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Middle reaches of Wei river which is the main water resource of the Irrigation
Schemes in Guanchung Region.

Existing barrage on Wei river.
The river water has a very heavy sediment road at more than 20,000 mg/lit.



Existing Jinghui dam at the middle-reaches ofJing

hui river

Headrace canal from Jinghui dam



Aqueduct on the headrace canal of Baoji Valley
Irrigation Scheme.
The aqueduct has the design capacity at 50 m3/sec
Recently the aqueduct has been affected serious
leakage problem.

Syphon on the headrace canal of Baoji Valley
Emgation Scheme.
The syphon has the design capacity at 50 m3/sec.
Recently the aqueduct has been also affected serious
leakage problem at the concrete pipe line portion.



Turnout and managing facilities on the main canal

Secondary canal with concrete lining



Heavy earth filling problems
on the headrace canal due to
crumbling of terraces and
slopes because of heavy
weathering of Losses.

Collapse of concrete lining of the over-aged canal



Division Box on secondary canal for diverting the
irrigation water to tertiary canal.

Tertiary canal using U-concrete flume



Irrigated land (wheat)
The farm land is fed by both surface water and groundwater (Baoji Valley Irrigation Scheme).

Irrigated land (wheat)
The farm land is fed by surface water (Jinghui Canal Irrigation Scheme).
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中華人民共和国駅西省

関中港区水利施設緊急改修計画

事前調査報告書

第一車 緒 言

l.1 はじめに

この報告書は､ 1994年5月に海外農業開発コンりタンツ協会(o叩rSeaSAgricultural

DevelopmentConsultantsAssociation, Japan : ADCA)が実施した中華人民共和国駅西省関中地

域､ ｢関中潅区水利施設緊急改修計画｣に係わる7o吋ユタト形成調査の成果を取り纏

めたものである｡

関中港区水利施設緊急改修計画(以下, ｢開発計画｣と略称する)は､駅西省水利

庁が中心となって,駅西省関中地域農業並びに地域経済開発を支持する最も重要な水資

源の有効利用と歴史を経て老朽化の甚だしい潅概施設の復旧/改善を基本に置いた農村

地域社会経済捻合開発事業として構想したものである｡この開発計画は､中国政府が施

行する｢中国中･西部の開発途上地域に対する重点開発政策｣に沿った緊急性の高い開

発事業の一つとして取り上げられている｡

関中港区地域は,黄河中流域に在って,所謂､中国4000年の歴史の中心である｢中原

地域｣の中央部､沼河平原(別称｢関中平原｣ )に位置する｡この地域は､秦始皇帝と

仏教遺跡を多く残す中国古代文化繁栄の地としても知名である｡関中港区地域は､貴河

支流の満河に滴暮された洪積貴土台地で肥沃な土壌(Loesses)に恵まれ､農業を中心

とした地域経済活動が盛んであり､駅西省経済の重要な位置を占めている｡関中潅区地

域農業を宰える屠獲国葬は｢′//塵始旦亀_を周畢とする荘重衰運禦_E1一旦圭一まじめ蹄象山＼＼----------I-エコー･く`′二~

芸:=…∴~芸::i-_;i:-f言∴~二二三ミ‥':="-‥ミニ㌻こニー''-i-i三二…毒.二t:i:f':芸主:::歪三
-

← L ･ --
592,600ha (888~.ぅ万畝)または瀧催涙貴益面積529,600ha (794.46万畝)と全省耕地面

積の約15%相当に及んでいる｡藩政受益地には､宝鶏､威陽､西安､沼南､銅川の5市

地区と25県(市･区)が含まれ､藩政区の農業人口は､ 552.05万人であるo九藩政区に

は､小麦､トウモロコシ､綿花､油菜等の生産が盛んである｡ 1990年の藩政区に於ける

平均収量は､ 7.8ton/ha (522kg/臥)と非潅枕畑の収量と比較し平均的に3倍以上となっ

ている｡

しかしながら､関中准概区地域は､年間降雨の環境が不均一で水源不安定の問題を抱

え､実質藩政受益面積が施設面積に対し多年平均で75%内外に止り,また､ 10年中9年

までが何らかの干魅被害を被っているのが実情である｡関中海政区の内､石頭河港区､

鳩家山海区を除く他の藩政区は捻じて水源に不安定要因を抱え,水不足の問題に直面し

ているo また､これら藩政区の諸施設は､建設後50-60年を経過しており,いずれの潅

概区とも施設の老朽化が著しく進んで機能低下を来たし､以上の水源不安定要素と相償っ

関中濃区-1



て農業生産活動を大きく阻害している｡更に､老朽港概施設の存在は､下流側に国道,

鉄道等基幹インフラ施設と人口凋密な市街地があるため,施設の崩壊による二次的災害が危

倶され,近年,早急な改修/改善が必要となっている｡

中国政府水利部並びに駅西省水利庁は,以上の経緯と背景に立って､関中濃区地域の

｢基幹藩政施設の改修/改善｣ , ｢取水施設の新設または改修｣並びに｢末端藩政施設

の整備による港蔽の合理化｣に重点を置いた開発事業の推進を企画した｡なお､水利部

並びに欧西省水利庁は､本計画事業の実施について日本政府の技術及び経済協力をを強

く希望している｡

1.2 ADCAフ○ロシ●ユタト形成調査団

海外農業開発コパ≠ダンプ協会(ADCA)は､中国政府水利部の招哨を受け､ 1994年4月

29日から8日までの10日間に亘り7oロシ●ユタト形成調査団として本間進,日本工営株式会

社第三事業部副事業部長, LLl内悦司,日本工営株式会社第三事業部副理事及び金景,

日本工営株式会社嘱託を欧西省関中港区地域の境地に派遣し,以上中国側の開発事業企

画と円滑な事業推進に対する日本政府の協力の方途を検討する目的で, 〃クト･ファインテ●イン

ク◆調査と関係各方面との協議を行った｡

7oロシ◆ユタト形成調査団は,添付資料- 1の調査日程の通り,関中港区地域の踏査と資料

収集を行った｡調査団は,この間に駅西省水利庁はじめ関中地域港区管理局関係各位

(面会者リスト参照)との協議を通じ開発計画に係わる各種情報並び~に開発受益地区の

抱える問題,開発のニーズと地元受益者の期待等聴取した｡

調査団は,以上の結果を踏まえ､開発計画の目的,基本的戦略及び開発事業各項巨=こ

ついて検討し､今後の計画事業推進の工程を策定した｡

1.3 謝 辞

本フ○ロシ◆ユタト形成調査の実施に当たりADCA7oロシ●ユタト形成調査団は､中華人民共和国

水利部､特に周文智水利部副部長はじめ雀伯勲外事司副司長､章凌国際科技合作処長各位より

多大なご高配を賜りました｡玄許､改めて厚く御礼申し上げる次第です｡

駅西省方面にあっては,鄭生民農田水利処副処長,毛光啓水利電技術諮絢センター主任/

稔級工程師はじめ関係各方面から多大なる便宜とご協力を得ました｡また,関中産区地

域の調査に当たっては､多忙な折にも拘わらず韓木斉軽恵渠管理局長/中国産区協会副会

長/高級工程師,鎗勇宝鶏峡管理局副局長はじめ各港区管理局関係各位から現地紹介と情報

の捷僕等多大なご便宜を賜りました｡玄許､記して感謝の意を表します.
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第2章 計画の背景

2.1一般概況

2.1.1中国の社会経済概況と開発政策

中国は,国土総面積が960万km2ぁり,この内,概ね10%に相当する96万km2 (9,565万

ha)が開墾を終わり農耕地として利用されている｡但し,耕地に対する人口一人当たりの

占有面積は,約o.1ba (1.26畝)と極めて狭小である｡

1992年末現在の推測統計に見る人口と就業状況は,以下の通りである

中国の人口と就業状況

摘 要 人口(億人) (占有率%)

者

工
働
数

口口

戟
労
者

加
人
人

の
般
業

増
の
の

等
一
就

業
業
業

然
域
域

業
の
の
者
産
産
産

自
地
地
数
企
部
部
業
次
次
次

口
村
市
者
営
市
村
就
1
二
三

人
農
都
業
国
都
農
別
第
第
第

ll.72

1.85

8.48

3.24

5.94

1.48

0.08

4.38

3.48

1.29

1.17

Ei

-率∩力増均平の問
-
i
G
,
=
如
引
&
'

年
2
.
7
.
0
.
4
.
L
3
.

0
7
2
5
2
(
7

ー

(

ー
((

(

降以午0
000ノ1(

E】
一
山り訂じ一

0
0
0

〇
〇
つ
▲

0

5

2

2

中国政府は､ 1978年2月の中共十一期三中絶で21世紀への展望のもとに農業を基礎とし

た工業､国防､科学技術夫々4分野の近代化を推進するため｢国民経済発展10ケ年計画要

柄(1976-1985) ｣を策定,これを採択した.この計画要綱では､次の二項日の目標を

設定し､農業生産基盤整備を推進する構想が打ち出された｡

1)工業化による都市人口の増大に対応できる食糧の増産かつ安定供給の出来る農

業生産基盤を創設する｡

2)全国に12ケ所(その後10ケ所に変更)の大規模商品化食糧生産基地を整備し､

全国図営農場と併せ農業生産を強化して商品化食糧を3-4倍にまで増産する｡

1982年,政府は以上の近代化構想実現のための｢2000年農･工業生産4倍増計画｣を策

定,その基本政策である｢対外開放･対内活性化｣に沿って､人民公社の解体､責任生産

性の導入､国営農場の基盤整備と生産に係わる諸制度の改善等各種努力と経済建設を進め

てきたo これら経済改革と対外開放政策の実効は著しく､国民総生産(GNP)は､ 1978

年の3,588億元(実勢価格)から1991年には19,846億元(実勢価格)に増加し,国民1人

当たりGNPも1978年の375元から1991年の1,725元となった.実質国民収入の成長率は､

1980年前半が10%､後半が7.5%であった(出典:中国統計年鑑) 0
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中国の食糧総生産は, 1949年建国当時の1.13億tonから伸び悩んでいたが1980年代の経

済改革以降には生産基盤整備の投資並びに農業技術の普及等が効を奏し､第7次5カ年計画

最終年次の1990年には史上最高の4.46億tonを記鐘するに至った｡この期聞､人口が11.43

億人(建国当時の約2倍強)に増加しているが､実質食糧生産の伸びが人口増加を上I5]り,

国民1人当たり年間食糧占有量は210kgから390kgへと大幅な増加となった｡他方､耕地

面積は､ 1957年の約1.33億ha (20億畝)をピークに以降は毎年漸減し､ 1991年末には,

約47万baの新規開墾が進められた半面､国の基本インフラ整備事業用(15%)
､林地転

換(26.5%)
､または牧畜用地転換(ll.5%)等あって全体で約50万haが減少,結果とし

て9,565万baと縮小し､建国当時の10,930万ha (16.4億畝)を清々下回るに至っている｡

農耕地の内,畑地(樹園地を含む)及び水田の占有面積は,夫々6,995万ha (全体の73%)

と2,570万ha (27%)であるo畑地の内､藩政受益面積は､約2,260万ha (畑地面積の

32%または全体耕地の24%)である｡実質耕作面積については､ 1.4億ba-1.5億ba (耕地

利用率1.56)を維持している(出典:中国統計年鑑) .

2.1.2国民経済と社会発展10カ年計画(1991-2000)

現行の｢国民経済と社会発展10カ年計画(199l-2000) ｣では､計画目標の設定を三

段階に分け､即ち､第一段階では｢当初5年間(第8次5カ年計画:1991-1995)に国民総

生産を1980年の2倍にする(この日標は, 1992年末現在既に達成済みである) ｣
,第二段

階は｢国民捻生産を第9次5カ年計画: 1996-2000)までに1980年の4倍にする｣また､

最終第三段階では｢来世紀中頃までに国民一人当たりの稔生産を中進国の水準に引き上げ

る｣ことを構想している｡また､以上の目標を達成するための戦略として次の5項目の方

針が打ち出されている｡

1)国民稔生産を年率6%程度の水準で伸ばす｡

2)国民の生活レベルを｢温飽(最低生活水準) ｣から｢/ト康的水準｣に到達する｡

3) 21世紀初頭までに社会経済の持続的発展に必要な物質的･技術的基礎を築く｡

4)公有制を基本に計画経済と市場経済を有機的に結び付けた経済体制を確立し､

その運用を試行する｡

5)社会主義文明の水準向上に努め,社会主義民主法体制を創設する｡

なお､以上の開発戦略の中で､特に､且国且こ.鹿部.9.鼠蕊塵よ施蟻_8_i_.i.i.i,.盈会紀_a風

見投.盗丘.重点.49__L=.丘_～..1束戯Ri_j5_也.i_.q2_{農急進_A_i"_Q_鹿汲盈蓋崖B:_皇鳳.i.改選最悪_*ql:盟

.i.3I_b.且.?..紘.i._～_:.a_良..

1993年11月､中共第14回中央委月会第三次全体会議では､ ｢社会主義市場経済体制の確立｣に係

わる対策を討議し,この中で以上の開発戦略についてより具体的な方針を打出した｡この討議では,

｢皇国定温6_i.,..皇国_Q_此奴放会主義陸劉.q2_畠._i..7;_､…近_4;_1.嘘生園1_;去皇..(鹿変It.[=_g__.E.P.B.,_.A.衣

乱k_宝鑑.tま良ゑ乱_･_度会盈軌基.I..i_鑑馳_2.2_I.広盈.T.劫盈敗_?.a.ゑ戯温風_&箆乱Mt._.i..T_鬼邑∠

彪鑑三ぬ..国丘企蕊紀宝_q2._}N.a..i.基点.追.I_iE.L=__J.組反転盈.i"t.I_A..a_.Q.鹿丑L.鹿追鼠於_ii.a_資温敢
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塵虚改藍E_.tk_1.丘境盟混成戯及空虚貌民盈皇=_A.i;_∠拡充_i.左ふ.孟ム..虚血鹿渡.q2_a_軌且加速鼠L=.蕊

盈L三丘_f=.9_.乱甑経汲#_刺_*.,,と社会主義jヨヨ漫経度佐敷ユ～q及圧旦.I__?_k_,1__紘..恕2L晩鑑温f:j2B5.Q.蕊

鼠と過去庶広.W.L=_盈鼠孟&脆詞広鹿屋.i.LV).良.礼.払よ.Q"%f._t見放i_i__i.度会藍藍力.i慮_4Hl..*,且

盈汲_Q_蕊最盛.g_i=.ム民生活.i.且力丘二段_i.血よ.a_i_.i_屋敷力.i.A_?"fgJとの評価の上に立って当面

の中国経済体制改革の新形成と新任者について以下の基本的方向付けを行った｡

1)社会主義市場経済体制は,社会主義基本制度と相続びつくもめであり､従って､社会主義市

場経済体制の確立は､国家のマクロ経済的管理のもとで資源利用の効率的配分を定着させる

基礎的な役割を担うものである｡この理念に沿って社会主義市場経済体制を確立するために

は､先ず,公有制度を主体とした多種/複合経済要素相互の有機的発展を堅持しなければな

らない｡国有企業経営のメカニズムの転換を∵歩進め,市場経済の需要に対応できる生産権

利(自由生産の権利)を明かにすると共に権利と責任の範囲を規定する｡また､行政と企業

の分離と科学的近代企業制度を確立する｡全国的に統一した開放市堤(自由流通市場)を創

設し､都市(城)及び地方(郷鎮)市場を有機的に結ぶ体系を確立する｡また,国内市場と

国際市場を連係し,資源の活用化を更に促進/強化する｡政府の経済管理機能を改善する｡

労働の適性配分により労働生産性の効率向上と公平な収益配分制度の運用により地域経済の

発展と地域住民の所得倍増双方を推進する｡なお､社会主義市場経済体制の創設過程に於て､

以下の諸点に留意する必要性を指摘している｡

a.思想を開放し,客観的事物の法則性を追及する｡

b.経済開発を中心に改革開放し､経済発展と社会的安定を有機的に推進する｡

c.大衆の創造精神を尊重し,大衆の直接的利益を重視する｡

d.全体的推進と重点的突破を相結ぶ｡

2)公有制を主体とした近代企業制度は,社会主義市場経済体制を基礎に次の事項を基本として

国有企業のメカニズムを転換し近代企業制度を確立する｡

a.生産権利(自由生産の権利)を明かにする｡企業の国有資産の所有権は,国家に属する｡

企業の所有､即ち､国家を含む出資者の投資による資産形成は,全部が法人財産権であ

り,民事権利をもって民事責任を課せられる｡

b.企業それ自体が法人財産であり､法により自主経営し､経営上の損失を補い収益の増加

を図る努力義務が課せられる｡税制に基づき税金を上納し､また､出資者に対する資産

保持と正当な収益配分の義務を負う｡

c.出資者は､企業に対し投入した資本額応じた所有者の権益､即ち,資産受益､重要な決

済事項に対する関与と企業管理者の選定等に対する関与の権利を持つ｡他方,企業の破

産時には,出資者として投資資本額に相当する企業の債務と有限的責任を負う｡

d.企業は,市場の需要に応じ生産経営を組織し､労働生産性と経済公益の向上を目的とす

る｡政府は企業の生産経営活動に直接関与しない｡企業は市場競争を通じて統合/淘汰
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される｡また､長期的経営の収支に大きな資産的損失が生ずる､または財政が困窮すれ

ば,法により倒産する｡

3)企業の指導体制と軌織管哩制度を改革/改善する｡また､企業中の国有資産管理を強化する｡

4)公有制の主体となる多種経営の要素を稔合的/有機的に発展させる環境を堅持する｡即ち､

国有及び集団企業を積極的に発展させると共に個人/私営企業並びに外資企業の振興を図り､

これらを法的に管理する体制を強イヒする｡公有制の主体的位置付けは､主に国家及び集団所

有資産の社会稔資産としての優劣で表現する｡

5)市場メカニズムが資源配置の中で基礎的役割を発揮するには､市場体系を整え,市場経済を

育成する必要がある.即ち､生産に係わる各種市場活動を活性化する.また､兼範市場の運

営をもって経済セクター間の格差を是正し､更に地域間の封鎖的市場環境を開放する｡不等

な市場競争を管理/取締り,平等かつ公平な市場競争環境を創設する｡併せて価格改革を推

進し､市場価格のメカニズムを確立して適性価格の管理を徹底する｡而して､統一､開放､

自由/公正な競争並びに秩序有る大市場を形成する｡

6)現在の市場流通体系の改善と構造的機能の育成/活性化は､重点的に金融市場､労働力市場,

房(家屋)地市場(不動産市場)
､技術市場､情報市場等を対象とする｡

a.金融市場については､銀行融資を主として発展拡充を図る｡資本市場は積極的に安当な

債券(社債)
､株式投資の形態に発展せしむる｡及範株の発行と株式市場の段階的規模

拡大を図る｡貨幣/為替市場は､規範となる銀行の相互貸借を票証で処置し､中央銀行

は国債の発行を展開する｡

b.労働力市場は､労働に係わる諸制度を改革し､段階的に形成する｡

c.不動産(家屋及び土地)市場は､規範を設定し運用に踏み出す｡

d.一技術及び情報市場は､暫時,段階的に発展させる｡本件は､競争機能の導入と知識産業

の権利保護､技術の有償移転を実行し,技術並びに情報の商品化と産業化を実現する｡

7)市場の中間媒体(卸売り市場)を組織/形成し,価格､流通量等市場流通に係わる諸サービ

ス,公証､監督の役割を期する.また､一般行政の中にあっても市場管理と監督機能を改善

/強化し,マクロ的経済管理体制の確立と運用をもって市場中間媒体の適正な活動を指導す

る｡

8)政府職能を改変とマクロ経済コントロールの政策施行により基礎施設建琴を活性化し､良好

な経済発展の環境を整える｡同時に､社会配分の調節と社会保障を制度化する｡人口増加を

抑制し､自然資源と生態環境を保全する｡国有資産の管理と国有資産経営を監督市､国家経

済と社会発展目標を実現する｡政府は､経済手段,法律手段及び必要な行政手段により国民

経済を管理する｡但し､政府は､企業の生産経営活動に直接関与しない｡

9)財務/税制改革を積極的に推進する｡本件は,近期及び遠期の改革目標を設定して行う｡近

期改革の要点は,以下の通りである｡
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a.地方財政に係わる瑛行の包干制(請負制)を中央と地方事権各々を基礎として合理的に

分税制を確立し､中央の税収と地方税収の体系を区分する｡国家の権益とマクロ･コン

トロールに必要な税種は､中央現に組み入れる｡経済発展に直接関係ある主な税種は,

地方及び中央双方の税金とする｡地方税を充実し､地方税収を増加する｡

b.統一税法､公平な税負担､税制簡素化と合理分権を原則とし税収制度を改革/改善する.

