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ま え が き

本報告書は､社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会(ADCA)から派遣された､太陽

コンサルタンツ(柵住友俊夫(総括/企画)
､馬場淳(農業/経済)

､ ㈱チェリーコンサルタン

ト篠田日出海(開発計画/施設設計)の3名によって､ 1993年4月9日-†8日までの10日間に

わたって実施した｢山東省黄河三角州東宮市墾利地区農業総合開発計画+に係る調査をとりま

とめたものである｡

本調査は､当時全国人民専門委員会の外交責任者のひとりであった 符浩 氏(前外事委員

会副主任委員)が北海道を訪れ､北海道の農業を視察した後､山東省黄河デルタの農業開発に

ついて日本の協力が得られないかとの希望が出されたことに始まる｡

現在､中華人民共和国の農業は､耕地が減少しているにも係わらず､人口の増加は止まらな

いうえに､近年の国民所得や生活水準の向上につれ､質の高い食糧が求められるなど､新たな

問題を抱えている｡この中で農業発展は､新規の土地開発と単位面積当たりの増産を計らなけ

ればならないとし､近代技術を集中的に投入する農業総合開発方式をとっている｡そ㌧て1989

年までに19ヶ所の農業総合開発地域が指定された｡

このような状況の中､今回の調査団は農業総合開発地域の1つに数えられ､広大な開発可能

地を抱える黄河デルタ地域において農業案件発掘調査を行った｡そして山東省人民政府ならび

に棄営市人民政府と協議を経て､ 66万畝の開発可能地を抱える､墾利地区の農業開発計画を取

り上げるのが､最も妥当であるとの合意に達した｡

本調査に当たっては､山菜省人民政府ならびに東宮市人民政府の協力と日本国大使館一等書

記官佐藤勝彦氏､ J E C A中華人民共和国事務所副所長中村俊男氏の御指導を得たことを附記

し､謝意を表すものである｡

平成5年5月

太陽コ ンサルタ ンツ株式会社

株式会社チェリーコンサルタント
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1.背 景

1-1.事業の背景

(1).中国農業の概況

中国の改革開放政策は大旨成功している｡特に､生活水準の引上げと対外貿易の振興は目を

みはるものがある｡しかし反面､新たな困難を生み出している｡人口は､ 2000年には12偉人で

抑え込む計画であったが､現実には12偉8000万人が予想される｡また食生活は､肉食が急速に

増大し､都市では過剰消費と飽食が問題となり始めている｡加えて､質の高い食糧生産には耕

地を広く必要とするが､その耕地は減少が激しく(1979年-8丁年だけで350万ha) ､ 1人あた

リの耕地面葎は7949年2. 7畝であったのが､ 7990年1. 4畝へと低減したo

一方中国の農業政策には2つの構想があった｡
1つは改革であって､人民公社を解体し､個

人農家請負責任制にし､その後土地､資金､労働力を含んだ生産諸要素の市場化を行うことで

ある｡ 2つ目は農政計画で､食糧生産を1990年に4. 5唐トンとする目標と労働力を1986-95年に

l偉人離農させる目標である.この構想は大旨順調に進められているが､農業生産面では､ 19

85年から89年の5年間は停滞してしまった｡

このよう.な背景の中で､現在､農業に求められているのはつぎの3点である｡

第1は､ますます減少する耕地の上で､どのように食糧の増産を実現するか｡

第2は､外貨獲得のために重要な繊維産業の原料を確保するため､繊維作物の増産をどうする

か｡

第3は､ 1989年までの3了年間の食糧生産増大事は2.49%と歴史的に前例を見ない高さであった

のに対し､ 1985年からは停滞傾向に有る｡この農業停滞をどのように打ち破るか｡

(2)農業総合開発

耕地が絶対的に減少して行く中で､農業を発展させるためにこれまでいくつかの施策が行わ

れた｡

1970代末には商品基地計画が出され､最も商品作物の生産率が高いデルタ地帯､盆地､平原

などを農産物の商品基地に指定され､集中的に資本を投入しようとした｡



1984年には計画委員会が｢国家重点実験室計画+を打ち出し､それが1985年からは｢星火計

画+ ､ ｢八六三計画+ ､ ｢火恒計画+ ､ ｢豊収計画+へと発展してきている｡これらの計画の

特徴は､中･低生産地の土地改良を行いながら､先進農業技術を投入し､新しい農業資源の開

発を行うものであり､ 2000年までに2, 000万haの中･低生産地を改良し､ 400万haの新規開墾､

134万haの植林､ 334万haの草地改良､澄渡面積の増加400万haという壮大な計画である｡

1988年には､全国の11ヶ所が農業総合開発地域に指定され､ 1989年には黄河河口三角州を含

む8ヶ所が新たに指定された｡

また国家の第8次5カ年計画では､この農業総合開発方式を中心として農業計画が立てられ

ている｡

1-2.東宮市の概要

(1)位置･地形

兼営市は､黄河デルタに位置し､ 1983年10月に批准された新興都市であり､兼営区､河口区､

墾利県､利津県､広鎮県の5地区からなる.市の中央を黄河が流れ､北は漸毎湾､東は莱州湾

に面し､東経1ぽ07′ -119o っo′
､北経36o

55′ -38o 12′ に位置し､南北に132km､東西

に74km､総面積8, 053km2を有する.

市の地形を類型別で見ると､緩やかな丘陵､河川敷高地､微傾斜平地､浅い低湿地および海

岸地帯に分かれ､それぞれ市の総面積の4.15%､ 3.58%､ 54.54%､ 10.68%､ 2了.05%を占め

る｡南､西が高く､北､棄が低い｡最高高度は28m､最低高度は1m､自然勾配は1/7,000 -

1/12, 000である｡

河川は黄河本読が市内を188kmにわたり西南から東北に売れ､荒城面積は5, 400k㌔である｡

また黄河より分かれ､読域面積100km2以上を持つ河川は､ 18あり多くは単独で海に注ぐ.土壌

は黄河沖積平原で単一な類型を持つ｡

(2)インフラ

東宮市は勝利油田の中心地である事から､インフラなどの基本的施設はかなり整っている｡

道路密度は32. 4km/100km2で､すべての郷鎮､干拓開発区と72%の村にアスファルト道路が通っ

ている｡鉄道は東宮から南京までは快速鉄道が開通している｡潮海に面しては兼営港が､莱州

湾に面しては広北港､広利港があり､総呑吐能力は240万トンあり､東宮と旅順を結ぶコンテナ



輸送航路が開通している｡飛行場はまだないが､東宮飛行場が批准されている｡水利関係では､

黄河からの揚水能力は450m3/sであり､貯水能力は3. 5債m3､農工業用水､飲料用水として用い

られている｡また発電所は勝利発電所があり､ 2×20万kwの発電機が設置されている｡

(3)人口

山東省統計年鑑(1992)によれば､東宮市の総人口は158. 52万人(男性80. 95万人､女性了7. 5

7万人)であり､うち郷村人ロは112.55万人､郷村戸数は29.21万戸である｡

また中国分県農村経済統計概要によれば､東宮市各地区の郷村人口は下表のとうりであり､

計画地区のある墾利県の郷村人口は19. 2万人となる｡

蓑1. 1990年東宮市農村人口

地区名
曲J÷▲l

郷村人口辰村力働力
万人万人

r

農業労働力 農村工業労働力

東宮市轄区 24.0 9.7 了.6 0.4

墾利県 19.2 6.9 5.9 0.2

利津県 26,7 ll,5 10.0 0.2

広簾県 42.4 21.2 1了.0 1.1

合計 112.3(112.6) 49.3(52.6) 40.5 1.9

出典: 1990中国分県農村経済統計概要､ ( )は山東省統計年鑑(1992)

(4)産業

東宮市は､中国第二の油田､勝利油田の中心に位置する｡従って､市の最大の産業は石油ガ

スの採掘業であり､エ業生産の87.7%を占める｡そのほか､紡織業､食品製造業､機械工業な

どあるが､規模的には小さいものである｡

農業は社会総生産値で15.8債元(9.2%)
､国民収入では9.9唐元(14.3%)と全産業に占め

る割合は低い｡しかし､農業人口は総人口の70%以上を占めていることを考えると､国民の生

活を向上させるためには極めて重要な産業である｡

また東宮市は､今年から対外開放経済区として批准され､開放区としての一切の優遇政策を

実施することが出来るようになった｡今後､市は他の沿海開放都市に学び､開放政策を拡大し

ていくとしている｡



表2.産業別総生産および国民収入

産業名 社会総生産 国民叫文人

エ業

石油ガス採掘業(87.0%)
紡織業(3,5%)

食品製造業(I.9%)
石油加工業(1.T/A)

化学工業(1.Oy.)

その他(4,9b/.)

112,26億元 65.6% 46.48債元. 6了,0%

農業
種植業(66.5%)

林業(1.4D/D)

牧業(16.9D/.)

副業(3.2%)

漁業(12.Ore)

15.了9億元 9.2% 9.89億元 14.3%

建築業 43.05債元 25.2% 10.07億元 14.5%

運輸業 0.84億元 l.2%

商業 2.0了億元 3.0%

合計 171.10億元 69.35億元

出典:山東省統計年鑑1992

(5)農業

東宮市の農業を概観するために､表3に農業概況､表4に農作物生産状況を示した｡

棄営市の総面穣は1,208万畝(約80.5万ha)
､そのうち22%(265.3万畝)は農用地が占める｡

これは山東省平均の44%に比べ著しく低い｡東宮市はほとんどが平坦な土地にもかかわらず､

耕地率が低いのは､荒地が多いためで､開発可音巨な荒地は600万畝あると言われる｡また黄河

河口では毎年3万畝が土砂の堆積で新しい土地が形成されており､中国東部沿岸で､開発可能

地を最も多くもつ地域の1つである｡このほか､林地86万畝､沿岸地約200万畝である｡

1人当たりの耕地面積は､ 6.6畝と省全体の4.4畝に比べ高く､特に市の中でも新興開発地

(東宮市轄区の一部､墾利県､利津県)ほど高くなる傾向が見られる｡また1戸当たりの耕地

面積は9.1畝である｡

鳶恵面積は184. 0万畝で全耕地面積の69. 3%であり､これは全省の66.4%とほぼ同じである

が､市の中では古くからの農業地帯ほど雇瀬面積の割合が高くなる傾向がある｡

農業生産物の主体は食糧作物生産で､内訳は小麦43.3%r､とうもろこし:1.4%､大豆16.4%､

稲13.1%などとなる｡商品作物としては綿花､油料の生産が行われている｡このほか､肉類､



卵類､水産品､果実の生産も行われ､全体としては僅かではあるが､近年急速に生産が延びて

いる｡

単位面積当たりの農業生産量を見ると､代表的なものとしては､小麦288k9/畝､とうもろこ

し283k9/畝､水稲450k9/畝､棉花61.Ok9/畝などであり､山東省平均と比べ低い｡しかも､市

を地域別でみると､新興開発地ほど､著しくその生産量が劣る｡これは新興開発地に中低位生

産地が多いためである｡

表3.農業概;兄

地区名 耕地面積 耕作面積 農業労働者 l人当たり 意概面積

万畝 万畝 万人 耕作面積 万畝

東宮市轄区 77.7 97.2 7.6 10,2 48.3

墾利県 4了.3 62.4 5.9 8.0 33.了

利津県 60.9 了6.7 10.0 6.1 35.6

広鳶県 79.4 125.0 1了,0 4.了 66.4

東宮市全体 265.3 361.3 40.5 6.6 184.0

山東省全休 10,279.1 16,324.2 2,512.7 4.1 6,829.8

出典: 1990中国分県農村経済統計概要

裏4.農作物生産状況

地区名 耕作面手責万畝 生産量万トン 収量/畝kg
粗食 綿花 油料 根食 棉花 油料 粗食 綿花 油料

東宮市轄区 80.9 10,2 1.1 17.4 0.52 0.04 215 51 36

墾利県 54.8 4,2 2.3 7.8 0.23 0.03 142 55 13

利津県 61.9 9.了 4.1 8.8 0.52 0.0了 142 54 17

広鳶県 93.0 24.9 0.8 28.4 1.70 0.15 305 68 188

兼営市全休 290.6 49.0 8.3 62.4 2.97 0.29 214 61 35

山東省全体 12,132 2,344 l,063 3,917 135 233 323 58 219

出典: 1990中国分県農村経済統計概要
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1-3.東宮市農業発展5カ年計画

東宮市計画委員会は､市の農牧漁業の基地建設を重要課題であるとして､第3期計画書｢東

宮市農業発展5ヵ年計画綱要(1993-1997年) +を企画した｡ (添付資料1.東宮市農業発展

5カ年計画綱要参照)

そのなかで､今後5年間は､農牧漁業基地基本建設の重要な時期であると位置づけ､東宮市

の農業総合開発建設を全面的に展開するとしている｡またそのためには､国土計画を基礎とし

て水利建設を主体に､最新技術を応用し､優遇政策をとり､農業を発展させる｡同時に広く門

戸を開放し､様々なルートで資金を調達し､新農業基地建設と農業加工企業の発展を計tJ､国

内外の市場を開拓し､市場農業の大きな発展を促進するとしている｡

また､具体的な計画としては､ ｢黄河三角州農業総合開発建設項目概要+を作成している｡

(添付資料 2.黄河三角州農業総合開発建設項目概要参照)

以下5ヵ年計画を要約する-

(1)主要発展目標

国民生産絵値

国民1又入

農業総産値

農民平均年収

食糧総生産量

棉花総生産量

肉卵乳総生産量

水産品総生産量

果樹生産量

森林被覆率

(2)開発建設

水利建設:

100 億元 年平均増加率5 %

90 偉元 年平均増加率5 %

25 債元 年平均増加率6.8%

1, 200 元 増加4了0元

100 万ト, 年平均増加3.5 万トン

8 万トン 年平均増加0.5 万トン

4 万トン 年平均増加0.4 万トン

6 万トン 年平均増加0.4 万トン

2.5万トン 年平均増加0.26万トン

13.5 %

1997年までに澄渡面積を3万畝にし揚水能力500m3/s､貯水能力を6

僚m3､湛水処理面積5, 500km2として市の給水問題も解決する｡

耕種 :低生産地の改良､多毛作指数を上げ､単位面積当たりの生産量を向上



させる｡また荒地開発を積極的に行う｡

低生産地の改良100万畝､荒地開発100万畝､温室1万畝

畜産 :草地30万畝を改良､飼料加工工場建設､乳牛頭数800預

林業 防護林 全長320km

水産業 淡水養殖魚6, 000畝

(3)投資概算

総投資額30債元とし､ 15-20債元を外国資本を利用し､国家には3債元を申請､自

主資金調達は7債元とする｡

またプロジェクト完成後の年増産額は丁億元前後となり､増益は約=意元となる｡



2. ｢黄河三角州東宮市墾利地区総合計画+地区概要

2-1.自 然 状 況

(1)位置･地形

計画地区は山東省東宮市の墾利県にあり､黄河河口以南､莱州湾沿岸(北緯37o 40′ 東経11

8
o

so′ )に位置し､下鎮郷全域と永安郷の東部､新安郷および黄河農場の南部を含む総面積

66万畝(約4.4万ha)である｡ (調査地区位置図参照)

