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え が

イエメン共和国政府の農業開発に対する努力に応え､海外農業開発コンサルタント協会

(ADCA)は､深滞友雄(㈱建設企画コンサルタント)の1名を事前調査団として

現地に派遣し､南部地域農業開発計画に係わる事前調査を実施した｡

調査団は､平成3年12月3日から12月17日の15日間同国に滞在し､現地踏査,関係資料

の収集に当り､イエメン政府担当者要人との協議等を実施した｡

本事前調査報告書は､現地調査の結果及び収集資料･情報を基に､南部地域農業開発計

画に関する現況,実施方針等を示すものである｡

調査団は､本事前調査報告書がイエメン政府の推進する農業開発の一助になることを心

から望むものである｡最後に､調査団に対し適切な助言とご指導を賜った在イエメン日本

国大使館,イエメン国農業水資源省(MAWR)
,計画開発省(MPD)及び計画企画庁

(CPO)をはじめとする両国政府関係機関に対し深甚なる謝意を表したい｡

平成4年1月 ADCA事前調査団

深 厚 友 雄
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1.背 景

1990年5月にイエメンアラブ共和国(北イエメン)とイエメン民主人民共和国(南イ

エメンが統合されて､新生イエメン共和国が誕生した｡統合後の人口は約1, 100万人

(推定)となり､地形は山岳地帯から砂漠地帯と変化に喜んでいる｡国土面積は53.7万

砧(日本の約1.4倍)となったが､農業,軽工業,石油等の主要産業に頼っている現状

での一人当り国民総生産(GNP)は580US Sと依然として低い｡

更に､湾岸危機発生当時からのイエメンによるイラク寄り外交姿勢の結果､長年続い

て来たサウジにおけるイエメン出稼ぎ労働者への特恵待遇が剥奪され､現在においても

この影響は湾岸戦争後も続いており､膨大な国際収支の赤字が発生しているQこのよう

な状況下においてイエメン政府は以下に述べる主要経済政策を打ち出し､経済の回復を

目指している｡

(1)農業生産の拡大

(2)石油,ガス,鉱物資源の開発

(3)人的資源の開発

(4)インフラ整備

(5)アデン自由港の構想

イエメン国における労働人口の58% (1986年)が農業に従事しており､ GDPの内約

24% (1986年)が農業部門によって占められ､イエメン国内において最も重要な産業と

なっている｡

イエメン国の5ケ年計画(1987-1991年)においては､農業生産及びその関連産業分

野に高い優先順位を付けて､イエメン政肘は特に力を入れて農業生産の拡大･向上に取

り組んでいる｡

イエメン北部地域は､インド洋から吹きっける季節風により､中央及び南部高原地帯等

を中心に降雨に恵まれ､アラビア半島の中では最大の耕作地を有している｡ 1981年現在､

耕作地は国土の5.2%, 1,400千haであり､サウディ･アラビアの約2倍に達している

他､可耕地は､国土の18%, 3,500千haと見られている｡

しかしながら､農業部門の投資実績額が投資計画額に比べ38%に止まった事により農

業インフラ開発の遅れという根本的な問題を抱えている｡又､西部丘陵を中心に農地が

段々畑になっており､機械化は難しく､耕作地の85%程度が天水依存型で農業生産高は
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降雨量に大きく左右される｡

