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序 言

平成5年2月19日から3月7日の17日間にわたりエルサルバドル共和国に於いてはヒボア

川流域農業総合開発計画,サボティタン地区農村総合整備計画､およびポリゲィア共和

国ではリオアバッホ地区農業用水水質改善計画に関する事前現地調査を実施した｡本報

告書はその調査結果を取りまとめたものである｡

エルサルバドル共和国は長年にわたる内戦により疲弊した農業の再編と内戦により放

置､破壊された農業施設の復旧､改善による同国の主要産業である農業の振興が国家再

建の緊急課題となっている｡ポリダイア共和国に於いても労働人口の60%を占める農業の

振興が重要施策として中央政府の農牧省､各州の開発公社で真剣に取り組まれており日

本政府の協力を強く望んでいるものである｡

この度の調査に於いては､エルサルバドル,ポリゲィア両国共関係機関である農牧省､

経済企画省､ポリプィア国の各州開発公社等の多大の協力を得ることができ､また日本

大使館ならびにJ I CA事務所より貴重な助言と有益な資料､情報の提供等多大のご協

力を戴いたことに深く感謝の意を表すと共に､これらの計画が日本国政府の協力により

早期に実現されることを願うものである｡

平成5年 3月

ADCA事前調査調査団

(内外エンジニアリング株式会社)

藤橋 弘益

桜井 正信
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Ⅰ エル サルバドル共和国



1.エル･サルパドル国の概要

1.1自然概況

エルサルバドル国は､中米のはぼ中央北緯13o O9‾-14o 27‾､西経87o Al一-goo 07-に

位置し,西部をグアテマラ､北部及び東部をホンデュラスと接し南部は太平洋に面している｡全

国土面積は約2. 1万Km2で日本の四国よりやや大きい.この地域は熱帯に属するが､地形条件によ

って気候特性も異なる｡首都サンサルバドルは海抜680mの高地にあり､年間を通じて高温,低湿

で比較的しのぎ易い｡しかし海岸地方は湿度も高く高温で､日本の盛夏のように蒸し暑い｡一年

は雨期と乾期に明瞭に分かれ5月から10月頃までが雨期､ 11月から4月までが乾期となっている｡

降雨はサンサルバドル近辺で年間1800mm程度､南部の海岸地帯では年間2000mm程度となって

おり.その95%以上は5月-10月の雨期に集中している｡国内の水系は10の主要な河川流域に区分

されるが､その大半を同国最大の河川レンパ川の流域が占め,約150の大小河川が分布するはか湖

も各地に点在しており､それぞれ重要な水源となぅている.

1.2社会･経済状況

国内線生産額(GDP)の最近7年間(1982-1989)の成長率は､ -6.8%であった｡マイナス成長の

原因としては､ 1980年代から始まった内戦による影響が大きいと指摘されている｡現在の国内総

人口は約550万人と推定されており､最近の5年間(1985-1989)の平均人口増加率は約2. 2%である｡

農村部と都市部に於ける人口分布は､それぞれ58%と42%であるが最近の国内経済の低調さによっ

て近年､農村部から都市部へと雇用機会を求めての人口移動と国外への人口流出が増加する傾向

にある｡

国内の農業部門は､国家経済に重要な役割を果たしており､国内総生産の約24%(1987年)が農

業生産額によって占められているほか､総労働人口の65%を吸収している｡

また全輸出額の60%以上は農産物輸出によっており､そのうちコーヒーが総農産物輸出額の55%を

占めている｡

1.3 国家開発計画の概要

1989年発足した新政権は､経済･社会開発5カ年計画1989-1994年(Plan de Desarrollo Eco

nomica y Social. 1989-1994)を策定した｡本開発計画では､農業及び工業両部門の生産拡大に最

大の重点を置いた内容としている｡そのうち農業部門においては､輸出用農産物の生産拡大と併

せて米､トウモロコシを主体とする穀類及び野菜類等の基礎食糧農産物の生産拡大とこれ等農産

物の自給率の向上､国内市場への安定供給ならびに輸入代替効果の発現が重要な課題とされてい

る｡そのための重点施策として､以下の主要農業プロジェクト及びプログラムの実施推進を掲げ
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ている｡

農業生産の拡大と多様化の推進

かんがい排水施設の整備

種子生産及び農業技術改善

畜産(肉牛､乳牛)の振興

伝統的輸出用農産物の振興

農村部における食物貯蔵施設整備

環境保全のための植林の推進

天然資源の保護推進

農地改革振興のための土地登記の推進
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2.サボテイクン地区農村総合整備計画

(Proyecto Modelo de Equipamiehto lntegrado de Zapotitan)

2.1計画の背景

1969年に当国の農業政策に基づいて,農牧省は濯概排水総局(DGRD)を通して,

首都サン･サルハードル近郊優良農業地帯である本地区で､農産物の生産性向上を目的に濯

概排水施設､農道網､実証農場建設等の整備を実施した｡

しかし,約23年を経過した現在では､維持管理体制の不備と1970年代後半より始

まった内戦のため､これらの施設は荒廃しその機能は発揮されていないため､農業

生産性は逓減を余儀なくされている｡また､近年では地区周辺の工場･住宅地の進

出により､水源である河川水の汚濁が問題視されている｡

1989年に発足した新政権は､内戦によって疲弊した国内の農業の再編を図るため

経済開発5か年計画(1g89-19g4)を策定し､国の主要産業である農業および工業

(軽工業､家内工業､農産加工業を含む)の両部門の生産拡大を重点施策としてい

る｡

これに基づいて､農牧省では本地区の施設回復･復旧および農村環境改善のため､

1990年に可能性調査(Estudio de Factibilidad )を実施した｡

本地区は､約23年前に国家事業として整備された優良農業地帯であるが､施設復

旧事業をきっかけとして､維持管理体制の確立を計り､地区内の農業生産性の向上

はもとより､農村環境改善を含め全国の模範となる農業地帯の建設に取り組むため､

本事業の実施を強く望んでおり､日本政府へ技術と資金の協力を期待している｡

2.2地区の概要

(1)位置および範囲

計画対象地区は､首都サン･サルハードルより西へ約30kmの地点で,行政区はラ･1)へ一ルタ･/トー

(La Libertad)県､ Colon市､ opico市､ ciudad Arce市にまたがっている｡

地区界は､北はRio Sucioに接し､南はサ川ルJl一卜一ルーソ〃ナテ街道､東はエルサルハート一ル鉄道

線を境界とした範囲である｡ (調査位置図参照)
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(2)地形状況