計画全域を描写すると､微傾斜の平地で河川敷きがやや高く､一部に浅い低遠地と海岸地帯

をもつ地域といえる｡したがって地形はほとんど平坦であるが､黄河に近い西部がやや高く､

黄河から遠くなるほど低くなる｡平均海抜2.4-3.2mである｡

(2)地質

計画地区は農用地は少なく､大部分がアルカリ荒地と天然草地である｡

土壌は黄河沖積土で砂壌土､壌土がほとんどであり､有機質に乏しく窒素､リンも乏しいが､

カルシウムの含量は豊富である｡土壌表層の含塩量は平均で7‰前後であるが10%o以上のとこ

ろもある｡

地下水位は乾期で1. 5m前後であり､幹線排水河川は小島河､張鎮河の2本がある｡

(3)気象

気候は四季があり､寒暖乾湿がはっきりしている｡雨期と高温期が同じ時期で日射量も十分

あり､北温帯大陸性半浸潤性気候に属する.年平均気温は12.7℃で､月平均気温は最も暑い7

月で27.1℃､最も寒い1月で-1.7℃となる｡年間日照時間は2,711.4時間､有効積算温度は

4,500℃前後である｡また年間降水量は541.3mmで､その60%以上が7-9月に集中する｡年

間無霜期間は230日前後であり､初霜は一般に10月下旬である｡



表5.東宮市月別気象観測値

月 平均気孟oC 降水量mm 日照時間hr

1月 -1.了
0 224.6

2月 0 2.6 1了3.2

3月 3.5 16,2 186.6

4月 13.2 59.1 272.2

5月 18.5 38.0 27戸･9

6月 23.7 61.4 250.i

7月 27.1 215.8 248.了

8月 26.2 3了.了 246.9

9月 21.7 48.6 221.4

10月 14.2 39.6 239.1

11月 6.3 了.0 222.9

12月 0- 15.3 148,8

年平均 12.了

全年計 541.3 2,了11.4

出典:山東省絞計年間1992

2-2.社会
暮 農業

計画地区の総人口は了万人で､ 90%以上が伝統的な農業生産に従事している｡近年淡水魚の

養殖と農地の規模拡大が進んで発展はしてきているが､耕地面積のほとんどが中･低生産地で

あり､基本施設が脆弱であるため自然災害に耐えうる能力が低い｡とくに水不足が農牧業や生

活に極めて大きな困難をもたらしている｡

1992年には大草魅の影響で農作物の生産に大きな打撃を受け､ 5万人余りが国家の救済食糧

援助を受けた｡そして､これらの農民は依然として貧困状態にある｡

農業の生産状況に関しては､計画地区を特定した詳細な資料が入手できなかったが､前項の

東宮市の農業概要から墾利県を見てみると､乗宮市の中で最も農業生産が低く､そのうえ､土

地生産性も低いことが分かる｡これは墾利県には､新しい開拓地が多く､農業の基盤整備が遅

れているためと思われる｡



2-3.関連プロジェクト(墾利県6万畝水稲開発試験)

墾利県6万畝水稲開発試験は､黄河デルタ地帯開発のパイオニア事業の1つとして､ 1989年

から進められている計画であり､現在は幹線用排水路と4つの貯水池(総貯水容量1, 200万m3､

総占有面積1万畝)を持ち､ 1990年には2万畝､ 1991年には3万畝の水田を造成した｡農家数

約2,000人､ 1農家20-30畝を耕作し､昨年は籾で400k9/畝の収量を上げるまでになった｡

墾利県6万畝水稲開発試験は本計画に先立つ形で進められているプロジェクトであり､本計

画地区の66万畝は試験区の延長上にある｡ (添付資料 6.墾利県6万畝水稲開発試験区平面図

参照)

またその試験成果は､本計画の実施に役立つものと考えられる｡
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3. ｢黄河三角州東宮市墾利地区農業総合開発計画+概要

今回の新規案件発掘調査は､東宮市全域を対照に行った｡調査は山東省人民政府と東宮市人

民政府と合同で,市が計画している農業開発計画を中心に視察､協議､検討をおこない､最終

的に66万畝の開発可能地を抱える､東宮市墾利地区の農業開発｢黄河三角州東宮市墾利地区農

業総合開発計画+が最も妥当であるとの合意に達した｡

3-1.計 画 構 想

(I)開発方針

案宮市は､国務院と省政府による｢今世紀末までに黄河デルタを国家級の農業生産基地とす

る+という基本計画に基づき､黄河デルタの代表的な特徴を持つ墾利県下鎮地区を開発重点地

として選択し､生産力の高い農業生産基地を建設し､地域経済の発展を早め､当地の農民の生

活水準を向上させたいとしている｡

開発面積は66万畝とし､水利建設を主体に諸施設を完備し､低生産地の改良､荒地の開発を

行い､近代的機械化農業を計画する｡

(2)計画内容

水源となる黄河の水位は､雨期･乾期の差が著しく､雨期には対象となる耕地面橿高より黄

河水位の方が5m以上も高くなり､重力澄渡(自然取水)が可能となる｡しかし､乾期には黄

河の水量が少なくなるため､自然取水も困難となリボンプにより機械取水が必要となるととも

に､一時的には黄河の水量そのものが少量となり取水が不可能となる0

計画としては､計画地内にダム(堀り込みの水深の浅い溜め池)を設け､雨期の洪水を可能

な限り貯水して澄渡を行う｡澄渡は天水とダム水を併用して行うが､ダムの水位が下がると取

水ポンプによりダムに注水する計画とする｡

黄河の水質は､鋭利な形状をした細粒な砂が多く含まれるため､沈砂池(沈殿池)の計画と

ポンプの形状･形式についても十分な検討を行って計画するものとする｡

また､計画地には排水路および排水路最末端に防潮水門を計画し､地区内の地下水を下げる

とともに除塩作業を促進し､優良農地を計画する｡
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3-2.主要施設概要

(1)水利施設

1)墾利県下鎮ダムの建設

設計容量5,000万nl､占有面積1.6万畝､貯水深度5m､ポンプ場､用排水ゲート等

2)幹線用水路

双河澄渡区の幹線水路を延長し､下鎮ダムまでの全長16km

3)幹線排水路

既存の幹線排水河川､小島河と張鎮河を拡張､改築､

小島河河口に排水ステーションを建設

(2)低生産地･荒地開発

1)農地造成

水田10万畝､綿花畑20万畝､その他作物畑20万畝

(3)畜産開発

1)草地造成

草地1 0万畝

2)家畜

肉牛1万頭､乳牛800頭

3)畜産物加工場の建設

(4)水産開発

ダムおよび沈砂池を利用した養魚

(5)植林計画

4万畝の林道網を建設

(6)農業技術サービスセンターの建設

草地管理研究所を含む農業技術サービスセンターを建設
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4.総 合 所 見

4-1.技術的可能性

黄河の水を利用した澄瀧､アルカリ土壌改良のための潅.排水および耐水にたいする排水を

なくしては､当地の農業は成り立たない｡従って､水利建設を主体とする農業開発は顕著で､

責准海平原開発､黄河デルタ農業開発､黄河デルタ農業開発試験プロジェクトが1987-1992年

に実施された｡それによって開発した荒地は95. 3万畝､改良した低生産地は66万畝となり､

1992年までの有効澄渡面種は186万畝に達している｡またこの中には前項でも述べた｢墾利県

6万畝水稲開発試験+も含まれ､短期間にかなりの成果をあげている｡

このように過去の経験から水利建設工事技術､農地造成･改良技術および施設の管理技術に

ついては､概ね問題はないものと思われる｡しかし､既存の用排水･貯水等の構造物をみると

貯水､揚水､排水､除塩等の能力を高める余地はかなりあり､徐々に機能を整えた水利施設網

を形成する必要がある｡また新規開発に際しては､全体的に系統建てた開発･整備が望ましく

､用排水路系統や貯水施設等についても詳細な計画･検討が必要であろう｡

農業の生産技術に関しては､たとえば東宮市の農業の樟械化は､機械耕作246万畝､横顔播

種150万畝､穂械収穫95万畝など､かなり機械化が進んでいる｡また1部の地域では､北京な

どの大都市の市場に向けた温室野菜栽培を行っているなど､高い生産技術をもっている｡しか

し､一方では計画地区のように､伝統的農業生産を行い生産性の低い地域も多く見られる｡し

たがって､このような低生産地では､水利技術とあいまった土地改良技術や生産向上を計る多

毛作の技術がより一層必要となろう｡

また畜産業や水産業(特に淡水養殖)は､漸く盛んになり始めた産業であり､生産技術もさ

ることながら､加工技術が未発達であり､大都市市場の需要に耐えうる技術が必要となろう｡

東宮市は一部の農業地域を除くとほとんどが新しい開墾地帯であり､農業技術普及の制度や

設備も未発達の状態にある｡市では､市､県､郷､村それぞれに､農業技術研究､研修､普及

に関する諸施設を建設し､農業技術普及体系を形成したいとしている｡本計画の開発区農業科

学技術サービスセンタ⊥も､その1つであり､荒地開発の農業技術普及に役立てようとするも

のである｡
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4-2.社会･経済的可能性

兼営市の産業構成と人口構成をみると非常にアンバランスであることがわかる｡特にエ業と

農業ではその差が大きい｡これは､エ業の中の石油ガス採掘業が持出しているためであり､こ

の意味では､東宮市は石油で成り立っている町であるといえる｡ (表2.参照)しかし､総人

口の了0%を占め農業は脆弱であり､その農業の特徴をみると以下のことが言える｡

･一人あたりの耕作面積は多いが､中低位生産地の割合が高い｡

･農業基盤整備が脆弱で自然災害に弱い｡

･農村経済が脆弱で自力発展していく能力に乏しい｡

･開発可能な土地は広大であるが､澄渡施設､土壌の塩化など開発コストが高い｡

･加エ･販売システムが脆弱で市場の需要に応じきれない｡

とくに､計画地区では､ 1992年の早態で農作物が大打撃を受け､ 5万人余りが国家の救済食

糧援助を受けるなど､常時水不足が深刻な状態にある｡

これらの問題を解決するためには､水利建設､農地造成､改良を基礎とした総合的な農業開

発が不可欠であり､その開発効果は大きいものと考える｡

治水以外で､とくに問題となるのが､農作物の加工暮販売である｡食糧の大規模生産に加え

､畜産業や水産業(特に淡水養殖)は､緒に付いたばかりであり､加工技術や流通が未発達で

あり､大都市市場の需要に耐えうる設備を必要としている｡

一方､農作物の生産､加工､販売の基礎となるインフラ設備はかなり整っている｡したがっ

て､大量の農産物を､良品質で処理する加工技術や､大市場への充通体制を整えることは､比

較的容易であり､市場経済を大きく発展させる好機であると考える｡

乗営市の試算では､本計画の概算投資額は5偉元であり､経済的効果としては､食糧作物､

綿花､牛肉､牛乳の増産が期待され､年増産生産額は2. 15偉元､年純利益0. 32債元で､年平均

1人あたり457元の増収があるとしている｡

また資金調達先として､国内調達分1.89億元､残りは外国調達したいとしている｡

近年の中国内のインフレにより､この数字はこのまま評価することはできないが､国民生活

の向上にともない牛肉一乳製品の需要は伸びていること､
-また外貨獲得のため繊椎産業は堅調

であることなど､これらの農作物は､今後も安定した価格が期待される｡
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また水利建設は､ 5万人の生活用水の問題を解決することが出来るなど､経済､社会への効

果は大きなものが期待できる｡

4-3.現地政府･住民の対応

山東省･東宮市は､黄河デルタの開発を2世紀にまたがる大工事とし､ここ数年来国家の支

援のもと､つぎつぎと開発プロジェクトを進めてきた｡また最近､党や国家の指導者を相次し､

で東宮市へ視察指導として招き､黄河デルタを中国八大食糧生産基地の一つとし､あわせて農

牧漁業の商品基地にまで高めたいとしている｡

また東宮市農業発展5カ年計画では､新たに低生産地100万畝､新規開発地100万畝と諸施

設を開発したいとし､その中で本計画は､新規開発地66万畝をもつ開発重点地と位置付け､農

業生産基地の中核をなす計画としている｡

地区住民は､ 1992年には羊矧こより農作物が大打撃を受け､うち5万人が国家の救済食糧援

助をうけるなど､農業基盤整備に関する早急な対策を望んでいる｡また本計画の実施によって

安定的な農業経営が可能なぱかりでなく､生活用水の確保も容易になることとなリ､地区住民

の期待も大きく一日も早い実施を待ち望んでいる｡
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4-4.調 査 の 実 施

Phase I ､ H調査に分け､以下の専門家によって行うことが適当であるo

調査スケジュール

月数

専門家

調査月.敬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19

Phase

(丑団長/総括

②気象･水文

③土壌･土地利用

④栽培･農業機械

⑤営農･農業経済

⑥畜産･農産加エ

⑦かんがい

⑧排水

⑨罵境

⑩農村計画

⑪施設計画

⑫実施計画･積算

⑬事業評価

報告書

Phase I

中日

PhaselI

1

DF F/(1)

I

(2)

E

R

△

着 現士 日(1)

I

△

現士

I

凡例: -‾国内作業､

16
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5.添 付 賃 料

5-1.調 査

住友俊夫

馬 場 淳

篠田日出海

太陽コンサルタンツ株式会社

太陽コンサルタンツ株式会社

㈱チェリーコンサルタント

5-2.調査 日 奉呈

程

海外事業本部･企画営業部長

海外事業本部･技術部主幹

海外部長･東京事務所長

日 年月日星期 出発地 到着地 宿泊地 行動内容等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1993年

4月9日五 東京

北京

済南

貴官

済南

北京

北京

務南

東宮

磨南

北京

乗京

北京

済南

兼営

東宮

東宮

東宮

済南

北京

北京

移動NH90510:25-13,r50

(金)

10日六

日本大使館訪問

国際協力事業団中国事務所訪問

住友合流NH90510:20-13;30

(土)

11日七

国家科学技術委員会表敬
移動MU5154(北京17:05一磨南18:35)

移動自動車(済南8:30一乗宮13:00)

(日) 兼営市概況説明

72日- 現地語査(広轟県花官郷農業開発､-

(月)

13日二

李鵠郷農区畜牧業､広北農場農業開発

､広南水庫)

現地調査(墾利県水稲開発6万畝試験

(火)

14日三

(水)

了5日四

区､黄河農場乳牛場､黄河渡河､東宮
海港)

東宮市協議(開発方法､案件内容)

移動自動車(乗宮7.･30-磨南72.loo)

(木)

16日五

山東省協議(開発方法､案件内容)

移動MU5123(済南了:40一北京9:15)

(金)

17日六

(土)

18日七

(日)

国際協力事業団中国事務所報告
国家科学技術委員会報告

農業部報告

日本大使館報告

移動NH90615:30-20;15

17



5-3.中国側調査団

王玉章

馬増茂

載福禄

徐敏玲

楊青松

5-4.面

佐藤勝彦

中村俊男

藤谷浩至

葉冬柏

郭長才

李寓柱

間作渓

宋在勝

連学通

徐 力

温 力

房小傑

張慶費

萎振邦

薄其華

停桂雲

三景春

停培先

董漢輝

昏学文

斉世誠

丁子忠

王洪葦

劉 燥

陳金賢

許忠志

李孟新

干冠慶

温連河

菓徳常

山東省計画委員会外資利用計画処 科長

山東省計画委員会項目弁公室 料長

山乗省東宮市人民政府計画委員会 副主任

山東省東宮市人民政府計画委員会財貿 計画科長

山東省東宮市人民政府外事弁公室 通訳

会 着

日本国大使飴 一等書記官

日本国際協力事業団中国事務所 副所長

日本国際協力事業団中国事務所

国務院国家科学技術委員会国際合作司 副処長

山東省人民政府 副省長

山東省計画委員会 副主任

山東省計画委員会外資利用計画処 処長

山東省科学技術委員会 副主任

山東省科学技術委員会総合計画処 処長

山東省対外経済貿易委員会 副主任

山菜省対外経済貿易委員会国際経済合作貸款処 副処長

山乗省対外経済貿易委員会国際経済合作貸款処

山東省東宮市人民政府 市長

山東省東宮市人民政府 副市長

山東省東宮市計画委員会 科長

山東省東宮市対外経済貿易委員会 主任

山東省乗営市対外経済貿易委員会 副主任

山東省東宮市外事弁公室 主任

山東省東宮市外事弁公室 副主任

山東省東宮市外事弁公室 副科長

山東省東宮市農場管理局 局長

山東省東宮市農業畜牧局 副局長

山菜省兼営市農業畜牧局 畜牧師

山菜省東宮市水利局 局長

山東省乗営市広鎮県 副県長

山棄省兼営市広鳶県農業委員会 副主任

山東省東宮市広鳶県計画委員会 主任

山東省東宮市広鎮県計画委員会 副主任

山東省東宮市広鳶県李鵠郷共産党委員会 書記

山東省東宮市国営広北農場 副場長
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李在民

李美章

徐広増

闇文明

楊広嶺

王然安

山東省東宮市国営広北農場 高級農芸師

山東省東宮市国営黄河農場 副場長

山東省東宮市墾利県 副県長

山東省東宮市墾利県計画委員会 主任

山東省乗営市墾利県計画委員会 副主任

山東省東宮市墾利県水稲農場 副場長
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5-5.東宮市農業プロジェクト

兼営市計画委員会は､市の農牧漁業の基地建設を重要課題であるとして､第3期計画書とし

て､東宮市農業発展5年規画綱要(1993-199了年)を企画し､具体的には｢黄河三角州農業総

合開発建設項目概要+を作成している. (添付資料 2.黄河三角州農業総合開発建設項目概要

参照)

ここでは参考として､計画されている碩目とそれぞれの位置を地図上に示した｡ (添付図

黄河三角州農業総合開発建設項自位置図参照)