主要な農産物は､ソルガム,ミレット,とうもろこし,小麦等穀類の他､じゃがいも,

ぷどう,コーヒー,綿花,タバコ等である｡又､カート(長時間噛むと覚醒作用を引き

起こす麻薬性草木)は､コーヒー等他の永年性作物に比べ手間がかからず､労働力が不

足している農家にとって貴重な現金収入源となっている｡カートの作付面積は､ 40-45

千baと言われており､政府の栽培抑制方針にも係わらず作付面積が増加していると言わ

れている｡

農業地帯は､気温･降雨量･標高等により､ティハマ(Tihama)平野(年間降雨量50

-300mm) ･西部丘陵(同300-500m) ･中央及び南部高原(同600-800m皿) ･山間平野

(同200-400mm) ･東部丘陵(同100-200m)の5地域に大別され､うち主要な農業地

帯は西部丘陵と中央及び南部高原である｡ティハマ平野と中央及び南部高原の問に位置

する西部丘陵では､ワディ沿いに段々畑があり､ソルガムやコーヒー等が生産されてい

る｡中央及び南部高原では､全国の穀物･豆類･じゃがいも生産高の半分以上が生産さ

れている｡

一方､イエメン南部地域のハドラマウト地方ではなつめやしが生産され､アビヤンで

は3,2万haの港慨により､綿花,ひえが生産されている｡その他､あわ,小麦,果物,

バナナ,野菜,メロン,ごま,タバコ,コーヒー等も栽培されている｡農産物の生産体

制は､国営農場(85年度で生産額の16%)
,協同組合(同30%) ,小農(同54%)であ

り､酪農製品は､個人が生産している｡

主要な農産物は,綿花 小麦,ごま,とうもろこし,ひえ,じゃがいも,玉ねぎであ

る｡綿花の生産は､ 81年度に5,200トンでピークに達したが､ 82年以降は早ばつや労働

賃金の高騰から減少を続け､ 85年度にはピーク時の20%の水準に落込んだ｡飼料の生産

は早ばっの影響から､ 84年度には作付面積が25%減少したが､生産量ははぼ横這いに止

まっている｡又､コーヒー( "モが'ブレンド)は､かつて主要作物であったが､プラ

ンテーションの荒廃により生産量は激減している｡

2.地区の概要

(1)位置･地形

プロジェクト対象地域はTaiz州, Ibb州, Lahij州及びAbyan州の4州にまたがる

丘陵地帯で標高は500-2000mである｡これらの地域はワジが深い渓谷を形成して縦
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横に流下し､概ね西ティ-マ平野へ向かっており､クイズの南部と東部へと流れるワ

ジはアデン湾に注いでいる｡

(2)気 候

年降雨量は400mm以上で8, 9月頃に集中しており､降雨量は標高が高くなるとと

もに多くなり標高2300mでは800mmに達する｡気温は年間を通じて温暖であり､相対

湿度は冬に低く､降雨の多い春と夏に高くなる｡

気温及び降雨量 Sana' a Taiz Aden

月平均気温 1 7oC

年間降雨量 3 0 0mm

2 2oC 2 68c

600mm 80mm

(3)農業の現況

Taiz･)il, lbb州, Lahij州及びAbyan州の農村人口の約80%は農業に従事しており､

主要産業は農業であるが山岳地帯という地形条件の制約の中で山腹斜面に階段状の耕

地を作り天水農業を行っているため､穀物の平均単位収量は0.8-1. 1ton/haにすぎ

ず低位生産性で所得水準も低い状況である｡又､山岳地帯を流れるワジは深い渓谷を

形成しているため多量の降雨となると山腹斜面の地すべりや下流の農地が崩壊され､

農民は常に危険ととなり合わせて生活している｡生産されている主要農産物は､小麦,

大麦,ソルガム,ミレット,トウモロコシ等であるが､収益性の高いカートの生産が

私有農地で急速に拡大している｡ )

3.計画の目的

本計画の目的は南部地域のTaiz州, Ibb州, Lahij州及びAbyan州の4州にまたがる

山岳地帯に散在する渓谷に小規模ダム及び頭首工を設置し､斜面の法面崩壊を防ぐとと

もに洪水調節を計画する｡更に下流に広がる港概地域に必要水量を供給し農作物の生産

を高めると同時に農村のインフラ整備を行い､地域住民の現金収入の増加及び生活向上

環境整備を目指すものである｡
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4.計画の概要

本計画の目的を達成するには以下のような計画を策定する必要がある｡

(1)本計画の立案･策定に当って非常に重要となるのは20-30ケ所のプロジェクトサ

イトの適地選定である｡従って適地選定に当り地形∴地質条件,降雨状況,農業状

況及びインフラ･環境状況等を考慮して選定基準を確立する｡

(2)小規模ダム,漕概,インフラ整備(アクセス道路,生活用水の供給,ポストハー

ベスト)等に関連する施設の設計

(3)営農計画及び作物体系の策定

(4)計画実施前と実施後の計画地区における環境アセスメントの調査

(5)建設計画の策定及び工事の積算

(6)本計画の事業評価

5.開発調査への提案

(1)調査の目的

a.プロジェクトサイト候補地40-60ケ所の中より計画適地20-30ケ所を選定する｡

b.水資源開発として計画適地の山岳地帯の渓谷に小規模ダム及び頭首工を設置する｡

c.小規模ダムの下流に位置する約50ha-200haの農地への虐概システムを確立する｡

d.農村開発として生活用水システムの確立,アクセス道路の設置,ポスト-ーベス

ト施設の設置を計画する｡

e.環境アセスメント調査

(2)調査の概要

a.対象地区

b.調査方法

Phase I

Taiz州及, Ibb州, Lahij州及びAbyan州

本調査はPhase I及びPhase Ⅱに分けて調査を実施する｡

(現地調査)

