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株式会社三蔵コンサルタンツは､海外農業開発コンサルタンツ協会の補助金を得

て,イランイスラム共和冒エネルギー省より依頼をうけた"ガズケイン平野地区並び

にフ-ゼスタン地区”のかんがい用水水管理改善計画調査を平成3年11月14日より12

月9日の26日間にわたって実施した｡

本報告書は,その調査結果をまとめたものである｡

イランにおいて比､釣17首万baの広大な農地が展開し､人口の45%に当る約23百

万人が地域に住み､農業をベースに生計を立てている｡農業セクターのGDPは,冒

家の20%を占め重要な産業となっている｡

然しながら,カスピ海沿岸,アゼルバイジャン地区の約3百万haを除く農地は,

降雨の少ない(300nn-loom/年)乾燥,半乾燥地に位置し､かんがい用水の供給な

しには農業生産は不可能な地域となっている｡

イラン政府は, 1960年よりかんがい用水確保のため大泉模水資源開発を進めて来て

おり､ 22個所のダムによる約100億m3の貯水量, 250億m3の利用可能水量を確保してい

る｡また地下水開発も盛んで､全国で200-300億m3の地下水が利用されている｡これ

らの水資源開発によるかんがい可能面硬は約560万baに達している｡

然しながら､開発された水資源の水管理は極めて悪く,かんがい効率は20-30%と

低い｡エネルギー省は､水資源の有効利用をはかるため､水資源並びに水管理局を新

たに設立し,水管理の故事による水資源の有効利用をはかろうとしている｡

エネルギー省は､イランで最も重要なかんがい農業地区,かつかんがい水管理上特

殊な問題をもつフ-ゼスタンとガズヴィンの2地区を選定､弊社に水管理改善の調査

を依頼､その結果,日本政府の技術協力による改善計画調査の可能性を打診して来た｡

ガズゲイン地区はタレガン川よりの地表水と受益地の深井戸による地下水のコンビ

ネーションでかんがいしている地区で､この組合せによるかんがいが円滑に運営され

ずかんがい効率が低下し,余剰かんがい用水が受益地下流で湛水問題を起している地

区である｡

一方､フーゼスタン地区は,ダム水源による重力並びにポンプかんがい地区である

が､受益地区比従来アグElビジネスをベースに約100ha単位で囲暑が整形された地区



である｡そして1979年の革命後､このアグロビジネス農場は､ 4-5baの単位で小

農に土地分配されて来た｡この結果､小農による圃場の水管理に多くの問鬼が生じ.

かんがい効率は､ 20-30%と低下している｡

ガズヴィン地区は年々拡大するテヘラン首都圏に隣接し,都市近郊農業地としてテ

ヘランの食糧供給を支える重要な地区となっている｡

一方,フーゼスタン地区は､ 50-60万baの肥沃な農地と､豊富なカールン川より

のかんがい利用水を有し,イランの将来の農業の中心地となるところである｡

この両地区のかんがい農業が､日本政府のかんがい用水管理の技術協力で改善され

るならば､かんがい面積並びに農業生産の飛属的増大が期待され,イラン政府に対す

る技術協力の効果は著しく大と思われる｡

謁査団は,本事前粛査報告書が､両国政府の推進する上記農業国発計画の一助にな

ることを望むとともに,現地の調査では,イラン政府エネルギー省 フ-ゼスタン

並びにテヘラン地方水利局が多大の協力を調査団にして頂いたことに感謝する次第で

ある｡

平成4年1月

株式会社 三蔵コンサルタンツ

敢締役社長 渡 辺 滋 勝



調査対象地区位置図
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1.ガズヴィン平野かんがいシス_ラム改茎_計画