本地区は南東部の火山丘陵地帯から流出したスシオ川によって形成された沖積層

･の盆地で､地区内は南西から東北に向かって比較的緩やかな傾斜を有している｡

地区の平均標高ほ 450Tnであるo土壌はLatosoles, Arcillosos Gley tlumicos,

Aluviales の3タイプに大別できる｡

(3)気象状況

気候は､熱帯性サl(ンナ気候で比較的蒸し暑く湿度は82%と高い｡年間の平均気温は

20oC-26oCで､年間の降雨量は1,400-1.600mmの範囲で､そのほとんどが5月-10月

の雨期に集中している｡

(4)土地利用状況

地区全体の面積4.580baの内､約3,000haが私有の農用地で､その他は施設用地が

350ha､未整備地が840ha､その他340haと成っているo

土地利用としては､雨期は稲作､トウモロコシ､サトウキビ､牧草､豆類､タバ

コ､野菜類等で農地はほぼ100%活用されている｡乾期は雇概が必要であり､虐政施

設が整備されている約1.500haの地域で､トウモロコシ､じゃがいも,トマト､豆類､

牧草等が栽培されている｡

2.3事業計画の概要

(1)計画の目的

国家政策の重要課題である農業部門の生産性向上の一環として､首都サンサルハートールに

隣接した近郊優良農業地域である本地区の施設復旧事業を通して､輸出作物の増産､

農村環境改善及び維持管理体制の確立を図り､国内のモデル農村地区として位置付

け出来るよう総合的な開発を計画する｡

(2)計画の内容

計画対象面積3.500ha､稗益農家数1.BOO戸(平均所有面積2.5ba/戸)において,

濯淑排水施設､農道網､洪水防御､水源施設等総合整備計画を樹立する｡
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本計画の内容は､

①農業基盤:水源施設(堰､井戸)及び澄軟水路の復旧整備

②農村インフラ:農道網の整備(橋梁建設含む)

③農地保全:排水路の改良及び洪水防御施設の建設

④生産振興:多目的集出荷施設整備､農民組織の強化

⑤維持管理:管理用機材の整備

⑥環境整備:河川に流入する汚水の対策

等であり､これらの事業を実施することにより農業生産性の増大､輸出作物の

増産､農業経営の安定､生活水準の向上､施設維持管理体制の確立等が期待できる｡

1)農業基盤整備事業

本地区の濯離水は雨期(5月-10月)は､ 1,500mm程度の降雨があるため､天

水および河川水にて栽培可能であるが､乾期(11月-4月)にははとんど降雨が

見込めないため､河川水畳も減り約1,200haが河川取水による地表水で漕艇され

ているがその他は地下水に頼り20ヶ所の深井戸が設置されている｡

しかし､これらの水利施設(取水堰､井戸､用水路)は崩壊または老朽化して

おりはとんど機能していない｡特に､地下水ポンプは20ヶ所の内 5ヶ所しか運転

できる状態にない｡

従って､これらの水源施設(堰､井戸ポンプ)及び虐軟水路の復旧整備を計画

する｡

2)農村インフラ整備

地区内には約30kmの幹線道路と75kmの支線道路網があり､一部は砂利舗装がさ

れているが大部分は士道である｡この士道では､雨期には整備不良のため通行困

難な区間がある｡また､地区内には河川が数本貫流しており橋梁が設置されてい

るが､崩壊している処もあり通行不能の状態にある｡

このため､農産物輸送の円滑化のため道路整備及び橋梁改築を計画する｡

3)農地保全事業

地区内より洗出している河川はスシオ川のみで､この支流が約10本(70km)あ

り､地区内の幹線排水路の役目をしている.この内､一部の区間では侵食が発生

しており堤防の保護が必要であり､またコロン川では土砂め堆積が甚だしく､河

床が高くなり､洪水時には農地に浸水し被害を及ぼしている｡

従って､農地保全のための､護岸整備及び排水路掘削を計画する0

4)生産振興

農地基盤整備によって農産物の生産量が増大するため､地区内の農民組織の強
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化を図り､農産物の一括集荷および計画出荷を実施するための多目的集出荷施設

を整備する｡又､生産性向上のための営農指導計画を立てる｡

5)維持管理機材

施設改修後の維持管理体制を確立させるため､虐政排水施設および道路等の維

持管理に必要な管理用機材の導入計画を立て､機材供与を計画する0

6)環境整備

現在､地区内を流下している河川は､上流域の土地利用の変化(工場進出､住

宅開発等)及び地区内の農薬､肥料､家庭排水等によって汚染は進んでいる｡そ

のため､特に乾期の虐政水の利用にも支障がでている｡また､周辺に棲息する動

物､植生についても影響が現れている｡

本計画では､河川および排水路の改修と併せて水質の改善についても検討する｡

2.4事業実施計画

当該計画の実施に当たっては次のような開発計画工程のもとで行うこととする｡

①当該国の要請に基づいて､事前調査ミサシ‡ンによるS/Wの締結

②上記締結に基づいて基本設計調査(B/D)を実施する｡

③事業の実施(無償資金協力)

尚､当該国の実施機関は､農牧省天然資源総局､濯概排水部(Direccion del Ce

ntro de Riego ∫ Drenaje)であり､現在も本地区内に維持管理指導のための現地

事務所(oficina del Distrito de Riego)を持っている.

2.5総合所見

本地区は､農業適地であることから1969年に国の農業政策に沿って開発された優

良農業地域であり､首都圏に穀物,野菜類等農産物を供給する重要地区に位置付け

されている｡

しかし､農民による維持管理組織の弱体､内戦による荒廃等のため23年が経過し

た現在では､地区内の雇淑排水､道路等の施設がその機能をしなくなっており､そ

のため土地の生産性が低下し､農業所得は減少している｡また､近年では乾期の河

川水質汚濁も問題になっている｡

農牧省は､内戦が終結した今この状況を解消するため､ 1990年11月に施設の復旧
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計画を基本とし､環境改善を含めた可能性調査( Estudio de Factibilidad)を実

施した｡しかし､その資金手当が付かないため本計画は重要案件で有るにもかかわ

らず､放置されている｡

地元農象サイドでも本件の実施を切望し､ 1991年より｢水利用者組合(Asocia-

cion de Regantes) +を組織し､水管理の合理化に取り組んでおり､これを支援す

る意味でも本計画の実施は時を得た意義深いものと思われる｡

また,当国政府も農業政策の方針に準じて本計画を実施することは､他の類似し

た農業地帯のモデル地区としての波及効果は大きく､当国政府において高い優先度

を持った案件であると判断できる｡
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3. ヒボア)H流域農業総合開発計画

(EL Proyecto de Desarrollo lntegrad? Agricola de la Cuenca del Rio Jiboa)

3.1計画の背景

1989年に発足した新政権は､内戟によって疲弊した国内の農業の再編を計るため主要な農業

生産地であり､首都サンサルバドル近郊に位置するヒボア川涜域地帯の農業総合開発計画を作成

した｡本地域は､乾期の農業用水の不足､雨期における下流地帯の洪水発生によって農業生産ほ

多大の被害を被っている｡

計画ではこれら農業生産基盤の改良と並行して農村部のインフラ整備も含めた流域全体の農

業･農村総合開発を目指しており､主要穀物および野菜生産の拡大による国内自給率の向上と労

働機会の拡大による都市部への人口集中の抑制効果を期待している｡

3.2 地区の概要

(1)位置及び範囲

開発対象地域であるヒボア川流域(Cuenca del Rio Jiboa)は首都サンサルバドルの東方に隣

接し､北緯13o 21‾-13o 24‾.西径88o 50‾-89o 10‾の範囲にあり､ 6つの支流( Apalapa,

Desague, Sepquiapa, Jutia,Tilapa,Tepetapa)によって形成され､流域の総面積は約60, 000baであ

る｡流域内には4県､ 23市町村が包括されている｡また流域の上流部ではパン･アメリカン道路に

接し､下流部付近には国道一号線が横断するはか､国際空港も下流部右岸側に位置しており市場

アクセスには恵まれた条件を有している｡

(2)気象条件

気候は熱帯性素候であるが標高600m位を境に下記のように異なる.