･調査対象地区の地形図(S-1/50, 000)及び基礎データ

(気象,地質,土地利用,土壌,営農,農産物等)の収集

･既存F/Sレポートのレビュー

･プロジェクト計画対象地区(40-60ケ所)の概略サイト調査

(国内調査)

･プロジェクト計画適地選定の基準を策定し､プロジェクト地区内
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Phase Ⅱ

に散在する40-60ケ所のサイト候補地から､ 20-30ケ所の計画適

地を選定する｡

(現地調査)

･選定したプロジェクト計画適地20-30ケ所についての地形図

(S
-

1/500)の作成及び補足資料の収集

･プロジェクト計画適地20-30ケ所の地質,河川,農業,土質等の

詳細サイト調査を実施する｡

･計画の策定及び各構物の概略設計

(国内調査)

･計画施設の策定

･港概計画の策定

･インフラ整備計画の策定

･営農計画の策定

･小規模ダム計画の策定

･環境アセスメントの策定

c.調査期間 15ケ月

6.相手国実施機関

本計画は農業水資源省が実施機関となって推進される｡

7.総合所見

1)事業のインパクト

イエメン国では湾岸戦争中はイラク寄りの立場を取っていたため､戦争終了後はイ

スラムファンドやサウジアラビアファンドにより実施されていた援助は､全て中止状

態となっている｡特に農業開発援助に係わるものは､住民の生活に直結するために緊

急的且っ優先度の高いプロジェクトとなっている｡

本プロジェクト対象地区のTaiz州, Ibb州, Lahij州及びAbyan州の4州はいずれ

も降雨量が多く人口が集中しており､農業ポテンシャルが国内でも非常に高い地域と

なっている｡しかしながら､山岳地帯特有の地形条件の下で実施されている天水農業
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には､自ずと農産物の生産には限度がある｡

南部山岳地帯を流れるワジは深い渓谷を形成しており､集中的な降雨がある時には

山腹斜面の法面が崩壊したり､下流の農地が浸食を受け農産物の収穫や農民生活に多

大な影響を与えている｡このような状況において南部地域で最も人口が集中している

Taiz州, Ibb州, Labij州及びAbyan州を中心にして各プロジェクトサイトの渓谷に

小規模ダム及び頭首工を構築し､山腹斜面の法面崩壊を防ぐとともに下流の港概地域

に必要水量を安定的に供給し､米･小麦･大麦･ソルガム･トウモロコシ等の生産高

の増加を図り､更に地方農村道路や給水施設等の農村インフラ開発も同時に実施する

本計画は地域住民の生活安定を図るとともに長期的には農業生産及び農家収入の向上

にもつながり､多大な効果が期待できる｡

2)期待する次のステップ及び調査必要事項

本計画を実施するに当り､まずフィージズ1)ティ(F/S)調査が､必須条件にな

ると考えられる｡ F/S調査を実施して南部地域に散在するプロジェクト対象地区の

地形図を作成し､それを基にプロジェクト実施対象地40-60ケ所の中より20-30ケ所

の適地選定･各構物の設置ヶ所数及びそれらの規模･施設内容等について充分に検討

し絞り込む必要がある｡従ってF/S調査においてはまず､ Phase Iでプロジェクト

サイトの適地選定を行ないその後､ Phase Ⅱにおいて選定された対象地区の地形･地

質, J気温,降雨量,流域面積,流出量,環境アセスメント,港概面積,人口,農産物

価格マーケッティングなどついての詳細調査を実施する必要がある｡
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A-1.調査員の略歴

氏名 略歴

深津友雄 昭和29年8月1日生

昭和50年3月宮城県農業短期大学農業土木科卒業

S.50.4-S.53.9㈱新東洋技術コンサルタント

S.53.12-S.56.6青年海外協力隊(モロッコ)

S.56.9-現在(柵建設企画コンサルタント

海外本部主任技師

A-2.調査日程

日程表

日数 年月日 曜日 出発地 到着地 宿泊地 備考

1 Ⅰ王3.12.3 火 成田 7ムステルダム アムステルダム出国

2 12.4 水 7ムステルダム 機内泊 移動

3 12.5 木 サナ サナ 大使館･農水省･計企省

4 12.6 金 サナ 資料整‡里

5 12.7 土 サナ アデン アデン 国内移動･現地調査

6 12.8 日 アデン //

7 12.9 月 アデン ′/

8 12.10 火 アデン //

9 12.ll 水 アデン サナ サナ 国内移動

10 12.12 木 サナ 農水省･計画企画省

ll 12.13 金 サナ 資料整理

12 12.14 土 Iサナ 日本大使館報告

13 12.15 日 サナ 7ムステルダム 7ムステルダム移動

14 12.16

l

月 7ムステルダム 機内泊 移動

15 12.17 火 成田 帰国



A-3.資料収集リスト

① 恐Ie Third Five - year plan (1987-1991)