増値税(付加価値税)を主体とする流転税制度の内､小数商品に対しては消費税を収め

るo大部分の非商品経営に対しては続けて営業税を徴収する｡国有企業の所得税の税率

を低げ､他方,エネルギー,交通/運輸等公益事業に対する重点建設基金及び予算調整

基金を取り消す基本政策の基で企業は税金を上納する｡

c.複式(複数)予算制度を改善/尤範化する｡

d.金融体制の改革を加速する｡

e.投資体制の改革と投資環境の改善を図る｡ 0

f.計画体制の改革を加速し､計画管理職能の合理化を加速する｡

g.中央と地方の管理権阻を合理的に区分し,中央と地方双方の自主的管理と経営の活性化

を図る｡

10) 合理的な個人の収入配分と社会保険制度を確立する｡個人の収入配分については､実質労

働に基づく配分と多種類の収益配分方式を併用する｡いずれについても労働効率を優先的

に評価し､かつ,公平配分を原則とする｡労働者の個人的労働報酬は､これまでの平均主

義的均等配分を撤廃し､各人の労働能力と労働効率によって査定する｡即ち､多労多収に

よる合理的差別を基本に置き労働意欲の昂揚を図る｡なお､企業､事業部門と行政機関の

雇用については､各職種の特徴及び職能を考慮した給与及び昇給を制度化する｡

ll) 国家は,法律により法人と個人の合法的収益と財産を保障する.都市(痩)及び地方(郷)

住民の貯金と投資を奨励し､個人資本等生産投資と収益配分を許可する｡

12) 社会保障の各種類型を基に､資本来源と保障方式(統一的な社会保障体制)を確立し,企

業に於ける高齢者対策及び失業保険制度を改善徹底する｡即ち､社会サービスに係わる諸

制度/機能を強化し､企業の負担を軽減する｡これにより企業の組織機構調整を促進し､

企業の経済効益と競争力を向上する｡

13) 農村経済体制改革を更に推進する｡農業､農村及び農民問題は､中国経済の発展と近代化

建設に於ける根本的問題である｡農村部に於て当面解決を必要とする問題は､主に食糧､

綿花生産の相対収益が低下すると共に工業/農業双方の生産品の価格格差が拡大している

ため､農民の所得向上と農家経済(財務)環境が大きく阻害されている｡従って､この間

題の解決には､党の基本的農村政策を安定させ､農村の近代化建設を更に進め農村経済の

発展を加速する｡また､農民の所得水準を高め､農業の基薩的地位を向上させる｡而して､
カ＼

今世紀末迄に農業の経済水準を一段階向上させ､農民の生活水準を｢温飽｣カ/ら｢/ト康｣

レベルに到達することを目標とする｡

14) 中国農村経済の発展は､現在､構造調整と収益向上を目標とした開発段階に至っている｡

市場が農産物消費の需要/供給の変化に適応できるので､耕種生産構造を改善すれば､農
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業は､量/質共に大きく伸び,高い収益性が期待できる方向へ発展が可能となる｡食糧,

綿花等基幹作物の生産を漸次永続的に拡大することを前提とし､農村の産業構造を調整す

る三郷鎮企業とその他非農業産業の発展を加速し,もって,農村部の余剰労働力に対する

就業機会を拡充する｡農業生産構造と農村産業構造の調整を実現して農村市場を育成し,

都市と地方相互に顕在する社会･経済的閉鎖性を打開し市場流通の活性化を推進する｡農

村経済の発展/開放により､各種経済資源の最も広範な流通を期する｡

15) 家庭遺産請負を基本とする責任制と統分(一括的播種と肥培管理の分担)を併用した二重

経営体制は､農村に於ける一つの基本的経済体制として､今後､長期間の推移の中で穏や

かに定着するものと考えられる｡土地の集団所有の前提を堅持し､耕地の請負期間を琴長

する｡また,開発性生産項目の請負経営権の継桑を許可する｡法に基づき土地使用権の有

償移転を許可する｡ /ト数ではあるが比較的経済が発達した地方では､大衆自厳原別の下で

請負移転､入株(寄合い珠)等多種形式を取り入れ適当尤模の経営が発展/定着する.こ

れらの制度化と運用は,確実に農業労働生産性と土地利用率を向上するものと期待できる｡

農村(郷鎮)部の集団経済観歳については,段階的に集団資産を累積し,集団経済規模の

拡充を図る｡農村社会の服務体系を農業専業化､商品化､社会化を促進し発展させる｡

16) 政府は､農業生産の支持と農民利益の保護を強化する｡また､貧困地区,特に､革命老区,

｣､数民族地区,辺遠地区の開発を支援する｡

17) 上記の対策措置と関連し､対外経済体制の改革､科学技術体制と教育体制の改革､法律制

度の改正と強化等を更に推進する｡経済体制改革に伴う旧体制の固有的部分の改変と体制

転変中には,必ず各種の不合理的利益の格差が形成されるc従って,体制の改革と発展/

安定の関係と各方面の利益関係を良く見極め対処する必要がある｡また,健全な国民経済

の発展を期するには,一切の積極的要素を動員して有利な諸条件を創設することが肝要で

ある｡従って,党の指導を強化改善し,今世紀未に社会主義市場経済体制を初歩的に確立

することを目標とする｡

以上の経済開発政策の基本に立つ｢国民経済と社会発展10カ年計画(1991-2000) ｣

の開発理念は､農業分野の開発に優先順位を置き､特に,食糧の増産と安定供給が最重点

課題となっている｡食痩生産は､ 2000年までに5億ton達成を目標としている｡この食糧増

産計画には､品種改良､施肥法の改善,栽培管理の合理化等の農業科学技術革新の継続努

力､低･中位生産耕地の改善に加え､農業水利施設の拡充強化等､生産基盤整備事業の推

進が構想されている｡特に､港概開発については､受益面積を1990年の釣4,810万ba (

7.22億畝)から2000年をEl標年に置き､ 5,440万ha (8.16億畝)まで増やす必要があると

している｡

地域農業開発を長期的戦略として組織的に実施するため,政府は1978年2月に採択した

｢国民経済発展10ケ年計画要綱｣の中で構想した全国12ケ所の大洗模商品化食糧生産基地建設計画

を修正し､ 1988年,三江平原､遮河三角洲等10地域を指定し､重点商品化食糧生産基地建設

計画を策定した｡これら指定10地域には,既耕地が合計3,130万ba (4.7億畝,全国耕地面

積の約1/3相当)あるが,この内,低･中位生産性耕地が2,470万ba (3.7億畝)を占める｡
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計画では､今世紀末までに稔事業費535億元を投入し､新鹿開墾約220万ha (3,259万畝)

及び低･中位生産性耕地2,220万ba (3.33億畝)の基盤整備･改良,更に､造林220万ba (

3,300万畝)
､草地改良270万ha

(4,000万畝)
,果樹園改良70万ha

(1,115万畝)
､水産

養殖池の拡大90万ha (1,340万畝)等が企画されている｡この計画事業の完成に伴う増加

生産量ついて､政府は､食糧6,119万ton,綿花･抽料･糖料などの経済作物合計760万ton､

肉類493万ton､水産品283万tonを見込んでいるo

2.2駅西省の一般概況

2.2.1自然環境

駅西省は､北京の西方1,200Kmに位置し,省都西安を中心に古くから開発が進められ発

展してきた｡駅西省の総面積は､ 20.56万km2 (全国土面積の2.1%を占める)あり､この

内,概ね17%相当に当たる3.48万km2 (348.4万ha)が開墾され農耕地として利用されて

いる｡耕地に対する農業人口一人当たりの平均占有面積は､約o.13ha (1.95畝)または-

農家当たりの平均演模で0.52ba (7.8畝)と極めて狭小である｡

省地域の年平均気温は12.10c､全省平均の降雨量は618.2mm,無霜期間207日である｡

省地域は､大きく湿潤地区(乾燥度<1.0)
､半湿潤地区(乾燥度=l.0-1.5)及び半乾燥

地区(乾燥度=l.5-2.0)に大別される｡調査対象となった関中港区地域は半湿潤地区に

属する｡

省地域に厳存する天然資源は,以下に要約する通りである｡

土地資源:
耕地面積 348.4ba

未悔恨可耕地

林地

草地

未利用地

林木資源:

有用材森林
森林被覆率

林木蓄積賦存量

水利資源:
河川年間捻流出量

その内, 黄河流域

長江流域

地下水厳存量
その内 利用可能量(平原地区)

包蔵水力

その内 黄河流域

長江流域

鉱山資源:

石炭
鉄鉱

燐鉱

石灰岩

抽頁岩

その他鉱山資源

38.2

836.3

353.5

184.6

a

a

a

a

b

h

也
.
h
]

348.4 ha

24.1 %

3.2 億m3

414,42 億m3

92.97 億m3

322.45 億m3

169.69 億m3

32.82 @m3

I,438.46 万KW

580.37 万KW

858.09 万KW

1,562.0 億ton

65,104.2 億ton
57,439.2 億ton

466,843.6 億ton

64,164.6 億ton
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2.2.2駅西省の社会経済現況

1992年未の総人口は, 3,340万人､また､稔戸数は836万戸(平均世帯一戸当たり4人)

である. 1982年以降10年間の人口自然増加は約509万人で,年間出生/死亡人口比から求

めた平均自然人口増加率は12%内外である.農村及び都市地域の人口は､各々l,655万人

(49.6%)と1,685万人(50.4%)とほほ同率の分布であるo同年末の漁労働人口は2.143

万人,この内実就業者絵数は, 1,671.5万人(64.1%)である.都市部の就労者数は約

413.5万人(24.7%) ､また,農村部の就業者は､ 1,258万人(75.3%)である｡部門別就

業者は,夫々第一次産業1,046万人(62.6%)
､第二次産業321万人(19.2%) ,第三次産

業287万人(18.2%)であるo

1980年代､中国政府は,近代化構想実現のための基本政策として｢2000年工農生産4倍

増計画｣を策定､ ｢対外開放･対内活性化｣の思想に添って諸制度を改善する等各種努力

と経済建設を進めてきた｡駅西省に於ても,これら経済改革と対外開放政策の実効は著し

く,国民稔生産(RGDP)は､ 1978年の81.33億元(実勢価格)に対し, 1985年の181.36

億元､また､ 1991年には494.45億元(実勢価格)と著しい増加を記銘している.国民一

人当たりRGDPも1978年の338元から1992年の1,461元と当初の2000年4倍増計画を早くも

達成する状況に至っている｡ (出典:駅西省統計年鑑1993) 0

駅西省の国民捻生産(RGDP) 単位:億元

1990年 1991年 1992年

内幕

第

第

国

通

険ビ

業

業

業交

保
】

産産

産

業
産
/

/
サ
人

生
次
業
次
業
築
次
信
業
融
共
収

稔
一
農
二
工
建
三
通
商
金
公
外

(運輸)

347.85 428.78 494.45

105.56 116.88 127.02

105.56 116.88 127.02

157.15 185.90 222.71

134.11 157.40 188.66

23.04 28.50 34.05

Ill.34 125.12
･

143.76

30.47 31.55 36.94

9.78 12.22 13.70

25.49 30.16 34.01

45.60 5l.19 59.ll

0.80 0.88 0.96

駅西省の地区別の経済指標は以下に要約する通りである｡

映西省の地区別国民給生産(RGDP/1992)

関 中

辛 項 西安地区 銅川地区 宝鶏地区 威隈地区 市有地区

駅 南 駅 北

捨人口(万人) 623.2

社会労働者人口(万人) 347.7

国民稔生産(俵元) 144.6

社会捻生産(健元) 330.9

農村社会捻生産(億元) 102.3

農業捨生産(億元) 32.1

工業糖生産(億元) 229,6

国内商業(使元) 100.8

5

4

3

2

-

7
一
b

5

8

9

ー

5

′○

つ
一
′
○

′0

7

tノ

ー

2

445.3 493.2

225.1 258.2

62.2 57.9

143.5 11S.0

69.7 60.1

33.7 30.0

i9.6 60.9

24.4 24.2

880.5 481.9

419.0 199.9

99.3 46.2

171.8 80.1

97.9 37.9

59.9 25.6

76.1 33.5

38.5 16.8
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駅西省地区別国民経済主要指標(1992年)
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2.2.3 駅西省の農業

駅西省の土地利用現況(1992年現在)は以下に要約する通りである｡

駅西省の土地利用現況

事 項 面積(万ba) 占有率(%)

総面積

地形区分:

山地

高原
平原

土地利用:

農耕地
水田

畑

その内､港漉畑

林地

草地
その内,改良草地

果樹園

水域

その内､養殖水面
その他

2056 100.0

740 36.0

925 45.0

391 19.0

348.4 16.9

17.5

331.3

101.0

836.3

353.5

23.9

19.2

41.0

2.9

457.6

1

4

1

つ一

oO

-

9

7

つ
一
2

9

0

-

rJ

O

6

4

0

7

ー

0

つ
一
〇

2

出典: 映西省統計年生(1992)

国民稔生産の内,農業生産は,概ね25%相当を占め､実質127.02億元である｡農業生産の主要

品目及び生産量は､以下の通りである｡

主要農産物の生産量(1991年実線) (単位:面積ba､生産量ton,単位収量ton/ha)

1 9 9 1年 1 9 9 2 年

農産物 作付け面積 稔生産量 単位収量 作付け面積 稔生産量 単位収量

食糧作物

小麦

水稲
トウモロコシ

大豆

綿花

油科作物
煙草
糖科

議案

果実

畜産(豚牛羊)
肉類

牛類

毛類

卵類

蜂蜜

水産物(養殖魚)

4,088,670 10,476,000 2.56 4,059,330 10,316,000

l,6g8,000 4,406,000 2.61 1,660,000 4,183,000

1 62,000 l
,027,000

6. 35 1 60,670 997,000

1,028,000 3,535,000 3.43 1
,000,000

3,462,000

286,670 26l,800 1.94 274,000 265,loo

134,670 89,900 0.68 138,670 55,200

305,330 354,300 1. 16 323,330 356,300

81,200 144,200 1.77 94,130 152,900

4,085 93,200 22.8 1 4,5 10 74,800

144,000 146,000

BOO,600

536.3

236.8

5,374

254,7iO

5,130

- I,146,900

595.7

256.1

5,450

- 290,040

5,300

28,870 26,820

3

2

0

7

′0

1

0

つ
ー
7

5

5

2

4

9

4

-

′
h
)

5

つ
一
2

′b

3

0

0

-

-

′○

l

[

1

39

-
-
I

I
-
0
.

出典: 駅西省統計年生(1993)
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なお,農業の機械化率及び藩政率は以下に要約する通りである｡

(単位: ha)

稔耕地 機械耕作 機械播種 機械収穫 有効港 その内ホ○げ

面積 面積 面積 面積 液面積 港洗面積

1992* 3,484,000 I,709,440 l,290,010 1,303,190

(%&* : %) (100) (50) (37) (-) (37) (-)

出典: 駅西省統計年dE (1992)

水利及び治山治水事業の実績は､以下の通りである｡

水利及び治山治水事業の実績

地 区 1'ム(水庫) 貯水容量 港漉排水事業 水源保安植林 流域保全対象
(座敷) (万m3) 面積(ba) 面積(ba) 面積(ba)

省全域 1,304

開中 445

西安地区 116

鋼川地区 26

宝鶏地区 126

威陸地区 70

肩南地区 107

駅 南 489

454,028 832,670

140,384 618,630

15,861 193,430

3,574 7,310

66,765 11l,570

27,243 158,000

26,941 148,320

63,434 134,760

4,01 1,300 7,039,130

710,690 1,775,960

87,650 219,510

74,120 131,890

248,040 520,700

182,480 502,610

118,400 401,310

1.268.130 l.976.520

駅 北 362 179,049 768,730 2,032,500 3,286,650

出典: 駅西省統計年輩(1992)

2.2.4 駅西省の中･長期社会経済開発計画

(1)農業開発政策

中央政府は,現行の国家開発政策の中で農業を経済社会開発の基礎と考え,以下の農

業振興対策を掲げている｡

1)農業開発投資の増加

2)農産物価格の調整

3)食糧作物生産区で専用備蓄制度の確立

4)農業生産資材の生産増強と安定供給

政府は､駅西省を｢中･西部開発途上地域重点開発投資政策｣の対象地域として取り

上げ､省地域の農業及び農村工業振興を推進する計画を掲げた｡即ち,駅西省は､実質

的に新しい開発段階に入ったと言える｡

駅西省社会経済開発10カ年計画は､以上の中央政府の開発政策並びに計画策定要領に

基づいたもので､その開発理念は, ｢今世紀最後の10年間を省地域が中国の特色ある社
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会主義市場経済体制を確立する課程に於て引き続き発展する期間と考え､全面的な経済