1.1.事業地区のかんがい農業概況

'1)位置,面積,その他

ガズヴィンかんがい農業地区はテヘラン首都圏に属し､テヘラン市の西方約

100knの処に位置している｡地区の全面積は393,000ha,全耕地面穫は177,000

ba,虎かんがい面積&3,000baである｡虎かんがい地区の内,約60,000haは

ガズゲイン平野の北部に位置し､この地区はタレガン川に建設された頭首工と

タレガン山脈を貴くタレガントンネルにより涜域変更された地表水と受益地区

内の深井戸地下水によってかんがいされている｡西部,南部かんがい地区は,

夫々の山系よりの地表水もあるが､殆んどが深井戸のみによる地下水でかんが

いされている地区である｡ただし,将来は西部,南部の山岳地域にダムを建設

し､北部同様地表水と地下水の租み合せによってかん机､する計画がある8

今回の調査対象地域は,北部の地表水と地下水によるかんがい地区である｡

(2)北部かんがい事業の概要

a)タレガン川用水

タレガン川は､ガズゲイン北部地区の北側に東西に走るタレガン山系の北

側にあり,エルプレス山系の融雪水を集めてカスピ海ヘ向かって読下してい

る｡頭首工地点における年平均流量は,約4.5億m3である｡

この頭首工地点より,ガズヴィン北部ヘ向け流域変更の導水トンネル(鍾

長9h,通水量30m3/sec)が建設され導水された水は,ガズゲイン北部地区

のジアラン川経由,延長約95knの幹線水路で北部かんがい受益地ヘ導水さ

れている｡

ただタレガン川は,春期(3-6月)の融雪期には多くの流量を有するが

(20-150m3/see)
,夏期(6-9月),秋期(10-11月),冬期(12-2月)は流

量辻3-6m3/secと著しく少い｡従って､タレガン川より取水されるかんが

い用水も春期は30m3/secと多いが.その他の時期は3-6m3/secと減少する｡

年間の平均かんがい取水量は約2.5億7n3である｡



b)受益地区地下水

春期以外のタレガン用水の不足を補うため,受益地区には約700本の深井

戸が設けられ､地下水を捷水しかんがいに利用している｡深井戸の削孔深は､

120-150m,口径12インチ,地下水位は地表より約30-40m, 1本の平均揚

水量は150m3/hrである｡なお受益地区の全深井戸による年間蕩水量は､平

水年で2億m3,渇水年はタレガン用水が少なくなるので3億m'である｡

深井戸は, 1本につき約80Ifの湯水ポンプが設置され,それは配電線より

送電される電力で運転されている｡ 1本の平均揚水時間は平水年12-16br,

渇水年16-20brである｡なお1本の支配するかんがい面積は,約50haであ

る｡

c)かんがい農業

受益地区で栽培されている主要作物は冬作物として麦類,夏作物として砂

糖大根,コーン,ヒマワリ,野菜類,永年作物として牧草,ブドウ,ペスタ

チオなどである｡

然し近年テヘラン首都圏の人口が1千万人と増大し,その食物再要は多様

化して来たため,需要の多いメロン,キュウリ,トマト,玉ネギ,豆類など

の栽培面積が拡大して来ている｡

圃場におけるかんがいは､ボーダー,うね間,ベ-ズンかんがいが主であ

るが､スプリンクラーかんがいも高価な作物栽培に導入されつつある｡

受益地区内の農民は殆どが自作農で､その所有面積は3-5 baと小規模

であり,アグロビジネス的な大農葛経営はない｡

1.2.かんがい用水の管理

a)かんがい用水量は､冬期の麦類に対しては若干の有効雨量(冬期-春期の降

雨量約300m)があるので､ 0.4-0.6b/see/ha,春期-秋期には全く降雨が

ないので,夏作物には1.0-1.2b/sec/haが計画されている.然し､実際のか

んがいでは以下述べるよう水管理の不適性なことより､ 2.Ob/see/ha以上の



用水が利用され､かんがい効率は30%と低い｡