② 地形図(S-1/50′000 S-1/250.000 S-1/1.000′000)

③ 主要都市における気象データ

④ 主要都市における農業生産データ

⑤ 主要都市における人口統計データ

⑥ 世銀レポ-卜(AgrictiltLUe Sector沌magewt Supprt PrOjecヒ′1991)

⑦ イエメン国農産物生産高データ

⑧ sTATISTI(汲IJ Ⅵ現R fmK, 1987

⑨ Feasibility stay for Integrated fhral lkvelopTent Of The Middle plateau

Area (姐1eX 1,姐1eX 2)

⑲ 34 Small 7hrTS Study ProjecヒDraft Final Rep⊃rt, 1991

⑪ 馳n Guide配dく

⑫ ReP⊃rt for The CcnTPr血ensive project
to prevent the Da氾geS Of Fl∝泊s in

Wadis of the C皿1trY, 1989

ヽ〇



A-4.イエメン･面会者リスト

1.日本大使館

鰐 淵 和 雄

石 井 祐 一

特命全権日本大便

参事官

2. Ministry of Agricult皿re and Water Resources (SAm'A)

m. SADEQ如ⅡN ABU RAS

MR.胞WKBEL

DR. ”.S. AL-柑mY

MR. =SAM LtXm

MR. AL= =弧EL OⅢ弧N

DR. ”.S. WARI

3. Ministry of plarming (sAnlA)

MR. ‡ⅡSAM S王硯RAF

MR. ABDUm TPJu4n

4. MAR (ADEN)

□R.姐文江AZ=Z凹. SAZF

MR. ABD⊂m-WAL= ABDUL-拙牡ⅡM

TARESIi

MR. AI蝿D ALI ]郎虻狙EID

MR. ALI AfDD弧

OR. Ⅰ玖B=B ABD【皿-SATrI12R

5.蜘択(U旺ⅡJ)

MR. ABDUL-MALEK NAJ= OBE=D

MR. 〔加AR SA=DEmE=

6.掛択(ABYAN)

MR. ZE=N NASSER

MR. PmSOUR SA【丘H

ヽ
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Minister

Ikpty Minister

呼止y Minister

Assistant I冶pty Minister for prcxluction

Director of hnitory and Evaluation坤rtrnent

lkpltY Minister for water Resources

Director Ckmeral of Ccx3Pration with

Industrialized States

Director Qmeral of Agriculture and Fishery

I:短pまrtrtent

Senior Irrigation Ehgirleer Director Qmeral ,

(近neral lkfnrtment Of Water Resources

Direcヒor of plaming坤rtJTent

C〔x堺ration officer,坤rtrnent of Plarmlng

Director G盟eral of plamig & Administrative′

Fin3rlCial Affairs

n≧an of Irrigation Eng土neerlng Institute

G弧eral批1ager Of Agriculture bpartrrent

IおpltY Gbneral hger of Agriculture坤rtrrent

Director包氾eral of柳沢′ Zinjbar

Director of Irrigation unit, Jaar



A-5.詞査実施案

TENTAT=VE TER出S OF REFERENCE

FOR

FEASrBrI.=TY STUDY

ON

AGR=CtJLTURE DEVELOPMENT PROJECT

TfIROUGfl

ESTABLZSfI凹ENT OF SMALL DA凹S

=N

SOUTflERN REGION

OF

Tt!E REPUBLIC OF YEMEN

Project Title Agriclユ1ture Development proコeCt

Through Establishment of small

Dams in Southern Region

Executing Agency ; Ministry of Agriculture and Water

Resources. Government of The Republic

of Yemen

Proposed Source

of Assistance = Government of Japan

1. BACKGROUND

The Republic of Yemen (ROY), formed in May 1990, includes

the unified populat土ons and terr土tor土‾es and of

ROY (YAR, or the North) and the PeoplesI

Republic of Yemen (PDRY, or South). With an

population (1988) of ll million people (20 % of

the former

Democratic

est土mated

whom l⊥ve

in the South and 80 % in the Nort=b). ROY occupies an area

of 537,000 sq.km of largely mountainous and desertic

terrain in the southwestern part of the Arabian

Peninsula. There are five distinct geographic reglOnS=

the arid coastal plain along the Red Sea(the Tihama),･ the

rndian Ocean desertic littoral,･ the rugged control and

southern highlands, rising to about 3,700 m, where most

of the population l土ves; the eastern plateauJ and the Rub

AI Khali Desert. Annual rainfa11 mostly ranges from

150 mm to 450 mm′ with up to 1,200 mm in the

reglOn. Due to scarce and diminishing supplies

water restrict the total annual clユ1tlvated area

million ba.