振興と社会発展の促進によって省地域の近代化水準の向上を図る｣ことを基本としてい

る｡

(2)開発の基本方針

駅西省は､ 1980年代,特に後半の七･五計画の実施に於いて社会･経済の目覚ましい

発展を遂げた｡しかしながら,省地域の開発には,開発資金の不足から｢生産基盤杢備

の立ち遅れ,特に､生産活動の最大の制約要因となる水資源開発/利水環境及び施設整

備の遅れ｣ ､ ｢既存の生産支援施設及び機械の老朽化/更新費の負担増加｣ , ｢農業生

産物の貯蔵能力並びに市場流通に対応した輸送手段の不備｣ , ｢付加価値生産を支持す

る産業構造または企業化組織の低迷｣ , ｢資産,資源､労働力の未活用部分が多く経済

効率が低い｣等まだ多くの未解決の問題と改善の余地が残されているのが実情である｡

以上､中央政府の基本指導方針と省地域の80年代の開発実東亜びに残された各種課題

に照らして構想した90年代の中期(八･五計画)及び長期(10カ年計画)経済社会開発

の基本方針は､概ね以下の通りである｡

1)省地域の各種生産部門の生産性並びに経済効率の向上を図ると共に産業構造の改善

と近代化を進め,中国の特色ある社会主義市場経済の中で地域の社会経済の活性化

と自立を目標とする｡即ち,地域に既存する資源の合理的有効活用を開発の理念と

し､農･工生産と･商業活動の均衡のとれた稔合経営体制の確立と発展を期待する｡

具体的には:

a.地域社会･経済の基盤である農業生産の増強と経営規模の拡大を支持できる開

墾と生産基盤整備水準の向上を図る｡特に,制約条件の大きい水資源について

｢抜本的開発(ダム建設と既存水庫の改修) ｣と･｢農業用水の接水(水路防漆

工/Canal Liningの徹底導入と普及)利用等｣を基本とした利水環境/施設整

備を行い､かつ,水資源利用管理の技術体系を確立する｡

b.地域の特性を活かした農業の多様化と個体及び集体東包による農業生産経営体

系の強化と整備を進め,農業生産の合理化と市場経済に対応した生産構造を創

設する｡

c.工･商業等企業についても経営に係わる諸制度･規範を整備確立し,経済連合
体と企業グループ化促進､私企業の振興育成等企業経営の合理化と市場経済に

対応した企業構造の改善と活動の活性化を図る｡

2) ｢科敦輿墾｣をスローガンに置き､科学技術の研究開発と技術普及を重点的に推進

する｡生産従事者の教育/訓練を徹底し､省地域全体の生産性並びに生産事業経営

の質的向上を図る｡

3)生産増強と経営合理化による生産各部門の財政的自立を目指す｡特に､ 固定資産

投資と投資の運営管理を強化し､省地域の円滑な経済社会発展を期する｡固定資産

投資については､農業基礎建設(農業生産基盤整備及び農業インフラ整備)
,既存

企業の改善/改造､並びに基本建設工程及び予算管理の徹底を基本とする｡
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第三省 関中港瀧区の現況

3.1.関中藩政区の概況と経済的位置付け

関中港区の在る滑河平原(別称｢関中平原｣ )は､駅西省中部に位置し､西側及び

南･北側夫々の三面を山に囲まれ東部の黄河氾濫原に開ける河谷盆地を形成している｡

清河平原は､西の宝鶏峡から東部の黄河に至る東西393km､また､南の案嶺から北の

駅北黄土高原に至る南北約200km､実質絵面積41,000km2の広がりをもち､俗に｢

800里秦川｣と呼称されている.滑河は,関中平原のほほ中央部を西から束へ流下し

ている｡地形は､滑河及びその支流の低･高水河川敷と大きく5段階に区分された洪

積河岸段丘,黄土台地並びに山裾に発達した洪積扇状池で構成されている｡海抜

350m-700m,地形勾配は概ね平坦-凄く緩傾斜であるo土壌は､所謂貴土(Lo?sses)

の堆積層で､極めて肥沃である｡

この地域の気候は､中国の分類で｢亜熱帯半湿潤性気候区｣
､また､農業気象区分

では｢二年三作地区｣に属する｡年平均降水量は, 500mm-600mm,年平均温度

120c-140c,無霜期間210-220日である｡

西安地区 銅川地区 宝鶏地区 威陸地区 肩南地区

年平均気温(Oc) 13.3 10.4 12.7 12.6 13.1

平均風速(m/see) 1.5 2.2 1.3 2.3 1.3

日照時数(時間) 943.2 2,432.8 1,925.3 1,770.8 2,094.9

平均相対湿度(%) 70 64 68 71 72

無霜期間(日) 211 207 213 213 211

年平均降水量(mm) 539.4 630.1 712,9 537.4 596.1

滑河平原地域は,土地資源､水資源及び気候的環境に恵まれ,駅西省首都の西安及

び清水対岸の威陽市を中心に古くから開発が進められ､現在では駅西省の政治､経済

及び文化の中心となっている｡地域の行政区分は､宝鶏､威陽､西安､肩南､鋼川の

5地区市と37県(市･区)が含まれる｡

全駅西省 西安地区 銅川地区 宝鶏地区 威陽地区 肩南地区

市地区 4

県 85

市直轄区 14

鎮 397

林 2,203
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清河平原41,000km2は,挟酉省全体の約20%を占める｡この内,耕地面積は､ 187.2

万haまたは2,807.8万畝あり仝省の53%8こ相当する.庶人ロは､ 1992年瑛在､ 1,977.8

万人,この内､農業人口が1,499.7万人(75%または全省農業人lコの55.4%)である｡

農業人口一人当たりの平均耕作面積は, 0.13haまたは1.9畝と極めて狭小である｡
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(単位:千人)

全駅西省 西安地区 銅川地区 宝鶏地区 威隈地区 清南地区

捻人口 33,402.9 6,232.0

男 17,432.7 3,212.S

女 15,970.1 3,O19.2

非農業人口 6,442.1 2,364.5

農業人口 26,960.8 3,867.5

稔戸数 8,361.4 1,625.5

785.4 3,375.1 4,453.4 4,932.5

419.0 1,761.7 2,305.9 2,521.6

366.4 1,613.4 2,147.5 2,410.9

344.7 660.8 714.9 696.4

440.7 2,714.3 3,73i.5 4,236.1

188.6 g28.4 1,064.0 I,194.5

関中地域の水利事業は､歴史的に秦始皇帝の時代に端を発する｡また､水利専門家

季儀棲氏が主催した軽,洛,肩等｢関中人恵(閑中平原古代農地水利事業の研究) ｣

は,閑中水利事業発展の基礎となった｡建国以来,関中農田水利建設事業は目覚まし

く発展し､現在までに大･中藩政区が24ケ所,小型藩政区が数百ケ所に及でいる｡こ

れら港概区の有効稔藩政面積は, 963,700ha (1,445.5万畝)で,全省地域の有効稔港

概面積1,263.130ha (1,894.7万畝)の76%iこ相当する｡ 1990年の藩政区食糧作物稔生

産量は500万tonで､全省食糧作物稔生産量の47%,また,関中地域給食糧作物生産量

の優に72%を占める｡

藩政規模が20,000ha (30万畝)以上をもつ｢宝鶏峡｣ ､ ｢軽恵渠｣ , ｢交口抽洞

(滑河揚水) ｣等閑中地域の九大港概区は,関中農業の中心を成すもので､これらは,

滑河に沿って東西に連鎖し､滑河流域の大半を占める(付図:関中東区の分布と主要

港耽系統を参照) ｡

閲中産区では,開放政策後､港概施設の老朽化の進んだ怪悪夢港区,洛恵薬液区に

ついて改修/再開発を行い,また, 1960年代末には,原上自流導水海区を新設,竣工

後､これを滑恵水と合併して貯水,導水,揚水､排水機能を有機的に結び付け｢宝鶏

峡導水藩政区｣を発足させた｡ 1970年代初期には､凍家山､羊毛湾,石壁川のダムが

竣工､ 1980年代には,桃曲坂港区の建設と老梅恵水路を基礎とした石頭河港区の建設

が行われた｡

1990年の調査統計資料によると,以上の九大藩政区の港概施設総面積は,

592,550ha,この内､純藩政総受益面積は,地下水/井戸潅概166.190haを含め都合

529,640haに及んでいる.これは,全省の絵耕地面積の約15%8こ相当するものであるo

なお,以上の藩政総面積の内,地下水と表流水を併用する藩政面積は, 184,240haで

ある｡

関中養親区の受益地には,宝鶏,威陽､西安､洞南､銅川の5地区市37県(市･区)

の内25県が含まれる.港概区の直接受益農業人口は､ 552.05万人である｡

九大港耽区では､小麦,トウモロコシ､綿花,柏葉等畑作物並びに林檎,杏,桃等

果樹の生産が盛んである｡単位面積当たり畑作物作の付け指数は､概■ね1.7 (170%/

午)である｡ 1990年の関中港区に於ける平均収量は､ 7.83ton/ba (522kg/臥)であ
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駅西省関中潅区渡概･排水受益地区の一般諸元(1/2)

表
せ
静
岡
･
1
7

宝鶏峡潅区 匝恵染液区 交口港区 桃曲坂港区 石頭河港区 裾家山漁区 羊毛湾潅区 洛恵渠海区 石壁川港区 合計/平均

港区権属 省 省 省 省 省 地区 地区 地区 地区

ゴjL 原下l2/1937

原上7/1971

6/l932 1963 1980 198l 8/l974 γ1970 〟1950 7/1975

多年平均降雨量(mm) 58l.3 533 554.1 480 816 636 537.9 502.7 525.2 574.0

683

主要土壌 壌質黄土 壌賓黄土 沙壊質黄土 壌質黄土 壌質黄土 壊質黄土 壌賓黄土 沙境質黄土

40

31

壊質黄土

港区稔人口(万人) 250 100 68 37 26 110 28 24

潅区農業人口(万人) 185 87 67 25 23 $5 25 23 55l

耕地面積(ba) 197,730 100,670 79,7(氾 33,570 26,610 69.l30 l8,970 58,CKX) 51,040 635.420

年間作付け指数 1.7 1.75 1.73 I.51 1.75 1.44 I.6 1.75 125

年食糧作物総生産(万伽) 136.87 56.53 41.09 10.5二l 6.83 45.54 12.17 28.29 4.31 342.14

食糧作物単位収量(to叫1a) 8.7 8.43 7.53 6.85 8.32 6.58 6.37 8.74 3.15 7.83

119.07

18.66

主水源(河川) 滑河 撃河 市河 阻河 石頭河 千河 漆水河 洛河 石壁川河
多年平均流出量(億m3) 原下2l.51

原上28.05

頭取工

20.3 56.8 1∴l 4.48 4.9 0.85 8.37 0.76

取水方式 頭取工 自然取水

37

タ●ム取水 タ'ム取水 タ'ム取水 タ◆ム取水 頭取工 タ●ム取水
堰/タ◆ムの形式 溢流堰

原下50

原上45

7.96

4

2.29

溢流堰

46

土碇 土石碇 土堤 土碇 .I+I',巨

18.5

土堤

設計貯水量(億m3) 0.57:乙 1.47 3.89 1.2 0.622

タ●ム有効液概貯水量(億m3) 0.325 1.2 2.86 0.522 0.323

頭取工設計取水量(m3/see) 2]L 70 42.5 10 ll.5

多年平均年取水総量(億m3)

補完水源(表流水):

中小型ダ●ム(含､溜池)

稔貯水容量(億m3)

3.34 2.06 0.55 0.66 1.45

6

0.231

0.4

4

0.23

2.04 0.2



駅凹~百l利一γ f臣LZi聴丁同: ●形F/j＼文血正犯LAVノ~取柏ノしt∠/∠)

雷
せ
帯
同
･
1
8

宝鶏峡港区 軽恵渠港区 交口港区 桃曲坂港区 石頭河港区 蒔家山蕗区 羊毛湾潅区 洛恵渠港区 石壁川港区 合計/平均

補完水源(地下水):

地下水水位(m) I-80 1-30 2-10 30-200

3

2.2/l8

22

1-10 0一-97 10-30 0-30 30-lCK)

9

1.4/l3

9

235

2.61

10

地下水硬度(grnit) 0.4一-0.S 1一-3 2.32 0.24 0.1-1.6 0.2S-1.52 1一-10

揚水機場(ケ所) 21 10 30 24 22 75 Eコ
揚水機出力(千kw/台数) 28.9/97 9.3〝0 l9.γ123 I.2/33 33.I/164

1

l1.Or24l 0.3/50

多年平均年間総揚水量(億m3)

其他施設:

小親模発電姑(ケ所)I

1.13

3

1.3/5

77

1.10

1

0.12 0.01

5

0.12

23

0.13

18

捻発電量(千kw/台数) 0.8/2

37

17.4/- 2.5/2 31.8/-

幹線.支線水路(路線数) 25 17 101 329

幹.支線水路延長(km) 1,109 380 343 230 118 690 246 236 3,5$7

構造物(個数) 5,362 1,755 1,769 884 744

I,36l

2,442 991 I.(泊3 1,507

185

l6.517

幹線.支線排水路(路線数) 29 $5 5S 32 204

節.支線排水路(km) 189.2 495.8 407.33

6S

202.4 1,294.73

同上構造物(個数) 632 2,003 1,842 951 5,428

機械井戸(眼数) ll,343 12,0$0 2,l88 3,012 802 1,(X氾 31,7$6

農道(捻延長,k皿) 605 137 132.7 118 678 91 141 2,l64.70

設計港耽受益面積(ha) 197,730 89,360 79,710 l8,930 24,670 90,670 21,260 49,550 20,670 592,550

実質有効港概面積(ba) l95,670 $3,990 75,200 15,330

770

l3,870 67,580 15,5(刀 49,550 12,950

130

529,640

其内､機械井戸藩政面積(ha) 61,4(刀 74,000 12,670 1,930 6,530 4,330 5,330 166,l90

其内,揚水港洗面積(ha) 6l,400 9,670 75,200 500 27,270 4,(X氾 5,300 184,240

年実藩政面積(ha) 171,6(刀 68,OW 76,∝X) 15,330 6,670 44,670 14,330 44.930 9,350 450.880

辛魅.湿害対策改善面積(ha) l38350 74,800 50,200 4,870 12,670 48,000 7,910 25,610 8,670 371,0$0

I

73.6

平年取水捻量(億血3) 7,98 2.03 2.06 0.55

6()

0.67

0.$5 1.05 0.27 1.75 0.2

藩政区整備率(%) 74.9 76 65.8 $0 83.5 70 82.5 70

水路導水係数 0.69 0.59 0.75 0.52 0.63 0.56 0.66 0.50 0.62

藩政利水係数 0.55 0.53 0.53 0.43

46

lO.51

0.47 0.45 0.48 0.57 0.42 0.49

藩政保証率(%) 75 78 75 72 75 50 75 75 69.0

年間利水捻収入(万元) 136.87 56.53 41.09 6.83 45.54 12.17 2S.29 4.31 342.14

年間利水管理給費用(万元) 5$0 562.00 502.(X) 457.00 555.(X) 439.00 425.00 583.00 210.00 4,313.00



関中濃漉区の港概用水利用指標(港耽保障率-75%)

表
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代表的

港乱開発面積(ha) 作物生産状況 年間港蔵書要量 年間'港蔽用水可能供給量(万m3) 年間港汲用水不足量(万m3)

施設面凍 有効藻洗面嶺

食模作物

単位収量

作物年間

作付け

港漉

利用

荘漉単位用水量(m3ha) 藩政用水

捻需要量 表汲水 地†水 表流水と 港混用水 捻不足量 夏作港漉 春作渡漉 冬作漣蔽純港漉 漁港漉

漣漉区 (Kgha) 指数 率(%) 用水量 用水量 (万m3) 地下水併用
▲■,,.;童

不足量 不足量 不足量

宝鶏峡漣区. 197,733 l95,667 g.700 1.70 0.55 3,960 7200 l40,880 79,S00 ll.300 20,500 100.300 40.700 25,㈱ 10,8(氾 4.loo

軽恵薬液区` 89360 84,(X氾 8,430 1.75 0.53 3.675 6,930 5$212 22.(X氾 10,000 l8,900 40,別X) l7.300 10.400 5.000

0

3,4(氾

1,9(氾

交口抽河港区- 了9,713 75200 7,530 I.73 0.53 2,910 5,490 4l.2$5 36,000 1.200 2300 3S.300 3.()α) 3,(X氾 0

洛恵壁港区. 49,547 49,547 8,745 1.75 0.58 3,713 6,93S 34,375 20,600 1,300 2卿 22,600 9,()α) 5,0∝) 600

羊毛湾港区一 21260 153CO 6375 1.60 0.48 2,550 5,ユlo 8.231 4,goo 1,200 乙500 7300 4,㈱ 2.6α) 1.4(刀 0

合計 437,613 419,913 16,$08 31,86S 282,9$3 163,200 25,CKX) 462W 209,4(刀 74,()α) 46,000 20,6CK) 6,600
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る｡軽恵渠港区､石頭河港区,洛恵渠港区,交口潅区(市河揚水)
､宝鶏峡港区の各

港概区では､連続多年間に亘り7,5ton/ha (500kg/臥)以上の収量を記録しているo

港耽区の単位面積当たり収量は,港概整備事業の以前に比較して一般に3-7倍に増加

している｡また,現状の非港概畑の収量と比較し平均的に3倍以上となっている｡

1990年度の食糧総生産量は､ 342万ton (全省の32%)あり､この内､商品化食糧は

50%以上であった｡

なお1今回の調査で現地踏査を実施した二つの港概区､宝鶏峡滑河導水潅区(約

197,730 ha.)及び径恵薬液区(89.360 ha)の現況並びに顕在する問題点を以下に要約

した｡

3.2 宝鶏峡滑河導水港区

3.2.1宝鶏峡清河導水海区の一般概況

宝鶏峡滑河導水港区は､欧酉省関中の西部に位置し,宝鶏林家村の頭取工で洞河の

水を取水､洞北高原の170万畝の農地を藩政している｡この内､表流水港液面積は

149.7万畝,地下水利用藩政面積が20.3万畝である｡なお､表流水港概面積には,磨

の清書水路からの揚水港概面積38.7万畝を含むo

港敵地区は満水の左岸に在って､西は宝鶏峡口,東は径河を境界とする.南は原上

の満恵水路港耽区に隣接し､北は鳩家山荘概区と接している.東西の長さは181km､

南北の幅は6.3km､最大幅は27.5kmである.地域内には,宝鶏,威陰両市地区13県が

含まれる｡行政の下部単位としては, 96郷/鎮､ 1,623ケ村, 7,056の農民小組が組織

されている｡郷･鎮部の総人口(農業人口)は約172万人､この内労働人口は､概ね

70万人である｡給農家戸数は33.5万戸である｡ -農家の平均港概耕作面積は0.5baで

ある｡

潅概区の行政区分､人口諸元

地区名 村 農民小組 農戸数 人口 農業労働力

金台区 1 2 7 443 1,955 1,018

宝鶏県 6 48 330 16,653 81,833 36,476

岐山県 1 5 40 896 4,246 1,590

眉県 2 18 96 5,820 26,749 11,319

扶風県 9 99 532 35,364 179,701 64,309

揚陵区 4 61 253 13,579 71,119 30,491

武功県 15 328 1,034 32,515 248,711 121,367

乾県 12 168 804 3l,452 150,822 57,567

興平県 5 11 234 l,546 78,033 357,340

直泉県 14 323 l,229 64,946 281,985 112,593

秦都区 13 293 964 46,656 239,025 105,660

径陰県 3 41 211 8,605 38,496 13,786

高陵県 1 3 10 523 2,366 755
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宝鶏峡滑河導水港地区の地形は､常輿を境に西部が狭い中位段丘を形成するが東部

は5段階に発達した段丘が黄土台地に続く広大な台地を形成してる｡この段丘台地は,

漆永､僧義等の峡谷で分断されている｡棲高は､ 500-510mで西北ぶが高く東南に勾

配をもつ｡地勢は､洪積台地/平原,清水の河岸段丘地及び漆水､信義等の峡谷低部

の狭い沖積原で構成される｡洪積台地/平原及び河岸段丘地の地質構造は､表層

100m余が洪積年代の水堆積及び風堆積による黄土(Loesses)で､下層には亜粘土と

砂磯層が爽在する｡峡谷低部は新生沖堆積の貴土である｡土壌の大半は､中･軽質シい

を主成分とした黄土である｡

満水の林家村頭取工上流の流域面積は, 32,850km2である｡年間平均流出量は,

25.6億m3である｡清水の流出量は､季間､各年を問わず極めて不安定である｡因みに､

1933年の既往最大洪水時､のと○-タ流量は6,550m3/秒,また､ 1954年洪水時のと○-ク流量

は5,030m3/妙に対し1972年の最渇水流量は僅かに3.7m3/秒であった｡通常年の流量

は､ 30-50m3/秒､また､多年の平均流量は81.4m3/秒である｡藩政に取水される年

平均水量は,概ね6.04億m3で,この内,純藩政利用される水量は､ 4.51億m3と見積

られている｡清水の況砂含量は,一般に多く,実測最大値で723kg/m3,平均

65.2kg/m3であるo

地下水の水位は,港概開始前後で大きく変化する｡港親閲始前は一般に30-50m､

最大深度70m達する｡養親開始後,地下水の水位は比較的早く上昇する. 1985年以降

の観測では年平均上昇0.96mで､籍上昇11.55mになった.峡谷部の底地では,地下水

位の上昇が最も顕著で1.2-1.8m,最大で3mに達する地域もある｡稔上昇14-21.6m､

最大36mが確認されている｡このため,一部耕地が湛水被害を被る結果を招いたo

1985年の記鐘では耕地が湛水被害が28,512畝に及んだ.