① 墾利県一村水庫

② 広鎮県高店水庫

③ 利津県汀羅水庫

④ 墾真水庫

⑤ 利津具付高水庫

⑥ 河口区民生水庫

(∋ 墾利県下鎮水庫

⑧ 広蔑県埠頭水庫

⑨ 墾利県 家郷水庫

⑩ 麻湾総干建設

⑪ 六千建設

⑫ 七千建設

⑬ 王庄総干建設

⑭ 王庄二千建設

⑮ 王庄四千建設

⑯ 支脈河冶理

⑰ 広利治理

⑬ 武家大貴荒城治理

⑩ 票利河流域冶理

⑳ 津港河荒城治理

⑪ 黄河三角州荒地開発

(貯水池)

(貯水池)

(貯水池)

(貯水池)

(貯水池)

(貯水池)

(貯水池)

(貯水池)

(貯水池)

(幹線用水路)

(斡緑用水路)

(幹線用水路)

(幹線用水路)

(章字線用水路)

(幹線用水路)

(幹線排水路)

(幹線排水路)

(幹線排水路)

(幹線排水路)

(幹線排水路)

(農地造成)

20

設計容量0,3偉m3 占有面積1,2万畝

設計容量0.2債m3 占有面積0.8万畝

設計容量0.2唐m3 占有面積0.8万畝

設計容量0. 2億m3

設計容量0.5億m3

設計容量0. 5億m3

設計容量0.5債m3

設計容量0.3唐m3 占有面積l.2万畝

設計容量0.2債m3

全長 93.2km

全長 38.8km

全長 32.5km

全長 65.Okm

全長 48.Okm

全長 34.Okm

全長 57.1km

全長 41.Okm

全長 33.3km

全長 60.7km

全長 65.Okm

開発面積100万畝



㊨

⑳

⑳

⑳

⑳

㊨

⑳

黄河三角州低産田開発 (農地改良)

黄河三角州京菜開発 (京菜生産開発)

東宮市畜牧系列開発 (畜産総合開発)

黄河三角州公路林帯建設(並木造成)

色泣油加工 (食用油加エ)

開発面積100万畝

開発面積1万畝‾温室数12,500棟

草地開発20万畝､加工工場､家畜増頭

林帯 320km

年生産量2,100トン

高温α澱粉 加工 (アミラーゼ加エ)年生産量5,000トン

黄河三角州花生飲料 (落花生乳加エ) 年生産量2,000トン

21
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5-6.添付賓料リ スト

り 東宮市農業発展5ヵ年計画綱要

2)黄河三角州農業総合開発建設項目概要

3)黄河三角州墾利県下鎮地区農業開発項目意向書

4)黄河三角州陳宮地区土地開発利用意向書

5)兼営市黄准海平原水利計画図

6)墾利県6万畝水稲開発試験区平面図
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添付資料1)

京曹市衣此麦展五年親潮鋼要

( 1993- 1997年)

京膏市汁期委員会

一九九三年三月



京菅市衣此笈展五年親剤綱要

( 】993-1997年)

奈管す第ニ属人民政原点名与-,鬼瓦府和す阜的儀阜

下,常人首触親行餐的十一局エや全身以東的蕗鵠,方針,

_i_.蛋,始終墜希〟-･＋中心,丙十息ふふ〃的息本港曳,
両生辞儀全市人民,各及脊カ, jL集エ偉,集中力音逸符

盤落産後,顛奴港逸改革牙鼓,えカ及農林温和藤倉事並,

牙卑了泉す魚昇建及的帝吋廟,カ第三属人民政府的象各

キ対英嵐集ぇ了良好息魂｡

--､基本情況

1,行政区判｡京曹耳え1983年10月1日象司鼻温水

准建立的朝寅ぷ油嵐市,施敗阜池貴市三角洲姐区,轄京

普,汚口碑区,量刊,刊津, ′慎二鼻｡地理産経カ,奈

盤118a O7''-i◆i9plO'
,池韓36ロ55i -38o12' ,轟

地臥溌132}>旦,奈西棟寵74谷旦,全市患面牢8053子方

/>旦｡北略激務誇,義旗束対韓,西島葵州地区鹿部,高

鳥牟坊,溝港市凄渡｡ 1992キ全市息人口160万人,鼻中

泉並人口123万人,人口密度199人/子方}>旦o

2､丸形池魚与水丈池原淡凪o 表音市あ高北凪,杏

高森他,瀬音打方由カ魯あ高､義光楓,音符方向卦近有

高,通有低o 魯糸車最高高拳28泉,奈地･*最低高者1呆,

自然比降カ1/8000-1/12000;西中最高高拳11米,奈

-*最俄高雀l呆,白娯比降1/ 7000;音符自然藤比蜂

--

1 --



1/ 7000｡骨拝見森曹市丸貌的主食塾達者,大嵐艶美型

単一,カ貴市沖舞子原｡鹿第二;k上線尊貴有卦,仝す敢

池魚美塑i尊者後畠,拝韓高地､敏騎手施, L;i早速丸和

港薄地,分別古全市息面承的4.15%, 3.58%, 54.54%,

10.68%､ 27.05%D

音符法度鼓す188谷旦,由西島互恵北,息量刑各藩

永碑改患入港,且凄盤葡萄鳴渡境南顛5阜00子方J>旦｡汰

境南東泉100子方/ATL旦以上的布施逢有18各,丈多放浪入

港,主皐月テ凍盈防済.鼻中音河以北7各,汰向以如ヒ

向力主,如疎音宵,太子宵､卑常汚,法制布,草餅淘,

親好尊,多弟妹津内払的河逢;貴市以轟11各,客九拝逢

着且藤打､小藩河手,裡混入藩丸亀有小島布,永阜汚､

f利打者,多且真西漉向｡長瀬以東,迂卓え塑骨十凍私

有違的牙聴,吋降俄地下永住改良盈破鬼及沸済防決起了

良太的碑用,政見由子轟永碩畠加え貴市三角剖施区上席

鹿穀,碑蜜蜂碩Pi膏.符洪冷凍能力え卦降低,牙始彰頼

朝今長大南東的土塊改良｡

3､も侯各仲良骨｡送呈乾湿道中,四季分野,牟親

子盈界鈍明長,両親弼季,九泉克且,属地温帯大抵後半

盈粥社宅侯ウキ均も温12.3℃,鼻中6-8月鎗力量鵜時軌

以7月鎗最高,月均26.2℃,奴篤農高も堤通朝ヰ1.9℃

(1968年6月) ; 12月中和旦汲キ2月中57力量牟時期,月最

低温度丘0℃以下,叔為最低温度曾追-23.3℃
, (1972年1

刀)
,最牟月カ1月鎗,月均気温友一3.0℃以下｡キ均日

-- 2 --



敦呈敦え,一息カ12℃左方, 5月鎗最え,追14.5℃, 8月

鎗最小,迭9.1℃D 五庵鬼子均211え,初演一般息10月下

旬｡ >Pt:活葡叡温4770℃ , >10℃青嵐款温ヰ200-4400t: ,

キ均可風吋巌2727.4小吋,え柏息鶴射音126.5十干/千

方産米.キ均降水量601竜泉,多集中子象耕瀬内,雨季

一度典子6月下旬束,路子8月鹿嵐9月上旬初,南森泉70

え左方,鼻降私書占仝卑降私書的70%以上｡鬼,泉,降

水的吋序分配均且〟∧''塑,匹艶美象良好,逢皇帝美繁

多的葡桂幼鳥泉碑銘生長o

4,自然有線阜富｡一見有f鼻輪土地骨渡,全音土

地息面顛1208万古(15音-1/>項,下司),人均占嵐7.62

音,カ仝名人均的2/6舷,鼻中現有耕地375方車,蘇丸86

方音,希待弁ぇ利用的恵魂地600万音;男外食狩人藩ロ

阜キ述部卦土地3万多音,鼻息淘友部港海鳥冬青歳旦多,

弁ぇ藩力量史的地区えー-｡藩飼養,仝す土象息南東859

万音,弁5十土臭, 9十亜美, 15十上尾_, 73十上帝o具申

轟土489万音,占56.9%,盈土282万音,占32.8%o土魂

虜施分五美,鼻中年度上305方音,占26.0%,軽巌上舶7.8

万音,占38.1%,や簸上263.5万音,占22.4%｡上泉鼻

分合尊者丸長倉と,普追放嵐,声音奴壌,見境比例え溺,

･*青倉貴阜富.二見有阜韓的汲私有渡,貴市与均束私書

317イ乙立方泉,一般キ鎗可引払135え,可引払貴97イ乙立方

呆｡三見有′弼的革考脊凍,嵐す現有人ユ革堵13万盲,

え然革袴202万音,且嵐月度布,具有良風羊施言放_史的-
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低過怠件o唱ぇ有3i弼的津金脊渡,全市海岸幾阜350)i

旦,韓政商衷180万竜,灸10泉奇縁艶温海高車4800子方

/>旦;同時,全音河凍溝鼠私的彰鳴,毘海区旦年月審美

骨盈十分阜富,含有〟有史え夕方美希,.為央遠大嵐漢人

エ鼻疲和増鼻産捜供了宙汲D立見す声音線度富,迄里見

全回第こ大油田 放列墳甲.G,1立法, 92キ雇由テ音速到

3350万砲,え銭亀jt喜14.3銘立方束;鹿渡朝丘芙,T!津き

岸地下違令者阜富的盈轟音漁｡

5,‾泉並生戸韓点｡一見人殉教地面森多,但や風声

甲比奮え,集約化春慶低｡こ是昇建立良風敦快, ′匝加エ.

餌食木造座す琢塵界富貴.三え互恵林泉鬼弱,嵐科白娯

史書的能力敦低｡'唱ぇ泉対象落莫カ薄弱,白泉且展能力

差,阜富的骨凍使者車以冬快韓化カ魚昇低勢｡五え土地

f弼,牙及落カ邑え,但土象盈務･化.声音,牙良剤月食度

敦え｡

ニ,夜曲麦展的碍境条件

1
､泉対象昇碍朝敦換ぇ展D

1991年仝す渡合息_f書

道到82.5万叱,千均音戸ヰ12/>斤,鼻や小麦息声量迭到

37.5万屯,平均音P 288谷斤,五泉息F書込到17.5万屯,

千均追朝283/>斤,え息息jt音速剖7.5万屯,子均音P125

/AI片,永賂息戸喜連到18万屯,平均台戸450/>斤.棉克

息F畳込到5万屯,子均音P55.6J>斤｡内鼻息声音送朝

2.8万也,喜美P･書込到3方略,水jt品息ji書込到4方也,

東品息P書込到1.2万屯｡泉射社食患P使込到33イ乙え,

-- 4--



具申泉並息戸使16.8危克,占延方エ息並息P促的51%,

永見人均施政人731克｡血生弁ぇ嵐鐘長者,貴准落手原

泉並牙且,骨材三角剖泉.生井良和骨汗三角剖永池告谷井

え境港項目, 1987-1992年鼻先反故骨2.76イ乙え,牙量麓

束施95:3方音,及逢低P甲62方音｡泉田水利連夜逢-サ

加鎧, 1992年仝す有最速洗面款迭到柑6方音,依命水絶

カ膚到渡島;泉並生jtl力水子音了逢-サ足長, 1991キ仝

す泉丸息効力迭到69万千瓦,子均冬青初音0.18千瓦,礼

細面顛追朝246方音,れ洛南永追到150万音,丸収面舞込

剖95万音｡泉剥F品商品阜亀キ扱高,偉鉱泉並風食牙盤

向有品息並､す堵泉並風食韓吏｡

2

､息戚及蒐的冬ふ鮭束乙魚形,嵐｡仝す/>蕗通阜旦
雀追到2ヰ02/zi旦.鼻中子鏡/>蕗579/>旦, /At卑密度32.4

/>旦′有子方/>旦,坪有卓後､沖合弁ぇ区和72%的射通

了弟油簿,音符足利大検jT牙了山森半島疲落区名京済度

塵界区的炭鉱通達,牙速了表書五泉京的鉄路客遣使阜｡

轟音藩, f放漫, i-剥落e}盤故人使用,キ各吐能力迭到

24D方唾‥ 兵曹 菰頗東泉鹿逢鎗泉銭乙塵界通｡姦曹

れ堵e}魚水准カ国家丸萄｡引首級永能力追到阜50立方

呆/妙B -あ姓書水魚カ3.5免立方呆,蛤済南索道到

4500子方/At旦,丈大塩高了工東亜生戸車塊多度免償水的

保韓能力｡鹿利もJ一一期工程2x20万千瓦丸盆e.身柄及

也,建嵐35千及以上的変色蕗167産｡坤も通信有了敬え

及展, eJ建嵐具有90キ斌見遣永子的中も速借用各.英筑
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了国内､珂斥も港五泉,瓜荷造-す反古了杯洗各件.

3
,国家乙ね骨オ三月胡5tlカ国家級友放漫並育品生

P息池｡白1985年山姦省頑丈ね音符三月胡牙見偉力仝省

塵界え長的蝿吃音且,速足金庫的泉象連立､能凍和名漣

化エ並エ大息地.E-,党争国家膚奇人管見農事汰東胡森曹

粗暴指阜エ僻,
-及iL丸首打三月胡見ぇ青春望,丈音律

カ,大音藩カ的音便生地,牙及的各件乙魚鼻各,牙及的

サ風産室hp･汰D丸此,凡ヰ束,国家分封妥凍了骨韓落手

原泉止弁及,貴打三月胡息並弁ぇ､音符三角胡泉立食合

弁見境沓項目,鈴子了京管す以後え的え蕗,カ骨打三角

胡全面牙え東京了盗駿,乾東了藩子B最近山奈省阜､省.

政府5Lね貴打三月粥弁ぇ解丸盆省二え脅せ免エ巻えー,

国家ね鼻･咋卦全国人本渡棉鼻声農地えー,瓜昂あ音符三

角封建嵐国家級泉放漫並希品農奴,渡高到丁度洛泉尾的

境線地位o

4
､舟叶ぇ静夜東和外塵外官不断え農D改革升盈以

東,泉青鬼長岡美臥日本,魯患者30多･Jt国家和地区牙

展了塵界温泉与え化吏汰;同音島,単騎尊塊有産立了

L'友巌N美泉,阜加了杯親藩塵各区,落首9席亭象昇格

偉帝和や国北方30ノト妓亨協偉伺,森曹青息国内外知名度

耳鼻扱高,貴再三角朝丘底底力新的故青'E軌良”
｡対外

宵易多ロ岸出口,国斥市場不断才丈,
-水虫ロ郎こ企並

和泉丸正丘形嵐,利用外骨丈有萄的史史B

5､希温泉青草並日息繁菜o L{布施貴史,教官立軒'
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阜碍了明鼻息就｡全市逢サ形見了以息並温泉却口カ丘珠,

以美佐和良み布施及各組奴カ朴え,以ふ秤温泉学嵐力点

盾碑林温風身軽泉｡ -氷見姓集用的林学温泉嵐果符到了

凍i-長月,希温泉塵称呼長中的比例逢キ渡島｡鼻音事並

蓬劫且展,普及九キ朝丸谷敦青エ竹本希書大迫長,教学

杏件且生Bf史姓吏他,中小学枚令改逢息本迭朝EE大泉杏N

蘇准. 92年合す中小草及2335析,普通中尊寺並草薮8稗,

音速高嵐2蹄,嵐エ学嵐,串並中寺,鞍並高中28埠,令

美嵐人教育学嵐15析,弟嫁各人オ,偉功塵界輯良風差足

了息廟｡

三,今后五年麦展汁朝

1

,題号息巻｡冬鳥五年是表音す泉並集合弁ぇ建及
全面展牙,泉乳液並息鬼息ふ建嵐的書阜時鬼｡カ此,泉

並且展的詣阜息鹿足;以卑土嵐知力息戚,以水利産後カ

鬼女,以国内外す萄カ阜向,以希温度月カ手段,以鑑息

政笈併任泣,堅藷L{音水.疎水,降永井卓,冶永,及永,

庇或貴書,盤洛,慈合,生恵三赦息貴書N的方針,史由

〟法域治産､嵐月井及H的原軌体現菖歯列且鳥長追利

息,地方利息与油田利息､区域灸各島国民盗各軸鬼合的

原則B以建及高jal俵虜高敗的泉象汲並有品生戸息施カ日

蘇,以及及第-F並カ青息,一二三戸並一斉上,衣鉢嵐

剖漫亜全面及及,え結合冶理,集合弁ぇ的路子o f牙I1

港,多果違算鼻骨金,集中力喜連及現舟化泉並朝区｡通

辻逸-サ加在村外象浄及泉谷解毒吏漉,倒連各件足長泉
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瀬戸品乾かエ企並,牙あ回転､国内上す堵,聴為す琢泉

史的えぇ及｡

2, i阜え長日赤

岡民生jt患Ji注ilJi〇Cた克,キ均増長5% ;具申地方

国民生jt佐近到46イ乙克,ヰ均増長12%.