Agriculture

eCOnOmy′

declining

% in 1981),

1s still the main sector of

altbou9h 土ts relat土ve 土mportance

highlands

of fresh

to 1.4

the Yeneni

has been

(its share in GDP was 24 % in 1986 against 28

due to higher growth rates of other sectors.

The Third Five-Year Plan gives top Priority to agricu1-

＼
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ture production and related services. During the Second

Five-Year Plan, agriculture had a relatively weak perfo-

rmance, and was unable to achieve the planned annual

growth rate of 4.2 亀. Due to adverse-climatic conditions

and droughtt the average arlnual growth rate of the sector

did not exceed 1 % during the first three years of the

Second Plan,･ however, it improved markedly during the

last year, reaching 2+-4 %.

An estimated 1.4 m土11土on ba

ROY. of wb土cb, 300.000 ha are

spate flows (60 %)

water′ reservoirs,

on ba are ra土nfed.

live ln rural areas

Crop product土on 土s

Z4uch of the rain fed

a mountain range.

axis and rising to

or from

perennial

are cultivated annually 土n

irrigated, either from wadi

controlled

streams
-

An estimated 75 %

are dependent on

constrained by the

cultivation occur

sources (ground-

40 % ),･ 1.1 ni11i-

of the population

agriculture.

scarcity of water.

on the slopes of

centrally situated on a north / south

3,750 m, where an estimated 40 % of

tbe traditional cropp土n9 0CCurS On terraces built on the

steep hillsides.

The above-mentioned agricultural situations. in 1988.

a prel土m土nary study on the proコeCt Was COnducted by the

Government of Yemen. エn view of the importance of the

proposed project, a detailed feasibility study is

urgently required to prepare a concrete development plan

of the propo∈;ed proコeCt.

2. OBJECT=VE OF THE STUDY

The objective of the study is to formulate an optimum

place of small-scale Agriculture Development through

establ土shment of

placing emphas.is

土rr19atlon. rural

barvest.

3. PROJECT AREA

Tbe proコeCt area 土s

small dams in the southern re910n.

on water resouces development for

water supply, access road and post-

situated the

is fron 500 m to 2,000 m above the

Ebb, Lahij and Abyan provinces in

the courltrY.

mountainous 2:One Which

sea level at the Tia2:,

tbe southern re910n Of

4. SCOPE OF TflE STUDY

The scope of the proposed feasibility study (hereinafter

referred to as (the Study〉) will be as follows=

モ



(1) ℡也e Study will be divided into the two(2) phases and

土t will cover:

PHASE 工

The main works of the study are as follows :

a. Review works of a preliminary study on the proコeCt

wb土cb was conducted by the Government of Yemen.

b. S土tes select土○_n for the optimum proコeCt area

wb土ch w土11 be estimated about 20 to 30 places from

40 to 60 places 土n the proコeCt area.

PtlASE ェt

℡he study w土11 be executed about 20 to 30 optimum

projeCt Sites which have been selected at PHASE r.

a. water resources development, incluaing the

provision of sma11 storage dams and diversion

weまrs on the mountain streams.

b. Coverin9 area Of irr19ation development 土s

approxlmately 50 to 200 ha (net) for each project
site in the southern regLQn.

c. Rural

water

roads′

t土es.

development. includ土n9

supply' improvements

and construction of

prov土s土on of rural

of v土11a9e-access

post-harvest facili-

(2) The Study of PHASE = wi11 be broadly divided into the

fo11owing three (3) stages･.

a. Stage-1 Preparation of topographic maps at a

scale of 1/50.000, covering whole area

of the proコeCt Sites & required data

collectlon.

b. Stage-2 Rev土ew of a preliminary study on the

proコeCt Which was conducted by the

Government of Yemen.

c. Stage-3 Site selection for the optimum project

places wblch will be estimated about 20

to 30 places from 40 to 60 places ln

tbe proコeCt area.