地下水深度が20m以内の面積が50万畝あり,初歩的解析の結果では,過去1 5年間

の港概により地下水量が約11億m3増加している.一般に,港叔地区の排水性は良好

であるが,以上観測の結果から推察し､一部地域に､排水対策が必要と考えられる｡

地下水の流向は､西北から東南の河谷に流入する｡地下水補給の来源は､主として

北山の岩盤隙裂からの浸込みと港概及び地域内降雨である｡地下水の水質は弱重炭酸

塩淡水である｡

港故地区は大陸性半湿潤気候に属し,年降水量570mm,最大で1,145mm (1958) ,

最小降雨243mm (1932)であるo 年間の降雨分布は付均一で春･夏､特に7月-9

月には集中豪雨が多く年間総雨量の約50%が降雨する｡秋･冬は寡雨である｡年平均

蒸発量は1,000mm,最高気温41oC､最低気温-21oC,平均気温14oCである｡平均無

霜期間は220日､初霜10月11日,終霜5月1日,また,凍結期間は12月上旬から翌年3

月上旬が一般的である｡

養親区では,畑作物として小麦,トウモロコシ(玉米)
,菜種(油菜) ,綿花が主作物で

ある｡これ_らの他､高梁,豆類が生産されている｡また,林檎､杏､桃等果樹がかな

り見られる｡畑作の作付け比数は158%である｡
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頭取工は宝鶏市の酉､清水峡谷開口部の林家村に位置する.稔幹線は取水ケ●-トから

乾県填子坊分ケ●-トに至るまで170kmあり,この下流で東西幹線に分岐される｡束幹線

は26km,西幹線は19kmであるo幹線以下は地形の状況により支線と分支線が配置さ

れ都合44本設置されている｡これらの総延長は498kmである.幹,支線には各種構造

物が都合2,484ケ所ある.その他,給幹線には事故時に対処する余水吐水路が10本設

置されている｡三次線水路は合計1,196本あり､総延長は1,727kmに及んでいる｡こ

れら三次線水路には7.632本,稔延長で3,021kmの分線がある｡これら分線には都合

17,397ケ所の構造物が設置されている｡

港概区の中には4ケ所のダムが建設されている.これらの総貯水量は1.64億m3であ

る｡また､都合298ケ所の小型貯水池があり,これらの稔貯水能力は概算1,329万m3

である｡

既設ダ●ム(水庫)の貯水量 (単位:万m3)

王家崖タ●ム 信義溝タ●ム 大北薄タ◆ム 甘河タ●ム 合 計

稔貯水量 9,600 3,700 3,850 6,100 23,250

有効貯水量 6,420 2,200 3,258 4,540 16,418

死緒死量 450 160 400 710 1,720

これらの他, 2,696眼の動力井戸､ 7ケ所の国営揚水機場(都合39基のホ○ン7o/合計

容量12,675kw)及び地方民営揚水機場(都合392ケ所/合計容量13,204kw)が設置さ

れ稼働中である｡

以上藩政区の諸元は次に要約する通りである｡

宝鶏峡市河導水港区の諸元

水路区分 水路延長 構造物 設置ケ所 揚水祐 動力井戸 藩政面積(ha)

稔幹線

稔幹線

稔幹線

幹線2
幹線3
支3分支線4

幹線2
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なお,この港耽区は, 1975年4月に水源を統一的に調整管理する目的で清志及び宝

鶏峡両管理局を合併し,これら全港概区を地形及び水利環境から原上及び原下の二大

利水系統としたo港概面積は､この結果､拡充分も含め200,000ha (300万畝)となり

全省で最大の港概観模をもつ港耽区となっている｡

藩政区内の交通は至便である.陵海鉄道が地区南部を清水に沿って走り､また､省

/県道主要幹線と地方道が密に開設され乗合自動車,その他車両が運行している｡

3.2.2 藩政区の問題点

本港概区の主な問題点は港概用水の地区内安定供給を計るため,港概施設の改修/

改良及び､それら実施のための技術的/資金的問題の解決であり､つぎの主な問題点

が上げられている｡

① 取水量の不足

現港概面積200,000 ba.の十分な港耽を行なうためには現在の施設では約30 %の

用水不足が生じるため､林家村取水堰の嵩上げを行ない取水能力を 増加させる

辛が計画されている｡

②水路構造物の老朽化

水路構造物は1930年代及び1971年に完成されたものであり,既に再築の時期に

達している｡従って､水路の機能が著しく低下し港概面積が減少すると共に多額

の補修費が必要となっている｡

③土砂の水路流入/堆積及び法面の侵食/崩壊

降水期の滑河は径河と同様に約35%の河川流砂量となり,大量の土砂､シルト

が水路に流入するため､流砂量が15 %以下になるまで取水は中止されている｡

また,幹線水路に係わる問題として,原上部幹線水路の上流部約98Km.区間で

生じている水路法面の侵食/崩壊は､通水能力を著しく減少させると共に､藩概

面積の減少を引き起こし大きな問題の一つとして取 り上げられている｡

④ 港概施設の効率的保守/管理及び運営

藩政地区農民の藩政施設の効率的保守/管理に対する意識が今だ十分でない｡こ

れら農民の意識向上をどのように計るかが課題となっている｡また､農村電化及

び用水ポンプ場の電力自給のため,幹･支線水路内には4ケ所の小発電所が設置

されているが､これら発電所の改修､再設置及び運営に多くの問題を抱えている｡
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3.3 怪奇渠荘区

3.･3･1準恵渠藩区の一般概況

撃恵薬液漉区は九産耽区のほほ中央部に位置し､市河支流の軽河に取水壌(堰高14

m.堰長87.5 m.取水能力16 m3/see.を堰高25 m.堰長87,5 m.､取水能力46 m3/see.

に改良工事中)を設け取水され,幹線水路=27 Km.,支線水路=30 Km.及び夫々の三次

水路を経て港耽面積約90,000ba.の港漉が行なわれている｡また,この藩政区は西暦

前246年より港概(港液面積約73,000ha.)が始められており養親に関しては長い

経験/歴史を持っている｡現在の港概施設はその後1930年代に建設/改修されたも

のが大半であり､部分的には老朽化が著しく進んでいる｡

上記取水堰の約60Km.上流には2ケ所の既設発電所がある.また､現取水堰の_約

20Km.上流にダム建設計画(貯水量約34.5億m3,､碇高231 m.,碇長260 m.,ダム

型式(コン?1)-ト重力式)があるが､その実現は何時になるか分からない. (数年前に世

銀の視察団が現地視察を行なっている)

潅概区内の各幹線･支線水路は,コン州-ト又はコンクリ-げロックライニンク●(全長の40 %)

が施されており比較的良好な保守/管理もされているが,幹線･支線水路より高台の

港概をするための送水-ホ○ン7o及びその他水路付帯構造物の老朽化が著しく､藩政施

設として十分な機能を果たしていない.三次水路以下の水路については,本港漉区の

管理局が主体となり節水型港概方式の普及(三支水路方田建設)が進行中であり､そ

の一環とする水路ライニンク○,分水施設,及び揚水ポンプ場等の建設が進められている.

所謂､ ｢三支水路方田｣建設は､コン州-トフ●ロック･ライニンク●工法による三次水路及び分

水路の改修/新設を行い､水路の導水効率を高め､かつ､節水管理を強化し港救の令

理化と節水藩政技術普及の徹底を目的とした末端圃場基盤整備事業の一環として実施

されている｡この事業は,匝恵渠港区の下流域を典型区とし､ 1989年9月に始まり今

日に至っている｡この5年間に亘る工事の進捗は,三支水路19路線,稔延長にして

27km,また,分水路163路線,総延長30kmに及んでいる.これら水路の付帯構造物

(ハ○-シヤル･フ7)ユサム,落差工､分水工等)は1,819ケ所である.完成工事数量は､概ね,

コンクT)-ト7'ロック(7oレキャストU字溝,ハ○-シヤル･71)ユウム等)が76,850m3(セメント量1.924ton,

砂4,920m3､石磯5,250m3)
､土工量13.3万m3､労働者数が延べ15万人･日,稔投資

額101.4万元である｡総投資額の内､眺西省の投資が45.6万元,地区及び県の投資が

40万元並びに農民の受益者負担額が15.47万元である｡本工事の受益面積は､約

1,890ha (28,362畝)であるo

因みに､三支水路一単位の基本的な諸元は,弟89斗水路の受益地区に建設された第

15三支水路を例にとると､以下の通りである｡
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三支水路ライニンク◆延長: 2.85km

分水路ライニンク●延長: 4.55km (18路線)

付帯構造物: 168ケ所

受益面積: 136ha (2,040畝)

以上の方田建設では,以下の利点が実証され,受益農民から高く評価されている｡

I)水路施設占有用地の節減

2)水路の導水損失の軽減

3)水路の導水効率の向上により港軟水の末端への到達時間が大幅に短縮

4)水路内の堆砂処理の労働力が大幅に軽減

5)藩政水の浮遁土砂の沈降を促し,作物被害を軽減/生産性向上の効果が増大

6)港概保障率が向上し､作物の生産管理環境が改善(水利費及び生産費用､特

に圃場に於ける港概管理の労務費用の低減等)

7)港耽受益面積の拡大

3.3.2軽恵薬液区の問題点

本港概区の主な問題点は取水量の適時確保及び老朽化した港概施設の復旧であり､

つぎの問題が係わっているものと考える｡

① 大量の流砂による取水機能の減少､

降水期の河川流砂量は重量比で約30-40%が水路に流入する｡また､取水堰上

流の帯砂排出のために相当量の無効放流が必要となっている｡

②上流発電所との取水量の調整,

逆調整池が無いため適時･適量の取水が出来ない｡また､水利権そのた河川の水

利用に関する法的条件が整っていない｡

③ 港概面積の拡張､

他の港概区と比較して,上記の水源としての問題があるため港洗面積の拡張は､

この2000年間に約17,000ba.しか拡張されておらず問題となっている｡

④ 水路構造物の改修/改良

各構造物の老朽化によ去崩壊､漏水､送水効率の低下､水配分等が大きな問題と

して取り上げられている｡
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3.4 関中産概区の抱える問題点と改善の必要性

以上､二藩政区の問題点を指摘してきたが,関中濃叔区の他の七港概区についても

同様の問題が顕在する｡現地調査において行った事情聴取の結果を基にこれらを総括

的に整理すると以下の通りである｡

3.4.1施設の老朽化と損壊

1990年-1991年に実施した全国大型港耽区の老朽化/損壊評価調査結果で､関中地

域の九大港概区の内､洛恵染液区､経書薬液区,宝鶏峡港区,交口抽滑落区の4港概

区が一級老朽化損壊と評価されている｡これら港区の各施設の老朽化と損壊の主たる

原因は､ ｢更新年を大幅に鹿えている｣ ､ ｢施工の質的問題｣及び｢資金不足｣が挙

げられている｡

(1)頭取工の損壊が著しい

1)開放政策施行以前に修建した洛恵渠港区､経書薬液区,交口抽洞海区は,堰高

の低い導水中心の構造であるが､建設後既に50-60年を経過しているため堆砂

が甚だしく取水機能が著しく低下している｡

2)軽恵渠導水トンネルは晴代に建設されたもので､風化/侵食が甚だしく,崩壊の危

険に晒されている｡洛恵渠港区幹線水路堤体の90%内外が永年の通水により10

-15cm水蝕され､また,境体に27ケ所亀裂が発生している等あって常時漏水が

甚だしい状況となっている｡

3)老清書水路導水頭取工は,砂土質河床に建設したため,近年,基礎工に歪みが

生じ堰の堤体とアハ●ットの接合部で崩壊の危険等安全性が危慎される状況となっ

ている｡

4) 50年-60年代に建設された宝鶏峡港概区の林家村頭取工沈砂槽南側堤体の安定

係数が不足している｡また,トンネル出口の流態が乱れ､ 1970年以降の運転でトンネル

ロ及び沈砂槽に5回､危険度の高い損壊事故が発生した､これらは､その都度補

修/補強されているが､依然､安全性に間寛が残されている｡

5)交口抽清港区の揚水機場は基礎地質の不安定な河床上に建設されている｡この

揚水機場には､導水工,堰等が無いため､建設以来約30年の港概運転中に河道

の流勢が変化し,河川治理工の損壊､取水ケ●-ト先の河床侵食等があって､直接

的に機場の安全性が危倶される状況にある｡

6) 70年代及びその後に建設したタ●ムにも多くの問題が残されている.例えば､羊
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毛湾ケ●ムの場合, ｢電腹子｣副費体が薄く清水する｡桃曲坂タ●ムは,凝灰岩の地

区に位置し,建設当初から漏水防止の処置をしたが､現在､高水位での運転が

出来ない状況である｡高水位での貯水不能量及び漏水による貯水損失量の合計

は概ね1,000万一om以上と推測されている｡石壁川ダムは､竣工時から課題とし

て残されている7｣チ流港間題が､まだ徹底的に解決するに至っていない.また,

鵡家山､石頭河タ●ム等については,大型タ●ムの観測,管理等の基本的な施設が具

備されていない｡

7)その他,宝鶏峡港区の王家崖,軒河等4ケ所のタ●ムは,堆砂により貯水量が45

-55%8こ減少し,かつ,以上のタ●ム同様堤体からの漏水､堤体後面の排水等に問

題が残されている｡

(2)水路及び付帯構造物の老朽化,損壊等問題

調査資料によると水路脇黄土の懸崖の風化崩壊による水路への土砂の堆積,ライニン

ク●の損壊と■水路の侵食/崩壊等による通水能力の低下が,全体水路総延長の1/3に

及んでいる｡

1)宝鶏峡港区絵幹水路98kmと高坂面水路区間は,龍海鉄道の上流域にあり､これ

らの内には11kmの危険区間と33ケ所の新/旧地滑り地帯がある｡最近30年間に

比較的大きな地滑りが110回あり龍海鉄道及び下流域?工場､集落にかなりの被

害と影響を与えた経緯をもつ｡

2)軽恵菜種区の場合､頭取工及び稔幹水路の改修が完了しているが､下流の幹線

水路､支線水路等の改修が未完成であるため,本格的な通水が出来ない状況で

ある｡

3)洛恵薬液区では,排水碓設整備が不完全で､円滑な排水ができず地下水位が上

昇する等､今後,これらの対策にまだ多くの課題が残されている｡

4)石壁川港区､羊毛湾港区沿山稔幹水路の洪水吐の施設能力が十分でないo また､

小河川(小峡谷)を横断する水路の盛土の処理が不十分なため,沈下し､姥体

上部からの鹿流と､小規模であるが,この越流による侵食崩壊等の問題が頻発

している｡

5)桃曲坂港区の低水路は､ 15kmに亘り河道送水をする機構となっているが,この

間に浸透損失が概ね36喫,に達し,この年聞損失意はl.100万m3内外に昇るもの

と推測されている｡

九大港概区の幹線,支線水路には､付帯構造物が14,500ケ所余ある｡これらの内､

老化,損壌問題を抱え早急に修復/改善が必要な構造物が約3,900ケ所(27%内外)
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ある｡特に,文化大革命時に修復した羊毛湾港区の水路付帯施設の損壊/崩壊が甚だ

しく,藩政区全体の38%tこ及んでいる.

