
モンゴル国

Ⅰパトス.ンベル農業生産施設復旧と

モデル農村整備計画

Ⅰカラコルム潅激施設及び小水力

発電設備復旧整備計画

プロジェクトファインデイング

平成6年8月

査報告書

社団法人 海外農業開発コンサルタンツ協会



はじめに

本報告書は平成6年5月24日から6月5日までモンゴル国において､海外農業開発事業事前調査を実

施した下記案件の現地調査の結果をとりまとめたものである｡

Ⅰ.パトスンベル農業生産施設復旧とモデル農村整備計画

Ⅲ.カラコルム潅概施設及び小水力発電設備復旧整備計画

モンゴル国経済における農牧業部門は､全就業人口の31.00/oが農牧業に従事し､輸出額の39.2O/o

が畜産品､食品原料等の農牧業産品で占められている等､極めて重要な位置を占めている｡農牧

業総生産の構成をみると畜産が約70%を占め､農業が30%となっている｡

1958年から1960年の食料増産計画の農地造成事業により､耕作地面積が拡大され､全国土面積

156.6百万haのうち耕作地面積は約1.00/oの130万baで､放牧に利用されている自然草地及び半乾燥

草地が125百万baを占める｡耕作地面積130万haの30%.-40%は休閑地として1年間放置され実質耕

作面積は約80万baである｡

当園の農業地帯は北部･東北部の5県(トウブ､セL/ンゲ､ポロガン､ヘンティー及びドルノッ

ト県)に集中しており､小麦､飼料作物およびジャガイモは特にトウプ､セレンゲ､ボロガンの3

州に約70%が集中している｡野菜及び果樹はトウブ､セレンゲの2県に栽培の80%が集中してい

る｡小麦飼料作物は通常非潅概下で栽培されるが､ジャガイモの10%､野菜及び果樹の100%が潅

概下で栽培されている｡

1989年に始まる旧ソビエト連邦の崩壊､東欧諸国の民主化の影響を受け､ ｢モ｣国に対する経

済･技術援助が縮小したことにより種子を含む生産基礎資材の不足､潅概施設の老朽化等で生産

基盤の弱体化のため生産は著しく減少している｡モンゴルの農業の現状を踏まえ､都市化の拡大

に伴い(人口の約4割は都市)
､肉食中心の食生活から野菜･果樹を取り入れる多様化が進んで

おり､健康保全の上でも重要であることが国民になかに浸透してきている｡また需要も増えてい

るo

このような背景のもとに｢モ｣国政府は､当国の主要果樹であるチャツルガンと野菜の生産拡

大のため､研究･生産の基地となっているパトスンベル村の｢パトスンベル果樹･養蜂技術研究

院｣の圃場権概及び農産加工施設の改善整備と､これに必要となる小水力発電､また井戸水の農

村給水も含めた｢パトスンベル農業生産施設復旧とモデル農村整備計画｣のP/F調査を実施した｡

第二の叩地区として､ ｢カラコルム潅概施設及び小水力発電設備復旧整備計画｣を実施した0

本プロジェクトはモンゴル中央地域ブルガン県のカラコルム市近郊に位置し､約4,000haの潅慨農



業が実施されているが､幹線水路が老朽化しており､毎年のその維持管理費が増加している｡ま

た､幹線水路の途中には｢モ｣国唯一の小水力発電所があるが､建設されたのは1960年で､現在

2基ある発電機の内､ 1基が使用不能となっている｡発電は電力公社の送電線に系統投入され､

売電されている｡この発電所を管理しているカラコルム会社は､農場で使用した電力代金からこ

の売電分の金額を控除して貰い､コスト削減を行っている｡この水源は潅概用の幹線水路を利用

しているため､安定した発電のためには､発電機器の改修は勿論､導水路となる潅概水路の改修

が重要となっている｡

以上2案件の叩を実施したが､これらの案件は｢モ｣国の農業の発展､生産拡大､農村の生活

改善に重要であり､高い効果が期待できると判断される｡また､これらのプロジェクトは農村改

善､水力発電等のモデル的な事業となり､今後の｢モ｣国の開発･発展に寄与するo本計画が日

本政府の開発協力のもとで､本格調査が実施されるとともに将来､事業化がはかられ､モンゴル

国の発展に寄与することを願うものである｡

最後に調査中に貴重なご意見ならびにご協力をいただきました在モンゴル日本大使館の方々に謝

意を表します｡

平成6年8月20日

ADCA 海外農業開発事業事前調査団

総括･農業開発 進藤 澄雄
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潅概･農業機械 内藤 明
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パトスンベル農業生産施設復旧とモデル農村整備計画現地写真