＼
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(3) The study of PHASE == wi11 be divided into the fo11o-

wing three (3) stages:

a.Stage-1 Supplement data collection and

tion of topographic maps at a

l/500, covering selected 20

proコeCt‾ Sites.

PrePara-

scale of

to 30

b･ Stage-2 Execution of field survey and investiga-

tions for selected the project Sites,

and formation of basic development

plans.

c. Stage-3 Analys土s of the results of field

surveys and invest土9atlons for selected

optimum proコeCt S土tes and preparation of

a feas土b土1土ty study report.

(4) The following activities wi11 be required in each

work stage=

PHASE =

a. Stage-1

Preparation of topographic naps at a scale of

l/50.000 for the project area in the southern

re910n･

Required dates collection are as follows:

凹eteorology and hydrology

Geology and hydro-geology

Soil and land use

Demographic condition

Agriculture livestock

Land holding and tenure

Agro-economy

エnfra∈;tructures

Marketirlg and prices
一

旦9rO-industries

b. Stage-2

Review works of a preliminary study on the project
area.

c. Stage-3

S土te selection for optimum proコeCt area Wbicb will

ヽ
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be estimated about 20 to 30 places from 40 to 60

places in the project area.

PBASE ==

a. Stage-1

Topographic survey and preparation of topographic

maps at a scale of 1/500 for each s?1ected project
site.

b. Stage-2

Detailed field investigations for the selected

sites of the proposed project.･

Bydrolo91cal observation6 (discbar9e. Sediment

and floods)

Topogrophic survey at dan sites and other na3Or

structure sites

Geological survey for dam sites and other major

structure sites, including core drilling

Eydro-geological survey/ including electrical

prospecting and pumping tests

Inventory survey for existing irrigation and

drainage facilities and rural infrastructures

Soil and land use survey

Agriculture and agro-economic survey

Environmental survey

Construction material survey

Formulation of basic development plans

- Select土on of the best plan for water resources

development

Del土neat土on

Formulation

development

Formulation

development

Formulation

development

preliminary

of the proコeCt Sites

of preliminary plan for irrigation

of preliminary plan for agriculture

o王 prel土m土nary plan
for rural

study on 土mplementation schedule

＼
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c. Stage-3

Preparation Qf land use plan

Formulation of agricultural development plan

Formulation of irrlgatiQn development plan

Formulation of rural development plan

Layout and design Of major facilities

preparation of 土mplementation schedule

Cost estimate

ProコeCt evaluation

Preparation of a feasibility report

(5) The following foreign experts wi11 be required for

the execution of the study三

a.Team Leader

b･=rrigation Engineer(Design)

c.Dam Engineer

d.Bydrolo9ist

e.Geologist

f･Rural Development Expert

g･Pedologist / Agronomist

h･A9rO-eCOnOm土st /工nst土tutional Expert

The required manpower input ‾ wi11 be about 65

nan-months in total. The Study will be completed

witb土n 15
months after commencement.

(6) The following reports wi11 be prepared in the course

of the Study;

PfIASE =

a.工nception Report : wltb土n one month after comme-

ncement

b. Interim Report(1) : within 3.5 months after comm-

encement

PfIASE ==

a.工nterim Report(2) ; w土tbln one month after comme-

ncement

b.工nter土m Report(3) = w土th土n 5.5 months after comm-

encement

c･ Draft Final Report: within 15 montbs after comme-

ち



d･ F土nal Report

ncemen七

三 W土tb土n one month after rece土-

ving comments on the Draft

F土nal Report

＼
¢＼



∠′

TENTATIVE WORK SCflEDULE FOR FEASIBILITY STUDY ON AGRICULTURE

DEVELOPMENT PROJECT IN THE SOUTHERN REGION OF THE REPUBLIC OF YEMEN

PBASE

凹ONTH

ITEMS

PHASEI PHASEⅡ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 lル 15 16 17

PH且SEI

Stage-1:Prepar'atior10rTopogr'aphic凹aps

(scale=1/50,000)&DataCollection

Sしage-2:ReviewofaprelimirlaryStudy

Stage-3:SiteSelectionfortheOptimum

projectsites

:Analysis&Study

PBASEⅡ

St･age-1:Preparat･ionofTorx)graphicMaps

(s=1/500)CoveringSelected

Project･Sites

Stage-2'･Sitelnvestigat･ions

:FormulationofBasic

DevelopmentPlans

Stage-3:Analysis&Study

:Formulationof'DevelopmentPlans

＋J/＋＋1L＋＋＋＋＋1Ll

V＋＋＋＋＋1L＋1＋＋＋1L＋＋＋1＋＋1

L＋L＋＋1L＋＋＋＋＋1

REPORTS

IFR 1F IP

△

1R i)