年平均気温(oC) 年平均降雨量(”)

上 流 部(標高600-丁oom) 23-25 2.300

中･下流部(標高600m以下) 26-28 1.800

(3)農業の概要

標高差によって土地利用状況にも相違がみられ､上涜部ではコーヒー及び果樹､中･下流部

では綿花､稲､トウモロコシが主要な作付け作物である｡現況の土地利用状況は表のとうりであ
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るが､総面積の約45%は自然草地および林地であり最も大きな割合を占めている｡農地面積は､総

面積の約40%に相当する23､600baでありそのうちコーヒーと果樹を主体とする永年作物が約65%を

占めている｡また､上流部にある湖(Ilopango)では､淡水魚の養殖もおこなはれている｡

地目 面積(ha) 割合(%)

1.農地

果樹 8,400 14.0

コーヒー 8,400 14.0

綿花 3.560 6.0

砂糖キビ 3.040 5.0

その他 200 0.3

小計 23.600 39.3

2･見得丑
3.湖

27,200

7.000

45.3

ll.6

4.集落 2,200 3.8

合計 60,000 100.0

3.3 農業開発上の問題点

ヒボアJけ流域では､以下の①-③が農業生産及び営農の改善､さらには､農村振興を推進

する上での大きな阻害要因として指摘されている｡また本流域を含めた首都サンサルバドルから

南東部の海岸線に広がる平地一帯は,国内における主要な農業生産地域であり､本計画対象地域

と類似した農業開発の問題を有している｡

①洪水及び排水不良による農地の湛水

本流坂下流部においては､毎年雨期には大規模な洪水が発生し農地に湛水被害をも

たらしている｡また下流部一帯は､傾斜勾配の殆ど無い低平地であり排水路も整備

されていないため､洪水による農地の湛水を助長する結果と.なっている｡湛水被害

面積は,毎年約 20,000baに達すると推定されているはか､洪水は下流部の住民約

6, 000人に対して家屋の損失及び生命の危険など社会生活上でも影響を与えている｡

②乾期における農業用水の不足

流域における年平均降雨量は約1, 800mmであるが､雨期に降雨量の約90%以上が集中

しているため､乾期の作付けは濯淑施設を有する一部の農家以外では困難な状況に
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ある｡そのため大部分の農家では､天水に依存した雨期作のみであり永年作物を含

めた年間作付け率は平均80%以下と低い｡このような状況から､都市近郊に位置する

など恵まれた営農､市場環境を生かしきれないと共に､漕淑施設を持たない多くの

農家では安定的な周年作ができず農家径嘗の改善にも支障を来たしている｡また本

地域は､国内における米,トウモロコシ等主要穀物の生産地域でもあるため同国の

食糧の安定供給の面においても影響を与えている｡

③農村インフラの未整備にともなう農村部の疲弊

流域内の農家は､各村落(canton)ごとに集落を形成し､集居形態を基本としている｡

中規模の村落では約100-200の農家が分布しており､ -村落あたりの住民数は約

1.000人と推定される｡基本的なインフラとしては,電化の高い整備率を除いてほ上

水道､保険医療施設の未整備と教育施設の不足が指摘される｡また道路は､その殆

どが未舗装で,雨期には車両の通行が困難となるはか､収穫農産物の貯蔵施設や集

出荷用の施設等の涜通施設の未整備も日だつ｡

内戦による影響で農村インフラの整備が進展していないほか､年間を通じた安定的な就農が

困難なため､近郊都市への人口流出が著しく､農村人口の減少と生活環境面の悪化が進行してい

る｡ 以上の主要な問題のほか,上･中流部において森林の乱伐､家畜の過放牧により､これら

を要因とする土壌侵食等の問題も存在する｡さらに､新政権により実施されている農地改革も､

農業生産基盤が未整備なため農家段階での生産が思うにまかせず､政府によって分譲した農地を

農家が転売したり､大農による吸収がおこなはれる状況となっている0

3.4 事業計画の概要

(1)計画の目的

本事業計画は､計画対象地域内における農業開発上の問題解決とその対応策を図るため､農

業生産基盤及び農村インフラの整備改善と､上流地域における植林の推進による環境保全を事業

計画の骨子としている｡流域一帯における自然環境の破壊を最小限に抑えながら農業生産及び農

村インフラ整備を通じ,農家経営の安定ならびに生活水準の向上を図る｡

(2)計画の内容

計画対象面積60, 000ba,稗益人口12.000人で農業生産基盤整備として雇淑排水施設､取水工､

水源計画､農地保全施設として護岸工の計画を行う｡農村インフラとしては農道､飲雑用水施設､

保健医療施設､農業倉庫､乗出荷施設計画を行う｡環境保全対策としては土壌保全,森林保護､

の為に植林計画を行う｡農業振興対策として農民組織の強化､農業支援組織(試験研究､技術普

及)
､土地登記の促進等｡

-ll-



エルサルバドル政府当局においてはヒボア川流域全体の概略的な‾涜域診断報告書-を作成し､

上流部における植林と､下涜部における護岸整備による洪水防御を下表のように計画している｡

しかしながら､その他の事業計画に付いては調査及び計画はおこなはれていない｡そのためヒポ

ア川流域一帯のマスタープラン調査の実施と､事業計画策定のための技術協力を希望している.

植林及び護岸整備計画案

計画内容 計画位置
実施スケジュール

1st2nd3rd4thTotal

1.植林(ha) 中･上流域 1.0001.0001.0001.0004,000ha

2.苗生産(plants)_ 中･上涜域 200万200万200万200万1800万

3.土壌保全(ha) 全流域 1.0001･.0001.0001,0004,000ha

4.護岸整備(Km)

5.蛇寵設置(m2)

6.水文観測施設

復旧(カ所)

下流域

下流域

7Em7Em

(延長:7ETn,幅:90m,深さ:1m)

25set25set50sets

22stations

新設(カ所) 224stations

以上の状況から今後､当地域における上記の事業計画策定にあたっては,下記に示す基礎調

査項目を主体としたマスタープラン調査の実施が必要であると考察できる｡

①

②

③

㊨

⑤

⑥

⑦

⑧

ヒボア川の水位観測,及び水質調査,分析

洪水及び排水不良による湛水被害地域の確定調査

河川の横断規模調査

農業農村基礎調査

農地保全整備調査

土地利用及び土地利用計画調査

土壌侵食被害状況の把捉調査

植生､生態及び環境調査

(3)事業の実施主体

農牧省(MAG)天然資源総局
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Ⅱ ポリゲィア共和国



1.ポリプィア国の概要

1.1自然概況

ポリゲィア共和国は南米大陸のほぼ中央部､南緯go-40一-22o 54‾,西経57o 25‾-69o

38‾に位置し､北部及び東部をブラジル､西部をペルー,チリ､南部をパラグアイ及びアルゼン

チンと接する内陸国であるo全国土面積は約110万Em2で､日本の国土の約3倍を有する｡

ポリゲィアは緯度からみると熱帯､亜熱帯に属するが､標高海抜4.000n近い高原地帯､ I,ooo

-2, 500mの渓谷地帯､ 200-500mの東部平原地帯と立体的な地形変化により気候も複雑に変化する｡

全体的には乾期､雨期の相違が明瞭で､ 4月から10月填までが乾期､ 11月から翌年の3月頃までが

雨期となっている.降雨はラパス近郊の高原地帯で年間440Tnm程度､東部の平原地帯では1, 100mm

程度となっておりその85%は11月から3月の雨期に集中している0

ポリプィア国内の水系は､その殆どがアマゾン河の流域に属しており､代表的な河川としては

ペニ川､マモレ川､ブラジル国境のヴァボレ川があり､いずれも北流しているo一方､同国南部

地域の水系としてはラプラタ川の上流にあたるピルコマ-ヨ川､ブラジル国境のパラグアイ川等

の河川がある｡

ポリゲィア国は地理的にも､社会､経済的条件からも､①高原地帯(アルテイプラノ)
､②

渓谷地帯､ ③東部平原地帯の3地域に大別される｡

①高原地帯:

ラパス､オルロ､ポトシの各州からなり,行政の中心地であるラパス市を抱える｡人口の大

半は標高3, 500mくらいのところに居住し､国土面積の28%､人口の47%を占める｡当国の主要産業で

ある金属鉱山は殆どがこの地域にある｡南部は殆ど人の住まない荒れ地である｡主要な都市とし

てはラパス市(人口117万人)
､ポトシ市(12万人) ､オルロ市(20万人)等がある｡

②渓谷地帯:

法律上の首都であるスクレ市(人口10万人)のあるチエキサカ､コテャパンパ､クリハの各

州からなり､国土面積の13%､人口の29%を占める｡大半は山地であり,人々はコテャパンパ,ク

リ-州の比較的大きな盆地か山間の平野部に住んでいる｡気候条件に恵まれた農業地帯ではある

が,降雨量が少なく､かつ人口が集中し､一戸当たりの耕作面積は小さい0

③東部平原地帯:

サンタクルス､ベニ､バンドの各州からなり､国土面積の59%を占めるが､人口は26%に過ぎ

ない｡石油,天然ガスを産出し､地形､気象条件に恵まれ､農業･林業生産活動も盛んである｡

サンタクルス州には日本人移住地が2カ所あるはか､メノニータ移住地など大規模経営農業がみら

れる｡現在開発が進んでいるのはサンタクルス市を中心とした地域であり､北部のペニ州は低平
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地で雨期に冠水する地域が多く､放牧地としてしか利用されていない所が多い｡

1.2 経済状況

ポリダイアは新経済政策の下で､年率10,000%を越えるインフレを1987年には14.6%にまで抑

制し､ 1988年には公共投資の増加や輸出の拡大等からようやく回復の兆しがみられ､国内総生産

は人口増加率を僅かに上回る 2.8%の成長率が達成された｡このような1988年の経済回復に加えて

政府財政収支の改善が注目される｡

また､ 1988年にはコカの消費や生産､輸送､販売等を規制することを目的としたコカ及び

関連製品に関する法律が制定された｡このプログラム推進のため代替作物開発基金が制定された｡

1.3 農業の概況

ポリゲィアの農業は､アンデス高原及び中腹地帯で行われている従来からの農業と､東部の

平原地帯に比較的新しく発展した農業地帯での農業とに大別される｡

人口の70%が集中するアンデス高原地帯とその山腹地帯の農耕形態は､小農たよる土地の細

分化を特徴の一つとしているが,ポリゲィア国はこれらの地帯における鉱業に頼って経済を保っ

てきた経過もあって農業の発展に対する要望も少なかった状況の下で､農家は自給食糧を生産し

た後,僅かな余剰品を市場に出荷する程度にとどまっている｡

近年､国内外の入植者によって開発された東部大平原地帯は気温も高く､また､平地で大

規模経営がなされ,穀物生産地帯としてサンタクルス州､牧地区面でペニ州がある｡これらは,

近年の換金農業地帯となって､旧来からの農地とはその様式を変えており､これからの農業生産

拡大のための大きなポテンシャルを持つ地域である｡

高原地帯における主要栽培作物はトウモロコシ,小麦､そして高冷地としての特徴を持つヰ

ヌアがある｡じゃが芋はトウモロコシに次ぐ栽培面積をもち､食糧作物の一つとして重要な位置

を占め､その他にオカイモ､パパリーザ等も主食を補うために重要な作物である｡

ポリダイアの土地利用状況として､ 1980年現在で国土面積10,985万baの内､農耕地として利

用されている面積ほ288万ha (国土面積の2.62%)である｡これには､休耕地､草地や潅木地との

区別が明瞭でないものも含まれており､またサンタクルス州､リオグランデ川東側に開発されて

いる畑地帯は含まれていない｡一方､耕作面積は119万ha (国土間面積の1.08%)であるが､これ

以外に農耕可能地が758万ba (国土面積の6.9%)があるとされている｡農業用の土地利用は､耕地

が1･36万ha､草地が1. 130万ba､森林8. 003万baその他を入れて合計が9. 280万baとなっている｡
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主要農産物の単位収量は, 1976-1978年の平均単収を100として､ 1986-1988年の平均単収と

比較すると,トウモロコシ-114 米-106 小麦-108 じゃが芋-100 砂糖キビ-87 大豆-

144 コーヒー-76等となっている｡大豆が著しい伸びを示した以外は余り変化していないか､

むしろ低下しているものもある｡

また農産物の生産性を近隣諸国､アメリカと比較しても､トウモロコシがほぼブラジルの水

準で､アルゼンチン､アメリカの30-40%に過ぎない｡米もはぼ同様の生産性であるが､チリ､ペ

ルー､パラグアイの近隣諸国に比較しても35-70引ことどまっている｡小麦は､自然条件に恵まれ

ないこともあり､近隣諸国の32-65%､アルゼンチンの40%にすぎない｡じゃが芋は近隣諸国の25

-62%､アルゼンチンの32%である｡大豆だけは1977-1979年ではアルゼンチンの65%であったが､

1986-1988年には90%近くまで向上している｡

生産性が向上しない原因としては､基本的には農業生産の大部分を占める中小規模の農家の

技術､経済水準が低いこと､自然条件の制約,また濯淑等の基本インフラ整備の遅れ等があげら

j'Lるo

1.4 農業政策

ポリダイアでは1982年の累積債務危機発生以降､インフレの加速と経済成長の低迷でまさに

長期的な危機的状態にあった｡こうした中で､ 1985年8月末に経済開発計画にあたる新経済政策が

策定された｡

新経済政策の基本目的は､インフレを抑制し､それによって経済を安定させると同時に､経

済成長の回復を図ることにあった｡従って､この政策は緊急事態に対する一種の経済計画であり､

またその実行のために､世界銀行などからの金融面での支援を確保している点に特徴がある｡新

経済政策は短期的な経済安定化のための政策と､構造改革のための政策に分けられる｡

農業政策もこの新経済政策の下で行われるo

.その主要な目標は､農業生産量を増し､生
産性を高めること､輸出促進と効率の良い農産物の輸入代替を促進すること､コカの葉の生産に

代わる作物の植え付けを行うこと､特にアルテイプラノ地域における農業収入の向上を図ること

等が主要な目標となっている｡

このような目標達成のための具体的政策として,農業部門の補助に関する農業省の役割の明

確化､農産物の輸送の合理化､農産物輸出のための融資の拡大､輸送のインフラ改善,研究成果

の普及､技術指導の充実,農業投入材の供給の確保､農業融資とそれを補完するサービスの提供

があげらjlるo これらの内､農業部門の補助に関する農業省の役割の明確化を除いてはすでに19

89年までに具体化が進み､政策の実施が行われつつあるo
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2.ラパス近郊リオ･アバッホ地区農業用水水質改善計画

(Agricultural Water and Rtlral Improvement Project in Rio Abajo.)