▲パインゴル川の現況取水堰jt
▲　チャッツルガン栽培畑地

▲幹線水路（1） ▲　水力発電予定位置
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▲幹線水路

▲発電用水取水口

▲既設ペンストック　　　ケ

▲発電機

▲操作場盤

▲低落差発電が可能な落差工　　　エ

▲送電線　　　　　皇透間線
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1. 竜也査の背景

モンゴル国は1野0年7月の自由選挙を機に民主化政策を推進し､国営企業の民営化及び価

格自由化を基本とする市場経済の導入による国家経済の改革･再建を実施している｡しか

し､当国経済に重要な位置を占める農牧業は種子､肥料､薬品､燃料等の生産資材の不足や

生産物加工施設･設備の老朽化のため生産は低迷しており､同部門の生産構造の改善､生産

基盤の整備はモンゴル経済の再建､国民の食料の安定確保にとって急務となっている｡

本調査の対象地域は当国の主要農業生産地域であるセレンゲ県及びトげ県に位置し､主

要食料作物(小麦､ジャガイモ､野菜及び果樹)の70-800/oを生産し､全人口の約320/oが集

中する首都圏に対する食料の生産基地として重要な位置にある｡しかし､旧ソビエト連邦の

崩壊､東欧諸国の民主化が進むなか､モンゴルに対する経済･技術援助は縮小し機械設備､

部品､生産資材の不足のため国営企業や共同組合農場の生産は著しく低下し国民に対する食

料確保は深刻な事態となっている｡

このような背景のもとに､都市化の拡大とともに多様化する食生活から需要が増大してい

る果樹､野菜の増産が急務とされてきていることに鑑み､トプ県､ -ラ川の支流パインゴル

川に位置する｢パトスンベル果樹養蜂技術研究院｣が生産管理をしている施設の整備･改善

が重要プロジェクトとして奉げられている｡また､農村生活改善に伴うプロジェクトとし

て､ブルガン県カラコルム市近郊における｢モ国｣最大の小水力発電とその導水路(潅概用

水路)の整備･改善を重要課題としている｡

2. 調査国の概要

2.1 自然条件

モンゴル国はアジア大陸中央部に位置し､北緯41o32--52o15'､東経87o47-119o54'の

間を占め､北･北西で旧ソビエト連邦と(国境線は3,485Km)
､南東及び南西では中国と

(国境線は4,673Km)国境を接し､東西の最大距離2,392Km､南北最大距離1,259Kmで国土

面積は156万6,599Km2と我が国の4倍強の面積を有する｡

国土の北西から南東に向かって伸びるモンゴル･アルタイ山脈はゴビ･アルタイ山脈と

なって東進しゴビ地域に没する｡一方､モンゴル中央部にはハンガイ山脈が西北から東南に

走り､北部ではタンヌ･オーラ山脈とサヤン山脈に連なる｡地勢的には北部はシベリアのタ

イガ(密林)の連続で森林が多く､その間をセレンゲ､オルホンの2大河川が貫流する｡ハ

ンガイ山脈以北から北東部にかけては森林及び森林ステップ地帯が広がり国土面積の約1/3
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を占める｡東部から中央部にかけては草原地帯が広がり､遊牧地域となっている｡南部の大

部分はゴビと呼ばれる砂漠性ステップと砂漠が混在する地域である｡

気温は寒暖の差が大きく低湿度で降水量が少ない大陸性気候の特徴を持つ｡本調査開発地

域に近いウランバートル地区の年平均気温は12･9oCと低く､厳寒期には-40oCを越えること

もしばしばある｡夏季の6月-9月の平均気温は16･OoCであり､日格差は30･OoCに達するo

降水量は地域により異なり､中央部の-ンガイ山脈地帯の高地で年間800mm-1,00Ommに達

する地域もあるが､ウランバートル地域では300rnmで､このうち70-800/oは6月-8月に集

中する｡相対湿度は年間を通じて低く50-70%であるo

表-1.ウランバートルの月別平均気温､湿度､降水量

月 平均気温 湿度 降水量 月 平均気温 湿度

(oc) (%) (mm) (oC) (%)

降水量
(皿m)

l

ワ】

3

4

5

′b

-26.1

-21.7

-10.8

0.5

8.3

14.9

75 1.5

73 1.9

66 2.2

50 7.2

47 15.3

56 48.8

7

8

q/

O

l

つ】

l

1

1

17.0 65

15.0 65

7.6 64

-1.7
65

-13.7
72

_24.0
75

出所:セレンゲ川流域水資源利用計画(モンゴル国水資源庁)

2.2 社会･経済状況

モンゴル国は18県(アイマク)とウランバートル､グルハン及びエルデネットの3都市に

行政上の区画がなされている. 1991年の政府統計によれば総人口は2,187,2,000人であり､過

去10年間(1987-91年)の人口増加推移は下表のようである.率は2･6%である.全人口の56

%が都市部にに集中し､特に首都のウランバートルには 578,900人(全人口の26%)が集中

している｡近年では伝統的遊牧民は減少傾向にあり､年2回の遊牧を行う定着型遊牧民が北

部地域で増加している
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表一2.人口の推移及び主要都市人口

Year Population Urban Rural Ulaanbaatar Darhan Erdenet

1987 1,997.0

1988 2,044.0

1989 2,095.6

1990 2,149.3

1991 2,187.2

1,098.4 898.6 535.5

1,166.1 877.9 548.4

1,193.6 902.0 560.6

1,225. 1 924.2 575.0

1,235.6 951.6 578.9

83.1 54.5

85.7 56.1

87.4 57.1

88.6 58.2

88.3 57.1

出所:モンゴル経済統計資料(統計局1991)