△

FR

Note: ICR: Inception Rerx)rt, IR; Interim ReFX)rt, DFR: Draft Final Reprt, FR: Final ReFX)rt･

暖国廻: work inYemen 亡二コ･･work in Japan



A-6.農業水資源省及び計画企画省組織図

TEE REPUBLエC OF YEMEN

CHAIRMAN

VICE CHAIRMAN

MEMBER

NEW CABINET

PRIME MINISTER

FIRST DEPUTY PRIME MINISTER

DEPUTY FOR 工NTERNAL AFFAIRS

DEUPUTY FOR SECUR=TY & DEFENCE

DEPUTY FOR LABOR DEVELOPMENT

& ADM=N=STRAT=VE REFORM
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MINISTRY OF AGRICULTURE AND MATE:R RESOURCES

ORGAN工ZAT工ON CHART

COUNSELLORS

凹INISTERIAL

COUNCIL.

凹工NISTER

ⅤエCE

出工NISTE:氏

DEPUTY

凹IN工STERS (3)

PLANN工NG AND 凹ONITORING

AUTHORITIE:S ANT)

ORGA〃IZATIONS

FINANCE AND ADtfINISTRATION

PERSONNEL AND TRAINING

CONTROL AND
INSPECTION LEGAL AFFAIRS

ASSISTANT DEPUTY
凹INISTERS

GENERAL DEPARTMENTS

(4)

甘ATER RESOURCES

IRRIGATION AND凹AINTENANCE
OF WATER INSTALLATIONS

FARM bECtlANIZAT工ON AND

LAND RECLA出ATION

IRRIGA7ION STUDIES

◆ Focus for project acヒions

I

AUsn望;sr言?cr託昌;ぎs…3T≡喜呂e諾三豊g言語三…･ai冨……t｡r5.

*'ou呂dee左…es;;tてor品…き監onan昌nduWs;蕊!esd;ぎ…get喜;ら.

*.'冒?gde:喜言;;託a諾of器s買主言三三ヒa呂gdtき;…喜き浩rleS
arld 8 general directors,

A警誌ce芸皇EZ;a去u琶Es.er琵c,hきFive Rural DeveLQpmenL

Agencies

OFFICE: OF TflE IIINISTER

PLANT PRODロCTION

LIVESTOCK RESOLTRCES

FORESTRY AND RANGELANDS

PLANT PROTECTION

AGRICULTURAL HARKETI封G

COOPERATIVES AND
RURAL DEVELOPtlENT

DOCU凹ENTATION 良 INFORJヰAT工ON

AGRICULTURAL STUTISTICS
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2

1

3

3

ORGANIZATION CHART FOR MINISTRY OF PI_ANN=NG AND DEVE1.OPMENT

MINISTER

I-(Dr･FarajBinGhane皿) E

凹INISTR

12b…edPe7i｡db,声o｡G洲IuTION'F｡｡STAT工STI岱k7J:Cu慧I≡王竺aeedi
3SatisticalDept･

Deptヨ.

吐BrarlCh(ADEN) DEP.凹INISTER DEP.MINISTER DEP.凹INISTER

5HajQrUnit8

PERSONNELAD凹I柑Ⅰ.

ECON＋TECHC〔X)PERATION Pu脚ING&PR∝.OFPROJE:CT 工NTEGRATEDPLAWING

(^bduiWaliA1-Ake1) (Dr.JaffarHamed) (Dr.AhJAedALiSadek)

(KaJnalAbdulRahinくADH〉) (Ar)varA1一日araziくADM〉 (AbdullaHohaLnedBashir(ADヒ〉

CULTURALSCI矧TIFICART工STIC STUDIESRESEARCFIPLAN.&PR∝.OFPROJECT

(A-Hadiuobn)_..一J
警dEQ,UIL-欝訓仙Cl
SECRFrARIATARCE工VES

(AbdulHalikA1一工rya山) (Abda11ah臼assanAL-Shaker) (AliAbdallahAbdQ)

GLOBALPLANⅣINGBILATERALC00P. I70USTRY&ENERGY

INDロSTRIAL.IZEDCOUNTRIES

(日isha皿SharafAbdallah)