2.1計画の背景

ポリゲィア国首都ラパス市の南東約30Emに位置するリオ･アバッホ地区は､ラパス市より

標高が低く､気候が温暖であるため野菜類,果樹類が多く栽培され､ラパスへの供給基地となっ

ており,ラパス市市場の約35%を占め､同市にとっては重要な農産物の供給源となっている.oしか

し近年のラパス市の人口増のため､都市下水が流入するラパス川の水質を悪化させており､下流

域でこの河川水を濯概,雑用水に使用している農業地帯ではコレラが発生する等､大きな社会問

題となっている｡

この河川水を直接利用しているリオ･アバッホ地区の野菜類も汚染されている可能性があ

るとして､出荷ができず､同地区の農民に経済的な大打撃を与えている｡同地区では野菜類､ト

ウモロコシ､豆類､柑橘類､林檎等を栽培している実績を持つ｡しかし､今後ラパス市の人口集

中にともないラパス川の水質悪化がさらに進行することが予想される｡このような事態を憂慮し

た同国政府は､早急に問題解決を迫られ､同地区の農業用水,雑用水の水質改善を計画している｡

2.2 地区の概要

計画対象地区は､ラパス市の南東30Emの地点で､行政区はラパス州ムリージョ県(Provincia

de Murillo)のコホニー(Cohoni)市,リオアバッホ(Rio Abajo)市にまたがる約3,000haの地域で

ある｡本地区は地区の北端にそびえ立っ万年雪を頂くイリマニ山(海抜6400m)から流下するサフ

ァヤ(Sajhuaya)川流域､ラパス市から流下するラパス川流域の農地で､標高は2, 500Tnから3,500n

である｡地区内は南東に向かって緩やかに傾斜しているがサファヤ川流域では傾斜はかなり急で

ある｡年間の平均気温は約12oCで年間降雨量は450mm程度となっており,その殆どが11月から3月

の雨期に集中する｡

地区全体の面積3,000baの内､約1,500baが農用地で果樹､野菜,豆類､トウモロコシ,山間

部ではトマト､じゃが芋､瓜類等を栽培しているが主に雨期作である0

2.3 事業計画の概要

(1)計画の目的

水質汚濁の激しいラパス川を濯淑及び雑用水の水源として利用している地区の水源転換を
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計ると共に､サファヤ川涜域の丘陵農地を含めた地域の藩政施設､水源施設､飲雑用施設､およ

び農村インフラ整備も合わせ行い,首都ラパス市の食糧供給地としての地位回復､地域農民の保

健衛生状態の改善､農家経済の安定を計るものである｡

(2)計画の内容

受益面積1. 800ha､梓益人口12, 000人に対して水源設備､雇淑排水施設､飲雑用水施設､

農道整備等農村インフラの整備の計画を樹立する｡

･水源開発計画:サファヤ川上洗部にダムの築造

･漕艇施設 :水源から地区内農地に濯概用水路の整備

ダムからの落差を利用した小水力発電設備

･飲雑用水施設:地区内農家に対する飲雑用水施設整備

･農村インフラ整備:農道整備､小水力発電による農産加工施設､農村電化

･維持管理 :維持管理用機材､設備

･生産振興 :農民組織の強化､農産物の集出荷計画､営農指導

(3)事業実施主体

農牧省(MACA)及びラパス州開発公社(CORDEPAZ)

2.4 総合所見

都市近郊に位置する当地区に対する農業･農村総合整備､特に濯淑用水､飲雑用水の新規水

源開発による水質改善に付いては農牧省､ラパス州開発公社共に最重点課題として受けとめて､

非常に熱心に取り組んでいる｡ダムに関する基本的な調査(地形､地質､気象､水文､ダム地点

の選定等, )はポリプィア政府で行っているが技術,機材､資金の援助を必要としている｡水源

開発のダム築造計画調査は技術的な調査と共に､環境及び景観に対する影響も綿密に調査する必

要がある｡また地域全体のマスタープランを作成し､事業化の可能なものから逐次着手すべきで

あろう｡ ラパス川の水質改善に付いてはラパス市の都市下水処理計画は進展しておらず､人口

の増加も大きいことから当分期待できないと考えられる｡農業振興は勿論のこと住民の保健衛生

対策としても緊急を要する重要なプロジェクトである｡
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2.調査団の構成

1.藤橋 弘益 技術士 (農業25554)

1)生年月日 1936. p3. 1 (56才)

2)学 歴 三重大学 農学部1959. 3 卒業

3)職 歴 1g59

1960

1977

1981

1988

1991

2.桜井 正信

仙台農地事務局八郎潟干拓事務所

滋賀県 農林部 耕地課

滋賀県 企業庁

滋賀県立短期大学農業部 講師

滋賓県 農林部 農村整備課

内外エn'ニア1)汁(㈱)海外事業本郡 部長

現在に至る

1)生年月日 1948. 9. 29 (44才)

2)学 歴 岐阜大学 農学部 1971. 3 卒業

3)職 歴 1g71

1988

1990

1991

内外エn'ニ7TJげ(㈱)本社技術部 入社

〝

′′

′′

現在に至る

ー28-

本社技術部 課長

海外事業本部に配属

海外事業本部 次長



3.調 査 日 程

日数 年月日 出発地 到着地 宿泊地 備考

1

平成5年

2.19(金) 成田 ロスアンセールス機内 移動

2 20(土) ロスアンセールス

サンサルハードル

サンサルIl一ドル

マイ7ミ

サンサル八一ドル

”

′′

移動

3 21(日) 調査準備､資料収集

4 22(月) 経済企画庁協議､大使館表敬

5 23(火) ′′ 農牧省協議

6 24(水) ′′ 現地調査(柑チタン地区)

7 25(木) ′′ 現地調査(t*'7川地区)

8 26(金) 機内 農牧省報告､移動

9 27(土) マイアミ

ラ八○ス

ラハ●ス

ニ11ヨーク

ラ八一11 調査準備､資料整理

10 28(日) ”

”

”

資料収集

ll 3.1(月) 農牧省,ラ八●ス州開発公社協議

12 2(火) 現地調査(1)オア八一･/ホ地区)

13 3(水) ” 紬口瑚､l開発公社協議

14 4(木) ” 大使館､JICA表敬

15 5(金) 機内 移動

16 6(土) ニューヨーク 機内 移動

17 7(日) 成田 帰国
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4. 面会者リスト

エルサルバドル国

Esperanza Gomez de Rivas

Ana Ruth de Serrano

Ana Maria de Melara

Mario Humberto Zavaleta Martinez

lng.Jose Roberto Denys

lng.Ricardo Mauricio Soto G.

Ing.Jaime Miguel Arce

加藤 宏次

Fujiwara Fumio

ボリ ビア国

Carlos Villegas Sarmiento

lng.Faruk Julio Gallo

Gualberto Terrazas Villarroel

lng.Evel AIvarez A..

