topic. 

 Invite members to present their best 
practices in a dialogue on Water 
meeting. 

 Publish the compiled best practices in a 
report and upload the report online. 

引き続き、今後の G20 議長国は、自主的に以下
の活動を進めることができる： 

 G20 の権限の範囲において、G20 各国との
協議によりトピックを選択し、優良事例を
収集する。 

 選択したトピックに関する優良事例を収集
するため、質問票／テンプレートを作成し、
配布する。 

 水に関する対話の会合において優良事例の
発表を行うことを参加者に促す。 

 報告書として編集された優良事例をオンラ
インで公開。 

Platform features 
The platform will have the following 
features:  
a. Audience: Global, open source 

knowledge repository.  
b. Platform content: A digital 

knowledge platform containing the 
collated best practices. 

c. IT hosting and cost: The Kingdom of 
Saudi Arabia offers to provide the 
initial design, setup and maintenance 
costs for up to five years of operation, 
if future presidencies require it. This 
includes IT administration, server 
hosting, and all other maintenance 
and operation costs. 

プラットフォームの機能 

プラットフォームには次の特徴を有する： 

a. 閲覧者：グローバルでオープンソースの
知の集積。 

b. プラットフォームの内容：収集された優
良事例を含む知のデジタルプラットフォ
ーム。 

c. ITホスティングと費用：サウジアラビア
王国は、今後の議長国が要請すれば、最
長5年間の運営に資するよう、初期設計、
設置及び管理に関する費用を提供する。
これは、IT管理やサーバーにかかるもの
の他、全ての管理運営に関する費用を含
む。 

 