ち)かんがい用水は春期に豊富なタレガン用水を導入利用し,夏期-秋期に深井

戸揚水によりタレガン用水の不足をカバーする計画が原則となっているが､タ

レガン用水の月別変動を推定しにくいこと､水路の用水配分管理が適性でない

ことより,井戸の身水を計画以上に行っている傾向がある｡これは地表水の無

効流出をまねくと共に､深井戸ポンプ遵奉の経費増につながっている｡

c)ガズゲイン○/M事務所が水路,深井戸の水管理を行っているが､地表水と

地下水のコンビネーション水管理計画が適性に確立してないため,用水のロス

が多く出ている｡

d)農民よりは,栽培作物のha面積当りで水利費を徴収しているが､水路の上

流地区では多くの水を利用,下涜地区は少ない水利用となるため､下読点民よ

りはクレイムが出て,水和費の徴収率も低い｡

e)囲葛における農民のかんがい方法,かんがいブロックは適性でないものが多

く､このためのかんがい用水ロスも多い｡また夜間のタレガン用水は農民が夜

間の水管理を行わないため､肝考で利用されずに排水路へ無効放琉されている｡

これもかんがい効率が低い原因となっている｡

1.3.余剰地表水,地下水量

(1)余剰水量の影響

受益地区の深井戸計画は,当初タレガン山脈より受益地区に沈下する数多く

の渓流のリチージ主席析と深井戸揚水量にもとづく地下水水収支によって策定

されている｡

然しながら,他流域であるタレガン川よりのかんがい用水導入による余剰か

んがい水量,かんがい用水の地下リターンフローなどにより,受益地区の地下

水拭存量は増加する憤向にある｡現地の調査結果では､実際に深井戸水位が多

くの揚水をしているにもかかわらず, 2-5m上昇している｡また受益地南東

部東端に横たわっている低地スワンプでは余剰地表水と地下水の集穫により,



スワンプ水位が上昇し,かつスワンプ面積が正大して南東部耕地が排水不良に

なって来ている｡

(2)余剰水量の利用計画

テヘラン首都圏は酉へ西へと拡大しており,ガズゲイン北部地区の最東端の

アブエキ地区附近には約50万人のニュータウン計画がある｡然しその都市用水

源はなく大きな問題となっている｡

ガズゲイン北部地区のかんがい用水の適性な水管理を行うことにより.余剰

のかんがい用水を削減すること,また増加しつつある受益地区内の地下揚水量

を井戸の追加により増加することなどにより､タレガンの地表水の一部を都市

用水へ転換する可能性があ.),この粛査検討はテヘラン首都圏の無道した水需

要に対し,重要かつ緊急を要している｡

1.4.水管理改善計画粛査の目的

(1)鹿存のタレガン用水と深井戸身水の適正なかんがい用水管理計画を兼定する｡

(2)タレガン地表水のリチャージによる地下水賦存量の増加可能量を解析検討す

る｡

(3)上記の検討着果にもとづく余剰地表水,地下水の利用計画を未定する｡

1.5.水管理改昔計画の網査検討事項

(1)既存水源の水資源量調査

一夕レガン川河川流量にもとづく豊水年,平水年,渇水年のかんがい用水放水

可能量把撞

一夕レガン用水の地下水リチャージを考慮した受益地区内の地下水成存量の増

加把振

-深井戸の追加計画にもとづく地下水の水収支解析並びに揚水量増加量の把捉

一地区南東部スワンプの余剰水量把撞



(2)用水路水系囲にもとづく用水供給計画調査

-既存かんがい水路ルート並びに井戸分布位置にもとづくかんがいゾーン,か

んがいブロックの境界設定,面積確定

-水路水系囲にもとづく､上記かんがいゾーン,ブロックの作付体系レビュー

並びにそれにもとづく基準かんがい単位用水量(Water Duty b/sec/ha)

のレビュー(旬別かんがい用水量)

-水路水系固にもとづくかんがい用水分水計画のコンピュータープログラム作

成(分水工ごとの面積×Water Dutyとその累加)

-プElグラムにもとづくタ■レガン用水,井戸身水の旬別用水供給計画策定(豊

水年,平水年,海水年)