1ng.Wilma Montesinos Beltran

lng.Fernando Zubieta Gandarillas

lng.Augusto Medinaceli Ortiz

lng.Esteban Pinaga Paredes

小島 雅彦

奥田 隆男

三浦 喜美男

半谷 良三

Takasawa Hiroshi

Takabasbi Yasunori

:経済企画省.国際技術協力局

:農牧省 o.s.p.A.技官

(Tecnico Sectorista)

:農牧省 o.s.p.A.技官

(Tecnico Sectorista)

:農牧省 天然資源局 局長

(Director de Recursos Naturales)

:農牧省 天然資源局

(Derector General)
” (Director del Centro de

Riego y Drenaje)
” (Jefe Division Hidrologia)

:日本大使館 一等書記官
” 技術担当官

:農牧省

〝

(Director Nacional

Recursos 8idricos)

(I)irector Nacional

de Recursos lntegralos)

ラハ●ス州開発公社(Asesor General)
” (Gerente Saneamiento

Basico)
” (Ingeniero civil)

オルロ州開発公社(Gerente General)
” (Jefe Dpto Recursos nidricos)

”(tng. civil Recursos Hidricos)

日本大使館 二等書記官

JICAボリ ビア事務所 所長

” 次長

′′

JICA専門家

JICA専門家 (Experto-EⅣFE)
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5. 収集資料

エルサルバドル

ESTUD=) DE FACTIBILIDAD PARA LA REEABILITACION Y TEONSFERENCIA

DE Lo§ DISTRITOS DE RIEGO Y AVENAMIENTO

1990･･_････DIRECC10N GENERAL DE EIEGO Y DRENAJE DEL NINISTERIO DE

AGIモICULTUI!A Y GAⅣADERIA.

AL凹ANAQUE SALVADORENO 1993
･･･-MINISTER10

DE AGIiICULTURA Y

GANADERIA.

地図

MAPA ECOLOGICO DE EL SALVADOE 1:300,000

MAPA GEOLOGICO GENERAL DE EL SALVAI)OR 1:500.000

出APA GEOLOGICO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOE 1:10.000 6葉

ボリ ビア

CENSO NACIONAL DE POBLAC=)N Y V=rIENDA 1992

AGROECOLOGIA E INFORMACIOⅣ 1992

EVALロAC‖)N ECOⅣOMICA 1992

GEOGRAFIA Y RECURSOS NATURALES DE BOLIVIA

NUEVA GEOGRAFIA DE BOLIVIA

INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE PROYECTOS DE EIEGO Y PROPUESTA DE

LINEAMIENTOS DE UNA ESTRATEGIA DE MANEJO DE IiECURSOS fIIDRICOS

CON FINES DE RIEGA 1991･･-･･九‖N[STERIO DE ASUNTOS CANPESINOS

Y AGROPECUARIOS.

地図

BOLIVIA CITY MAPS 1:10,000 8築

地形図 1:50.000 9葉
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ヒポア川淀域農業捻合開発計画 要請書(写し)

(本要請書は､前回の調査団が作成したT/Rを参考に､エルサルバドル共和

国農牧省が作成し,同国経済企画省に提出されたものである)
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一山tz3 grade (.1LT2inestabili(bd dp_ h red de drenaje,len lag

tiem9 de la芦ばte t汲]a,.durante la毎沿Ca de nuvla ocu-

rren grardef;止灯dacまones cau血hぬT-Y)S en h9 tim5

agr王α)ユa-q. ]=f3.ぬ表(地'a 'peぬlヽ tieEaヨtnja5 y p血B

eon FX見出.r,一1:haci611.･., y ∝m )7:J i;e. erX又治ntran呼i【池da5

eon instalaciones de
(bmje

de agu, 9e eStm CauSarib

eBtragOS飢tierras cx)n ctntivos agr王00h5 en unぬapFR

血da de 2,00O 7･h. T:ste叩ble∬a se h aceleraao pっr la

interwi6n hm d止ecta en la parte alta y血土a由h

eu巳nea. 8itmcl血I qt浪ず汀IeraL dificultzdeB e血pliJ=aClones

抑〇iD地8 ry3gatlva8 en u00OPy&tim9 a卿riag

qJe.tratnjan en lag tierra8 h]as加ぬble8.

- F･9=a5eZ del
'l･gt温田n

u9〇 ag士二koh血旺ante h亀oca deきe-

q*, h precipitaci6n zTdia aェual en l且ロueDCa e9 de ap&

x血血nte de lt800 rpm d珊Iteユ且6押de utwia. A p≧8ar

d8舶te
altz) pmrtdiD de lluvi.a. en l且6p光a 8eOaユ且ZraYOrh

de log agricultore8 enfmltan pmblema8 de色昏〇a由ヱd色agtJa

pa loきCult土vo8F Pr lo叩tienen中冶e堺rar l五年oca de
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1】_m,i.1
_7>1.I弓,_.ultiv'汀M

tT_iemだ. 1o平坦r甲e8enta una ln-

tensia&d m娼ia
de

cultiのarnLal m氏nor a1 80% incl叫o el

cultiw rxlreme.

b5 agricultczres ae la cim 8e C5℃ut?ntm en tn ard3imte

favonble para h explotaci6n agr工cDla y geogriflmte

o=ma d8 1DS m3血⊃B dQ m抑〇′阿O la -ytrLa rx) peat

a四meぬr esta･s v巴ntaコa:aPr
CarQCer de instalacioneB de

ri呼i･ Cm5eCuen也ente el nlltiマロrY3 eS pemLanEnte nエ田‾

tane dumte el afb.

- Agotamiento de Lag 2m8 nmlezl a Cau鼠del甲I cquipami聖

to d点:1a infraestnpturaロユraユ.

LDS agriculbreB dentrD de1払a妃enCuentr&n aglQrerab8

en aldea8 0m出b cada una aprQXinBdBLmntbロQn un PrCrrdio

I de l′00() t也.

F.i.servicio de emTl工a elむtrica昏ヨLyTtFntra 8n l皿nivel

eleva身⊃;阿･el rt且I equipamimto. de h出正ra色5tnZ:tua de

al丑.SteC血ento de agtn rx)talT:!1e y de la5 instahclom5 de

ateI_Ci血rn8dica y Badtzuia hcen qrn los 5erVicios qTB

F町eStan a loョ habitBultP.a S色an deficitariog..WeF由1o5 Ca-

m出切B nOぎコn pⅣ血肥nta亡bs l凸! Cual pre9enta dificultades de

pasK'a los ve_hLculos
dunnte la terrprぬde uヽⅣias, 19ua1-

r!印tLB m 3e Cuenta col h:d甲Ja5 de alnncemtd.ento y d3.strih-

cidn卵PmluctE)S '1(Jr王colas
log cl丑Ie8幻n抑lam巳n七e nece-

sarioF..

-工ねforestacidn.

h deforestaci6n en la partB alta y由比a de la cuencaぬ

TrCdifimdo signif血tivmte. el r喝i7Zkn h血o均1oo d色I h

rでd lLirlrogrli'r,LL=a de J.a cl瓜ユ1, dejazt5o 1ム5 tieごraS甲ユeS-

ta9 a la aoごまdn destmヒLva pr La e9(刀rrentia叫1cia1.