I)洛恵渠海区総幹線水路の曲里及び奮村の両サイフォンはコンクリートの構造が風化し鉄筋が

錆蝕して危険な状況になってきている.また､ 5号トン紬が常に崩れるため通水断

面の維持が困難になっている｡

2)匝恵渠海区の排水路施設は,その大半が1960年代に建設されたもので､一般に排

水基準が低く,カkJ＼●-ト､通水断面が小さい.これに加え､堆砂量が多いため排水

機能が半減している｡

(3)揚水機場及び地下水揚水ホ○ンフ○の老朽化

揚水機場206ケ所の内､中･大規模の本格的修理または更新が必要なもの50%Cこ達

している｡

1)宝鶏峡海区及び交口抽肩海区には合計52ケ所の機場があるが､この内, 42ケ所

が50年代の据付で,電気施設が著しく老化している｡また,ホ○〃○についても

錆蝕が激しく､水漏れ､空気漏れによる効率低下､故障頻発の原因となり,港

概保障が維持できない状況となっている｡

2)機械井戸31,800余眼の内,約60%の井戸は,一応機能的に十分な稼働をしてい

る｡残余の約40%の井戸は､ホ○ンフ○の老朽化により故障が頻発し､維持管理/修

理費が嵩んでいる｡これらは､適宜更新を図る必要がある｡

(4)末端開場整備が不備

各港耽区とも､まだ､圃場の均平,第三支分水路及び水路の付帯施設等､末端圃

場整備が不完全で､実質的に藩政受益面積の概ね10% (80万畝)が港救出来ない状

況である｡鳩家山荘区は,特に末端圃場整備率が低く､実質港概不能の面積が35万

畝ある｡

3.4.2港親水源の不足

関中海概区地域は､年間降雨の環境が不均一で水源不安定のため10年中9年までが

何らかの干魅被害を被る｡また､港概施設の機能の問題も多く残されている｡即ち､

貯水機能が不足するため洪水期に河川の年間総流出量の約60%が無効放流となる.逆

に,港概水の需要が最も高い夏作物の播種期に港概水が不足する状況である｡また､

河川流量の多い年には港親水の濁度(浮遊土砂量が大きい)が増加し､作物に対する

藩政を困難にする技術的な間轟も含まれる.関中潅概区の内､石頭河港区,鳩家山港

区を除く他の港概区は総じて水源に不安定要因を抱え､水不足の問題に直面している｡
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因みに､夏作の作付け面積の大きい藩政区について有効港洗面積に対する港概用水量

を中等の干魅年を想定して港概用水需要量を見積ると､年間総需要用水量は28.42億

m3であるo これに対し､表流水が16.32億m3と地下水による補給量4.62億m3が期待

できる｡従って,相対用水不足量は, 7.4億m3となる｡この不足量の内,夏作の藩政

用水不足量は,概ね4.68億m3と見込まれる｡
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第四章 開発計画の概要

4.1 計画開発事業の概要

関中海区水利施設緊急改修計画は､駅西省水利庁が中心となって､駅西省関中地

域農業並びに地域経済開発を支持する最も重要な水資源の有効利用と歴史を経て老朽

化の甚だしい亜故地設の復旧/改善を基本に置いた農村地域社会経済稔合開発事業と

して構想したものであるo 羊の開発計画は､中国政府が施行する｢中国中･西部の開

発途上地域に対する重点開発政策｣に沿った緊急性の高い開発事業の一つとして取り

上げられている｡また､関中海区地域は､全国10ケ所に選定された｢国家商品化食糧

生産基地建設計画｣候補地の一つでもある｡

4.1.1開発の目的と目標

間中海区地域は､貴河中流域に在って､所謂､中国4000年の歴史の中心である｢中

原地域｣の中央部､滑河平原(別称､関中平原)に位置する｡関中潅区地域は,貴河

支流の満河に滴養された黄土台地で肥沃な土壌に恵まれ､農業を中心とした地域経済

活動が盛んであり,駅西省経済の重要な位置を占めている｡関中潅区地域農業を支え

る藩政開発は,秦始皇帝を開祖とする｢軽恵菓藩政区｣をはじめ｢鳩家山渡区｣ ､

｢石頭河港区｣ , ｢羊毛湾潅区｣ ､ ｢宝鶏峡潅区｣ ､ ｢桃曲坂海区｣ , ｢交口海区｣､

｢洛恵渠海区｣ , ｢石壁川港区｣の九藩政区､総連政施設面積で592,600ha (888.9万

畝)または純藩政受益面積529,600ha (794.46万畝)と全省耕地面積の約15%相当に

及んでいる｡藩政受益地には,宝鶏､威陽､西安,沼南､銅川の5市地区と25県(市･

区)が含まれ､藩政区の農業人口は､ 552.05万人であるo 九藩政区には､小麦,トウ

モロコシ､綿花､油菜等の生産が盛んであるo しかしながら､関中海耽区地域は､年

間降雨が不均丁で水源不安定の問題を抱え10年中9年までが何らかの干魅被害を被っ

ているのが実情であるo関中藩政区の内,石頭河港区､鳩家山港区を除く他の港耽区

は総じて水源に不安定要因を抱え,水不足の問題に直面している｡また,これら港耽

区の諸施設は､建設後50-60年を経過しており､いずれの潅叔区とも著しい施設の老

朽化が進み機能低下を来たし､以上の水源不安定要素と相侯って農業生産活動を大き

く阻害している.更に､老朽潅枕施設の存在は,下流側に国道､鉄道等基幹インフラ施設

と人口凋密な市街地があるため､施設が崩壊すれば直接的に甚大な被害及ぶ危倶があ

り､近年､早急な改修/改善が必要となっている｡

以上の背景と開発のニース●ニ鑑み､本計画は､ ｢老朽化の著しい藩政施設の改修｣及

び｢港政区地域の水資源の再開発と利水の合理化双方の対策｣を検討し,水需要と供

給の均衡を前提とした最も合理的､かつ､効果的利水体制と親範の確立により地域社

会経済の発展を目的とする｡開発自標の要点は､以下の通りである｡

I)老朽港概施設の改修と水資源の再開発を図り,地域経済の基幹となる農業の持続
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的発展を支持すると共に社会経済インフラ施設の恒久的保全対策を完全なものとする｡

2)農業生産の体質改善､特に､藩政農業技術の革新により気象災害に強い体質とし

農業生産の安定と増産による農業経営の改善と農家の財政的自立/強化を図る｡

4.1.2 開発の基本方針と開発戦略

本計画は,閲中九藩政区(592,600ha)を対象とし､幹･支線及び二次水路の老朽化による

港概面積･収穫の減少防止及び安定した用水供給を保障することと荘概区下流域に在る地域の

基幹インフラ施設の保全対策として既存藩政施設の改修/改良を基本的目的とする｡また､三次水

路以下の圃場整備事業については,既に一部に於て進められているが､利水の合理化と節水

による貴重な水資源の高度利用を目的として更に強化/徹底する｡

なお､本計画の実現に当たっては､滑河水系全体を含む港瀧区全体の地域農業/農村開発計

画及び藩政施設改修基本計画の策定が必要となるが､因みに､現在宝鶏峡滑河導水港区管

理局で構想されている港耽施設の復旧開発計画の基本計画は,概ね次の通りである｡

(1)構想

1)水資源の開発/拡充による水供給の安定

港概区に於ける水需要は,農業用水約5億m3と工業/都市用水2億m3と予測さ

れている｡現在､の取水施設は､これら水需要を満たすに不十分であり,また､

施設の機能不備と老化のため導水損失が大きい状況にある.従って,計画の骨

子は｢水管理体制の強化｣に加え｢施設改修｣ , ｢末端藩政施設整備を含む圃

場整備｣ , ｢節水藩政技術の普及｣に重点を置いているo また,これら対策と

併せ,既存の｢林家相頭取工の取水ケ●-トの増設｣ , ｢清水対岸に建設した石頭

河タ●ムの水を逆サイフォンで港概区に導水する｣ ､ ｢王家崖タ●ムの境防を嵩上げし貯

水容量を増強する｣ , ｢柑河タ●ムの取水ケ●-トの増設｣及び｢膚義溝,小水河､

通観河等にタ●ムを新設または修築｣し利用可能水源を拡充する｡なお､これらタ●

ムの新築/修築等で期待できる利用可能水量は概ね5.22慮m3と見込まれる｡

2)排水改良

藩政による地か水位の上昇が著しく直接湛水被害の発生している地域及び今後

弊害の発生が危倶される地域について排水改良を進め､農業生産の安定と耕地

並びに自然環境の保全を図る｡

3)原上総幹線98kmの改修と改善

盛土部分の補強保全､切土部分の拡幅､余水吐施設の増設､黄土懸崖の地滑り

対策が主たる改修/改善事業である｡

4)水利技術の革新/強化と老朽化施設の更新/改修

原下南幹線港概地区の従横断面及び構造物の改善､支線水路網の配置改善を含
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む機能改善並びに北幹線港概地区の揚水施設(16ケ所､ 65基のJi.ンフ○)の改修

/更新等

5)末端港概施設整備

所謂,三支水路方田建設(コンクリート7●ロック･ライニげ工法による三次水路及び分水路の改修

/新設により水路の導水効率を高め､かつ,節水管理の強化と藩政の合理化/節水港概

技術普及の徹底を目的とした末端圃場基盤整備事業の一工程)を進め､水路の導水効率

と藩政の合理化により水資源の節約と経済的利用(水利用の付加価値)効率の向上を図

る｡

(2)計画の概要

1)南幹線水路の改修

南幹線水路は1936年の建設で頭取工の設計液量は30m3/see.､総延長80kmであ

る.既設支線水路4本で港概面積38,000ha (57万畝)が受益している.

問題点:

支線水路が長過ぎ､水路配置も幹線水路と並行に設置され管理上不便が多い｡

また､浸透損失が大きい｡幹線､支線水路の一部が設計縦断線より低いため導

水効率が悪い｡長期間の泥水港概で堆砂のため港就区の比高差が高くなり三次

水路への導水が阻害され､また,水路沿いの畑への港概が困難になっている｡

南11段(水路の即上段)の侵食及び地滑り､また,南幹線水路5段(興平西呉鎮

から威陽沈家)では水路の沈砂堆積が重大な問題となっている｡これらの結果

は末端圃場に於て各施設の機能が破壊の原因となっている｡他方,長期間に亘

り適切な改修/改善対策が構じられなかったため構造物の損壊が甚だしい状況

である｡

改善策:

南幹線以北の3本の支線水路を北幹線水路と結び機能改善を図る｡南幹線水路の

水路底を嵩上げし相対水位を高め,かつ､導水勾配の調整を図って第三支線水

路への取水を容易にする｡

第三支線水路を新規ルートで更新する｡また､水路網の断面拡幅､流速を管理し水

路内の堆砂を軽減する｡周辺環境を保全し侵食防止を図る｡水路内の構造物の

配置改変すると共に損壊している構造物を修復する｡

2)北幹線水路漆河逆サイホン管路の改修

漆水河の逆サイフォンは北幹線水路の機能上最も重要な構造物である｡ 1958年の建

設時には全てコン州-ト圧力管を使用した｡ 1970年7月､管路上流側で盛土の沈下

によりコンクリート圧力管が亀裂を生じ漏水,盛土の侵食が始まり管路が損壊した｡

当時､港概需要が増大していたことに鑑み､修復に当たり管路を2本とした｡ま
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た､管路の内,峡谷低部に当たる延長84.5mを6mm層厚の鉄管路とした.現在､

鉄管路は常食のため層厚が約半分となり､耐圧機能が低下し早急の更新が必要

である｡

3)王家崖ダ●ム左岸堤防の導水ケ●-トを建設

現在､幹線水路低は598.17mにあり,これに対し,王家崖ダ●ムの平常水位は

602m､即ち比高差で3.83m高い位置にある｡この3.83m水深での貯水容量に対

し河川の給水量が1,540万m3以上が期待できるので､年二回の貯水を運転管理

すれぼ都合3,040万m3の港親水が利用可能となる｡従って､この水源の再開発

を目的として既存幹線水路に導水する取水ケ●-Iを設置する計画である.

基本設計では､タ◆ムと幹線水路を結ぷ導水路165mの開削及び取水ケ●-トととして

各帽3mの銅製ケ●-トを3門設置する｡

4)束三支線水路の拡大及び水路ライニンク●

東三支線水路は延長30.45kmあり､夫々設計流量が3.67m3/see.､チエッグ液量が

5.5m3/see.をもつ｡港漉受益面積は10,380ha (15.57万畝)である.この東三支

線水路を関連する輿二支､成二及び三支水路と併せ拡充すると設計液量が

12m3/see.,チェック流量が15m3/see.が期待でき全体で20,710ha (31.07万畝)の

藩政が保障羊れる｡

5)東四及び五支水路の余水吐新設

水路保安及び排水改良の一環として東四及び五支水路末端に各1本余水吐水路

を新設する｡設計流量は11m3/see.である｡

6)東幹線水路の拡充と保全対策

東幹線水路の現設計流量を11m3/secに拡充する｡また､水路周辺の侵食/地滑

り等対策を構じ水路の保全環境を整える｡

7)北幹線水路のライニンク●

原下北幹線水路稔延長105kmの内,コンクリートライニンク●は､現在迄に60.22km完了

している｡残余44.78kmのコンク1)-トライニンク舗装が早急に必要であるo

8)支線水路のライニンク◆

原上支線水路は78本の構成で､総延長658kmあるo この内､コン州-トライニンク●は,

現在迄に280km完了している｡残余374kmのコンク1)-トライニンタ舗装が早急に必要で

ある｡

9)原上絵幹線水路98kmに沿う黄土懸崖の傾斜工と地滑対策

原上総幹線水路98kmの左岸に沿う黄土懸崖の風化崩壊並びに地滑りが近年著し

く,懸崖の傾斜工と地滑対策等水路保全が大きな課題となっている｡
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10)原上絵幹線水路98kmのライニンク●と保全対策

特に,台地高位部に設置されている部分の水路は､紅亜粘土の掘削/盛り土と

なっているが,紅亜粘土の風食が甚だしくライニンク◆と保全対策が必要である｡対

象となる部位は概ね15kmである｡

ll)末端港概施設整備(三支水路方田建設)

現在,港耽区には以下の三次支線水路及び分支水路網が設置されている｡

三次支線水路網 分支水路網 合 計

系耗本数
系統総延長(km)

ライニンク◆完了部位(km)

構造物設置ケ所

I,806 16,036 17,842

2,547.1 5.820 8,367.1

932.7 4,044.1 4,976.8

21,860 24,792 46.652

以上に加え末端水路網を整備拡充し,三次支線水路及び分支水路を総計で

32,821本､稔延長で12,264.7km､また,構造物を339,000ケ所とする計画であ

る｡

なお､緊急開発計画として港概区中に7ケ所の典型区を設け方田整備(矩形圃場

整備) 5,670ha (8.5万畝)と施設面積16,670ha (25万畝)を対象とした三次支

線水路150本の重点建設を計画している｡

12)板橋､王侯揚水機場の更新/改善

板橋,王侯揚水機場の施設状況は以下の通りである｡

板橋揚水機場 王侯揚水機場 合 計

揚水機第数 10 10 20

純揚程(m) 30.49 17.6

総揚水量(m3/see) 9.12 9.12 18.24

原設計受益面積(ha) 24,240 22,470 46,710

現在の受益面積(ba) 7,420 4,520 11,940

以上の設備機器は､いずれも耐用年限を大きく超過しており､機器の損傷､電

気系統の著しい老化､揚水能力の低下,藩政水の最大需要に対し揚水機の稔稼

働不能等状況となっている｡これら施設は早急に近代的機能を持つ機器に更新

し､受益地区に対する安定した港概保障が必要となっている｡

13)北昌､南上座揚水機場の更新/改善

北昌,南上座揚水機場は, 1958年に設置され､上記板橋,王侯碍水機場と同様

の問題を抱えている｡特に,設置されている揚水機器は､~旧式で交換部品等全

く入手出来ない状況である｡従って,これら施設は早急に近代的機能を持つ機

器に更新し,受益地区に対する安定した港概保障が必要となっている｡
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14)緯帳電気姑の拡充

緯帳電気妬は､ 1956年に港概水路を利用した低落差発電所として建設された.

主たる設計仕様は､導水流量5m3/see.､総発電容量160kw/see.であるo緯帳電

気錨の下流19.7kmには,導水流量15m3/see.の南庄発電祐(低落差発電)が建

設されているが,現在,港概水路の液量が不足し十分な機能を果たしていない.

緯帳電気祐に於て導水量を8m3/secを追加拡充し300kw/see.の発電機を1機増設

すると南庄発電姑の稔導水量が13m3/see.となり当初設計構想に概ね準ずる経済

的運転が期待できる｡

4.2 開発事業のインJl.クト(効益)

計画事業の実施に伴う直接及び間接的波及効果(Inpacts)は,概ね以下の通りが期

待できる｡

1)社会便益

水資源利用の合理化により､現在､港概施設面積約592,550haに対し年実港概面

積約450,880ha､即ち,港概保証率が76%であるが､これを100%可能とする.こ

の結果､農家の安定的かつ持続的農業生産増強が可能となり,農家の財政的自立

と農業を基本とした農村工業が振興され地域経済並びに社会労働雇用機会の拡充

が期待できる｡また,節水藩政技術の確立と普及は,大きな水資源の利用余剰を

産み､地域工業開発並びに都市地域開発に寄与する｡これら地域開発の進展に伴

う経済発展と地域の雇用機会拡充は､関中港区のみならず広く駅西省地域の社会･

経済便益として高く評価できるものである｡

既存の老朽化港叔施設の改修/改善事業は,以上の他､港概区の下流域に集中し

ている鉄道施設,基幹国道路線､大洗模の工場群を抱えた大･中都市に対し､こ

れまで不安要素として顕在していた藩政施設の損壊による二次災害の危倶を取り

除き､社会･経済的環境改善に大きく寄与するものである｡

2)経済便益

港親展業の開発と港概技術の合理化は,制約された耕作規模の中で農家収入の倍

増を可能にし､更には､地域経済の安定的発展を保障する｡また,港概技術の合

理化による節水の結果産み出される余剰水は,関中地域の工業開発並びに都市地

域開発を直接的に支援する｡これら地域開発の進展に伴う経済発展と地域の雇用

機会の拡充は､関中海区のみならず広く駅西省地域の社会･経済便益として高く

評価できるものである｡

3)環境便益

関中海区は､所請､中国中原地域の中央に位置し,気候的に乾燥/不安定降雨な

環境下にあり､特に､風食が甚だしい｡従って､水資源は,この地域の社会･経
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済発展の死命を刺する決定的要因の一つとなっている.計画事業は,以上の自然

/社会･経済環境の全ての問題を解決する手段として最も効果的対策として嘱望

されている｡

水資源の利用合理化の結果として緑化面積が拡大し､地域住民の生活環境が大き

く改善される｡また､自然環境に於ても生態系の保全が容易になる｡以上の環境

改善は,必然的に生産活動を刺激し､この地域の社会･経済の活性化と発展に大

きく寄与する｡

因みに､生活用水の質/量的増加は､地域住民のと保険衛生環境を整え､生活環

境水準を大きく向上させる｡また､港耽施設整備は,地域の公共資産並びに各種

生産活動を保全し､かつ､地域住民の生活環境を快適ならしめる｡

4.3 開発事業実施に係わる情報

4.3.1上位計画,長期計画等との関係

本開発計画は, ･現行の｢国民経済と社会発展10カ年計画(1991-2000) ｣の中で､

特に､重視している｢中･西部の開発途上地域に対し社会経済開発投資を重点的に行

い東部沿海地域の工業先進地との経済格差是正を図る｣政策に沿ったものである｡ま

た,関中港区地域は,全国10ケ所に選定された｢国家商品化食糧生産基地建設計画｣

候補地の一つでもある｡

挟西省の中･長期社会･経済開発計画に於ても､関中港区は､省の食糧生産基地建

設の中心として位置付けられ､かつ､制約となっている水資源の利水環境の改善と合

理的利用の技術体系を確立し農･工業の相互発展を期待する地域開発重点地区として

選定している｡

4.3.2中国政府機関の関心､優先度

中国政府は､本計画について｢中･西部の開発途上地域の開発強化政策｣並びに

｢国家商品化食糧生産基地建設計画構想｣に沿う事業であり､かつ､開発実施効果が

高い事業であるとして非常に高い感心を示している｡また､開発主幹部局である水利

部並びに駅西省水利庁は､本計画の開発ニース○と事業化の緊急性に鑑み最も高い優先順

位を与えている｡

4.3.3当該案件に関して他の援助国,機関等の動向

既存の港概施設整備には旧ソ連の技術協力が導入されているが,現在構想されてい

る改修計画には､現在までのところいずれの援助国､国際機関等の支援は行われてい

ない｡中国政府並びに駅西省政府は,本開発事業を日本政府の技術協力並びに経済協

力(第五次円借款)を得て実施に移したい意向である｡
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4.3.4事業実施に対する協力支援の期待

水利部並びに駅西省政府は､開発調査(関中産区約592,550 ba全体の｢港漉施設改

修/改善基本計画(マスター7oラン) ｣並びに｢港概施設改修/改善の必要度と緊急性の高

い港耽区または特定施設についてのフィーシ◆ヒ●T)ティー･スタテ◆ィー調査/基本設計｣に対する

日本政府の技術協力と次いで計画事業の実施に対する経済協力(第五次円借款)を期

待している｡

(1)日本政府に期待する開発調査に係わる技術協力(駅西省)

1) ｢関中港区水利施設改良･復旧計画マスタープラン｣の策定と｢典型区水利施設改良･

復旧実施計画｣の作成

a)水資源利用計画

･水源施設の拡張､改善,維持管理

･各港区用水の合理的水配分(表流水/地下水)