(3)用水路の分水方法改善計画飼査

-鹿有水蕗の水理断面,レギュレーター,分水エの水理レビュー,そのレビュー

結果にもとづく水路リハビリテーション,改善計画の発走

-レギュレーター,分水工のオペレーションに閲しゲート施設のリハビリ並び

にゲート開閉方法の適否検討

-上記プログラムにもとづく用水配水,分水量のゲートキーパーヘの伝達方法,

並びに配水,分水量のデータ管理方法

(4)井戸揚水方法改善計画調査

-井戸の揚水は,地表水の補給用水として利用されるので､地表水の利用可能

真に対し井戸の計画基準藩水量,速水運転時間の検討

-地表水は24時間通水に対し､深井戸揚水は12-16時間/日で,この時間差を

考慮した用水組合せによるかんがい用水供給方法の検討

-老朽化した井戸のリハビリテーション検討

(5)鮮卑のかんがい水管理改善計画調査

-農民の管理する師場のかんがいプロット区別の適正規模検討

-師葛内の用水路,堺水蕗,農道の計画,設計



-ボーダー,うね聞かんか､における適性師葛長さの検討並びに適正かんがい

方法の検討

-農民租轍による鶴巻かんがい方法の導入検討

-地表水の夜間通水量の水管理方法検討

(6)水管理組織改善計画調査

-ガズゲイン0/M事務所の機構,要員,施設,機番予算の検討

一点民かんがい組織の設立,強化並びに運営方法の検討

1.6.余剰可能水量の利用方法訴査

一計画されるニュータウンの水需要圭訴査

-かんがい地区の拡大可能性調査

一余剰水の皇並びに水質調査

-ニュータウンあるいは新規かんがい地区への余剰水送水方法,事業施設の概

略調査

一余剰水利用により､スワンプ縮小の尊台のスワンプ環境調査(魚蕉,鳥類の

生息あり)



ガズヴィン濯激事業濯激図
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2.ヱ=主星旦之塾区__幽塵

2.1.事業地区のかんがい農業概況

(1)位置,面穣

フ-ゼスタンかんがい農業地区は,イランの南部,フ-ゼスタン州を読下す

るカールン川並びにその支涜であるデズ川流域に展開し,フ-ゼスタンの州都

アフワーズ市の北方約100knの処に位置している.

かんがい農業地区は､デズダムを水源とする約106,000haのデズかんか､地

区とカールン第一ダムを水源とする釣48,000haのゴットバンドかんがい地区

に大別される｡

(2)デズかんがい事業地区の概要

デズかんがい事業は,デズ川上流に建設された洪水調節,水力発電,かんが

いの多目的ダムを水源としている｡

このダムより放涜される発電のピーク洗量は,ダム下涜の逆調整池で調整さ

れ､読下しデズ頭首エによりかんがい地区へ導水されている.