国民収入迭到90たえ,阜鴇嘩阜5D/. ;具申地方国民

収入追朝35佑克,キ均増長12%｡

弟_i戸並増か促逢朝20危克,キ均建碑22%｡

東亜患戸伍速効25斑気,キ由増長6.8%｡

永見人均収入追朝1200克,増長470克｡

混食息声量迭到100万也,ヰ均増長3.5万砲;平均音

jt渡島87.i/>斤｡
棉克息P音速到8万叱,キ均増長0.5万砲;千均音P

渡島11.1/>斤｡

肉食劫息声音迭朝8万吃,キ均増長0.4方屯,鼻中内､

蚤､劫声音分割逢到4万也, 3.5万吃, 0.5万屯｡

水jt品息jt貴迭朝6吃_,阜均増長0.4万屯｡

轟蘇鼻息早速到13.5%o果品F音迭剖2.5万砲,辛

均増長0.26方屯D

3,牙及産後青息

①永利産後｡水利是泉並的今泉,水利連投凍え鼻音

洋三廃部培各界見的宙逢.カ此,卑生希阜済或結合治産

的オ飢民貴畝貯水渡ユ窄,丈鼻健全藩林泉鑑,徽刺通

阜能盈,逢済能凍,遺戒能及,阜藩侯収的ネタ東亜｡阜
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丘克与配容貌有償永エ雀,戎追及有錬永打違約珂吋,痩

及-氷朝エ巻,努力増加引着水能力,扱高銀水凍豊能カ,

逢サ形良功能克与的私利及蒐‾用賂こ到1997キ,有鼓凍洗

面永追到300方音,引汲水能力Iii到500立方呆/珍,昔水披

力迭朝6銘立方,絵津南額追到 5500子方/>旦,金串銘決

生す人音放水Fl是｡冬鳥五年水利産後拍手且項目有:

昔泉ユ窄:渇央水鼻0.3包立方,高虐水阜0.21L立方,

蔀東泉阜0.2イ乙立方, -射水阜0.3イ乙立方,下疎水阜0.5

1L立方,畳表水鼻0.2危立方,せ富永鼻0.5イ乙方,民生私

阜0.5化立方,汁ヂ水阜0.2イ乙立方.

引永エ雀;対顔鹿湾息子,軒建,希功夫千,希劫七

千,常連五度息子,由子,舟廟曾束子泉､エ丘二千音七

鼻音峯子果o

絵済碑旦エ牟:鹿汲藷盈i良好,ナ利打.武家え拘､

姑利打,斉藤汚､羊蹄碑,卑朝打者七各打追;身分剣岳

入港ロ敗修連帯潮何烏弦#F沌｡

㊤,帝凍並｡帝桂並足息廟戸史的息魂,度大力良風

高戸低鹿島赦泉並｡カ此,阜堅薄塩高鳥弁え鼻音､音波

牙及烏希象牙及鵜島合的慮刺,努力政遺風P碍,改革新

竹朝度,ダ丈皇帝指数,牙及也泉田,扱高単位面顛P喜;

衷飯島好荒地牙及,才え親,蒋辞凍南東,項保最蒋油蔑

見増長｡今虐五年的青息弁ぇ連投項目是:

俄戸田及連100万音o具申棉甲50方音,渡田50万音.

克戒施牙及100万音｡最中額田弁ぇ60万音,大豆弁ぇ
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40方音.

高戸田牙及50万音,建嵐叱叔甲和音/Jl斤良棉区｡

鼻菜高jt牙及,産後甘ぇ政見上知1方音｡

③,､首放並.首牡並足集現高jt高.及俵虜泉並的史史

ロ｡カ此,克分利jg阜官的句草骨渡,堅謄泉区首牡並毒

草丸首牡並貴書約分針,裏符定足,a.fr.lt条発光･Lr;%,i._悲,ft

令,且足せ銭教育卓見長産観象盲劫盤各,.磯豊富食品軒

品度盛鵜,建立草薮重富象並寓品息地建及.努力塘加肉て

蚤,
t鶴首薮偉容能力.青息項目泉:

●

草堵産後o卑官改良太鼓汰尊卑3 0方音,建立句宰

領舟加エr,莫希集釣化官把,逸有言P品結合加エ,突

風集合盈且｡

貴市親牛o息現有200女史戸初午的息魂上,野太

到8 0･0央的生jt艶虞,引逢鉾顔色泉及各和温泉,追有

功養魚列戸品生戸o

④,藤並是政与生恵林泉,扱高鹿央能力的膏鼻声並,

長句鬼瀬宜,逢施逢材,堅韓多蘇秤､多謝秤,A,銭,

面､帝軸娃合,克.良長南,見辛長藤,蕗草生合,見渡点

本,本渡結合的原則,えカ良風浩海防か蕗帝,拘､巣,

港,阜措か蘇帝,顛政見長銀各港,玖鼻弟菅田倉産材,

券カ渡島兵藤鼻息阜,埠鏡長命自然史書的鑑カ｡青息項

目有:

津港防#蕗帝,令阜l 0 0/LTL旦;

音量,手打,港打/Lt薄荷身酸か蘇帝,急患2 2 0/JITL

--
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旦｡

⑤､水P並民力人美生F曹鼻阜富食劫, 5Lえ泉並足

鼻輪青息jt並｡鼻堅韓以暴力主,鼻窺,端着.加工井草

的方針,建嵐高声高薮的水P品寄品生P息地｡落水鼻轟

音机句風有永由,加鉄骨埋,扱高阜jt;炭水鼻簸え分利

月見首鼠水泉南,飯野落首汲払渡並牙良和阜凄集鈎化鼻

症;頼政え長峯品帝温鼻,阿鼻,_冷泉,形嵐良性腐杯的

汲並生戸模丸B水戸加工貴名私jt鼻疲軸逢産,埠か養色

品神葬逢舘希薄jt品,努力最高結合盈息｡書点項召有:

水庫用長泉皇1000音｡

利津具明集汲水泰窺息姐5000音｡

⑧,泉jt品牙見ぇ集魚各氏首藤,営巣泉射す考塵界

的線本金在o泉jt品弁ぇ阜以市場力阜向,以高温長倉貴,

高肘加佐,高薮息項臥力阜央,逢サ形見品秤弁え東邦化,

生戸手亜化, jt品高度宙品化的息jk品加工尽象,
_嵐ヵ泉

射す堵盤浄産後的互生与俵丸o 車且項目有:

五泉泉列加工項目,え五泉列加工項目,音戸品結合加

エB且貴引逢国外見遣温泉和及各,迫有翼加エ,形嵐食

品各列化戸品B

可､毅音倍鼻

先嵐上述任本葬嵐刈田蘇,勧サ借景五年患故脊30

1zlえ,鼻中水利建及故肴18他見,占息故骨的60%,秤

漣並故骨9イ乙克,占毅脊的30%,言放並毅脊1イ乙克,占

患故肴的3%,蕗並故骨1.3イ乙克,占 4%,水戸並毅音
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0.2%イ乙克,占0.6%,息P品か工故脊0.5佑え,占1.7'/'.

息項目息故脊中,阜丸剤月外音15--201Lえ,中音国家酸

鼻3応ぇ,虜.す､鼻(息考)白寿7伝え｡

丘,及且舟凍

l､塵界盈且｡項ql建嵐虐,ヰ薪坤P促鈎7イ乙え左

方,帝増刊河角lイ乙克｡

2,萩合泉且｡追朝礼判官赤虐,年額埠親食戸書17.5

方屯,碑名P書6万札,最菜10万屯,内美P喜1.2方吃,

永戸品jt喜1.5方也,高温dr淀各務5000屯,邑泉油

2100屯,ダ丈有泉藩洗面顛120方音,増加絵済南顛1000

子方/>旦,銘渓27万人的吃永阿鼻｡

3､互恵及且●｡複項目通達水利工費始発建,帝複旦,

蘇生､草琢的牙良性生戸,上漫盈藩化程度希降低到 3‰

以下,泉並生,&蒔漁港逢すえ由良後備杯的乳追｡

未､主阜政麓騰為

1,ダ上帝叶牙鼓,轟患利用外骨県連｡国本院eJ氷

准泉す卦吋外牙鼓塵界区,可以央益井鼓区的一也俵息政

麓o違ぇ農資鼓す的牙及,牙盈注入了新婚生丸和活力B

専政,泉爪貴君蒼放任迭ぬ牙及丸逢,尊号浩簿牙盈妓す

的免沓,月見用捨牙鼓政見,丸井及卑劣施肴温和区位低

沓,全方位甘ぇ牙盈,努力及長外向型象昇,森泉培桂骨

渡,えカえ長潮正風並,藩鼻出口側にえi,建嵐以額克,

泉油,盲禽戸品,水戸品奉偉鉱ユ並力主妾出ロjh品杓え

泉並胡t;E基地oか蛋息鹿渡嵐'*息虜P並連夜,泰奴足長
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高及犬舎喜,高肘加凍,高良且的息朝P品加工並,深化

育,鼻外育休潮改革,良子生P企並史多的白書出口良｡

全面集蒐国家沓子牙鼓区的-初低息政見｡

2,か快息戚及鬼産後,及与救骨及杯洗｡交通産後,

息か快鹿京鉄路建及的何吋,払宮集鬼LE五大OMエ雀,

〟五大0''エ雀,p野点首好夫蘇到表音蒔蕗6 0/>旦的施

皮,建嵐-杏t,i車専用谷卑､一身鉄路, -各渡果, -各

館拘. -各蘇曹｡克碁敵杏奈昔1れ考,冬映牙通国内泉

銭｡ダ建嘉書落,直見有息碗上連夜二十3000吃吸収堤si.

泊佐和-十東泉廃油故,形成100-150万屯/キ各ヰ鑑カ｡

ヰ屯通倍,払好す着丈換,長者吏農奉長途偉敏子銭三･1､

群青,建嵐家書旦′債,量利,京塊通借鬼窺,冬映像首,

旦(区)全車逢入国斥白葡薮号用B屯力産後,放資足利も

r二期工費産後,腐保屯力供産.血族英施患え骨拝見有

人藩法務工程,カ兵曹牙象牙及倒連蔑史的杯塩｡

3､血塊す考倦象嬉音,えカえ展す琢灸昇｡莫現象

史的高P低鹿島盈,不収貴意布施,改定,青倉的故人,

希且阜有す考的jf一席引阜o藤風見展衣食i丈す琢免昇拍

車求,近-サ常牝汰連休潮改革,姓鹿骨生F与浪速的美

東,飯到事象違､少昇平,務洗通｡加塊泉P品汰追及遺

産及,虎夫安永jt品集中P区建立泉P品氷見和鹿骨す考,

青息蕗好量胡え米貿易氷見す琢,列車長与阜内水え首卑,

えエ鼻菜氷見す堵,貴打落水P品凍ぇす堵連投,冬快形

見各具韓邑,不同長次輯す萄俸鼻,使生}i,牧斡､加_1､
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挺逢,舘億和風各軸先各,.凍清泉朝P品漉通,桑現永並

的良姓韻耳｡

4,全面集鬼LE布及其並､教官立すガ的方針｡女官

え息戚,布施史子度,え息象冷泉目的?林泉且息約手且

え希温泉美,藤F産月和引逸温泉的消化吸収,珂盤塵界

産後や的美4tp1鼻,血塊高額温泉的帝完,丈カ聴f希及

朝温泉,戟嵐泉,努力渡島林泉逢す底魚称呼息中析占釣

合喜,建立す息並,私戸､首札希研飾,加鎮鼻区息嵐藤

f中心,払骨多後藤F沌,盲象阜医蕗的連夜,逢サ形見

耳､鼻､多,対象嵐凝′俸泉｡丘加蕉息戚教育的同時,

有斗到施埴朝一氷泉並温泉そ並人オ,以せ大泉並希嵐臥

也,加東み好東亜中尊寺並教官和泉並常並中学鼻音,牙

農形見多祥碑林着港葡,不断扱高泉R.碑林故意親和貴慮｡

克弁え卑寺並人オ的併用,･喜美有史虫官能的布及人吏,

産金社食形見尊書如決.尊書人オ的良好風轟o
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添付賓料 2)

華河三角洲

衣地縁合牙笈建没項目概要

京膏市汁剣妻局舎

一九九三年四月



①塁利具⊥村水庫項目概要

-､項目建没的必要性

旦利息地灸黄河最下津,由子黄河永年除不均,泰季

泉田藩溌及春播用水高峰期,正是黄河水量最/Ji,甚至

断洗,カ了魂保泉並的辛収,遣行科学的調水,米建一教

子原水庫十分必要｡

ニ,建没地点与規模

建汲地点:旦利草屋利額盆宮村以東,双河千束北

岸｡

規模:液水庫汲汁偉容0.3イ乙立米,音水深4米,

画境高6米,古地1･2万古,内観栓坂村初,外観汲粘坂

撒水,建泉蕗,近(出)水同等建筑軌

三,建没条件及資源姦件

旦利一村水庫夜昼利息東部,土地迂軌漆源手首,

生戸溶カ大,具有美好的牙食前景,核水庫貨車双河干

果距引黄河只有6谷里,遣水食件伏趨,而且水庫周囲

巳牙及了6万古稲田,基礎配婁工程全部完成,所以共

建液永庫塗布水量調音迫在眉醸｡
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四,建没エ程量及投資佑算

工程章:古地1.2万古

土方: 194万立米

切石: 3.53万立米

碇及朝蔚碇: 2.38万立米

装机: 640千瓦

役漆借算:一対水庫息汁液漆7500万元｡

五､致益分析

濠水庫実施卑,可軒大藩満面歓1万音,魂保4万

古泉田渚乳同吋可解凍0.6万人吃水｡
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② ｢壊具高店水庫項目概要

-,項目建没的必要性

r健鼻的在官,終官､丁庄三多是咳鼻唯一的黄濠

区,是原打連敗三千巣軽剖克園,自三千建成以束,由子

軒神原因-宜束能用上水,建市長,89年新牙了麻湾濠

区,三千巣同時遣行治墾,水源有了保障,除官､荘官､

丁庄三多由荒城地巳牙及完単,但由子黄河枯氷期或断
汰,用水量得不到保速,忠君建水庫蓄永近行調号｡

ニ､建痩地点及規模

建故地点: ｢健鼻隙官多高店射商

規模:商店水庫汲汁庫容2000万立米,

香水深度4米,粛堤高6米,古池0_79万古,内観

容赦封切,外観政財坂井水,建泉鈷､造出ロ水同等建

乗物B

三,.建没姦件及資源条件

高店水庫地赴麻湾三千巽中部,引水各停有保速,祭

貴史腺河#水,地理億畳債鬼,庫故地勢比敦低速,尚有

数千古荒魂地,具各嘗水各停,地赴村庄人類占有土地6

-1-



盲多,支線河軽河回竣工盾可与水産相通｡水庫周囲巳

牙及8万盲ヰ佃戸田,基破配婁工程巳考成.,草食具各

建水庫的各件｡

四,工程及投資佑算

工程量:古池0.79万音｡

土方: 130万立米

切石∴2,91万立米

碇及朝解睦: 1.99万立米

披漆借新 高店永庫息叶没資5000万元A

五,致益分析

咳永座薬施后,可軒大濠洗面歓1万古,碗保3万

音的泉田濠溌,同吋可解凍2.5万人吃永｡
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③ 利津具汀夢水庫項目概要

⊥,項目建没的必要性:

利薄暑地灸黄河最下済,由子黄河永年除及年内変

化甚大,分配不均,国力映少相成的蓄水没施,用水不能

羽帯自如,正使泉並用水高峰期,通常黄河水赴在枯氷

期或宜壊斬涜,宜表彰噴泉濠及泰播,カ了碗保泉史的

辛牧,遭行科学的閣水､米産平原水庫十分必要｡

二,建没地点及規模

建故地点:利薄暑汀夢水庫世子利津具的汀河多以

東,夢襲多以西原皮/7ロ河河床｡

規模:汀夢水庫汲汁庫容0.2イ乙立米B

音水深皮4米,国境高6米,古池0.79万青,内観

縫坂村初｡

外奴汲粘坂#水,建泉鈷､遼(出)水同等建筑

物｡

三､建没姦件及資源条件

利津具汀夢水庫世子汀河与夢額簡多えllBl,帝多共

有耕地11万青,牙及荒戒地12万古,咳区是利薄暑北
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部戸重映水区えー,由子1976年満了草餅拘商干流,把