-

FzIlta de o7-mfllE'･ CDnBem'lCJ･･in de sl唱bs y contml ae to汀eP_

t･e∈q.
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t?I? lⅥnごkt?c.吐Lb [u.'nal亡r工t:iceT.ヨun dto g･do de eroヨ血

】止drエc8 en tiE!m9 da 13. Cu己nCTJl, aき王m ero.din ntⅣ1al

en 'Jarエog tr･w･q00n･1iderado8 ZruY Cr工tlcDB母1 1& r&1 hLdro

grSfica lo cull es n魯〇enriD王甘Dteg8r y OOrregir m曲1te

oとm3ロ=ir℃ipaユeES y 5α血hs de contml d8 tmte5 Y

long王tnli.Ⅳtle3. aS工m cmz3e･m loヨ訊1elog rdiante

tratemiento8 'agro血･icx)5I Culttrales y n3C&rueo5.

4. OBJmlm

一触Itar lo･E'.i}町rea⊃9 do log agrictiltore8 y 7TBjorar el nlvel

dB Vidzl dc如t･･ct.ei ELtrn∇≦Et ('icl iTICr(王TventO de h prodLmi6n y de l且

Tt?joraやe
■La phlLuCヒivi(lad EI･grfmla'y tarT止)旭- ∞n e1ぼnlip:Enie空

toJbteijora de h infraestzw紐a nu:a1.

- Cbntrohr h pmbleコまtica de deforestac血. 1皿血ion8B Y deB･一

触mlentos, m∋diimte La ∞nstmldn de otmB de o〇ntrol d昏tD一

触y o血止ento del tは⊃ y aPmVtX:*で出止ento de bさr肌r909

paturales eon firiea P蜘s y protecヒ1vos.

- r垣fbrz･1r 1･?. rerl de･ efT'taC5.ones hiarcTT4;tricas y meteつm16gicas o⊃n

也1血mlcacioエー9･1 Fan l^ vigilanoia pc:mrw塊y en cv甘ntZ)9汀ほ-

tJ2ml句i(>3S SlnT9rO9 de la cu∈ri=a.

5. ZiEtmCl()S

Se eBtirna ¢ぬm la
e]ec㌍i血de eBte Fm_Vt3CtO 5e加地eficiAr血apm_

ximhteロna8 200/000 pctr8m8･泣-t=e lo8 bヨ℃ficiDS 80Ciales ∫

∝m丘止oos que gencrar丘el pmywtz) Be m色r℃iDnant

i･加mto de la oっl氾rb汀a forestal de l& cu弧.

-むiquecimi色ntO d色1o5 mantes aCuifems.

-

Di由山Ⅶコi6n dell gTaとb de emBldn dQ log guく土1o3.

-トk2]脈打止ento
de la fertilidad db lot?飢始Io5.

一nlentE? ‾甲rTnanente a?_ lei-1a Para u汚〇S energさtioo.I.

1皿血tirnci6n I/o diEmimx:i6n de tlerras huⅣhda5 en la四rte ba]a

dcL la cuerx:a.
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6. tqgJ Pfm
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- Ubimc血geegrよfica del paエ.s.

m eel-ritorio de i:i B&1Ⅵ止br tiene lm且BtPEioie a細血de

21.040 krra,朗tna dQ laロ
eizv30叫比ic紺地ItrO血色riiiiZnJ?, e(I

el p工5 m由一叫b del &r¢入0触r血y色1血den忘a=Tlごn-

te pob1ぬ.

h耳O33血血3 9CW&fims ext工で巴OS en 】血さqtX 6e ublぐa EI Sa1-

Ⅵ止brさOn亡ntr@ 1oB 13o ()9. 24- 1aヒLtd rDrtQ. 8n lote t''･1Rh.]血

Qn lJL hhizL de Jiqui11幻〇 140 27'oO''htitd rxFte'OnれIreD聖

阿iJr del Rb 7qegm, ‡ヒio o Bmjo,町I d仙ipio由粕taph

entre lo序 87つ41' 081- 1ongitLXI CBste, en la Cb6ta牡加屯`ヒal de h

エ81丘卿i也o f3.rigallo, en el Cblft) de FtnさeCa Y 9O● E)7'

50q b叩ib,A ne如, deEWtXX3adtqa‾ del出b Pal:, ∝ぬ托e1 α如

ねc工fi∝).

一也i¢aci6r) ∫ 】.fmiteきde h a血.

工且n拙I 貞el RIG Jib ti色n色una匂XtenSi血血600 k紹′ ubicn血

耶r丘fiくⅧTymtB en lDS Ctndr打たe8 CartOgri王1oo81 2357･･エZ知S&1-

vadorT 2356-･ヱOlocuilt且J 2356-Z= rL工o J出力a,･ 2457･･=エエ(b･3u軸,･

2456-エV Sul ViL.止rlte1 2456･･エ=エh ikrradura;也1tmユ且LS CXX)rCknnd(1.5

130 21･4-13- 45･O▼ htitud lわrt包y 88t- 5O10l -89o 10･O'l∝ぢitしd

くゎBte, ∝机p):血b log ik_pnrtarrLutOB de工A P且2:, 0ユ五C凡t1血. san fLa1-

Ⅴ嘘lr y iiarL t}ic乱tC.

･i･a cucr氾a e9ta. aelimエ地al Iわrte. per h G江Tetera rbl句¶巳rlcam

a1 0rie11t･e応e ”.fEPra de b亡8rr色tL}Ea地'3 trCry〇1ona血hacia el ql,

psiarl'jo cElてニ･:I e!=･･L=unicip三o ae Jcnl.～ea16n, 111軍P eon nZTb SE. se

dirige al VDLc血'le飴r､ VIcFn也o Chlmkn申. a ∞ntiMCi6n

恥ruTb tWrユユ甲山沌miclplo舶San Ptdro恥mnloo- 1tl叩‾corl

nxTb SS･T,如at=miTrn al Rfo Jib, p＋ELra rD8tWiomte血ir-

的en fcm raralQh &壱ぬ,旭℡ta 11叩r 81 Oc6arr)触ifi00,11叫ar

dd由融x温el Rb Jiba, dznnaje pril℃ipユI de Gさta Cヽ治nCa. Al

馳Iinita00n el α虐m p&cffi･n, al CCcl由ite. Q)n m嘘:oドS.I凪Sta

11甲ar a inte王rCePtar m la GmtLm dQI Litx)ral oer亡a dB1純血1ci-
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plo由b免rlo de h fbz, om rt血I7W,的&PECDLizn ll E4mici-

pio dtJ Ta芸払1rRlaCaf llX2gO 80n mntX)王3=lとo由一血el hgo de no-

抑,釣u(りa a la加TetWa PanEBrR'icnn且en故地触dエ占inト

cio a esta dti･t.1irdtac血.

-くゎrdicion巧9 Cl王Tlltlca9.Y ut山ユzac土血de la亨tlem8.