鈍かんがい面積は約105,600baで,その内訳は逆調整ダム地点に設けられた

ポンプ葛による浄水かんがい6,100ha,頭首エよりの重力かんがいで東部地

区42,400ba,西部地区57,100baに区分される｡

ポンプかんがい地区には8個所のポンプ湯があり, 96台のポンプが設置され

湯水かんがいが行われている｡

一方,重力かんがい地区では,幹線水路206kn, 2次,3次水路532kn,排水

路633kn,維持管理道路1,287hが建設され,かんがい用水が受益地へ供給され

ている｡頭首エよりの最大取水量は､東部幹線水路92m3/see,西部幹線水路

157n3/secである｡

事業施設の詳細概要は､表- 1に示す｡



受益地区は当初アグロビジネスをベースに計画され,第3次水路より分水さ

れる評者の標準ユニット面掛ま約100haである.そして,幹線より第3次水

路まではすべてコンクリートライニングされ､ 3次水路の分水工より各100ba

のユニット圃動こ最大2b/sec/haの分水が出来るようになっている.分水工

の末端にはパーシャルフリュ-ムが設置され､評者への分水が計測出来るよう

になっている｡すなわち,かんがい水路システムは実に近代的に設計,建設さ

れている｡

栽培作物は小麦､大麦､米,砂糖キビ,砂糖大根,アルファルファ,マイロ,

コーン,大豆,棉,ブドウ,かんきつ蕉,野菜と多種にわたっている｡

砂糖キビは,ハフタッペ地区のアグロビジネス地区で14,000haが栽培され､

エ葛により砂糖の精製が行われている｡

砂糖のアグロビジネス地区､また若干のその他作物のアグロビジネス地区を

除いては,殆どの農地が1979年のイスラム革命後, +＼農に3-5 ba/戸の割合

で分配されて来ており,これらの分配農地では小農の共同体による営農が行わ

れている｡

(3)ゴットバンドかんがい事業地区の概要

ゴットバンドかんがい事業は,カールン川上流に建設されたカールン多目的

ダムを水源としている｡その発電放水量はデズダム同様,ゴットバンドダムに

より調整され,両岸取水工より受益地区へ重力かんがいされている｡

鈍かんがい面積は47,700baで､それは左岸地区7,200ha,右岸地区40,500

baに区分され､右岸地区の中33,300baはオランダとイランのジョイントベ

ンチャーによる砂糖キビ栽培並びに砂糖肯製のアグロビジネス地区である｡

カールンJtlを横断して建設されているゴットバンドダムは､長さ 201m,高

さ 27mで右岸受益地区へ92.5m3/sec,左岸受益地区へ12m3/secのかんがい

用水を供給している｡幹支線水路の繰延長は282kn,排水路総延長は1,233kn

である｡



かんがいシステムの施設概要は､表-1に示す｡

この地区のかんがいシステムは､デズかんがい事業の後に建設されたもので,

主として砂糖キビのアグロビジネスを目的としたかんがいシステムである｡

デズかんがいシステム同様､頭首工,幹線-3次水路とも近代的に設計,施

工され,その維持管理も十分である｡ 3次水路分水エよりの末端肝専区画はデ

ズかんがいシステム同様約100haである｡

このかんがい地区もアグロビジネス地区を除いては100baユニットの農地が

3-5 baで小農に分配されて来ている｡

栽培作物比デズかんがい地区とほぼ同じであるが,カールン川の用水が豊富

なことより稲作が盛んである｡

2.2.かんがい用水の管理

(1)現 況

デズ,ゴットバンド両地区とも頭首工,ポンプ場,辞線-3次水路までフ-

ゼスタン電力水利庁の下にあるデズ並びにゴットバンド○/M事務所で管理さ

れている｡ ○/M事務所の夫々のスタッフ数は500-600人で.主な業務はかん

がい用水の管理と施設の維持保守管理である｡

この維持管理のため, ○/M事務所はアグロビジネスファームより現在0.85

リアル/m3 (来年は1.1リアル/m3)の水利費を徴収している｡水量は,農葛の

入口にある流量計で計測している｡

農民に対しては､種々の作物ごとにha当りの水利費が決定されており(義

一2) ､この基準で水利費が徴収されている｡然し,農民の寄合はかんがい用

水が十分に供給されている地区とそうでない地区があり､収量も異るので水利

費の未払いがかなり多く､問題となっている｡

(2)水管理上の問鷺点

頭首エ,幹･支線水路の維持は十分に出来ているが,用水の分水管理は以下

の理由で困穀を極め､かんがい効率は20-30%にしか達せず､供給された多く

10



のかんがい用水が蘭留で利用されずに排水路へ無効放洗されている｡勿乱こ

の現象は小農の匪軌こ多く､アグロビジネスフ7-ムではスプリンクラーを利

用することもあって,かんがい効率は高い｡

a) ○/M事務所は水路の水系図はもっているが､水系国にもとづく各かんがい

ユニット(100ha) ,かんがいブロック(約500ha) ,かんがいゾーン(約

1,500-2,000ha)の作付面穣,旬別の基準用水量(Water Duty 且/see/ha)

を殆ど把達してない｡

従って､年間を通しての概略の作付面積に対し,平均2 A/sec/haで十分な

余裕をもって放水並びに分水している｡即ち,計画取水,分水は行われていな

い｡

b) 3次水路までは一応, 3次水路の支配面積に応じて上記の方法で配水,分水

しているが, 3次水路に沿った圃場では(100haのユニット肝場)上流地区が

用水を先取りするため､下涜囲葛では用水不足が生じている｡また,下流圃場

では上漁師場が自分の都合で分水をとめるので,余剰水による排水問題が生じ

ている｡

c)ユニット圃場内でのかんがい方法は,洪水,ボーダー,うね間などのかんが

いが採用されているが,農民による囲場内のかんがい用水管理は以下のように

極めて悪く,これが最大の原因でかんがい効率の20-30%という低下につなが

っている｡

一節場内の第4次水路は農民により建設されているが､水路勾配,水理断面が

ランダムで3次水路よりの取水量が円滑に両者へ流下してない｡

-3次水路より圃葛への分水には､水路を振削した分水口,あるいはサイホン

で行っているが､ 4次水路の不生形より通水畳も変化し,計画通りの圃葛給

水が出来ない｡同じ面積を給水するに給水時間はバラバラである｡

一節葛のボーダー,うね間ともランドレベリングが不十分で不随の多い囲葛が

多く,かんがい用水が圃場を一様にカバーしない｡低い処に多くの水が湛水,

高い処には用水がカバーしない｡

一端番かんがい方法はされてなく､用水は1日申圃場を流下して師葛末端で排

水路に凍下している｡
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一夜間の水管理はなく､従って3次水路より夜間に4次水路に読下する流量は