顔,7ロ河仇汀河多裁断,併以汀河至夢襲え[Bl原,7ロ河

巳庚･由子,7ロ河是老黄河故遭,下済･多丸港土,渉透

小,背水能力乱招方少･音水多,敦益高,所以建汀夢

水庫十分必要｡

四,エ程量及投資倍算

工程量:古地0.79万古

土方‥‾130万立米,切石: 2.91万立米

縫及朝蔚碇: 1･99万立米,装机.･ 640千

瓦｡

没漆借算:汀夢永庫息汁毅漆5000万丸

五,敦益分析

液永座薬施后,可軒大藩満面観1万古,魂保3万

古泉田-濠駁同吋可解凍0･8万人吃水｡
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④ 屋京水庫項目概要

-､項目建没的必要性

里奈水庫世子黄河的最下涛,液水庫1986年建

成,由子当村的耕神原国連成液永庫的低水平,1989年

交市藩親局管理,成立了里奈水庫管理所,由子奇金短

敬,毎年只能対水庫遣行局部盤修,咳庫魯魚倣新妥多

々黄河泉葡十多万音的連流,如呆不初庶政遣韓修,英

壷堆以正常尊札

ニ､連投地点与規模

建故地点:新安多西北,黄河大塊南｡

規模:濠水庫原敬汁2000方立米,由子迭不到藤

堆,木次改進后迭到2000万立米,加商大胡2米,全部

村初,弁姥永庫到黄河泉'jk主干渠一冬濃15谷里｡

三､建没条件及資源姦件

里奈水庫巳建成,只是赤堆低,没対物,男外到黄河

泉壕的千果不軌迭是遭成水庫不能炭韓正常的原因,

只要衝底遭行政遣,正常奉行其社会敦益是]巨常客双,

薄着･新妥多和黄河泉'jb十多万藩主地,土居敬好,咳庫
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是迭一地区唯一水庫源,所以旦真水庫改進十分必要｡

四,工程量及投資

エ程量:古池1200古

土方: 70万立米

初石: 1.5万立米

縫及朝解砲.I 1.6万立米

敦漆:旦尭水庫改進工程共苦役漆4500万元｡

五､致益分析

液水庫実施点可軒大濠洗面殊1万音,碗保3万古

泉田濠溌,･同吋可解凍0.6万人吃永二
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⑤ 利津具付宮水庫項目概要

-,項目建没的必要性

利津具付宮水草地社費河下落,由子黄河水牛転及

年内交化甚大,分配不均,国力映少相虚的蓄水没施,潤

水不能羽帯自如,正使泉並用水高峰,通常黄河永允在

冷水期或断涜,宜壌影璃春藩及泰播,カ了魂保泉史的

手牧,ノ遣行科単的鯛水,米建平原水庫十分必乳

ニ,.建没地点及由模

建汲地点:利薄暑付寓多駐地北4/i;1里赴

建汲規模:利津具付寓水庫汲汁偉容5000万立

米｡音水深皮5米,園堤高7米,内観夜飯村初,外観汲

鮎坂井水,一建泉軌連出口永岡等建筑軌

三､建没姦件及資源条件

利津具付宮水厚地允利津具最東北部,土地生乳土

居好,漆源辛富,是咳鼻主要的粗食戸区,核水庫澄黄河

敬近,引水各件具各,只要嫡好音水,合理明水,泉並生

戸泰借金得到東大的改尊｡
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四,エ程量及投資佑算

工程量:古地1･6万有

土方: 483万立米

切石: 3.85万立米

砲及朝懲砲: 3.2万立米,装机1240千

瓦｡

毅漆倍算:付宮水庫息汁孜漆12500万jf:o

五,致差分析

濠水庫実施点,可軒大濠洗面観2万古,魂保7万

有泉田淳溝,同吋可解凍0.6万人吃れ
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⑥ 河口区民生水庫項目概要

-,項目建没的必要性

河口区地灸黄河最下済,是Bi史上最戸書的観水

区,由子河口区距黄河敬重,允在五庄二千最下済,用‾水

真如困堆,国力敏少朝丘的昔水没施,用水不能調号自

如,正住泉並用水的高峰期,通常是黄河的祐氷期或宜

凄断洗,戸重影嫡春藩孝養播,カ了魂保薮蚊的辛牧,料

学明水,草薙平原水庫十分必要｡

ニ,建没地点及規模

建汲地点:河口区画手口多民生村京,草餅鴻以西;

建汲規模:破水庫汲汁庫容5000万立米｡.昔水羅

皮5米,園最高7米,内観夜飯封切,

外観汲粘坂井水,建泉蕗､造出氷河建筑軌

三,建没条件及資源条件

河口区地炎黄河下津,是虜史上戸書的観水地区,逮

国40年没有固定的水源,建市長多方寄集漆金子1990

年共建了王庄二千,微鷹合束河口区元水源的虜史,由

子在河口区赴在王庄二千最下蒋,用水俄然困堆,只有
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建水庫,多昔水,オ能争取主功｡民生水庫食畳赴在三

庄ニ干以東,栄泰ニ干,引水条件好,而且厚地是甚大片

戒地里,周囲巳牙及了布田,所.以建民せ永庫十分必

要｡

臥 エ程量及投資倍算

工程量:古地1.6万古

土方: 483万立米

切石: 3.85万立米

縫及朝解縫: 3.2万立米

装机`: 1240千瓦

救済倫算:河ロ区民せ水庫息汁薮洛12500万元

五,致差分析

破水庫実施点,可以魂保7万古泉田潅溌,同吋可軒

大藩洗面歓2万古｡
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⑦ 塁利鼻下鎮水庫項目概要

-､項目建没的必要性

旦利鼻下額水庫地史双河千果最下済,由子黄河水

量年野鳥年内変化甚大,分配不均,国力観少鹿虚的蓄

永汲施･用永不能閣常自如,正伍反吐用水高峰期,通常

黄河永赴在社氷期或断流,宜撞影璃泰淳和泰播,カ了

魂保反故的享牧,遼行科学的凋永,共建平原水庫十分

必要｡

ニ､建没地点及規模

建汲地点:旦利鼻下額多蛍池西幼4谷里炎,

建汲規模‥ 旦利鼻下壌水庫汲汁庫容5000万立

米,背水深度5米,国境高7米,内観栓坂村軌外坂故

知吸翁巨水,建泉由､連出ロ氷河等-建筑軌

建没姦件及資源姦件

畳利鼻下壊永厚地允黄河最下蒋,是或市最近的-

小多額･此赴土地生乳漆源辛富,1987年以前没有固

定水源,人畜吃水粕当困堆,1988年達成了双河干菜,

下壊オ解凍了永源,近凡年回家汁委牙炭項目的実施,
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更促速了咳地区的泉並及展,但是由子没有蓄水工程,

薮蚊用水勿没有保障,カ了御庶政交下額的落后面貌,

急常修建下領水庫｡

四､エ程量及投資佑算

工程量:古池1.6万古

土方: 483万立米,切石: 3.87万立米

砲及朝潜縫: 3･2万立米,装机.I 1240千

瓦｡

故漆倍集:下額水庫息汁故漆12500万元｡

五,致差分析

核水庫実施点,可軒大藩満面敏2万古,魂保7万

古泉田淳溌,同吋可解凍0.5万人吃水｡
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⑧ ｢壊長岡共水庫項目概要

-､項E],建没的必要性

r-健鼻喝共多地允r俊鼻最東迫,是仝鼻三小倉水

多えー,地下永200以上カ威水,原束淳溌只能貴小浦

河,由子小滑河的戸重汚染,基本上不能濠乳建市后,

千1986年共建了打連敦ニ干12支辻清,1991年引貴

済青エ程的完成,鎗喝共多渡供了敬可車的季苛性水

#･･只有音水,オ能保逓泉地皇戸的及展,所以喝共永庫

的建汲迫在眉敵

ニ,建没地点及規模

建汲地点: r健鼻喝共多生地東南2/Ll里允｡

建汲規模‥喝央水庫淡汁庫容3000万立米｡

蓄水深皮4米,画境高6米,古池1･2万古,内坂碇

坂村軌外観攻願坂井水,建泉軌道出ロ水滴等建策

物｡

三,建没条件及資源条件

喝共多是｢鹿鼻三小倉水多えーi舟渡放二千十二

支辻清及引黄済青工程只能鎗喝共曹束季苛性水源,而
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不能御底解凍水源保障,只有皮展菅水工程,加大書水

据施,オ能保法泉史的穂歩度展｡喝共多土地生乳漆

源手首,水庫周囲巳牙及了九万盲中低･戸臥基魂工程

巳初具規模,建水庫有十分有利的各胤

四､エ程量及投資佑算

工程量:古地1.2万古

土方: 194万立米

切石: 3.5万立米

縫及朝感砲.I 2.38万立米

装虹: 640千瓦

毅漆倍算‥喝共水庫息汁毅漆7500万元｡

五､致益分析

核水庫実施点,可折大藩洗面殻1万古,南保4万

音泉田藩5%,同吋可解凍0･8万人吃水｡

-2-



⑨ 塁利長都家多水庫項目概要

-､項目建没的必要性

細家多地火星利息的最西南部,貨車黄河,主要港洗

永源是曹店潅区,引水各件比叡好,只是黄河水量牟除

及年内交化大,分布不均,春季薮蚊用水高峰,正是黄河

枯氷期或断洗,互恵影璃春濠及泰播,カ了頭像泉史的

享収,遭行科学的明水,共建平原水庫十分必要｡

二,建没地点及規模

建汲地点.･邦家多蛮地薗2公里赴

規模:却家水庫汲汁庫容2000万立米,書水深皮4

米,園堤高6米,内観碇坂村初,外観浪曲坂井水,達家

蕗､連出口水同等建筑物｡

三,建没条件及資源姦件

却家多水庫世子曹店干巣上溝,引水各停保養,只要

干巣有水印可引,而且庫故地勢低漣,宜嘗水,水庫周囲

土地乎整,基魂配容工程巳具各｡

四､エ程量及投資借算

工程量:古地: 0.79万古
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土方: 130万立米

切石: 2.91万立米

砲及朝鮮縫: 1.99万立米

装机: 640千瓦

孜漆借算:邦家多水庫息汁液洛5000万元｡

五､致差分析

核水庫実施点,可軒大濠洗面観1万古,魂保3万

青泉田濠溌,同吋可解凍1.5万人吃れ
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⑩ 麻湾息干建没項目概要

-,項目建没的必要性

麻湾引黄伺是1989年共産的,息干菓子1991年鷹

合塊竣工｡由子干巣所生区域,土居松敦,上薄皮土地

十分梁敢,カ防止干巣南側次生金蔵化,減少翰永瀬

失,最高水的利用率,充分保滋下津供水, *,監干果実施

村初十分必要｡

二､建没地点_5魂模

麻清岡自責河麻清隆工引水,息干発達凄原打漫談

藩区的四千､三千至二千,是貌市南部的娘立水源,千

巣全壊93･2公選,引黄河汲汁液量60立米/敬,加大洗

量80立米/秒,莫逆汲汁流量60立米/臥

三,建没姦件或資源条件

麻湾引黄河世子黄河麻湾寄進,引水条件伐越,一引水

高程合理,巣遣断面合壁,･建筑物配沓,扱高供水像法率

対油田僕水､三四千下涛中佃戸田改進有良好的前景｡

四､建没工作量及投資怯算

渠蛍汲汁断面不安,釆用衆慕乙婦奴底長保温,混凍

土奴中底､.伊坂,切石観劇,建筑物不交｡
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完成以上工程,寄切石3.5万立米,縫及朝解碇_7.0

万立米,息工日40.0万小,息敦漆4800万元.

五,投資鼓差分析

工程実施点,可以軒大濠洗面歓15万古,改尊濠洗

面歓30万古｡
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⑪ 六千建没項目概要

-,項目建没的必要性

鹿利千束(六千)始建千1966年,セ是兼営市区

和姓利油田基地主要的供水巣遣,也是溶岸15万古布

田和115万古阜田的唯一濠溝水源,隆着港区内土地的

姓簸牙及和城市工滋用水的増/iD,現有的翰水能力巳逸

不能遣虚雷要,カ此千1988年暴政建姓利引責回,汲汁

引水液量由30車米/秒加大到40立米/秒,現在新同

巳建成,鹿利干巣患者相反軒建,以通産工泉並生戸的

雷要｡

ニ,建没地点弓規模

足利千束(六千)酉起鹿利引貴簡,東王手安水

庫,全壊38･8/Lt里,引貴簡汲汁流量40立米/砂,発進

汲汁液量40立米/砂c

三､建没条件式資源条件

薪的姓利引貴簡巳生建成,引水各停巳生臭各,井且

有充分的水源保逓,可充分利用現有巣遣等工程汲施,

解凍果遣況沙淑観rp1題,背負清激費用,減少清淑占
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地｡井可丸森菅市区和姓利油田基地生活用水以及工泉

滋生戸及展捜供可泰的水源｡

四､建没工作量及投資倍算

巣遭新帝在原発達的基礎上展寛軒建,調整比降,村

初巣蛍,完成干果軒建需要:土方73.3万立米,初石

1･92万立米,砲及朝蔚縫6.48万立米,建筑物68座,

息工日74･11万小,息故漆6000万元｡

五,投資致益分析

工程実施点,可以改尊藩洗面歓130万古｡
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⑫ 七千建没項目概要

-､項目建没的必要性

双河千束(七千)テ1988年由黄河一号甥引永｡

セ魯魚着向r北水庫翰水和向双河港区供水的佐各,隠

者生戸的炭展,藩区内大片荒地是貌市重点土地弁慶的

地帯,カ保泣新牙庚土地的潅洗用水,区内観測共建庫

容カ1イ乙立方米的下輿水庫,由双河千束供水,干発現

有的汲汁規模巳不能遺産需要,虚連行軒建村初,以最

高r北水庫和藩区的供水保逓率｡

二,建没地点弓規模

及河千果(七千)自責河一号甥引水,向東南至JL

北水庫,全壊32.5谷里,巣埜没汁液曇50立米/砂｡

三,建没条件軍資源条件

引責.rpl引水流量能迭到汲汁要求,原有菓進上建祭

物均猿50立米/秒修建,汲有五泉分干的分水支‡､1｡淳

区内有大片荒地急希牙炭,可牙及荒地70万古,生済敦

益足音｡
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四､建没工作室及投資佑算

洛原有的主菜加以村軌汲汁断面和魂有産筑物不

交｡釆用衆裳乙婦敏明坂保温､碇奴伊坂和中底｡

完成以上工程,需要切石1.7万立米,縫6.0万立

汰,息工日23万小,息投漆2300万元｡

五､投資致益分析

工程実施点,可以軒大藩洗面観12万古,改着港洗

面和50万古｡
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⑬ 王庄忌干建没項目概要

-,項目建没的必要性

王庄薄区建千1966年｡板撮当骨工及並生戸和土

地牙及的需要,最高干巣翰水能力,最高水的一利用率,減

少翰水親失,防止干巣南側次生金蔵牝;威容上済群允

的清勝負塑,防止発達不壊悪化,王庄港区的配沓巳是

当各え急｡

ニ､建没地点弓威模

王庄息干自王庄引貴簡牙始,港原王庄六千至京菅

港･全壊65谷里,汲汁鎗水流量90立米/秒｡

三､一建没条件或資源条件

王庄引貴簡巳盤建成,引永流量昇能迭到汲汁要

求｡可利用原肴巣遭近行軒建,力演地区大片荒地的牙

及捜供耳鼻的水源保iE,牙泉南景観カr凱

四､建竣工作量及投資倍算

利用原有巣蛍展克､村軌完成漆工程需要‥

土方671･2万立米,建乗物91座,切石7.06万立

米,碇及朝膚縫24･57万立米,預汁息孜漆10000万
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フt:｡