･濁水利用対策と施設計画
b)港概施設の改良･復旧計画

･老朽化港概･排水施設の矧日と改善計画(令,水路/構造物の漏水村策)

･用水磯場の改良と復旧計画(含､省エネ対策)

･末端港概･排水施設整備(含､節水対策)並びに末端圃場整備計画(含､農
道網整備)

¢ 港概･排水施設の維持管理体制の確立

･末端開場に於ける藩政方式の確立と藩政技術普及計画

･輪番港概と潅概運営/管理組織計画

･港概/排水施設の維持管理体制の確立(令,維持管理費の受益者負担制度/
水利費)

2)関中海区地域農業開発計画の策定

･節水､省エネと農産物の増産計画

･耕種法の改善(潅概農業､アルカリ土壌改良)計画

･農業機械化計画

･新種の多様化と翰作体系の確立

･収穫後処理施設整備計画

･農業技術普及体制の強化拡充計画(特に港就農業技術)

･農産加工(特に一次加工)施設整備計画
3)関中港区地域の農村施設整備計画の策定

･農村基本インフラ施設整備計画(幹線道路,上下水道施設等)

･生活環境整備(含､集落施設整備並びに緑化､廃棄物処理施設等)

4)環境保全計画

･沼沢地とアルカリ土塊問題

･泥水港概と農作物保全

(2)港区の近代化に関連した技術協力(駅西省)

･港概水の水質,土壌水分等の自動観測/情報伝達技術

･デタ-ベースの構築と処理技術
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･港耽･排水の基礎技術(土壌水分と藩政用水量/藩政予報､用排水計画策定
のためのコンピューター管理技術等)

4.3.5開発調査で実施すべき事項

(1)港耽施設改修基本計画の策定

藩政区全体の既存港激闘発計画は､概ね30-60年前に策定され実施に移されたも

のであり､自然環境,社会経済環境等､現況の変化に対し既に整合できないもの
となっている｡従って,将来を見通した上に立って現時点での必要性及び諸条件

に応じた最適港概復旧計画として｢港概施設改修基本計画｣の策定が必要である｡

この基本計画の策定に当たっては､農業生産性の改良及び農家経済を含む地域経

済の発展を前捷に置き,先ず,水資源の最大有効利用の観点から藩政区に係わる

水系全体の最適利水計画とその対策を検討するo水源及び藩政受益地について水

系全体の水収支解析あるいはシミュレーション･モデルを通じて評価･判定する｡

また既存の港渡施設については､適正な取水､水管理を行なう上で不備な点が有

るか否かを入念に検討･評価する必要がある｡

本基本計画の策定に当たっては次の作業工程及び作業が必要となる｡

1)港概施設改修計画

藩政施設の改修計画は､既存の各施設･構造物を最大限に活用する事を前提と

する｡従って､既存構造物の設計条件､問題点及びその原因を十分に把捉した

上で各作業に当たらなければならない｡これらの作業工程及び概略作業内容は

次の通りである｡

① 資料収集/踏査

t資料収集:基本資料､取水計画,用･排水計画,地形/地質図,各種設計
図及びレヒ◆ユー

･現地踏査:流域踏査､流況踏査,施設確認及び踏査資料の整理･解析,

②現況調査

･現況踏査:

③ 改修計画作成

･基本計画

･計画設計

施設の機能･品質･漏水等調査,地形測量･地質･環境等調査,

流量観測及び調査資料の整理･解析

流出解析,利水計画,自然環境,設計条件等の検討､及び改修

区間･工種､工事実施順位等の決定､

水理検討,構造検討,計画図,概略建設費の積算及び報告書の

作成,

2)施設改修/改善のための概略設計

概略設計は､以上の藩政施設改修計画を基に取水堰,取水口､水路タイプ･断

面､その他設計に係わる基本的諸元の決定､使用材料の検討及び基本的構造計

算､概略工程･工数･単価及び工事費等の検討/算出を行なう｡作業に当たっ

ては次の工程及び作業内容となる｡
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① 設計計画

② 水理計算

③ 構造計算

④ 比較検討

⑤ 基本設計図

⑥ 数量計算

⑦ 施工計画

⑧ 工事仕様書

⑨ 工事費積算

⑳ 報告書

改修計画段階で検討/決定された基本計画内容及び各諸元の

確認/見直しを行ない必要に応じて修正

各種構造物の水理計算を行ない必要諸元及び寸法を決定

各種構造物の基本的構造計算を行ない断面形状を決定

主要構造物の構造的/工費的比較計算

上記検討内容を基に一般図及び基本的構造図の作成

上記基本設計図を基に工事数量の積算

上記各基本設計内容に基ずき施工計画書の作成

上記各基本設計内容に基ずき工事特記仕様書の作成

上記工事数量及び施工計画に基ずき基ずき概算工事費の積算

上記各作業結果を基に基本設計報告書の作成

(2)典型区藩政施設改修計画のフィーシ◆ヒ●リティー･スタテ●ィ-調査

以上の｢港概施設改修基本計画｣の中から｢港概施設改修/改善の必要度と緊急

性の高い港漉区または特定施設｣を選定し,これらについてフィーシ◆ヒ●リティー･スタテ●ィ-

調査/基本設計を実施する｡この調査では,水源の再開発と利水環境整備のため

の基幹施設として､また,凍在最も老朽化/機能低下の問題を抱える各港概区の

｢頭首工｣と｢幹線及び支線水路系統｣に重点的検討が必要となる0

1)頭首工改修計画/設計の作業概要と手順

頭首工は､既存施設の建設当時から現在に至るまでの間に利水に慮わる諸条件､
即ち､ ｢関係法令｣ , ｢取水河川の流域/涜況｣ , ｢施設の老朽化/劣化｣ ,

｢取水位/量｣ , ｢環境基準｣ ､ ｢管理基準｣等が変化しているため､現時点

で必要とされる取水機能に対応出来なくなっているのが実情である｡

改修計画/設計に当たっては,関係法令(河川法､砂防法,自然環境保全法､ )

を遵守すると共に利水環境の変化を十分に把握する必要がある｡また､経済的

観点から既存頭首工を最大限に再活用し､これをベースに改良/補修または補

強/追加設備等の工事を施し現状に応じた施設に改修するのが望ましい｡

これら改修計画及び基本設計の作業概要及び工程は次の通りである｡

頭首工改修計画の作成:

改修計画は,基本的に既存施設の最大限活用を前提とする｡従って,既存施設

の機能低下及びその原因を十分把握/検討して計画/設計に当たらなければな

らない｡また,各作業に当たっては,既存データの収集,分析及び新規に要求

される計画諸条件の比較検を基に､既存構造物活用範囲の検討及び決定を行な

わなければならない｡

頭首工改修計画作成の主要作業は､ 1).資料収集及び踏査, 2).現地調査､ 3).改

修計画作成の工程で実施する｡主たる作業内容は次の通りである0

a)資料収集及び踏査

a.資料収集
改修計画作成のための基礎資料としては,既存頭首工施設に係わる下記

資料が必要となる｡また,これら資料が入手出来ない場合は,各施設の

現況を基に､現地における洪水痕跡又は聞取り調査,流量観測所の設置
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/観測,その他補完調査を行ない資料を作成する｡

･基本資料: 降雨量及びその他気象データ､取水河川の水位/流量記録､

詑域の地形図､河川縦横断図,地質図,その他､

･取水計画: 既存頭首工に係わる計画洪水位/流量,計画取水量(日又

は旬)
,計画取水位､その他､新規計画作成のための計画

洪水位/流量､計画取水量(日又は旬)
､計画取水位,そ

･設計図:

の他

既存頭首工に係わる各設計図及び基礎地質図,その他,

b.現地踏査

上記収集資料を基に､取水河川の流域及び既存頭首工に係わる各施設を

踏査し,河川流況の変化,施設の老朽化/破損の程度等を把握すると共

に,改修計画の概略検討を行ない､引続いて行なわれる現況調査方法の

詳細検討を行なう｡現地踏査の作業内容は主として次のものとなる｡

･流域踏査: 流域内の開発状況､植生､地質､崩壊､その他流出機構､

流況踏査

施設確認

及び自然環境に係わる境況確認

取水河川の河道､河床材料､流砂､洪水痕跡等の現況確認

既存頭首工施設の位置,構造,機能等の照合/確認,及び

これら施設の品質,老朽,破損等の目視調査

b)現況調査

上記踏査報告書を基に､既存頭首工施設の凍況を詳細に把達し､引続いて

行なわれる頭首工改修計画/設計の必要資料作成のため,次の現地調査が

必要となる｡

a.機能調査: 既存頭首工の各施設が建設当時と比較して水理及び構造的

機能がどの程度低下(または変化)しているかを調べると

共にそ■の原因を明確にする｡

b.品質調査: 既存頭首工の各構造物が設計強度と比較して､どの程度の

強度低下が生じているかを調べると共に構造物の亀裂,基

礎状況,破損,漏水,等の躯体状況を調べ再活用可能か否

かを判定する｡強度的測定に当たってはシュミットハンマーを使用

し､また,必要に応じて供試体の採集及びラホ●ラトT)-･テス†を

行なう｡また,躯体状況の判定に当たっては､目視及び点

検ハンマーの打診により測定するが､必要に応じて部分的剥ぎ

取り､試掘等を行なう｡

c.流量観測: 既存取水堰またはその近辺上流の河川流量観測記録(既存

取水堰上に於ける観測記録の場合は取水量記録が必要とな

る)が入手出来ない場合は､流量観測所の設置及び観測が

必要となる｡また,観測は計画取水量検討のため少なくと

も一期港概期間を通じての流量観測記録が必要となるo

d.環境調査: 頭首工改修工事による自然環境の変化に係わる調査を行な

う｡主な調査の対象項目としては,公害の防止に係わるも
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のとして水質汚濁,自然環境の保全に係わるものとして植

物､動物,及び景観があげられる｡

e.測量調査: 取水河川の縦･横断測量(縮尺l/200-1/500)
､既存頭首

工の平面測量(縮尺1/200 -1/500 )及び主要地点に水準点

の設置を行なう｡

f.地質調査: 既存取水堰又は新規比較線に添ってコア-ホ●-T)ク●を行なうと

共に貴人試験及び透水試験を行なう｡

c)頭首工改修計画の作成
頭首工改修計画は､上述各資料及び現地調査の成果を基に技術的及び経済

的比較検討を行ない,現状に応じた施設に改修しなければならない｡･計画

検討に当たっては,経済的観点から出来るかぎり既存構造物の再活用を考

慮すると共に自然環境への影響及び工事完成後の運転･保守等を考慮した

計画でなければならない｡改修計画作成の作業の概略作業工程及び内容は

次の通りである｡

基本計画:

a.流出解析: 水文に係わる資料検討を行なうと共に降雨量,河川流量等

の観測記録を基に､洪水流出､及び低水又は地下水流出､ I

洗砂量等の解析を行なう｡各解析の結果に基ずき計画洪水

位/量,計画河床高等の決定を行なう｡ (取水河川につい

て,既に河川改修計画が出来ている場合はその計画諸元に

基ずく) ｡

b.利水計画: 港液面積,作付形態,水配分､水収支,その他利水に係わ

る条件等を考慮した利水計画を作成し､取水位及び取水量

の決定を行なう｡ (取水位及び取水量が捷示資料として与

えられている場合は,この検討は省略する) 0

c.自然環境: 環境調査を基に,環境法蔑に係わる問題点対策項目を検討

すると共に対策方法を決定する｡

d.設計条件: 上記各項目の検討結果及び諸元決定に基ずき,取水堰の型

式及び取水方式の検討を行なうと共に､堰高のかさ揚げ､

魚道､沈砂池､その他付帯構造物の必要性を検討する｡

概略設計:

a.水理検討: 取水堰による堰上げ背水計算及びその影響範囲の検討｡洪

水吐,土砂吐,魚道,取水ロ,沈砂池等の主要構造物の水

理的計算を行ない,それらの概略必要寸法を算定する｡

b.構造検討: 主要構造物についてのみ簡単な安定及び構造計算を行ない､

その概略形状及び寸法を決定する｡また,既存構造物の再

活用を検討する｡

c.計画図: 一般計画平面図を作成すると共に,.実施計画,工事数量･､
建設費等の概算が出来る程度の,縦･横断面図､構造図等

を作成する｡

也.実施計画: 企業者,地元水利用者,その他関連官庁,等の事業構想を
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e.建設費:

基に､実施に係わる基本的な考えを述べると共に,引続い

て行なわれる基本設計､実施設計及び建設工事を含めた作

業項目毎の概略工程表を作成する｡

上記､計画図及び実施計画を基に工事数量を算出し,概算

建設費を積算する｡積算に当たっては類似工事の複合単価

を基に算出する｡

以上の各作業に於ける検討結果を絵合的に取り纏め頭首工の改修計画書を

作成する｡

計画頭首工の基本設計:

基本設計は改修計画を基に取水堰,取水工､その他付帯施設の水理/構造的設

計に係わる諸元の決定､使用■材料の検討及び基本的構造計算､概略工程,工数､

単価及び工事費等の検討/試算を行なう｡基本設計作業は,概ね次の工程及び

作業内容となる｡

a.設計計画:

b.水理計算:

c. 構造計算:

d.比較検討:

e. 設計図:

･一般囲:

･土工図:

･構造図:

f.数量計算:

g.施工計画:

也.工事仕様:

i.工事費積算

j.報告香:

改修計画段階で検討され決定された基本計画内容及び各諸

元の確認/見直しを行ない,必要に応じては修正を行なう｡

洪水吐,土砂吐,魚道､取水口､沈砂池,その他主要構造

物の水理的詳細計算を行ない必要諸元及び寸法を決定する.

各構造物(堰体､堰柱､取水工,護岸工､魚道,管理棟､

機械室､沈砂池等)の安定,応力計算を行ない断面形状の

決定を行なう｡

各棟造物基礎工法の比較検討を行ない基礎形状及び必要寸

法の決定を行なう｡また､各ケ○-ト型式の詳細比較検討を行

ない概略設計仕様を検討する｡

各主要構造物の形状及び規模を示し､概略工事量の算出が

可能な標準図を作成する｡各図面内容は次の通り､

頭首工各施設の位置､規模､形状及び仮設計画等を示す一

般平面図及び主要縦断面図を作成する｡

測量結果により作成された各構造物の縦･横断図に土工断

面,切盛土工,法面保護工､等の切り込みを行なう｡

各主要構造物の標準平面及び断面図､既存構造物の部分的

補修又は補強箇所を示す標準構造図を作成する｡各コンクリート

構造図には配筋の概略を示す｡

土工､コンクり-ト､鉄筋､型枠,その他主要付帯エの工種毎及

び材料毎の概略数量算を行なう｡

仮設備工を含む施工計画の骨子及び各作業工程の概略を作

成する｡

主要工事に係わる概略特記仕様書を作成する｡

類似工事の主要単価又は提示資料として示された工事単価

を基に仮設備工事を含む概略工事費を積算する｡

上記各成果品の点検照査を行ない､基本設計報告書として

取り纏めを行なう｡
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2)用水路改修計画/基本設計の作業概要と手順

用水路改修計画/基本設計を実施するに当たり,既存水路の現況を十分に把達

し､その現況変化に応じた改修計画及び基本設計を行うことが最も大切である｡

これら計画/基本設計の作業工程は,概ね次の通りである｡

用水路改修計画の作成

用水路の改修計画は,既存水路を最大限に活用することを前捷とする｡即ち､

既存の水路網及び水路施設を基に改良/補修または補強/追加設備等を施し､

新規利水計画に応じた機能を持つ水路に改修する｡従って,計画を作成するに

当たっては,既存水路の現地調査及び技術的/経済的比較検討を行ない､その

建設時点と現状との違いを検討/分析した上で改修計画を作成しなければなら

ない｡改修計画作成の作業概要は次の通りである｡

a)資料収集/踏査

a.資料収集: 既存水路の設計/工事時点より現時点までの各施設の状況

変化を把握し､各種比較検討するため既存水路に係わる資

料を出来るかぎり収集する｡これらの資料は,継続して行

なわれる現況調査及び計画設計の基本資料となり､主に次

の資料が必要となる,

･基本資料

･用･排水計画

各種気象デタ-,地形図､その他

用･排水計画/設計図､水路系統/フローチャート､その

他

･水路設計図 水路平面図､縦横断図､地質縦断図,各構造物の詳細設計

図,その他

･地質図 水路地質縦断図,その他

b.現地踏査: 上記資料を基に,港概地区内､既存水路及び付帯構造物の

潜査を行ない,その現状を把握すると共に改修計画の概略

検討を行ない,引続いて行なわれる現況調査方法の詳細検

討を行なう｡踏査の作業内容は主として次のものとなる｡

･施設確露 既存水路各構造物の位置,構造､機能,等の照合/確認,

及びそれら施設の品質,老朽､破損,等の目視調査を行な

う｡また､水路と関連する河川､排水路,各種道路,等の

現況を把撞する｡

b)水路現況調査

上記踏査報告書を基に既存水路及び構造物の現況を把握し,引続いて行な

われる水路改修計画作成に必要となる各種資料作成のため下記現地調査を

行なう｡

a･像能調査: 水路及び付帯構造物の水理的及び構造的機能力雪工事完成時

点と現時点を比較してどのように変化しているかを調査す

閲中港区-45



ると共に､その変化の原因究明を行なう｡状況変化の原因

は一般的に自然的(老朽化,耐用年限等による劣化/破損､

河川沌出の変化による破損)及び人為的(涜域/流況の変

化,､港洗面積､用水量及び分水量等の変更､荷重条件の変

更､保守/管理の不備による機能低下)に分けられ､それ

ぞれ調査/分析を行なう

b.漏水調査: 調査方法としては各水路区間毎の静的(水路を湛水させ減

水深を測定)及び動的(水路に通水させ通水区間の減水量

を測定)手法による測定を行なうと共に､目視による漏水

箇所の検出/漏水量測定を行なう｡

c.品質調査:各水路構造物を対象とした躯体の劣化及び破損程度を判定す
るための調査を行なう｡劣化程度の測定に当たってはシミッ

トハンマーを使用し強度概略測定を行ない､必要に応じて

は供試体の採集及びラボラトリーテストを行なう.また､

コンクリート又は石積み等構造物のクラックその他基礎状

況の探査は目視及び点検ハンマーの打診により破損程度を

判定するが､必要に応じて部分的な剥ぎ取り又は掘孔によ

り確認を行なう｡本調査の調査区間又は範囲が大きい場合

は｢赤外線による非破壊調査法｣の採用も考えられる｡

d.測量調査: 現況水路の水理的条件を検討すると共に改修計画/設計の

基礎資料に供するため,改修対象となる既存水路区間又は

範囲の水路縦横断測量を行なう｡また､部分的路線変更を

必要とする区間及び大きな崩壊又は破損を有する区間につ

いては適切な縮尺(1: 100又は1:200)の平面測量を行な

う｡

c)水路改修計画

改修計画は上記各調査結果及び今後も予想される状況変化を考慮し､かつ

経済的にも有利な計画を作成する必要がある｡従って､既存水路に備わる

資料､各調査結果及び新たに加えられる計画/設計条件等を詳細に分析/

検討して計画を作成しなければならない｡改修計画作成の作業工程及び内

容は次の通りである｡

a.基本計画: 既存水路の各種資料及び現地調査の結果を基に,新規利水

計画を考慮した計画となる｡計画作成に当たっては次の検

討が必要となる｡

･基本利水 取水河川の流域/流況､藩政面積,作付形態､等の変化に

より流出量,用水量､水配分,等が変化する｡これらの基

本的問題を再検討して新たな港概系統図(フローチャーり を作

成する｡

･改修区間 現場各調査結果を基に改修又は補修を必要とする区間,範

囲及び部分を決定する｡決定に当たっては,経済的観点か

ら出来る限り既存水路を活用し,その水理的及び構造的条

件を考慮した工法の概略検討を行なう｡
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b.水理検討: 上述の基本計画に基ずき各水路系統毎の概略水理計算(撹