(AbubakerAya5h) ()

rmPLANNINGTWSPORT&CCmイし加工CAT

c∝)PARABCOtRJTR工ES

T甘IRDWORL.D

(Ganiltbkhashaf)

()

LEGALOFFI:CE

(Abdu1-Kari皿A1-Kusヒuban) (Abdallah日az乙a)

REGTONAL十L∝ALPLANSCONSTRlmION

ARABICC∞P.COtnJCIL

(JamilI5mai1くADh))

(KhaledA上皿edGaberAfif)

(ABS皿eA1一触ha)

STAFFINC:

(Ibrahi皿Crrigi) (FaissalAh皿edAbda11ah)

FINANCE&吐剤ITORDIGS∝TALSERVICES

CPO:也28

S.Ⅷ封
PLANORG.:200

()

DEVELOP血汀BUDGET

(AqilYahyaA1-Irya血)

PROD∝汀IVE∝X)DS&Cα出OD工TI

Cぴ:)P.REGIONAL.＋INTERNATIα寸AL

S.Y訓王封 (Gala1凹ola)

STAでS.:u17 () ()

TOTAL:1035

”.＋S. AGRICULTURALPROJECT

(Abdu1-RahnanTamun)
｢&sECTOR

Y OFFICE

haLZaed hamid)

ADEN ERANC甘

HEADED BY

DEP. H工NIST訊



l去弧

!し‾←毒
一基

二重主

TERRACED FZEL】

且T TEE SOUTEE:

REGION

- D=TTO -

- D=TTO -



工RR工GAT=ON AREA AMONG TtlE 班OUNTA工NS

AT THE SOUTHERN REG工ON

- D=TTO
-



IRRIGATION AREA A地ONG TEE MOロNTA工NS

AT TfIE SOUTHERN REG工ON



I,

,千

声音

i.;El㌢

s工TUATZON OF TEE 放OUNTA工NS SLOP

AT TEE SOUTtlERN REGION

■ち】■■■耶‾t!ゞL

巨,._.._･--
壷二･謙■:巧

(a-



L
'▲●こl

EXJST=NG 且CCESS

ROAD TO TEE

∇= LLAGE

EX=ST工NG IRRIGA-

T=ON LAND AT WADI

BANA

-

D=TTO
-



EXtSTtNG tRR=GAT=ON AND AT WAD工 BANA



･-,きろ.チ:-I
‥∴ I:Jl=-TJT

｢辞1

下嘗:ll::

JL一_ 亡_.さ__1 A:T･芸'-モーて†

事態盛_J

jii

止

yi9戸

ヂ:芸三軍
‥.去ざrr;･一;･】叶‾
敷_: =･,:止

WAD工 TUBAN

- D=TTO -

-

D=TTO
-

･軍:JZ ･_･喜
一ー㍉.

i

';:i-::.二ょさ二

I

-i=∴軒

勇声 -一

I-ニ
J--ミニ毒撃-L

I

--/一丁蕪_=i:i;;毒虫i

.柿

て計7
`

:サ

ー＋.

=･+
ヽp

-ニュi【

≠表



Jr一▲ゝ l

J■ 一ヽ

.

,-i

+‾ー

Lt--:I

.･J;J*

EXrSTZNG DIVERSION WEIR AT WAD工 TロBAN



与r繋
崩

I

t十J= ■･.

l‾--■もテp

A

=1

/
:･･L二---メi---I

‾ー.-”:-- ｢'W-¶T‾‾-て下:
､_

＼ヽ▲

r=-千 `:I::'=J
-
-て:/-Tj-=== I=I=±千鮒､十

ユnく▲l

r■ざJ

1束も-

二+

ILL:㌔
‾‾}

)

､

施

AGR工CULTURAL PILOT FARM 工N THE StlBURBS OF SANE-A



'Ji
′†,

･.1､.つ¥

-_ ･･_I

･･r;i

撫ヂ:.
Ji亡
J･

*< ,:;

♯ナ

′

＼+

■ ■

軌､rlk

I

卜qj

AGRICULTURAL P工LOT FARM 工N TEE SUBURBS OF SANAIA


	表紙
	まえがき
	プロジェクト位置図
	目次
	1．背景
	2．地区の概要
	3．計画の目的
	4．計画の概要
	5．開発調査への提案
	6．相手国実施機関
	7．総合所見
	［添付書類］
	A－1．調査者略歴
	A－2．調査日程
	A－3．資料収集リスト
	A－4．面談者リスト
	A－5．調査実施案
	A－6．農業水資源省及び計画企画省組織図
	A－7．現地写真