五､投資致益分析

王庄息干工程実施点,可軒大藩洗面勅14万古,改

尊藩洗面観21万古,井可卦藩区内付宮水庫建汲及解

凍港途多額的生活用水以及千帝功整小港区的工泉止生

戸倒進有利条件｡
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⑭ 王庄二千連投項目概要

-､項目建没的必要性

板撮当前工泉並生戸和土地牙及的需要,扱高千葉

翰水能力,I減少静水禎失,解凍利津具和河口区九小身

壌的吸水同産,カ迭一地区大片荒地的牙及捜僕可貴的

水源,藤原王庄二千発達実施全断面村吻非常必要｡

ニ､建没地点弓規模

自王庄息千金寓固盤-宜向北生虎韓源治利河童海

防,全壊48谷里,千束翰水流量30立米/秒｡

三､建没条件或資源条件

利用王庄息干水源､盆雷同盤放永,利用原有果連

射初,減少数歓,減資群余的清勝負塑,同吋又可力河口

区和利津具泉史牙及捜供可鼻的水源｡

四､建没工作量及投資佑算

対物発寒是在原有巣草的基礎上道行,完成漆工程

晋安物石2･0万立米,碇3.1万立米,息毅漆2100万

元｡



⑮ 王庄四千連投項目概要

-､項目建没的必要性

力了東泉河口区的荒城地蚤源,解凍河口区的人畜

用水rp1題,カ迭一地区最供可泰水源,共建王庄四千村

勿工程具有重要的鳶又｡

ニ,建没地点及規模

王庄四千始干王庄息干渠集資帯剣回,一畳向北生

夢壌到河ロ,全壊34谷.里,汲汁流量1.0立米/秒｡

三､建没姦件或資源条件

利用王庄息干水源,解凍人音用水,牙皮革富的荒城

地資源,敦益十森屋薯｡

四,建没工作量及投資倍算

対物発送是新建巣遭,完成漆工程需要:土方134.24

万立米･切石1･0万立米,碇及朝笛縫5･9万卑米,預汁
息薮漆2700万元｡



⑯ ■ 支膝河治理項目概要

-,項目建没的必要性

支線河流生山東省消博､漠州､束菅三池市,全壊

134･5谷旦,流域面貌3356平方谷里｡尭菅市丸千丈

腺河下落,境内河蛍故70.2/ii里,現有耕地面歓52.1

万古,荒或地20万音,人口23万人｡支線河除永壊客

水外,盗有r健鼻和束管区的大泉骨千林鴻泣入,白

1977年治墾以束,巳奉行15年,据実測掛殻深度近2.5

米,緋潜行洪蘇堆降イ氏50%一偉力港河三池市主要解氷

河遣的支線河,一旦通到汲汁洪永軌蒋遺戒戸重文

凱男外支線河豊河河港干今年汎前達成,由子河遭的

教和,藤戸牽影璃咳回数益的皮韓,カ保滋港河地区工

泉並生戸安全,友捧工程数益,必須尽快治墾支線河｡

二､建没地点与規模

支線河治墾始子尭菅市古漬州地区交界允,止子r

利河口,全壊57.1谷里｡

治理蘇堆.･非済五年一遇,防洪二十キー通,林水

洗量240- 463立米/秒｡
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三､建没条件

(1)水利基磯故施比敦好,河床順宜,涛地寛陶,便

利チエ程施工, (2)涜域内大部為引貴藩区所覆蓋,淳溌

条件敏好,河連治理盾,可以敬快地及韓工程数益｡ (3)

地理せ畳好,交通方便,項目区内各多額及渡海､河口

均有柏漁連蕗｡ (4)能源弟力充足,亀カ国遺布各地｡

四､建竣工作量及投資倍算

建汲工件量:土方2113万立方米,建乗物11座,

永久古地1500盲｡

催算毅漆カ8-139万元｡

五､投資致黒初歩分析:

支線河治翠后,可以最高35.6万青耕地的鮮済能

力,保速10万盲耕地淳流,力泳域内工泉並生戸及展側

遣息好的各件｡
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⑰ ｢利河論理項目概要

-､項目建没必要性

r利河西起黄河大枚,京王瀬海,淀城面軟5 1 0平

方/Li里,河童濃度4 7‾公里,没汁排滞涜量1 4 3立方米

/秒｡ ｢利河蜜負着京菅市区和鹿利油田藷捧中心的防洪

以及近3 0万盲耕地的祥済任各,位置十分重要,但由子

エ程牛久共修,激怒深度迭1. 0米以上,防洪祢津能力

下降,同時河遺港岸連坐常画帳海瀬威肋,カ保淀エ衣此

生戸和城市安全,必須対｢利河連行改連治理｡

ニ,建没地点与規模

r利河治理始干黄河攻酉菅同,止干溢洪河河口,全

長4 1谷旦o治理柘准:非才五年一遇,防洪二十年一過,

最大排水流量1 4 3立方米/秒.畝対整小河迫逸行.疏花,

拓克,更新改造現有建筑物,弟子人海ロ匁新建大型韓端

岡一座｡

三､建没条件

(1')水利基砲没施敦好,河床噸宜,碓地克掬,便

利千エ程施エ｡ (2)涜域内大部カ引黄潅区所覆孟,港

概条件敦好,河遺治理后,可敦快地及拝エ程敦益｡ (3)
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地理位置好,交通方便,項目区内各多額及演海,河口均

通有榔由路｡ (4)能源功力充足,屯力岡遺布各地｡

四,建没工作量及投賓佑算:

建竣工件量:土方1 6 2 5万立方米,建筑物1 5座,

永久古地1800盲｡

倍算投資: 6555万元

五,投姿敦果初歩分析

r利河治理后,可以提高京菅市区和油区的防洪能力,

改善涜域内3 0万盲耕地的排水条件,有数地祇御海潮侵

秦,カ京菅的城市友展和油田安全生戸創造有利条件｡
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⑱ 武家大拘涜域治理項目概要

-,項目建没必要性

武家大拘住子宋音区南取合溌33. 3公里,下蒋

I;E人文腺河,河連流域面歓2 6 0平方公旦,其中耕地15

万盲o申子河童没汁比降平熱/排水排沙能力差,河道教
歓喜迭4 0%以上,静水能力収力原没汁蘇准的6 0%,

jzE重制幼了汰域内大片中低ja=田改造,必須尽快対河童連

行治理｡

二､建没地点与規模

武家大拘流域治理包括骨干河迫治理和流域内1 5万

盲土地的排水配沓建没.河遣治理濃度3 3. 3公旦,治

理柘准力潮汐五年一遇,防洪二十年一遇,井凋整現有河

遣比降,河進入支腺河口赴没鎧排砧一座,没汁流量5 7

立米/秒｡面上的梓水工程配香色藷支､斗､衣拘的全面

完善配委,其中略管排水面歓3万古,明排1 2万盲｡

三,建没条件

<1>水利基拙攻施故好,河床噸宜,堆地寛軌便

千工程施エ｡

< 2 >流域内大部分力引貴潅区覆孟,淳概条件敦好,

-1-



河遺治理后,可以故快地足掻工程数益｡

<3>地理位畳蕗,交通方便,項目区内各多額及演

海､河口均通有榔由路｡

<4>能源屯力充足,屯力岡遍布各地｡

四,建没工作量及投姿佑算

建竣工件量‥骨干河遺土方3 2 4万立方米,建筑物

12座,永久占地1235盲,田河配委15万古｡

倍算投資3795万元｡

五､投姿致果初歩分析

項目実施点,･可以改造中低戸田1 5万古,カ及展高

戸高教衣此,促速当地的生済度展創造有利条件｡
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⑩ 活利河淀城治理項目概要

-,項目建没必要性

油利河南起黄河大軟,向北tl亡入激海,仝溌6 1公里,

流域面歓3 43平方谷里,流域内包括利津具,河口区8

十多額,現有耕地面軟10万盲,荒城地24方盲o生辻

近凡年的不断建没,淀城内的淳溌工程己初具祝模,但由

子排水工程老化,河遣激怒戸重,敦使工程数益得不到充

分及韓, ■衣此生悉十分鹿弱,滞欠損失戸重,カ此,必須

尽快実施油利河流域治琴｡

ニ,建没地点及規模

油利河洗域治理包括骨干河遺治理和流域内2 9万古

土地的排水配香建没.河遭治理濃度6 0. 7公里,治理

蘇准力排滞五年一遇,防洪二十年一遇,弁明整現有河遣

比降,河達人海口複線排祐一座,攻汁流量1 3 0秒立米o

面上的排水工程配香色藷支､斗,衣拘的全面完喜配委,

具申暗管排水3万古,明排26万古｡

三,建没条件

<1 >区内土地資源車富,井有大量荒磯地可以牙及

利用｡
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<2>水利基細没施敦好,河床瀕宜,雄地克軌便

チエ程施エ｡

< 3 >流域内大部力引黄潅区所覆孟,淳溌条件萩好,

河童治理后,可以故快地及拝工程数益｡

<4>地理也畳好,交通方便,項目区内各多額及演

海､河口均通有榔由路｡

く5>能源屯力充足,屯力岡逓布各地｡

四,遷竣工作量及投姿佑算

建竣工雅量:骨干河遵土方7 9 0万立方米,建筑物

19座,永久占地-4924盲,田河配委28. 6万盲o

倍算投姿9522万元｡

五､投資効果初歩分析

項目実施点,可以改造中佃戸田.1 0万宙,折大耕地

1 9万盲,カ及展高声高敦衣此,促速当地的生済度展創

造有利条件｡
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⑳ 津港河淀城治理項目概要

-､項目建没必要性

費河以北下港地区,包括利津具,河口区1 0十多額

和淘海衣･堵,息面歓1 20万盲,息人口8万人,迭一地

区力老黄河ヰ歌子原,多年来-宜尤骨干排水河童,大部

分土地資源未得到牙足利用｡随着黄河三角洲的牙皮,a

在咳地区港海建成了宋音海港,内睦至港口的高等級公路

建没己生牙始,カ遺産迭一地区.的友展需要,必須尽快牙

柁一大塑骨子辞永河童--I;章港河,井連行相良的泉田水

利配委建没｡

二､建没地点及規模

淳港河流域治理包括津港河牙花和流域内5 0多万盲

立地的砕氷配沓建没o淳港河自利連集舞至海港入海,全
長6 5公旦,攻汁赤准力非滞五年一遇,防洪二十キー通,

没汁排済液量1 6 0立方米/秒｡田河的排水工程配香色

括支,斗,衣拘的全面配委,井考慮与将来的淳溌菜系体

調-草,寸刻暗朴面歓3万古,明非面歓47万古｡

三､建没条件

( 1 )土地資源阜富,井有大量荒磯地可以牙畳利用｡
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(2)地理位畳好,交通方便｡ (3)引貴水源牧近,易

子淳排配委｡ (4)能源功力充足,屯力岡遍布各地｡(5)

区内有大量油田生戸没施,殻姿来源渠遣多｡

四,建没工作量及投姿佑算

建竣工件量:骨干河適土方1 4 9 7万立方米,建筑

物24座,永久占地12_505盲,田河配香5■0万古｡

倍算殻姿13362万元｡

五,投姿数果初歩分析

淳港河治理盾,除可折大耕地面軟5 0万古外,茸可

以奴大地改善迭一地区的生戸条件,促逮和常功内陣､港

口的谷路､鉄路交通建没,カ現代黄河三角洲的牙度創造

有利条件｡
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⑪ 黄河三角洲荒地牙笈項目概要

-､項目建没的必要性

黄河三角洲是費河下溝的"金三角”
,土地息面歓

8285平方谷里o現有耕地面歓355方盲,尚待牙足

利周的土地6 0 0多万盲,親密国各院和省政府的拭略布

署,到本せ免未,蒋黄河三角洲建成国家衣放浪此基地,

把増加没入偉力今G-阜展衣此的重点｡尽快牙及黄河三角

洲具有重要的生薪意又｡

二､ `建没地点和規模

簸棉牙鼻息面歓100万肯,･具申:稗田牙皮60万

盲,牙及大豆4 0万古｡在牙友面歓中, ｢暁星牙友稗田

10万盲,利津具牙及稗田20万古,大豆10万古,宋

音区牙及棉田1 0万古,大豆1 0万古,旦利具牙慶大豆

20万盲,河口区牙農林田1 0万盲,黄河衷場牙友棉田

5万盲, ｢北,潮海衣坊牙及棉田各2万盲,盲禽良和坊

牙農婦田1万音｡

三､建没条件

1､土地資源阜富｡全市息面歓1208万古,人均

土地7. 82音,尚待升及的土地600多万古｡具申,
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五泉荒城地2 4 6万盲｡

2,具有良好的汽侯条件o項目区属北温帝半湿潤大

抵性汽侯,四季分明,南井同期,光照充足o

3､水利基拙攻施枢爽巳基本形成｡現有8座引費同,

牛引水能力迭5 0イ乙立方米｡昔水能力迭3. 5イ乙立方束,

排水河童控制面歓5 1 1 8平方公里｡

4,交通条件便利,屯力充足｡

5､具有一足的衣此技木力量｡全市衣此科故人オ

1800.多人｡

Eg,主要建段内容及投姿佑算

項臥亀投資力5イ乙元｡具申,布田牙及3イ乙元,猿田

牙及2イ乙元o在息投資中,水利3. 25イ乙元,一衣此机械

0.5化元,衣此科披0.25イ乙元,泉田林岡建没0.･2 5

イ乙元,也,路,琉建没0. 25イ乙元,土建工程0. 5イ乙

元,衣此科故0. 25イ乙元,泉田林岡建没0. 251'乙元,

色路硫建没0. 25イ乙元,土建工程0. 25イ乙元,交通

及其他没施0. 2 5イ乙元｡

五,投焚殺益分析

項目.建成后;年新増反棉3. 9方鳴,新増大豆6万

蝿.牛可新増戸伍3. 86イ乙元,年新増刊税0.- 96イ乙

元,殻姿利税率19. 2%｡
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⑳ 黄河三角洲低戸田牙麦項目板要

-,項目建没的必要性

黄河手角洲自8 9年列カ国家実施的``費渡海''衣此

牙及項目以来, (咳項目以中佃戸田改速力主)
,根棉早

戸逐年埠れ大大扱高了坑御自然文書的能力,牙度数果

十分明最,因此,佃戸田牙及在費河三角洲地区具有特別

重要的音叉｡

ニ､建没地点和建没規模

低戸田牙友息画家1-00万古,具申,改造棉田50

万盲,改造猿田5 0万盲｡在升及面軟中,利津具改造棉

田20万古,猿田2二0万古, r俵鼻改造稗田15万古,

根田5万盲,畳利鼻改造根田5万古,京管区改造棉田5

万盲,猿田5万盲,河口区改造稗田10万古,猿田15

万古｡

三､項目建没条件

1､水利基拙攻施故カ完善.費河流径我市1 8 8谷

旦,年均径流量3 1 7イ乙立方米,可引水量カ9 7イ乙立方
米,現有8座引責乳牛引水能力迭50イ乙立方米,大中

型水庫24座,息偉容3. 5イ乙立方米,流域面歓在1 00
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平方谷里以上的排水河遣有1 8条,栓制面軟51 18平

方公旦.

2,具有良好的汽侯条件.項目区属北温帯半湿満大

陰性気候,四季分明,両熱同期,遺産各軸衣偉物的生長｡

3,交通便利､屯力充足｡鉄路没汁通達能力迭300

万p屯o /ii路四通人迭, /Li路密度迭2 7谷旦/育子方谷里.

港口句共呑吐能力迭5000埴｡現有3.0座35千伏以

上的変色砧, 1 20万千瓦屯r一期工程40方千瓦己授

チ,屯力充足｡

4,具有一足科技基戚.項目区現有人事衣此的披木

人員1 8 0 0多人oカ改造佃戸田提供了鼓木保証｡.

四､主要建段内容和投姿佑算

項目息殻資力2イ乙元,具申改造林田50万宙,投姿

1イ乙元,改造娘田5 0万盲,没姿1イ乙元｡在息殻姿中;

衣田水利建没1. 2イ乙元,科改版各没蒐0. 2イ乙元,衣

此机楓0. 3イ乙元,衣此林岡建没0. 1イ乙元,交通亀力

没施0. 1イ乙元,其他0. 1イ乙元｡

五,投姿致益分析

項目建成后,.年新増反棉o二88万蝿,新増租食3.75万

鳴,年新増戸値1. 4イ乙元,年新増刊税0. 35イ乙元,

没姿利税率17. 5%｡
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⑳ 黄河三角洲京菜牙菱項目概要

-､項目建没的必要性

随着生済的及展,人イロ生活水平不断改善,同吋対克

某尤其是如来的寄求越乗越大｡全市現有城市居民5 0

多万人,施功人口近十万人,濃期以来,居民吃莱車外逐,

冬春丙季,銘菓奇錬,及展克某生戸勢在必行｡

ニ､建没地点和規模･

秘牙及克莱1万古,新建温室大棚1 2500.十｡其

辛:京管区0. 5万古,r俵鼻0. 5万古.