失水頭表の作成)を行ない､基本計画に水理的問題がない

c.計画図:

ことを確認する｡

改修計画の全容を示す一般平面図を作成すると共に､各種

構造物の実施計画,工事数量,建設費等の概算が出来る程

度の概略設計図を作成する｡

d.実施計画: 企業者､地元水利用者,その他関連官庁,等の事業構想を

基に,実施に係わる基本的な考えを述べる｡

早.建設費:

∫.報告書:

上記,計画図及び実施計画を基に概算建設費を算出する｡

建設費積算に当たっては類似の工事単価を基に積算する｡

上記,各作業項目の検討結果を鹿合的に纏めた水路改修計

画報告書を作成する｡

d)基本設計:

基本設計は改修計画を基に水路タイ7o､水路標準断面､その他設計に係わる

基本的諸元の決定,使用材料の検討及び基本的構造計算,概略工程,工数､

単価及び工事費等の検討/算出を行なう｡主たる作業内容は次の通りであ

る｡

a.設計計画: 水路改修各区間の水路及び付帯構造物形式の決定､施工計

画及びその施工性を考慮した標準水路断面の細部検討と決

定を行なう｡また,全段階の改修計画の見直しを行ない,

必要に応じては補完調査を行なう｡

b.水理計算:

c.構造計算:

d.一般図:

e. i=@:

∫.構造図:

g.数量計算:

h.施工計画:

i.工事仕様:

j.エ事費積算

1.報告書:

等統計算､余裕高､付帯構造物による損失水頭その他水理

的条件に対する詳細検討を行ない水頭表を作成する｡

計画採用された各種構造物の基本的構造計算及び補修又は

補強工法の検討を詳細に行なう｡

平面図及び縦断図に水路形式区分､付帯構造物の位置,改

良又は補修部分,設計流量/流速等を記入する｡

測量結果による水路横断図に土工断面,切盛土工､法面保

護工等の切り込みを行なう｡

各主要構造物の構造及び標準断面図,水路舗装の標準断面

図､補修又は補強箇所の標準構造図等の作成を行なう｡

土工量､コン州-ト､鉄筋､形枠､その他主要付帯工材料,等

の概略数量計算を行なう｡

施工計画の骨子及び各作業工程の概略を作成する｡

主要な工事に対する概略特記仕様を作成する｡

類似工事の主要単価を基に概算工事費の積算を行なう｡

上記各成果晶の点検照査を行ない､基本設計報告書として

取り纏める｡
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関中濃瀧区水利施設緊急改修計画

3,実施設計調査

実施設計作業工程

1).設計計画

2).水理計算

3).構造計算
4).設計図

･一般図

･土工図

･構造図
5).数量計算
6).施工計画

7).工事仕様

8).工事費積算

9).報告書



関中産区水利施設緊急改修計画

用水路改修計画/設計の作業概要と手順

1.改修計画調査

1).資料収集/踏査

(既存水路に係わる)

a.資料収集

･基本資料

･用･排水計画

･水路設計図

･地質図

也.現地踏査

･施設確認

･踏査報告

2).現況調査

a.機能調査
b.漏水調査

c.品質調査
d.測量調査

e.調査報告書

3).改修計画作成

a.基本計画

･基本利水

･改修区間
b.水理検討

c.計画図
d.実施計画

e.建設費
i.報告書

2.基本設計調査

基本設計作業工程

(概略検討による)

1).設計計画

2).水理計算

3).構造計算
4).一般図

5).土工図

6).構造図

7).数量計算
8).施工計Id]j

9).工事仕様

10)工事費積算

ll)報告書

F;E1-I--;-;ff蒜フ蒜註-｢
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3.実施設計調査

実施設計作業工程

(詳細検討による)

1).設計計画

2).水理計算
3).構造計算

4).一般図

5).土工図

6).構造図

7).数量計算
8).施工計画

9).工事仕様

10)工事費積算

ll)報告香



第五章 稔合所見

5.1 技術的可能性

駅西省関中港区は､長い歴史の上に立ち､中国でも有数の大泉模港漉港敢闘発を中心

書手農業及び農村開発が進められて来ており,技術的な基盤には確たるものがある｡今後,

この地域に於ける農村地域開発は､大きな制約となっている老朽化の著しい港概施設の

改修/改善を進め合理的な水利環境を整え,利水の効率化を図り､而して既開発の生産

機能を更に向上させることを目的としている｡

ここに構想された｢関中管区港耽施設緊急改修計画｣の実施については,基礎となる

自然環境並びに社会経済活動基盤が比較的整っており､最近の技術をもって施設整備を

行えば即効的に開発の効果が期待でき,持続的地域社会経済の発展を支持できるものと

評価できる｡

計画事業の実施については,大きな施設規模と現在稼働中である施設機能の特殊性を

除き特段危慎する問題はない｡生態系を含む環境対策については,長い養親の歴史の中

で既に均衡しているので実質的な弊害は発生しない｡唯一､特別の配慮を必要とする事

項としては､施設規模が大きい故に改修工事に時間を要するため､一部､耕作に工事の

影響が及ぷ心配が残される点にある｡この点は､工事計画を策定する上で十分保障対策

を考慮する必要がある｡

5.2 社会経済的可能性

前述の通り､園中海区には､既に開発された生産基盤があり､技術的な革新を進めれ

ぼ更に生産増強が期待できる余地を相当に残こしている｡従って､制約要因となってい

る水資源の合理的利水環境が整えば,これらの開発並びに改善が容易となり､大きな稗

益人口に対し高い効益が期待できる｡また,この地域の更なる発展は､広く駅西省の社

会経済の発展を強く支持できるものと確信される｡

5.3 現地政府､地元住民の対応等

駅西省政府並びに関中港区管理局をはじめ関係諸機関は､本計画を施行中の社会経済

開発長期計画の中で重要かつ緊急性の高い案件として扱い,非常に熱心に事業化のため

の基礎的観測,調査等を進めている｡地域住民の本開発に対する期待も非常に大きく､

計画事業の推進に積極的である｡
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平成6年度ADCAプロファイ調査

隣西省関中濃区/新彊省吐魯香港区調査日程

調査従事者:団長本間進(日本工営(秩))第三事業部副事業部長

団月山内悦司(日本工嘗(秩))第三事業部副理事)
通訳金景

CJP呉濃弟(中国水利部国際合作司)/挟西省
武井士魂(uNESCO所長)/薪彊省

午/月/日 曜日 行動予定 宿泊地 備考

4月29日 金 北京着JL781便(lO:00/13:15)

北京

京倫飯店Te1:86-I-5002266

水利部打合せ(16:00) Fax:86-I-5002022

4月30日 土 資料収集 北京

5月1日 日 閑中海区調査準備 北京

5月2日 月 uNESCO北京事務所武井所長と打合せ

午後西安ヘ移動(CA1235,l3:35) 西安

人民大慶

5月3日 火 午前,駅西省水利庁と打合せ

午後､閑中盤区踏査 西安

5月4日 水 閑中濃区踏査

西安

5月5日 木 閑中港区踏査

西安

5月6日 金 午前､映西省水利庁と協議

上

上海日航龍柏飯店

午後､上海へ移動(WH2501便) Te1:86-21-2559lllFax:86-21-2559333

5月7日 土 上海水利局にて資料収集 上

10 妻5月8日 日 資料整理

新猛省調査準備 上海

ll 5月9日 月 新彊省鳥魯木斎ヘ移動(Ⅹ-09502便) 山内悦司帰国

鳥魯木斎 Holidayhn

12 5月10日 火 文化庁と打ち合わせ

水利庁他関係機関と打合せ 鳥魯木斎

l3 5月11日 水 吐魯番市へ移動

吐魯香港淑区関係機関と打合せ

吐魯香港教区踏査 吐春番 経洲飯店

14 5月12日 木 吐魯香港叔区踏査

資料収集 吐春番

15 5月13日 金 吐魯香港耽区踏査

吐魯香港赦区関係者と協議 吐春番

l6 5月14日 土 鳥魯木斎へ移動 鳥魯木斎 Holidayhn

17 5月15日 日 北京へ移動 北京 京倫飯店

18 5月16日 月 水利部へ報告､

JtCA事務所､大使館表敬/報告 北京

19 5月17日 火 oECF北京事務所表敬､北京発 / HN-906便にて東京帰着
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中華人民共和国

水利部
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呉

Zhou Wunzbi

CU皇 Boxun

Fhang Ling

Wu Nong血

中国潅概排水技術開発訓練センター

1. 日高修吾

2. 菊池由別

駅西省水利庁

1. 鄭

2. 毛

3. 王

4. 孫

5. 李

6. 李

経恵渠管理局
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2. 馬
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宝鶏峡管理局

5.. 僚 勇

6. 楊 建忠

上海水利局

1. 徐 文毅

ShⅦugo Hi地

Yoshinorikikuchi

Zbeng Sheng Min

Man Yuanggl

Wang Langul

Sun Kaoging

Li Run

Ly Weizeng

Ham Mu Zhani

Ma Fu Wain

Ski Congsban

Sun Zhongwun

Yu Yong

Yam Jianzhong

Xu Wen Yi

水利部副部長

外事司副司長

国際科技合作処長

国際科技合作処

計画設計専門家

系統開発専門家

農田水利処副処長

水利電技術請謁センター主任/絶版工程師

水利電技術請謁センター/工程師

水利電技術詳説センター/高級工程師

水利電技術諸説センター農田水利処/工程師

水利庁科教処

局長/中国海区協会副会長/高級工程師

常務副局長/高級工程師

給工程師

直概科長

宝鵜峡管理局副局長

宝鶏峡管理局工務科長

上海市長江口開発室治局弁公室外事業務､外事専務
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A_pplican(:

TYM: Government of the People-s Republic of China

Project Tit)e:

Guanchung Region Irrigation Schemes Urgent Rehabilitation Project,ShaBtnXi
Province

Economic See(or:

Agriculture

Project Type:

1) Master Planning for Rehabilitation Programon Nine Major hTigation Schemes

in the Guanchung Region, Shaanxi Province,and

2) Feasibility Study on rehabilitation program which will be required urgent
implementation.

Total Project Cost:

Not estimated yet

Responsible Ministry:

Mimistry of Water Resources, the People.s Republic of China

InlPlementation AgerlCy:

Bureau of Water Resources, Sh姐nXi Province,and

Guanchung Irrigation RegionalAdmimistrationsof Nine Major Irrigation Scheme.

I. Project Description

1.1 Project Background

(I) Current Situation of the Agricultural Sector

The agnculturalsector in China plays an important role, providing not only foods

and industrialmaterials but also employment opportunity tO 58% of the labour fTorce

(1992)･ The agriculture also contribute to earning the fわreign currency through

exportation of the products, i･e･ soybean, cotton, etc･ However, a small agn-

cultural1and, which occupleS almost lO% of the whole country or approxi-mately

9･56 million ha while its occupancy lS Only 0.1 ha per person of the rural

population, is one of the ma)or limiting factors in the agnculture･
The agncultural production has been increasing Significantly through reclamation
and structural improvement of the agncultural land as well as extension of the
fTarm1ng technology lmPlemented under the economic revolution in the 1980s,and

hence, achieved almost 44･6 billion ton ( 390kg/capita) of fわod as at th.e end of
1990･ On the other hand, the agnculturalland has been gradually decreaslngfrom

133 million ha in 1957 to 95･65 million ha in 1991 although some O･47 million ha



land has newly developed dmingthe same period. The reduced land was mainly

usedfor urbanand industrialdevelopment (47%), structural enl1anC.ement Of the

basic infrastructure (15%) , exploitation of the pasture land for promot10n Of amimal
husbandries (ll.5%)and forestation (26.5%). As of the end of 1992, the total

agriculturalland is 95.654 million ha of which uplandand paddyfields are 69.95

million ha (73%) and 25.70 million ha (27%), respectively. Of the upland field,

some 22.60mi11ion ha (32% of the totalupland field or 24% of the totalagricultural

land) has been irrigated･ effectively･ Sincethen,anan.nual cropping is actually

made on 149.2 million ha in gross witha cropplng intensity Of 1.56 onanaverage.

(2) Problems to be solved in the Sector

China has a population of about 1 1.7 billion in 1992 with an annualgrowth rate at

l.2% in the recent years. To su氏ciently supportthe livelihood of this high popula-

tionand to satisfactorily maintain the fToreign trade balance through promotion of an

industrialdevelopment, further expansion and stabilization of the agncultural

production is essentialand crucial. However, the land resources to be suitablefor

crop production hasalready been a limited extent. Besides,almost 65% of the

present agricultural land is, more or less, affected by shortage of imigation water,

poor dminage, unfertile soils, etc･ which are the pnmary constraint to longer term

agricultural growth.

In
-the

current implementation of the SocioIEconomic Development Program, the

Govemment of China is paylng at most ef払rt to develop the agnculturalsector with

particular emphasis on to solvethe said constraints through on-farm development

as well as structuralimprovement of the agriculturalinfrastructure.

(3) Necessity and Importance of Improvement in the Sector which Lead to the

formation or tLle Project

Out of the constraints stated above, a shortage of water resources fわr i汀igation

development is the most serious condition particularly in the centraland westem

reglOnS in China. While poor drainage conditions are the essential problem in the

lowlying area mostly in the northem reglOn. Under uneven distribution of the

precipitation every year, an annual crop production is directly damaged by the

draught problem to a significant extent. A shortage of imigation water also made
difFICult to extend agricultural land.. The drainage problem appears not only as crop

production decrease but also disturbance of seeding work whenever it is wet.

Since a large developmellt potential of agnculture remains in the said reglOnS,

therefore, implementation of both imigation developmentand drainage improve-

ment are essentialand urgently needed so faras to increase crop production and to

maintain sustainable agnculturaldevelopment in China.

Aside from a new development of the water resources like as groundwater

exploitation, improvement of imigation efficiency by rehabilitation and structural

improvement of the existing lmgation schemes is one of the effective emergency

measures for meetlng the basic objectivesenvisaged inthe agncultural develop-

ment. The Govemment has then been scheduling on urgent implementation of such

rehabilitationand/or improvement of the existing irrigation schemes together with

new water resource development in the Ten-YearNationalDevelopment Plan.

(4) Relation between the Sector and the Project

The Guanchung Region in Shaanxi Province lies under the semi-dry climate.

Therefore, the water resourcesarethe bases onal1the socialand economic activities

in this area. So far, water resource development has been proceeded and

progressed over than70% of the available water in the Region. Thus, to extend

further development of this area, it is essentialto prepare sufficient water supply

condition through re-exploitation of the water resources and improvement of water

utilization efficiency by rehabilitation and structuralimprovement of the existlng



water distribution system as a whole･ A saving Of imigation water utilization is also

crucialand inevitable on this concerns.

In realization of the agricultural development conceived in the NationalPlan,the

Project has been formulated as the urgent implementation program in the Region.

The Guanchung lrrigationarea has been selected as one of the essential sites fbrthe

National Food Production Project under implementation of the national food

SeCunty Program.

(5) Reason why Japan.s Grant Aid is requested for this particular Project

ln the Guanchung Region, numbers of the irrlgation and rural water supply

systems have been developed by the Regional Government since long･ Most of

these water supply systems are, however, low efficiency ln Water utilization. The

over aged structuresare being deteriorated at many places and hardly operated in

slgnificantarea. To improve these existlng facilities and to develop further water

resources, satisfactorily and successfully, Introduction of a modem englneenngand

its management technology lS inevitable･

Japanhas a deep experiences on water resource development, on-fan development

with water saving function,aneconomic water utilization and its management as a

whole. Thus, it is consideredthat the JapanTs experiences and high engineering/
technology on water resource development and its management wou)d highly be

helpful to implementation of this floject･

1.2 0bjectives and Outlir)e of the Project

(1) Objectives of the Project

I) Short･term Objectives

The fundamentalobjectivesof the Projectare.I

a. To urgently rehabilitate the over aged imigation facilities so faras to maintain

stable operation of imigated famlng aS Well as to secure the essentialsocio-

economic infrastructure which has been intensively developed in the

downstreamof the irrigated area.

b. To establish modernteclmology withrespect toaneconomic water utilization

under semi-dry climate.
c. To extend agrlCultural land and increase agncultural production so far as to

enl1anCe/stabilize the fan economy.

d. To assist further development or socio-economy in the rural area in the

Region.

2) Medium and Long-term Objectives

The Projectwould contribute technically to an execution of theruraldevelopment in

the central reglOnS in China. The socio-economic development would also be

effective directly to up grade the Shaanxi regionaleconomy as well as the national

eCOnOmy･

3) Relation between the Project and Objectives, and bow the ProjectwiJJ
contribute (o an accomplishment or the Objectives

a. Rehabilitation of the over aged imgation facilities would maintain stable

operation of irrigated faJming･ Improvement and/or renewal of such ov?r
aged facilities and structures would also secure the essentialsocio-economlC

infrastructure which has been intensively developed in the downstreamof the

irrigated area.



b. Exploitation of the water resources and improvement of the existlng Water

supply systems would make possible to expand the agricultural land, aJld

hence, toincrease crop production to a significant extent.

c. Enlargement and secunty of water resources would also assist further

development of potemialresources to be existed in the Region, and then,

promote socio-economic development intheruralarea.

d. Quality improvement as well as increment of the agriculturalproduction

would directly effective for food security in the Region as well as the

national economy, I.e. COntribution to foreign trade balance, etc.

e. Implementation of the Project wouldalso contribute to settle a modern

technology on both water resource development and management of

economic water utilization.

(2) Ou(lirLe Of the Project

Enlargementand security of water resources by rehabilitationand/or renewalof the

ma]or structures as well as improvement of the existlng Water Supply systems for

economlZlng the water utilization would be the basis for achievement of the basic

■
objectivesand

its goal. Establishment of the institutionalsupport system for study

and extension of both irrigationand crop production technologiesisalso crucialaJld

urgently needed on this regard.
To materialize the basic programs stated above, the followlng action programs has

been conceived as one of the strateglCand practicalapproach tothe integratedrural

developmentunder execution of the Project.

a･ Rehabilitation. and/or renewalof the barrages･ intake facilities, regulators･

etc. on major nVerSfor increase water for multiple use.

b. Rehabilitationand/or renewal of the major facilities and structures on the

mainand secondary canal, i.e. syphons, aqueducts, emergency spill-ways

and drainage canals, etc･ for security of watering operation･
c. Rehabilitation and/or re-construction of the existing irrigation systems,

including regulators, canalnetwork, etc. for improvement of the irrigation

efBciency.

d. Improvement of the imgation practices and extension of economic water

utilization technology.

e. Reclamation of the agnculturalland and enlargement of the fTarm size･

f. Diversi丘cation of the agricultural production through introduction of the

economic crops

g. Structural improvement of the reglOnal agncultural economy tbrougb the

above development.