殆どが利用されず､ 4次水路末端で排水路へ捨てられている｡

-稲作水田地区などでは,
6-7B/sec/haと著しく多くの用水が師葛に入っ

ている｡また､他の畑作地区でも常時2-4且/sec/haの用水が餌場に入っ

ている｡

2.3.水管理改菩計画に対する訴査検討事項

(1)既存水源のかんがい用水供給可能量

デズ,ゴットバンド両地区のダム水ヨ酌ま､かんか＼用水脅要量に対して十分

あると思われるが,そのレビューを行う｡

特に発電後頭首工に流下して来る流量の水位,溌量変化のレビュー｡

(2)用水路系蔵にもとづく用水供給計画

ガズゲインの項で述べたと同様な水系図にもとづく面積,旬別用水量を示す

図面を作成し､水系図に沿った用水分水のコンピュータープログラムを作成す

る｡

(3)用水路の分水方法改善計画

上記の計画分水量にもとづく頭首工,幹線-3次水路の適性分水方法の検討

(水位に対するゲート鰐漫の適性化)
,艶びに定期的な水路水位をチェック｡

(4)師葛の水管理改善計画

師葛の水管理改善計画が最も重要で,以下の調査検討が必要である｡

1100haユニット肝萄の区画形状,地形勾配に対する適性な4次かんがい水

路並びに排水路,農道の計画設計｡

一固葛内のボーダー,うね間長さは150-200mと長く,この圃場のランドレ

ベリングの通性方法,あるいは囲場整形作業を正確にするための圃場区画

の栃小｡

-ボーダー,うね聞かんがいの適性方法(サイフォン利用が良い)

-農民組織による輪番かんがい方法(6-7日のかんがいローテーションを

12



確立する｡ )

一夜間の水の利用方法(夜間の約8時間でボーダー,うね間をかんがいする

方法)

(5)水管理組織の改善方法

-0/M事務所の機構,要点,施設,機轟予算の検討

-農民かんがい範織の設定,強化故びに運営方法の検討

13
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義. 1 デズおよびゴットバンドかんがい地区施設概要

I.デズ かんがい地区

1.デズアーチダム(主要水源)

目 的:発電,洪水調節,かんがい

貯水面積 : 63hi

貯水容量 : 34.4億m3

現 高 : 202m

堤 長 : 212m

平均放水量: 187 m3/see

発生電力: 520MW

2.デズ逆調整ダム

目 的 :かんがい用調整池

貯水容量 : 14官万m3

堤 高 : 20 m

埴 長 : 136m

設計洪水量: 6,000 m3/see (ラジアルゲート 6門＋スライドゲート1門)

揚水機葛: 16 m3/sec (3m3/sx4台＋1m3/sx4台)

かんがい面積: 6,100ba

3.デズ頭首二

目 的:かんがい用取水ゼキ

堤 高: 4 m

埴 長 : 394m

最大放水量:西部幹線157 m3/sec

東部 〝 92 n3/see

4.かんがい施設

(1)幹線水路
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西部幹凍 93 kn (3幹線) Qmax=157 m3/sec

東部 〝 114kFL (5幹線) Qmax= 92 m3/sec

(2)支線水路--西部支線243血 東部支線289血

(3)ポンプ場 8ケ所 合計 96台

(4)排水路 633kn

(5)幹線及び支線道路

(6)かんがい面積

調整池ダムからの身水

西部幹線

東部 〝

計

1,287 kn

: 6,100 ba

: 57,100 ba

L辿

105,600 ha

Ⅱ.ゴットバンド かんがい地区

1.主要水源--.･-Nulカルーンダム(貯水量約35億m3)

2.ゴットバンド ダム

目 的:かんがい,洪水調節

貯水面積 : 3.12ki

堤 高 : 27m

堤 長 : 201 m

設計洪水量; 8,‾000
m3/sec(ラジアルゲート12.20m(V)×7.35m(H)×14門)

(スルースゲート 2.10m(V)×2.10m(H)×9門)

年間放水量: 12.5億m3 (80%がアグロビジネス)

最大放水量:東部幹線 12 m3/see (左岸)

西部幹線 90.2m3/sec (右岸)