三､建没条件

1,気候連宜｡項目区属北温帯大抵性季風気侯,四

季分明,粛然同期,光照充足,有利子各和束偉物的生食｡

2､水源充足.項目区水利基細没施配沓,排水系筑

完善,水源有保障｡

3,土壌比敦肥沃o項目区迭鋒了土地条件好的r俵

鼻及京管区,河口区土地故好的地片｡項目区弟嫁壌土,

有数成分含量高,有机居合貴大干1,盆粉食量ノト干

0. 1 2 5%,土壌条件有利子各科嵐某的生食.

4､.交通条件,屯力充足o当地群及有稗檀歳末的倖
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筑,近JL年来,雀卓市花国内線起了神在京菜的熱潮.

四､建没内容及投姿佑算

牙及束某1万盲,新建温室大棚12500十｡項目

息没資力1. 2 9イ乙元｡其中泉田水利和建筑物エ程投資

0. 05イ乙元,温室大棚殻姿1イ乙元,建200万立方氷

水庫二座枚姿0. 08方元,路色琉0. 02万元,脱水

保隼没施0. 08万元,菟某批及市場0. 06万元｡

五,投資殺益初歩分析

項目畢成后,年新増大棚如菜10万p屯,年新増戸値

o･7■仏元,年新増刊税0･3 5イ乙元,■殻姿利税率･27.0%o
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⑳ 京膏市畜牧系列牙菱項目概要

-,大淀涜章塙的封育専攻良

1､項目建没的必要性

利用我市現有天然早場,生人工封育和改良,増加対

早場的投入,扱高草原和戸草量,カ及展畜牧此生戸創造

基砧条件.対草壊的建没利用有机結合,永鎮利用,実現

生沸教益和生悉敦益的筑-0

2､建没地点,祝模及日赤

建没地点在旦利貴大汝流,黄河人海口南側,香里利

鼻城東北幼6 0谷旦姓o

寸刻封育及改良草壊20万盲, 1994年音戸隼草

1 5 0 0公･斤,年息戸3イ乙谷斤,折合干草1イ乙公斤｡

3,建没条件

項目区力黄河入海口新於堆地,土壌合盆不多,新生

櫨被有立地条件,年均Ji:q温1 1.8oC,尤霜期1 9.6天,

牛降水5■80竃米;淡水姿源車富,引貴淳溌便利;能源

供庄有保証;交通也敦便利｡

4,建没内容及投資借算

主要建没内容有大和能包囲程,水利,机観,科披,
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良和及管理没施｡‾息投資1 1 6 4万元｡

5､生済敦益初倍

項目建成后,年戸単草3イ乙谷斤,側戸値4 8 0万元,

年創刊潤311万元｡

ニ,飼葺,飼料加エ

1,項目建没的必要性

以大汝洗草場力依耗,連用国内最佳配方,引近国外

見速加工没各和披木,建没現代化飼料加エr,生戸伏居

辛紛,仝介配合飼料和願凝飼料,面向本地市身,保証牡

首領貴需要,促速我市盲敏商品生済的更快慶展｡

2,項目建没地点､規模和日赤

建没地点在畳利鼻新安多蛮地-/zi里允o

項目建成殻戸后,年加工尊敬1. 5万鳴,仝併配合

飼料1万鳴,願薮飼料2. 5万p'ko

3,項目建没条件

大波流草壕生封育和改良,年戸隼草蒋迭3イ乙谷斤,

カ伺草的加工後供了車富的草源｡項目建没区住子新安多

附近,交通,水源条件便利,距寓早場不通,逐翰方便,

準則是此地市場条件好,附近攻村近年及展牛革伺券此故

快,規模増大,対伏原句料的需求敦高｡

4,建没内容及投姿倍算
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主要内容包括加エ手回,机械､食厚及逐翰没各､濫

測収券,翰変色没施等o息殻姿1650方元c具申包括

加エ辛rFll投資5.80方元;伺科食庫及晒場投資2 5 0万

元事項料盟測没各60万元;連鎗エ具100.方元事翰変

色没施5 0万元;其宅如征地,み公,生活没施､進路等

殻姿210万元｡流劫姿金400万元｡

5､生沸教益初任

項目投戸后,牛硝嘗牧人22,25万元,戸晶成本

1796万元,上敷税金111万元,牛純利318万元,

殻姿利滴率カ25. 4%｡

三,牛羊育腔及肋牛飼券

項目建没的必要性;充分利用車富的草坊姿源,か決

由草的卓化大力及鹿食草性牡盲,カ社会提供更多､更

伏庚的音戸晶｡牛革由家庭伺券,集中坊区育肥,壊p咲

籍,共産基軌建立現代牝的幼牛乳折大乳品生戸規模.

(-)集約化肉牛育肥境

1,項目建没的地点､規模及日赤

建没地点;黄河南大塊東端南側

建肉牛育肥場一敗,毎年育月巴両地,毎批0. 5方共,

年出世1万夫｡寿建肉牛伺券号此j>5 0 0十,毎P伺券

3 0央,年提供子牛1万共｡
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2､項目建攻条件: (1)有r簡的草原倣俵光;(2)

有伺草,飼料韓合加工｢生戸的伏原句料可提供; (3 )

周囲衣村有r大的牛革伺券号此Pカえ協申｡

3,建没内容及投資倍算:基本建攻息殻資力886.4万

元,其中包括征地､建畜舎(棚)､精料庫,宿舎､み谷

室,交通エ具没畳､公路的延仲及引水干渠的修筑専;坐

戸周半金610万元｡息廿披姿1496. 4万元｡

4,生済敦益初盾‥仝年出世肉牛1万共,冬美400

/AL斤,尊公斤3元,冬美1200元,共廿息戸値1200万元.

固定姿声折旧,願痘飼料,税金,草場管理,流功資金以

及架子牛的嫡畳息戎本1 04 1方元,年利璃1 59方元｡

(二)集幼牝肉半音月巴琢

1,項目速攻的地点,祝模和日赤

建没地点:与肉牛壊叱部

建攻規模和日赤:建集幼化肉半音月巴勿一敗,毎年育

肥三池,毎批1. 67万只,年出軽5万只｡等建肉単項

券号此j7500十,毎P伺券130月,牛提供煮羊5方

ロ
ノヽo

2,項目建没条件:同肉牛｡

3,速攻内容及投姿倍算o項目息殻姿1 O?9.4

万元.具申包括征地1 00盲,建盲棚,食厚､連功場,
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院培,嫡畳青貯机親等基本建没投資67 9. 4万元;坐

戸周年金350万元｡

4､生沸教益初倍:年出世肉羊5万只,･共250方

谷斤,戸値600万元;牛戸羊毛7. 5万/A斤,戸値

60方元,共汁660万元.項F,Eii支出493. 89方

元｡年利渦166. 11万元｡

-(三)現代化幼牛場

1､項目建没地点､親模及日赤

建没地点:黄河衣堵ニ分場京北7-8泉田.

建没的規模及目療:新建現代化劾牛場一敗,飼養幼

牛10do共',年戸幼量560O鳴o

2,項目建没的条件:費河衣場現有天然草場3万盲,

近年又建立人エ草坊2万盲,有車富的伺草資源;本坊有

4. 4方音可耕地,稗櫨此生長的規豆和希粁可倣幼牛的

清､租､飼料;核壊己在1987年建起一座250共助

牛物,有一定的伺券､管聾克連坐鎗可資倍登｡

3､建没内容及投資倍算:灼畳和繁疫痢母牛1000共,

新建牛棚和現代化済如庁､み谷室､宿舎,連路､供水,

屯没施等息殻姿150 0万元｡

4,生済敦益初倍;牛戸鮮妨5600鳴,戸値616

万元,息戎本372方元,税金18. 48万元,年利洞
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225. 52万元｡

四,富戸品接合加工｢

項目建没的必要性;肉,幼戸品的加.L炉寂是畜jB=品

走向市場前的夫健杯苛,通達引速牛､羊戸品加エ､冷蔵

先途披木,引迭乳晶及劾粉加エ見遣披木,威力ー小樽初

級戸品引迭加エ,面向市物,争取剖.]亡,加エ,冷蔵,享肖

嘗系列化的富戸晶希合加エ基地.

(-)牛羊肉錯合加エ炉寂J-

1,建没地点､規模及日赤

建没地点:叙逮在旦利鼻畳利額或新安多｡

建攻規模及日赤;建没1 0 0 0蝿冷摩一座,年貯能

力カ40100p屯;建没加エ能力カ1万共肉牛､ 5万只舟

羊的屠草加エ流水塊,配委完善牛,羊戸晶深加工輔助役

施｡

2､項目建没的条件:新建的牛革育月巴物毎年蒋綻供

6 500鳴牛羊肉,逆行加エ貯寂有阜富的貨源;項目区

迭在交通､水源故便利的地点｡

3､建没内容及投姿倍算;項目息没姿2 31 3万元｡

其中冷泉,屠宰銭,皮革,骨軌生物制品加エ等基建投

資2313万元｡

4,盤沸教益初倍:項目建成后,卒倒戸値3712
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万元｡年生戸成本2963方元,上交税金186万元,

年利洞カ563万元｡

(二)乳品加エ｢

1､項目建没的地点､規模及目椋

建没地点;黄河放物二分場

建没的規模及日赤:建没乳品蝶合加エ｢一座｡其中

勅粉生jB=鏡,日炎埋葬勿20鳴,戸助粉2. 86p屯;酸

幼生戸銭,日戸酸妨1 0鳴｡項目建成長,年生戸伏庚幼

粉542. 88埴,せ戸酸幼1800埴.

2,項目建没的条件; 1p9 00共助牛坊建碑以后,

解凍充足;本琢有敦好的技木力量,有泉埴乳品塚合加エ

r的能力事 屯力充足,交通方便,具各建r条件o

3,建没内容及殻姿倍算:建没劾粉加工生戸鏡,.逮

没後幼生戸手[pl及加工銭,新建み各室､宿舎,交通手柄

的灼畳,息投姿800方元｡

4､生済敦益初倍:年jb=劾紛542. 88埴,･戸伍

597. 14万元;年戸敏幼1800埴,戸値540万

元｡合汁息戸値1137. 14方元｡生戸息戎本880

万元,上敷税金34. 11万元｡年蛇利掴223. 03

万元｡
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⑳ 黄河三角洲公路林常連没項目概要

-､林常連没的意文

殊地是国家首足,民族強盛的重要梅毒,世界盤済度

迭国家,多数又是勝地及迭的国家,我国r某省是近九

年金済度展速度最快的省紛ぇ-,又是全那肖又荒山貸

-省二北京市,天津市､済南市等都絶大不壊衆牝,倣

為渡米盤済的一件大事去軌,牧到了鼻音教具,挙世嘱

目的三北防辞木工程基本軽部住了凧沙対首都的危%.

但是,東菅市蘇滋庚展後便,鉄泉少線的現象十分突

出,藤木産蓋率収カ90/o･丸干仝省長遣行列｡与我市対

外牙泉城市的地位敏不初秋森泉資源少,対自然文書

的就御能力差,是影鳴瀬商引骨･負済銑鉄式及展的重

要国養え-;加快進蘇線化歩伐,大幅鹿渡高藤木履豊

辛,改養生悉琴境,是当前的首責任各｡防伊藤帝建汲

的就是以兵力尤央,倣到以点背面･韓功全市勝地銑鉄

式,鹿骨親及展｡

ニ,建没地点及規模

公簿防軒蘇帝汲汁規模カ320谷里,真申:

-1-



津港路防伊藤帝100谷里

海河港防軒殊帝20谷里

辛河港防軒蘇帝120谷里

青畳蕗防伊藤帝80谷里

三,建没条件

1､土地r陶,気候遣宜

2,充足的黄河水溶源

3,各級政府,油田尊大カ支蒋

4､藤池渡米臥伍芥仝,盤金手富｡

四､投資板貴

公路防軒蘇帝息故漆■1.3イ乙元,真申‥

淳港路防幹線帝

海河野防伊藤常

幸河蕗防伊藤背

骨旦蕗防辞蘇帝

五,鼓益佑算

6000万元

1000万元

3500万元

2500万元

1',五黄敦益 3.､6イ乙元戸出比: 1:2.77

2､同卓敦益 32.4イ乙元

3､息敦益 36イ乙元 孜漆的27.7倍｡
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⑳ 色桂油加工項目概要

-,項目建没的必要性

食物油是人イロ食物稗成中不可敏少的組成部分｡而本

項日新戸色粒油属高級烹凋油,戸品庚量迭到国家赤准｡

随着生済的及展和人イロ生活水平的不断提高,対食品的庚

量要求蒋越乗越高,色重油的需求量蒋越乗越大｡

ニ,建没地点和建校規模

建没地点:京菅市生済牙及区(京城)
｡没汁親模‥

年生声色缶油2100埴.

三､項目建没条件

1､原料供鹿有保障o本項目的主要原料是棉乳牛

需重量舟1 5 0 0 0埴｡黄河三角洲力全国重点衣此牙及

区之-o年戸皮棉5万鳴,年戸棉宥8万埴.到･"ノし五”

東新牙及如1 55万音,年新増反棉9万鳴,新増棉宥

1 5万蝿,項目所帯原料有保障.

2､市場前景rl軌据凋杢,全国食用埴物油年尭量

幼855万鳴,藤子測"ノほ''未全国城市中可望有50%
的-､二級塩物油可由色榔由代春,其需求量カ1

2 0万

吃,全国需求量3 0 0万蝿左右.山束省年寄色粒油1.5
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方鳴,而山東色粒油生戸是生白,仝黄外地供応｡全国尚

錬200万鳴｡囚此,咳戸品市場可視｡

四,主要建段内容和投姿

咳項目息授姿1044. 6万元,具申,･土建エ程投

資145. 6万元,机棟没各殻姿869万元,其他殻姿

3 0万元o主要内容包括:引速以色列尤索普公司植物油

和エ生戸流水銭一審,灼■畳10鳴槽辛1軌拘置1 0鳴

東風連辛2軌建造5 0噴油曜5十及其他没施.