馳Ia血色nca. a !氾r七1r de La elevtLCi6n de 600 m JE)bロ8 el niyel

dBl try, lag 0⊃rYuCiqy28 CILTiticafl dlfiem omロさ191泊l

罰⊂た】AS

昏arriin (600-J700 m)

9
TQedi巾コo(=姫rめ#

de 600m)

nu且

23

26

roediaa Preeip.mealム

i(oC) aⅧ10TEA)

一-′25 ■2,300

′･ー28 1′eOO

加acnl出b con la difere7ⅦJa de h al七ittd, dlfiezl t血i包I la

utilizac･1･6n '5･e l･a5 P･pITa5, p-1r ej印p1-), p-n h3 mS de agtns

aてTl加･馳CultJ.va rq=incif机1Ⅷnte el E?af6 y f地1B&, nl色ntr&J?

叩町I hさm与de 8.gtLhさ7tda/a由]o se cultiⅦ占I Alゅ. h

cafh de a血, el zLmZ; y el rrR工2:.如J印h BuPerficie &ctLd

de utilltaol血de tim8郎Cm Se i∫泊ica色nユ且&1guiせnte tZL-

bh, afm!J一触nte 81 15ヽ dcL加夙perfゴ,cia total oorrせ紳.

a紳ra8 rnbばale9 y ＋1e汀ag LbrestEL1郎･ LA呼rficiB血ti旦

汀aS喝r工coLa3 t?31ヽ血呼mXl･T.%da柁ntC･･ 4Qも由1 'tz,tA1, 8Pvali聖

do a 23T600 hat dentn dQ h8 CuAle91 almil血te e1 651的

utililn FaYJEt el c､Iltiv:c)血】･ caf庄y fmtak5 en Ffriry=ipa1.
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Cユ且9色血 ficie 地色nt&】e
Tiem th) (I)

.Tierraagrbla
Fbtale8 B,400 14iO

･caf占
8′400 14.0

山対地1 3,560 6.0

G血dea血･ 3,040 5.0

0亡=oJl 200 0.3

St止〉-tDtA ユ3,600 39.3

.PraacLraSnaturaleg･
ytierrtt9foreBtaleB 27,210 15.3

坤8Aaguru8 7,00O ll.6

由)log/ildea8 2,190 3.8

Total 60,000 100.0

Adoni8.母n eL I.耶P de IIE)耶P de agua3 arrih se 8Xplota l且

piz3CIcultura由pece9 de agtn8 dulms･

- 0地niao del PrQyt3CtD.

E1由店m11o integraao de lA Cue一にa del RID Jit凸a軸舶tirna lo--

grzLrLa atz3V由de l一r凶Iinci6n dB hB f8月巳与SlgtncntdⅠ

FASE = z Elムヒmc血del P加地e8trO,甘I el ctnlき¢ idLnti-

ficm log difemte3 prOyeCtOJ! ” 也 de別皿uO

integrad3 de la ct把nCa.

FASE ==
-
I Elalx打aCidn del di9efb detAll血b cn cada ⅦつD de los

re甲Cヒ1vロ8紳s.

r7tSE工tエt Gegti6n de Zln町亡izd母ntO y e】oeuoi血aB
l且JI血B

de czb prqyQCtO.

‾払n el obゴetiⅦ de rializzLr el Proyectx) de触1血db h cu孤-

c且血1 Rh Jib 8卓11陀血a catx) b3 e如丘1oB quB馳irdlcan a

cmtiJIWidn !
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一触to tDP#ieo血h Ⅶ1.

-

Ev一1M血由h如dB e如加B btm均iea8 e肋-

1蜘8.

-加tmiiLh y cla書iEleac血d8 hEI agtn書eu地9 y

evzlltnci血由h calidAd del agtn.

一打相ユtncl血de坤S di血r巴nte5 mB inurxhdad en la毎oca

d8 1山上9.

- c即raetqi2Nl血de b5 difemte& tiro?由JLnlD.

-ヱBtLdio 群⊃加IA tltiuzacidn血止dJe[ h8 tim8.

-

1d亡ntific#血y hhill也ci6n dB tiemJ? ○託I印加iAI Agrf-

coh.

1丑kntifica亡idn血∝机1与Pan紳&
dB riep y dzuje.

-

Evdtnci血de h infrae5tZW ml.

-

zb触aB押tZ)#タカio一曲8 d8 1A Cuerl亡8.

.- DiLlgiistieo d色1且血tnc血agrhh y rura1血1血甑.

-エdentificacl血de m8 plm de取m11o garb.

-

Estdo de h且1tlBd6n ecEXtiTdJ3& de b8 8grlctiLtmz(.

- Diagriz}tio〇血Io9 r匂mlK)8 n&turalBS dB h euenc一.

7. Cm仰叶臥ロE

proce 90

地del PlaJl t触61=つ

inむ1e山1C i6n

9efb I:bta11L1くIh

jm血由1点8 ⊂･t∬a持

8- CW=昏P N虹:エ【耽一DE

J舶

r-T-

t4ir止BteriD由Tgridtn∬a y地h ‾atrtvi古de1 0町Itm de如

∝I8下払turale8.
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ラ. SCuCrZZtm九: (bbiem)血J喝血.

10. m4B.TX= I)≡ mj%t;2･にn DE IβS α:加SUm!

- E耶1alieta8 qOn arrPu'1 e別p町1eneiLL en CkdL'J旭C血y工ねぬ-

rro11o htegral de Oユ氾ニa5 fliarogr&f土caE?.

-

Lbttinio血1 idim F.字Pafb1.

一皿&lx江8CidTl del Plan 'tLtaeS七m
de (九泊IモnaCi血de la OJ聖nea l吐-

drogr;&fica dd Ztio Jltn玉串ra el lね弘m11o Lltegmb,印把
I

cczTPgXh lo8 diferent¢さ叩8 de朗tuaio也1e&のrO( Le-

van也ml軌tD軸£fim,血血止cl血.町11pd申y zTE>jqa

由h rd由e8tZN31o加B !･btzDrO均icaB e托血16glca5,deter_

血c血血agtnz( BubぬTむ泊a9 y Sm Oalldd, 1m血1on郎.

mctL:r王5tlca･q del軌1elo ∫ utilエ2ZLC血d8 tierrag, hbi11-

tzwi6n ae tiemEl agr王cohB, d9teZndnaei6n de叩ua FCLra rle-

go y dr,･'mj色I infraestrvcttHa ma1,巳耶治etO9幻e出血･1,

Bi也池コi6n agr工001a rural, geul血血, 5ib旭Cl血血由

Io¢ agricultDre5, aSPeCb9 artbientale8,匂001ogh lJ refQEeぬ-

ci6n.
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PtLZn h湖ユま之古C地dd Pl且n鮒ぬr担Ce虫uコb叩】b書α払鼠止trxrB母

ぬeon el equi,pl

- 2 vehftulo9 d母tMl血せn LaB触n血書.

- nJLlエp) i!ti･t:DL3ZX)池止ロ〇.

-軸止p3 i也加均出o一

･ -王勾uip)均珂df由〇.

- E甲J･p･, L･lFコ＋1f湖ニatO-Ti･o FLara Z5r戎･u-qi蕗触TW武ごaS由鮎皇b･

- FLか如由叫･く比･atOrio E色ra a∫娼ユi5i9由ealidad由呼払･

i& prwig地軸抑tr&Partida ¢sl

一触抑al t&chico en h畠d触nさむ吐B dQ IQS p弧】ヱ舟〇8

rn触止eさ.

- Perm止8fmtZLriL11. c)Dfe王朝y由apoユP脚きょr血.

- 0だicimfS d色traねゴO plra los加l弧Itore8.
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