3.かんがい施設

中線＋2次幹線:延 282kD

排 水 路 :延1,233kn

かんがい面穫: 47,700 ba (内33,300baはアグロビジネス)
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義. 2 農民負担 水利費 (Rlals/ba)

作物名 水利費

Wheat 5,000

Alfalfa 13,700

Milo 5,500

Sugarbeet ll,900

Rice 48,500

Sesami 14,300

Broadbean 19,800

Bean 16,500

Vegetable 27,500

Cucunbar(夏) 33,000

”(杏) 60,000

Eggplant 44,000

Onion 27,500

Carrot 33,000

Strawberry 27,500

Flower 33,000

Citr･usGarden 33,000

18



3.塾生皇塾

3.1.調査団の構成並びに日程その他

(i)訴査団の構成

団 長 樋口 昭一郎 (株)三茄コンサルタンツ副社長

かんがい,水管理
冨山 浩重

(2)罪査日程

平成3年

_且+L
ll月14日(木)

11月15日(金)

11月16日(土)

11月17日(日)

11月18日(月)

11月19日(火)

11月20日(水)

11月21日(木)

11月22日(金)

11月23日(土)

⊥直岨

取締役

東京一テヘラン

休日,ローカルコンサルタンツと日程協議

(1)エネルギー省,次官補Mr.Hajid Pasha,

水資源,水管理局長Hr.A.Forougiと協議

(1)午前 日本大使館小宅大使表敬

〝 臭並びに三宅書記官打合せ

(2)午後ガズゲイン市にてガズゲインかんがい

システム協議,ローカルコンサルVater/Soil,

0/H所長Hr.Sharival他

(1)午前テヘラン地域水利局次官Mr.”.Shakibi

とガズゲイン水管理協議

(2)午後経済企画予算庁(P.B.0)水資源担当

局長Hr.”.HilaT)iとイランのかんがい水管

理協議

ガズゲインかんがい地区水管理調査

tiTater/Soi1コンサルタント社長hr.Morid

Expert Hr.Soharabi,ガズゲイン0/H所長

Hr.Shariva1並びにかんがい担当Mr.Taghvi

テヘラン水利局にてガズゲィシ関係者(政府,

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

ロー

カルコンサルタント)と合同ミーティング

大使公邸にて昼念会 大使並びに軽協担当書記官

輿,三宅氏にプロファイ説明

テヘラン

テヘラン

Water/Soilコンサルタントとガズゲイン水管理プロ

ポーザル作成打合せ 収集資料依頼

(1)テヘランよりアフワ-ズヘ(飛行機)

Vater/Soilコンサルタントとフ-ゼスタン水

電力庁訪問,水利担当次官hr.Narimani他と

19
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水管理塩島

(2)アフワーズより車にてデズフル市へ,デスかん

11月24日(日)

11月25日(月)

11月26日(火)

11月27日(水)

11月28日(木)

11月29日(金)

11月30日(土)

12月1日(日)

12月2日(月)

12月3日(火)

12月4日(水)

12月5日(木)

12月6日(金)

12月7日(土)

がい0/M事務所訪問

0/M所長Hr.Mozafar,水管理マネージャー

Hr.Darbandiと協諌,現着衣桑

デス受益地区,頭首エ,水路の水管理視察

Mr.Behzadipur案内

ゴットバンドかんがい受益地,頭首エ,水蕗水

管理視察 hr.Behzadipur案内

0/M所長Mr.Mozafar他と受益地の問題地点を

訴査

KVPA, Water resources chief Eng世r.Siraki,

0/H所長Mr.Hozafar他と水管理改善計画､特に

コンピューターによるデータ管理,監視,評価

方法などについて説明協鵠,プレリミナリレポ

ートの作成提出

デズフル出発,アフワーズヘ｡ KVPAの水資源管

理局部長Mr.Bozorghehriとフーゼスタン全地

区水資源データ管理打合せ

夜,アフワ-ズよりテヘランヘ(飛行機)