A detailed scope of the Projectis presented inthe Report on ProjectFormulation

pI℃PaJTed by the ADCA Mission, May, 1994 (see attached Text here to)･

(3) Location PJan of the Project

The area being subject to the Project locates at the Guanchung Region, Shaanxi

Province which lies at the left bank ofWeiriver. The totalimigationarea is about

6(札000ha. (pleaserefer to the Location Map attached here to).

(4) Cost Estimate

The cost to be required for the Development Survey Works is approximately

C¥46,310thousand (equivalentto be US$5,385 thousand) of i,hich some of 65% or

about US$3,500thousand is expected asthe grant aid from the Japanese Government.



(Unit: US‡1 0,000)

Items TechmicalAssistance

Development SurveyPlanning :

Master Plannlng 200

Feasibility Study 1 50

Total 350

1.3 Benefit, E-feet and Publicity o† the Project

(1) Population tbatwill benefit directly from the Project

About 6,830 thousandpersons in the entire Guanchung hTigation Scheme area will
bethe direct txneficiaries.

(2) Population tbatwiJ[ benefit indirectly from the Project

The Projectwill bear a large benefit not only the agncultural production but also a

potential resource development inthe Region. Therefore, an indirect txnefit will

extelld to whole over Guanchung Region, i.e. 19,320 thousand persons (1993).

(3) Area thatwi]l benefit from the Project

Tbe rehabilitation of the existlng lmgation systems and further water resources

development will make possible to secure about 600,000ha of i汀igation, while
increase of agncultural production to more than 7,000 thousand ton of food crops.

(4) Economic and social effects of the Project

l) Current situation

RegionalGross Domestic Product of Shaanxi Province (RGDP: C¥ billion)

1990 1991 1992

RGDP

Primary Sector(%)

Secondary Sector(%)

TYLird Sector(%)

34.785 42.878

10.556 1 I.668

15.715 18.590

ll.134 12.512

49.445

12.702

22.27 I

14.376

2) Expected effect of the Project

(5) Publicity (How many peopleare expected to notice the benefit or positive effect of the Projectif
itis completed with Japan.s Grant AidAssistance)



I.4 Request to Other Donors

(1) Is there any request made to other donor(s) for assistance close一y related to this

Project?

l. Yes 2. 辿

(2) If yes, pleasefill in below:

1) Name of donor(s)

2) Titleand oudine of the assistance

3) Possibilities that the donor(s) will extend the assistance requested

4) In the case where other donor(s )do not extend assistance, please describe in detail appropriateness

and effecdveness of this Project

5) Inthe case where other donor(s)extend loans, please describethe reason why Japan's Grant Aid is

reque飢edforthe ftoject

I.5 Priority

( Please describe priority of this Projectamong other projects
for which requestsare made tq Japan)

The Projectis acknowledged as one of the most important development program in

the medium/ long-termdevelopment planand hencegiven the highest priority･

(Please attach projectlistwith priority)

The projects tO be applied to the Japan's Grant AidAssistanceare listed as per

attached Table.

1.6 Ministry and Agency m charge oE the Project

(1) Outline of tLle ITnP]ementing Agency

l) Organization Chart o† the AgeTtCy

The organization chart of the implementlng agencies, i･e･ Bureau of Water

Resources, Shaanxi Province, and Guanchung Irrigation Regional Administrations

of Nine Imigation Scheme is as shown in the attached Sheets･

2) Authorities and duties oE the Agency

3) Personnel ( number of staff, workers and employees of the Agency )

nle Stafhg of the Agencies is as shown in the attached Table here to･

4) Budget ( Revenueand Expenditure )



nleannualbudget prepwed/progressed inthe current years are as follows:

(Unit: C¥ thousand)

199 1 1992 1993 1994

Revenu e :

hpenditure

Balance

(2) Outlime or the Supervising Ministry

I) Organization Chart of the Ministry

The organization chart of the SupervISlng Ministry, I.e. the Ministry of Water

Resources is as shown in the attached Figure here to.

2) Authorities and duties of the Ministry

3 ) Personnel ( Number of staff, workersand employees )

The sta伍ng of血e Agencies is as shown in也e attached Table here to.

4) thdget ( Revenue and Expenditure )

Theannualbudget prepared/progressed in the current years are as fわllows:

(UIlit: C¥ million)

1991 1992 1993 1994

Revenue :

Expenditure

Balance

1.7 Capabilities of the lmplementing Agency

(1) Current sitllatioll

(2) Problems of the Agency

(3) Improvement plan



I.8 0FIeration and ManageTnent Of the Project

(1) Personnel ( Please血I in the number of personnel )

Supervising Ministry

lmplemend ng Agency

Directly Responsible Personnel

( Famers, etc.)

Current When the Projectis completed

(In the case where necessary personnelare not yet secured, when and how this is to be done? )

(2) Budget ( Please丘11 in血e budget in the below Table )

2yearsago 1 yeaqsago Now When dleProjectiscompleted
(1992) (1993) (1994) (2006)

Supervising Ministry

Implementing Agency

D止ect Budget of the Project

Inthe case where additionalbudgetaryallocation is needed for the implementation of the Project,
please answer the following queStion･

1) Has the additional budget been allocated?

1. Yes 2. No

2) Ir no, how and whenwiIl the additional budget be a)located?

(3) Technical abilities of the local staff

1) Please describe technical abilities of the local sta†r for operating the Project･

2) Educational backgrdund of those who are in charge of operation and

management of the Project

I.9 List of the Related Project

(1) Name of Donor(S)



(2) Title of the project(s)

(3) Out一ine of the project(s)

(4) Type of assistance ( Grant, Loan, TechnicalAssistance, etc･)

(5) Project period

(6) Relationwitb this Project
(If there are many projects,please attach a listof those projectsexplained in the same way.)

1.10 Tecbnical_ Assistance

(I) Has technical assistance been extended to this Project?

1. Yes 2.空也

(2) Is technical assistance needed for the jmplementa暮ion or this Project?

1. X鎧 2. No

(3) If no, please describe the reason why the technicalassistance is not needed?

(4) IE yes, please fi一l in below:

1) Short･term expert(～)

To assistthe development surveyand plannlng WOrks covenng the master plannlng

(firstyear)
for entire Guanchung Imigat!onRegion and feasibility study (second

year)
for urgent rehabilitation of the major imigation facilitiesand structures, the

fo11owlng experts would be required.

Experts First Year Second Year

1. TeamLeader/Sr. Imigation Engineer

2. Meteorologisu Hydrologist
3. GeologlSt

4. Geo-HydrologlSt

5. IrrigationEngineer

6. DamEngineer
7. CivilEngineer

8. StructuralEngineer
9. DesignEngineer

10. AgronomisuAgro-economist

1 I. Animal Husbandarist

12. Agro-processing Expert

13. AgriculturalEngineer
14. Environmenta一ist

15. ProjectEconomist
16. InstitutionalExpert

5
5
2

つ
J
5
5
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l

5
つ
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1
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l
つん

ー
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TotalMan-MondlS 50 40

Note: The man-months of each expert are estimated only on the works at the Projectsite.

2) Long-term expert(s)



3) Acceptance o† trainee(s)

Under the Japan's Technical Assistance Program, the fbllowlng technical tralmng

courses are expected for tralnlng the localstaff･

a. Dam englneenng COurSe

b. Ⅰ血gation englneenng COurSe

c. On-farm development course

d. Course for 0/M of irrigation facilities

1 person

1 person

1 person

1 person

4)打oject-typeTechnicalCooperation

5) Development Survey Program ( Feasibility Study, Master Planning. etc.)

(If needed, please describethe oudine of the proposed development survey program )

a. Master Plannlngfor Rehabilitation Program on Nine Major Imigation Schemes

(approximately 600,000ha in net imigation area)in the Guanchung Region,
Shaanxi Province. Review of the water resource development, assessment of

the existing conditions of irrigation facilitiesand structures would be the basis

6fthis study.

b･ Feasibility Study on rehabilitation program which will be required urgent
implementation.

(5) Has an official reques( for (he (ecbnica] assistance been already made?

1) Yes 2) &

3) If yes, please mention the date of its request.

4) Ⅰ†no, please describe the reason why the official request has not yet been

made.

The proposed Prqject is a new development program which ba£ been fbmulated

and prepared in May, 1994.

II. General Development Plan

2.1 Title or the Plan

(Please attach the whole volume of the latest general development plan )

The Ten Years Socio-Economic Development Plan(1991 - 20W)

2.2 Economic and Social Situation

(1) Gross National Product (GNP)

(Unit: GNP=C¥ billion, Cap.GNP=C¥)

1978 1980 1985 1990 1991 1992

GNP

Agricult町e

Indu shy

Con struction

Tram sportノCommuni cati on

Finance and Trade

Senrices

per Capita GNP

358.8 447.0

101.8 135.9

160.7 199.7

13.8 19.6

17.3 20.5

26.5 21.4

38.6 50.0

372.7 452.8

855.8 1,769.5

254.2 501.7

344.9 685.8

41.8 85.9

40.7 111.7

57.7 83.7

1 13.5 299.5

2,023.6 2,403.6

528.8 574.4

808.7 1,012.8

101.5 144.7

127.7 140.2

124.5 141.1

327.5 388.7

808.5 1,547.7 1,747.1 2,051.4



(2) National Income, Sector by Sector

Sector

NationalIncome

Agriculture

lndu shy

Con struction

Tran sportノComm unication

Finance and Trade

1978 1980 1985 1990 1991

301.0 368.8 702,0 1,438.4

98.6 132.6

148.7 180.4

12.5 18.5

ll.8 12.6

29.4 24.7

249.2 500.0

316.3 661.0

40.9 83.9

25.9 78.7

69.7 114.8

1992

1,655.7 1,984.5

526.9 579.5

770.3 980.5

100.9 147.5

88.7 95.7

168.9 181.3

(3) Unemployment Rate

(Unit: million persons)

1978 1980 1985 1990 1991 1992

Gross Labour Force

Employees

Unemployeds

485.3 528.8 621.I

401.5 423.6 498.7

83.8 105.2 122.4

Unemployment Rate(%) 1 7.3 1 9.9 1 9.7

697.3 709.8 721.2

567.4 583.6 594.3

129.9 126.2 126.9

18.6 17.8 17.6

(4) In†lation Rate

FollowlngSare the annualprice indexes determined at the wholesale as well as retail
bases.

(Unit: %)

1978 1980 1985 1990 1991 1992

Primary Commodities 103.9 1 07. 1 1 08.6 97.4 98.0 103.4

Wholesale Comm∝lity 100.7 106.0 1 08.8 1 02. 1 102.9 105.4

Living Expenditure 100.7 107.5 1 1 1.9 101.3 105.1 108.6

(5) Economic Growth Rate

The economic growth rate in the current decade is as follows:

(Unit: Growth Rate=%)

1978 1980 1985 1990 1991 1992

GNP

Agriculture

Indusby

Construction

Tram sport./Communicati on

Financeand Trade

Services

per Capita GNP
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(6) Balance of Internationa) Payment



me balance of internationalpayment inthe current decade is as fわllows:

(Unit: US‡ billion)

Exportation

Importation

B血ce

1978 1980 1985 1990 1991 1992

9.75 18.12 27.35 62.09 71.84 85.00

10.89 20.02 42.25 53.35 63.79 80.61

-1.14 -1.90 -14.90
8.74 8.05 4.39

(7) Labour Population ( as a whole, and sector by sector )

(Unit: millionpersons)

1978 1980 1985 1990 1991 1992

Gross Labour Force 485.3

Employees 40 1.5

Agriculture 28 3.73

hdus叩 60.9 1

Petroleum/Mining 0.97

Construcdon 8.79

Transport./Communicat. 7.35

Commerce 1 1.55

Finance nnsurance 0.76

Public Services 22.23

0thers 5.21

528.8 621.1

423.6 498.7

291.81 311.87

67.14 83.49

1.00 1.06

10.22 20.69

7.87 12.22

13.81 23.63

0.99 1.38

24.88 31.17

5.88 13.19

697.3 709.8

567.4
,583.6

341.77 350.16

96.97 99.47

1.00 1.00

24.61 25.21

14.69 15.15

29.37 31.00

2.18 2.34

38.83 40.17

17.98 19.10

721.2

594.3

348.55

102.19

1.00

27.02

15.73

33.12

2.48

41.08

23.13

(8) Debt Service Ratio

Debt Rado

(Unit: %)

1991 1992 1993

Debtn=xport

Debt/GNP

ConfessionalMoneyqotalDebt

(9) Outstanding Debts

(10) Major Items o† Export and Imports, and Their Values

■■正巳章一■

(Cnillion)

9.853

3.335

0.157

4.107

1.272

0.982

43.492

6.648

8.906

16.845

_｣旦2ユ__
((¥bi 1liorl)

10.835

2.799

0.200

5.003

2.114

0.719

52.956

9.277

10.492

19.601
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Princil)1e ExTnrt Commodities

Primary Product:

Food Products

Beverage 皮 Tobam

Processing Materials

Petroleum & Oils

Vegetable Oils, Fat, Salts, etc･

I血suialProducts:

ChemicalProducts
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Machinery & Equipment
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2.103 2.439 5.587

8.990 11.147

53.345 63.791 80.610

1990 1991

(million) (CYbillion)

10.849 10.178

4.675 3.219

Other Indus由alProducts

Uncl assi丘ed Products

TotalAmount of the above Export:

PrinciT)1e Import Commodities

Primary Product:

Food Products

Beverage

打ocessing Materials

Vegetable Oils, Fat, Salts, etc.

Indus由alProducts:

ChemicalProducts

Stecl 良 Me叫s
Electromics

Vehicles & Spade-parts

Vessel

MedicalEquipment & Instruments

TotalAmount of the above Import

20ノ9一･l

仰 )n

9
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山
3
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7つJ4rエ

0.397 0.298 0.294

4.603 5.689 6.003

1.174 0.972 0.696

1 1.650 14.850 20.387

5.776 7.523 8.990

3.422 6.095

0.070 0.286

2.357 4.309

0.287 0.263

0.29 1 0.444

25.028 30.77(i

(ll) Major Trading PartllerS

3.266

0.168

l.745

0.468

0.227

22.49!

Ma手or Partners Exl)Ort Amount Import Amoun

(USSbiuion)
49.037

20.538

13.681

1.236

2.623

0.504

16.096

2.080

4.023

1.748

3.526

1.900

10.827

1.927

8.900

2.246

1.671

Asian Territory

Hongkong

Japan

S ingapore

Korea

Far-East & A出ca

Europe

USSR

Gemany

ltaly

Yugoslavia

Latin America

NorthAmerica

C血

USA

Oseania 良 0血ers

Ausb･alia

(USSbillion)
61.125

37.512

11.699

2.031

2.437

1.302

11.364

l.823

2.448

1.095

2.33(～

l.076

9.247

0.653

8.593

0.884

0.661

(12) Population and its Growth Rate

Year Total Pot)ulation Male Female ArnualIncrease

(10,000 persons)
1980 98,750

1985 105,851 I
1990 1 14,333

1991 1 15,823

1992 117.171

(10,000persons) (10,000 persons) (%)
50,785 47,920 1.19

54,725 51.126 1.44

58,904 55,429 1.60

59,466 56,357 1.30

59811 57.360 1.16

(13) AverageLife Expectancy ( Male and Female )

Male

Female

yews

years



(14) Death Rate arLd Birth Rate

Year Pot)ulation Annual Births Annual Deaths AnnualIncreas

(%)

18.21

21.04

21.06

19.68

18.24

(%)
6.34

6.78

6.67

6.70

6.64

(%)

ll.87

14.26

14.39

12.98

ll.6(

(10,000persons)

1980 98,750

1985 105,851

1990 1 14,333

1991 1 15,823

1992 117.171

(15) Medical Structure

(16) Ten Diseases most affected the nation
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(17) Imteracy Rate ( or Literacy Rate )

(18) Other Data, if any

2.3 Outline oE the PIan

(I) Most Important Sectors in the PLan

The Ten-Year Socio-Economic Development Plan(1991 - 2000) emphasises on to

develop theruraleconomy through enhancement of both Agriculture and Industry

Sectors.

(2) Basic Objectives of the Plan

The Plan conceives two stage of development. The basic Objective in each
development stage is as follows:

1) The fTlrStStage: EighthFive Years

DevelopmerLt打ogram

2) me second stage: NinthFive Years

Development Program

Enlargement of the
-gross

domestic

product to double of仇at in 1980

Enlargement of the gross domestic

product to fburthtimes of that in 1980



(3) Howwi‖ the above･m,entioned objectives be achieved

( Please mention specific projects (SChemes) and program to achieve the objectives)

Under implementation of the first program, the antlClpated goal has been already

achieved by the end of 1993. Continuous effort is paid by the Government for

further development with particular emphasis onthe fbllowlng projects.

a. Increase of agricultural production through reclamation of the agricultural land

as well as structural improvement of the on-farm works, i.e. imgationand

drainage facilities, ram road, post harvest service facilities, etc･

b. Enlargement of the employment opportunlty ln the rural area through

development of agro-based industries.

c. Continuous development and modemization of the large scale industries･

d. Activation of the regionaleconomy through intensification of the financial

investment to all the sectors and structural improvement of the commercial
facilities under promotion of the mad-ket economy.

e. Enhancement of the financialassistBLnCe through bothstructuraland institutional

improvement of the banking system.

To the above context, the Government also emphasises to develop the Centraland

Western Regions in China so払r as to improve serious economic gap which has

been appearedamongthose reg10nS and Eastem Regions･

2.4 WhenwiH the Plan be executed and completed

The Plan is now under implementation and scheduling to complete by the end of

2■000.

2.5 Relation between this Project and the geneml deve]opment plan

( Please describethe significance of the打ojectin the generalplan )

me Project has been fわrmulated in accordance with the basic development policy as

stated in the preceding Section (3) of 2.3. The Project would achieve the agricultural

and ruraldevelopment, and hence, contribute to the regionalas well asthe national

eCOnOmy･

ProjectEffects ProjectContribution

Regional and national food secunty

Supply of indus打ialmaterials

Improvement of the foreign trade balance

Increase or wheat, oil seeds, yegetables and animal

meets

Increase of industrial crop production, i.e. cotton, oil

seeds, livestock products
lncrease of exportab】e crop production, i.e. cotton,

oil seeds and livestock products

Enlargement of rural employment opportunity Development of the value-added processing works on

the agnculturalproduction

2.6 Is there any assistance that other donor(～) have extended/will extend to the

Project (Schemes) and/or program Iisted in the general plan

l)王塾 2) No

3) I† yes, please give basic information on the said assistance

a) Name or donor(s)



b) Project title

c) Project cost

A) Type or assistance

e) Project outline
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NINE MAJOR IRRIGATION SCHEMES AND
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SHAANXI PROVINCE,GUANCHUNG REGION
BAOJI VALLEY IRRIGATION SCHEME AND
ITS IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEM



SHAANXI PROVINCE,GUANCIIUNG REGION
JINGHUI CANAL IRRIGATION SCIIEME AND

ITS IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEM
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