五,投資致益初歩分析

項目建鹿波戸后,年声色粒油2･100鳴,棉餅900鴫,

牛新増戸値1898･4方元,年側利税498･9万元,殻資利税率

46.95%.
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⑳ 高温α一淀粉韓加工項目概要

-､項目建没的必要性

α-淀粉晦是時制剤中需要量最大的品和,
′｢定位用

干食品,印染､医萄及牝工行此｡咳戸品主要原料是玉米,

因此,生戸淀紛蒔也是根食卓牝的一条重要途径｡

ニ,
-建校地点和規模

建没地点:京菅市生済牙及区(京城)
,建没祝模‥

咳項目没汁規模カ年声高温α一淀紛晦5 0 Q Op屯｡

三,項目建没条件

生戸α一淀瀞晦的主要原料力玉米｡黄河三角洲属国

家衣此重点牙及区,粗食姿源車富,束菅市玉米年声量迭

22万穂｡咳項目需玉米原科2. 25万碕.囲此,本項

日原料供良太足｡

咳戸品在西方国家巳r定座用,有取代一般α一波瀞

噂之凱目前世界上月有美国,日本､舟麦等少数国家能

移生声高･温α一波紛軌咳戸晶在我国力空白,溌期以来,

依親速ロo収卑酒行此年耗費外.]E近千万美元,因此,演

戸品有者ハ司的市乳

1 9 8 6年麦旦大学遺侍所連行中斌,結果表明迭到
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国防免速水干,井末技木与利｡囲此,具有可算的披木保

･泣｡

四､主要建校内容和投資佑算

咳項目息殻姿1426万元,具申土建工程155万

元,机礁没各1245万元,其他殻姿26万元｡主要建

没内容;
･引連日本α一波紛蒔生戸銭一番,新建輸交屯没

施･水吸琉没施,鈎畳車輪没施､
･牝敏濫測没各､･排汚允

埋没施等｡

五､投資殺益初歩分析

項目建成長,年声高温α一淀療晦5000p屯,年新

増戸値3000万元,年新増利税900方元,投資利税

率63%｡
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⑳ 黄河三角洲花生改料項目概要

-､項目建没的必要性

カ了仮渡現有高戸､伐虜､高敦泉並的及展,扱高

泉副戸品由附加伍,充分利用当地漆源,仮渡花生深加

工,以扱高盤済敦益和社会敦益｡花生欣粁(花生劾)

是鍵大豆飲料え盾又一新型高級櫨物蛋白欣晶,国内生

戸生白｡核戸晶不但ロ感野遣,清音甜滴,而且菅貴幸

富,-濃欣此飲料能促遭幼)L身心健康,頚防奉滅餐老年

人裁泳硬化,心廓血管疾病及月巴牌症,井兼有増強妃吃

奉読裏老的件用｡

二､建没地点弓規模

本項日産故地点汲壷東菅市｢健長嶺庄額,吸汁生

戸規模カ年戸花生飲料2000鳴｡

三,建塩島件

本項目建汲早世カ山東省r像鼻櫨物油J-,演r腐

｢健鼻箱庄額み企並,視力省後先遣金地,古地面歓20

万平方米,建汲面歓1.5万平方米,現有歌工300人,鍋

有固定漆戸1000万元,戸品有萩生油,精煉棉宥油,
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大豆油､棉仁粕等戸品,企並一九九ニ年実現戸伍1854

万元,実現牧人2074万元,利税282万元,倒氾188万

美元,企並項目建汝的生済基機敏好＼｡

本項自生戸年若花生1=130鵡,省及市内供虚克
E

足,鵜遭不成何題,功カ､燃料供虚像逓生戸雷求｡

四,建没内容及投資佑算

木項目主要建牧内容カ:建筑面歓2000平方泉,

国内引遼飽食式制幼生戸象一冬､三■片吹料藩装奴一冬

及其他配峯汲各｡

-役漆催算カ:汲各敦漆60万元;土建投漆50万

元;涜功漆金240万元;放水韓辻費30万元;不可頚

兄費20万元;息汁投漆400万元｡

五､経済致益割算

牟儲魯牧人1400万元,年鋭利400万元,投戸一

年后印可版画全部故沓,粂済敦益和社会敦益鼻音｡
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添付葉料 3)

黄河三角 こ]7-!琶ミ耳!!賢き
/i-i､j望ji'uj訟

下鎮地区夜曲常澄顎;a憲た三ニミミ

-,項目藍設的必要性

放i'Fv･司各院,iu盾政府剖/-iせ･;TJ克,落首汀三JfjI,'J･'i
,3喜一;:i

回文放免､故,泣並苗品生F基地釣銭軽有;:T,‾ 瓦井外耳

貴･:･I･T三角..'I:l的自然骨泣伏番,逸韓有祇泉鴇色的呈利与下

賎辻区･作カ牙良書,妄.,頼子加快区或盗t;i'r的左足,鼠高芸

妓良民生活水子,猛禽挽頗弁及的路子fp簸汝,
･i{i頚骨汀

三角洲池区的全面牙及赤鼻有十分堤通的貴史,

ニ､窪浸地点和親填

皇利息下鉄項日区,住子骨汀入洛ロ以f:7, 7-s:1手打:J･l).

北,か洛西束き,嘉五菜桝湾.該布目区界左計宗66万古｡

美中泉習矛及26方音,水鳥升及10方音,棉克矛,li,i20万古,

辛,:-j7,･牙且10万音｡

三､巧日蓮設姦倖

1,自然界娩o頚甲区妓テ貴打入港ロ以義,池姓慕

封湾浩岸,息面顛6 6万音(15音=1/>碩,下F)I.)｡地券千

盟,千均務奴高雀2.4--3.2泉.土温泉長倉盆喜一舷丘7%o

丘宕,青倉追103i.以上,地下浄水ji阜皐1.5呆点=E,也

下丸Q'f.化度8--12見/れ骨子錦水打追有小鳥打,す㍍真

打｡上施i-同,但可耕地少,多カえ月鋳金戒荒地,iuえ柴

草坊｡乞模各件良好,与均乞温12.8℃,え宕戎230え,

>10℃的有妓索温4500℃左右,･降水登583竜尤, GO%以
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上的浄水集中度7--9月扮o

2,恭合段落杯娩｡領国区包放下紘多士却､血合タ

的森-申,朝喜多及貴市丸場的高率.息人口7'l/7人, f3rl'l:?:･;

以上瓜事偉鉱泉並}i.)t｡速里人民勤労寄食,有ふ事糾主

sL'j暴痕並的/7慣和阜雷魚放, i[Lキ泉各妓:i-7非法jl-JI-<見];i1.

絶妓｡仕ぇ由子注且白糸互恵脆弱,
.i,-L和白;･･.I;[{J-.:

'i;的辻.カ

視差,尤貴之汲水故乏給血放放生Jt,it,人見生活辻

え司軽u一九九こキ由i-結え阜史的彰yf.7 ,

.,]TLi,/(

.TJ

lil:::I;i

'r イ,

八ノ十∴てこ一

i-
,貴中有泣5万人雷吃濁宕農林鬼,迂r:i::J文王そ∴:pl･;--.=･-I;'}.三::-i∴一

法7;1,.
･11]与然始点合田故恵｡

四､項目柏患

以水利建投身嵐共,紀.各克首足嶺及益.,普:jt･.i_t古土

)-t各館;以完成池牙及カ膏.さ‥･以希i.i*,れ浅･11!L･:Jカキj-LT

以英現高Ji低虜高及永並舞妓高人民生活水子,f;;.iヨ:I;1.1示I冬

快娃嵐鼠硫化泉並新区D

五､主要窪段内容

1､畏利息下破水鼻

藷水鼻-i,i千旦剖-,fiT妓多臥も鵡え月詫或絶賛. ･ら′ご子

汀十泉下鴇分子引水人鼻o

(-】)れ阜連投挽虞.･没汁尽忠5CiOL'3.I:5-立/-I:.-克.tL-,妓Jl.

'vl

万古,者水琵度5束,問堤高7克o 水足郎..i;!i:.3;.r,7,=:.;･I:･:i.チ:7t

タト妓泣出披非水,産気沌､造出ロ3=Fl手法筑-i-:･:.;i【,

('2)エ;/I,?i登J7i幼者昔t.土方舶37Jl-立方.,:.TL～

イ'･.=

A/i-呆,企及額苗･軽0.32万立方=乾,芝れ12i-';.,:j十;-､J:,
.I;㌔.
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絃骨1,.25イ乙九o

2､水利紀喜連及:

(●1■)治水工程:凡高碩目星最近的瓜汀滋ilJi丈十皇番

T;L]友部牙-一冬千果,以解法下鴇.i,Li区泣沈/-;i:i;.::?:･'i-):;一法苅‾F子;'i

水音供フ:i,千泉全長16j>旦,没斗治7;K法号:3i]_＋L克.･･,J砂.

-LJ'r建達見劫1.5産,待井放骨0.16イ乙九o

(2)非水工衣:.*項目区内椅-/･Jk主阜骨十糖力L-,1;.Ti-it･i寺

小鳥汀奉払経打,薮神芽五年一一遇,防洪二十キ--追詰浅

近布清浄洗妓, 堤高打i'i沸水沸豊能カ, 比終璃登カ

1! / 7000o ～;可i-i渚f:i'.,盗.臣40/>旦,氏姓､才媛汀追;:;i._克ii';I

11虐,斉fi小'BJ打入港口赴娃封何銭非沌-一度.役j･1法号

100立方呆/砂,象れ5700i一丸｡ /l'･L･tふ浪:,:i:･(,',.:i;.･il''L)[Li.

水利紀碁建放浪斎イbL鼻0.5イ乙九o

3
,荒成施矛及｡牙及荒城施56方竜,芸中井及,i-;;-･･;;i7

20万て旨,裁可10■万古,貴地嵐-:iT･.(('F劫26万-:I,

.TI;;,t放--,jl:i'-12.[t;
イ乙克｡

主長途段内宜:

(ll)泉田水利工碇: #r■建立,装168･-,･Tr,･た55.Li.万且, -うー

装1904各,五度カ380.8万呆o息土/-3一立8L■i-()0且>T,-)良,
-i,i

脊1.82イ乙九｡

(2)泉並れ戒拘置:鈎五先般丸15･*,籍上丸2rjO串,

発上ヂ200･*‾,え中型花見泡立れ300串,美化小型丸れ長,J

毅骨0.52イ乙九｡

(■3■)土i卓工手:建誌面叔75000子/-I,一息L.主i,,也,i;:I;:tこIi-_
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J7i泉田青空月度,典故骨0.1イ乙九o
(4)泉田藤岡配各:建韓国4万古,奴脊(j.?.2,J'乙･-;'L'･

(ち)令,1i及如史為‥ ･9r藤井見1xl丸jt-,f午月.iぷしみT-fJ-
･LtLt

-I

敗,細見科,1i没各音o肢骨0.12イ乙丸(,

4

､革場牙良剤月D牙見辛鴇iO万てtt'I-, r-)1i音･
0.2-･[乙)I:,｡

建太柑絶屯田捉64万束,田河エ衣土/-)- 120方_-:Lオ.ノに,礼

城南五50台,朝建草原昔理科荷沌-.姓､卑官舵内ヰ;･万

共,胡ヰ生)t丘現有基盛上射え剖800共6i'3-;I;I.=L,;臥

5､音戸品かエD故骨0.18イ乙丸, i,(r建キ良一一点■,

500T/;i,鈎五度畢生戸銭-各,韓鶴丸盈没冬一番､引

道立羊,骨劫､互助潮品加エ生戸鑑｡

六､投資偵箕

頚日産足長,倍鼻故脊4.93イ乙えo毅骨全敗向分,罷

棉矛及2.8イ乙克,半額牙及0.2イ乙元,フに別途没1.75イ[,丸,

首Jt品かエ0.18イ乙九･,殻青倉束漁舟,卑取利用外貨3.〇:''.i-

イ乙克(合5067万兵元一)
,最中克楼-'Al-･合2イ乙丸,吉傍聴息

故1イ乙丸,温泉嬉暴及喜碑昏月4-00万7t,i,三37.',;･勺･:I:cT,-/I:A::-'ミー鼓1イ乙J-}tJ
,温泉嬉券及喜i句常用4-00万7trし,三37.',

;･勺･:I:cT,-/I:.::-'ミーff:,:';

イ乙hLJD

七､穀益分析

碩日産足長,がえ速乾面額66万音,た一三-泣濫読:::I･i2口

万音,丸並結合生)i能力明長堤高, i,,.l吋,:::～:-⊃ /:=y
ノ.し

骨キ吃水禽キ｡皮洛,衣食､生,iuiii非･.I;'-,--'.･=T';.',t'=-L｡

与-:,･/T増最食12.6万pFBL,,一朝増良棉i.3万吃卜封
.,rI

.}
..

-'号‾f･l

0.36万叱,劫0.56万砲,年額増F･a2.15イ乙丸,キ絶剖･::弓

0.32イ乙克,碩‾日区卑人均増収.457九｡
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添付資料 4)

黄河三嶺瀦防宮地区土地芽/i/g-:.靴二さ三

意 向 溺

-､巧目音量

紘せ地区包,i･5Ji塩見北一部三小多紘,息ノ'･L{3 6.I,T.,]L･"

詰区議:款50万古,.名骨汀沖義子虎,上浪;1L生盈涼イ-l,L菰三

(潮･作長上浪合盈-i-5タ{o- 8!fo■)
,貴幸30万古乙改造見カ

r-可,潟東･牙及利用的完成地道有20万古o
･如輯放FFu.汰

三を嵐カや､高Jt甲立朝弁ぇ利用20万舌荒地,
,”;:,･'-i.:T7,t古称宅

-ii'池永民的生活水子, 良民人的卑'L･LL入可d.) lf)(j2キ;:I-:J15L'3･:i

五経高剖900尤左方,鴇合ええ佐近区或簸各輪生長｡

二､辞去地点和親境

界且施且叔卑非息女泳打以あ,手打蕗以京,音量務

以西,三千南側的地区,牙及完成池20万舌｡

三､主要エ零墨及投貿侶箕

1一昔水与牢-:連投高F&7K.阜一度,鼻息2(,ion.=え,7t{

束,占池790d音,昔水程度4克,同堤高6呆,郎Ji/p･i:良材

顔,外抜放鮎奴非礼建泉沌,造出‾ロ水那を娃鼠劫,言

上オ130万立方泉.劫.i;及額筋混最上5万立7T,,,I-;i,奴昔

5000万九人民串｡

2,泉田水利エ雀:没斗阜求遼､沸､ :･'{i､掃､滋,

河大敵各,預寸患上方貴3000万立/-;求, A,,i,1,1石,額#2与0

吃,丸林340オ,氷炭2200､屯,故脊11r乙む人丸市｡

3,殺奇束凍:項目息故骨1･5イ乙九人毘rp, i･;I?;･T.､

-
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鼻及各氏浪費6950万え,中藷日ふ政府渡朗LQ,.050万九人民

串(合1342万臭え)
,具申九倍骨仝1850万え(也,i･5三封

200万九,れ拭汲各1650万え)
,有億放鳥･た劫骨故(イえJ･Tl

期30阜以上) 6000方え,国内国外温泉i>:Li)'l及郎了鹿本貯

え佳肴仝200万九｡

五､投境致益佑算

複東口建嵐点,可新増耕施面叔15万古,カゝえ,1T改与,

遼洗面衷20万音,新婚棉花生j:能力1万ワも,卑増Jt促7600

方克,郎曽利鞘1500万克,千均毎小泉民毒キ増収250克o

卵子,述可以解決2.5万人的竜泉因碑,生志故ifL血合首

長著改与｡

-- 2 --



蘇菅市費温海平原水利規別田

iE:男
t'.

i

㌔-･.J

亡i

/

I

A
‾l

-,.＼

#;i @

戊汝
○

○点者

六

鴻

石戸

『

l1吾
∫

-#メ
ー

l

Jr
I/hb
O

/

○

柿

千 /

＼

p

○チ薄 墨利

言-や二 1

1

l⊥▲

1･;iI

0/
/

＼

千

○

○

＼

且

七

”

A

/

直

ぎ某 五.

紋

∠弓芦

⊥⊥_/

(f毒=E?
>ヽ一′

/

/
/

○

トー

～&'fEbJ

武

如

J3t5

⊥_ ′

千

Jit戸
○

I河

庁軌_p i＼…さぇ

/

束菅市舶勘舶申㌢一
朗満克■萩鮎弧
･T

-九八八キ三月ニ十五日

i

ヽ
-
.

/

J
/＼＼

＼

弟子

久

辛
i

rt

A

i

小

河
盲軌施

勺
0

玉与雀

心fi'j洛

.ノー･･､/

'IJ

:⊥-1- 望 庄 戸

---- 'L.1 '跨

-･･････攻 落

此鍬 1=∂0月

≡ ;･i声､ ;(I

恭

生王+亡三上辻

E上-,.i(.I:i!さ買上5仝1



捌て
｢ー--

紘

/
､

,fi-三L

○窺取

干
韓

○ヰ薗

--＼-o瑞泉
ヽF'ir/･)

○食栄

一フ､--_._._

7て穐
Jモー

泉

ーニー-こ･=--

～--+-二人

笥ミこニ

ト鯛窟研､ 拭盤断面

●‾‾■■.I

‾一丁こ=こ-こ三三

守れ雫

--A_-I.‾丁
-r

r

⊥ェー+-ユーユーl

ニ志ミ

一号永年

‾ーーご千----I_
t･･ー...

1

}､ここ-こ=こ+
l

こJ(El二
～-二=二_こ

†

≠
1

>去
--l

ーl

ニニニ二二+_

5E享

-ーユマ1

I

l

･l
= ､l

l1- -･･-
-__

i-･

＼ _

㌔

秦

+
>

∫

しし

宕土三
l

l

｢
-J

六/-fT)
＼

良=･=-A

⊥_1-

′｢ヽ

-_l

I

l

･l
I

_J.

Fモ-こ･一芸去

羊Tt---～,t
_ー

iITーこモミ-J

1
ミこ＼

.

.草食

､＼

＼

‾‾‾‾-
∫

J

I

I

ヽ

l ＼＼

I_I5 ＼

r'7T

し)各星



5-7.写 真 集

計画地区遠景
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新規開発地区

(広北農場農業開発)

新規開発地区

(広北農場農業開発)

造成後数年の

開発地区

(花官郷農業開発)
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東宮市の

農業先進地

野菜の温室栽培

李鵠郷

良種牛繁育場

李鵠郷

畜産加工場
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東宮市最大の

多目的貯水湖

(広雨水庫)

黄河にある･

揚水機壕

(西双河水黄間)

黄河に掛かる梼

(黄河勝利大橋)
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てヒ

黄河デルタの至る

所で石油を採掘

(勝利油田)

増設が盛んな港

(東普蕗)

日本･中国調査団
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