休日,フーゼスタンで収集した資料の整理

エネルギー省,水資源,水管理局ヘフーゼスタ

ン調査の報告,ガズゲイン調査の協議

樋口ガズゲイン現地網査Vater/Soilコンサルタ

ント案内,富山大使点検拶帰国

樋口ガズゲインかんがい水管理訴査

Water/Soilコンサルタント案内

午後､大使館臭,三宅書記官ヘフ-ゼスタン

謝査内容報告

樋口 テヘラン水利局､ Water/Soilコンサルタ

ントとガズゲイン水収支打合せ

エネルギー省幹部と夕食,打合せ

タレガンかんがいシステム(ガスヴィンヘの地

表水施設)調査,タレガンマネ-ジャHr.Askari

案内(t=-カルコンサルSoil/Vaterと共に)

経済企画予算庁hr.Milaniと打合せ

日本政府JICA派遣専門家高橋氏と打合せ

休日､資料整理,プロポーザル真作成

エネルギー省,テヘラン水和局,フ-ゼスタン

20

デズフル

デズフル

デズフル

デズフル

デズフル

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン

テヘラン



テヘラン事務所他帰国挨拶

12月8日(日) 午前､大使館への報告

夕方､テヘランー日本(イラン航空)

12月9日(月) 日本へ帰国

テヘラン

(3)収集資料

a)ガズゲインかんがいシステム

ーガズヴィンかんがい事業概要

-かんがい水路,水系図,深井戸位置図

-ガズゲインかんがい地表水水源,タレガン川の流出量,かんがい取水量

一深井戸水源の潜水量,支配面積

一主要栽培作物作付体系,かんがい用水圭

一0/M機構

一改菩すべき問題点

b)フ-ゼスタンかんがいシステム

ーフ-ゼスタンかんがい事業枕要

一水源並びにかんがい水路水系図

一主要栽培作物作付体系,かんがい用水量

-○/M機構

一改善すべき問題点

(4)イラン政府面会者

a) Hinistry of Energy

-Assistant Vice Minister Hr.Pasha凹ajid

-Director of Water Resources and Management

Mr.Abudallahreza Fourugi

b ) Plan and Budget Organization

-Director of Water Resources Mr.Hossein 凹ilani

c ) Tehran Regional Water Board

-Vice General Director Hr.Hasshallah Shakibi

-Director of Project Progra皿ming 凹r.Mansoor Khami
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-Taleghan
Water Resources Manager hr.Moh血00d Askari

-Qazvin
lrrigation 0/” office出anager Mr.Shahrivari

-Qazvin lrrigatioh 0/出office Assistant Manager 出r.Taghavi

d ) Rhuzestan Water and Power Authority

-Assistant General Director in Ahtcaz Hr.Nari皿aTldi

-0/” staff i一l Ahvaヱ Hr.Shokoro

-°eg lrrigation 0/” office Manager Hr.Rozafar

-°eg lrrigation 0/凹office Water Operarion Chief

出r.Darbandi

-Gotvand lrrigation 0/” office出anager

Hr.Nasuti

-Tehran
Office Genefal Manager Mr.Gholani

(5)イランローカルコンサルタント(協力コンサル)

a ) Tehran Water and Soil Consultants

-Managing Director

-Irrigation
Expert

-Irrigation
Eng

-Irrigation
Eng

ち ) Tehran Sahb Consultants

一世anaging
Director

-Irrigation Expert

-Irrlgation Expert

c ) Jamab Consultant

-Water Resources Expert

Mr.Horid

也r.Sohrabi

Mr.Souri

Mr.HaseJni

Mr.Fottoubl

Dr.Ahamadl

Mr.Shahghassbi

Mr.Ghodratnnana

(6)日本人関係者

a)大使館

小宅大使,奥並びに三宅経済協力書記官

b) JICA専門家

経済企画庁へJICAより源遺されている専門家,高橋正義氏
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写真-1

ガズヴイン推概事業

通水停止中の水路

(コンクリートライニング)

写真-2

ガズヴイン液政事業

通水中の水路

(上水路)

写真-3

ガズヴイン摩耗事業

澄渡中の圃場

(作物は′ト麦)
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写真-4

デズ漣政事業

デズ調整 ダ ム

写真-5

デス液政事業

揚水峨場(16m3/see)

写真-6

ゴットバンド港故事業

西部幹線分水工
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写真-7

デズ港政事菜

幹線水路内水草除去作業

i写鼻8

FrT'‾ちrとl
‾=-i.

/
■

,.I

■■

_Jl

25

デス港政事業

分水工末端に

設置されている

パーシャルフリュ-ム

写真-9

デズ潅政事菓

艦概を待つ 圃場
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