｢モ｣国はソ連･東欧諸国の民主化の影響を受けて1987年から経済体制改革に着手し､工

業重視の傾向にあった経済政策の見直しを行い､市場経済-の移行を柱に､基幹産業である

農牧畜業の振興及び国営企業の民営化の促進､価格自由化､為替レートの切下げを含む改革

方針が決定された｡しかし市場経済の基盤がないこと､貿易の咽J以上が旧ソ連･東欧諸国

であったため､こ.れらの国の経済悪化の影響を受けモンゴルも経済的な危機に直面すること

となった｡

しかしモンゴルの大改革を西側諸国も高く評価し日本を中心に西側諸国及び国際機関によ

る緊急援助が1SPl年10月の第1回モンゴル援助主要国会議で採択されたoさらに第2回モンゴ

ル援助主要国会議が1992年5月に東京で開催されるなど西側諸国及び国際機関による対モゴ

ル援助促進の始まるとともに､同年には国会議院選挙､大統領選挙も実施され､民主化､市

場経済は一段と進んでいる｡

モンゴル経済を支える主幹産業は農牧業であり､全労働人口の31%を雇用し､総生産額

(NetMaterialProduct)の19.90/oを産出している｡また輸出は1991年では鉱工業が不振なため

50%以上を占めるに至っている｡また国民総生産(GNP)は1991年で179･6億トグリック､一

人当りGNP8,436トグ○リッタとなる｡

主要輸出産品は畜産品､木材､鉱山資源等があるが総輸串額は1987年(32億9千万ドル)

をピークに減少している(19?1年4億9千万ドル).主な輸出国は①旧ソ連②チェコ③ブルガ

リア④ハンガリーで91年は日本､中国が多くなっている｡
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義-3.産業経済指数の推移

就業人口 人口比率 GSBCrOG) GSB PNI PNl

産業分野(thous.) (0/o) (min.Tog･) 比率 (min･Tog･) 比率

業
業
設
輸
信
易
.
他

工
牧

の

鉱
農
建
運
通
貿
そ

119.7 27

182.6 40

52.1 11

43.6 10

7.7 2

43.0 9

5.5 1

13,730.9 4(～.9

4,878.8 16.7

2,029.4 6.9

2,289.2 7.8

337.5 1.2

5,742.0 19.6

267.6 0.9

4,924.9 32.5

2,973.7 19.7

708.7 4.7

758.2 5.0

199.0 1.3

5349.1 35.3

226.0 1.5

出所:モンゴル経済統計資料(統計局1991)

2.3 EE]安閑発計画

1991年-93年の国家計画の骨子は自由市場経済の導入による国家経済の改革･再建セあ

る｡当該計画では国家資産の売却･私有財産の承認､国営企業の民営化､輸出入政策の改

革､価格自由化を重要課題として､農牧業､教育､雇用､エネルギー､運輸通信等9分野に

おいて､法令の整備を含む再建計画が設定されている｡

第1回モンゴル援助主要国会議でも明らかにされた様に､本国家計画では電力･エネル

ギー施設､運輸通信分野の基礎インフラの緊急整備に次いで､農牧業の生産拡大及び食料の

安定供給､畜産物輸出による外貨獲得に高い優先度が置かれている｡本計画の農牧業分野の

開発計画の概要は次ぎの通りである｡

1)国営農業及び生産共同組合の民営化

2)農牧業生産基盤の整備(潅概施設､農産物貯蔵施設､農業機械の整備･充実)

3)生産者の農牧業経営改善個人･家族経営者､株式形式農場の育成及び経営改善

4)農畜産物価格自由化による生産者-のインセンティブ強化

5)畜産品(羊毛､畜産加工品)の品質管理技術の向上､輸出振興による外貨獲得

6)家畜衛生サービスの改善

7)飼料生産拡大･安定供給

8)食肉加工･処理､貯蔵施設の整備
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2.4 農牧豊年産状況

当国農牧総生産の構成を部門別でみると牧畜が約700/.､農業が30% (1989年)の割合と畜

産が主幹部門となっている事が解る｡農業部門では小麦､飼料作物及びジャガイモが主要作

物となっている｡また畜産部門は伝統的家畜の羊､山羊､馬､牛及びラクダと非伝統的家畜

の豚及び鶏(主に鶏卵)により構成されている｡

義-4.分野別農牧業生産の推移

分 野 1987 1990

1,843.1

519.7

2,362.8

281.2

311.3

3.1

25.5

21.5

538.2

96.5

22.7

1,848.7 1,851.6

802.0 700.2

2,650.7 2,551.8

239.6 248.9

319.3 315.7

4.8 4.4

35.8 38.0

19.4 21.1

686.9 596.2

155.5 131.1

59.5 41.7

牧 畜 1,719･6 1,775･2

農 業 749･1 761･0

計(百万げリブク) 乙468･7+++2,536･2
235.3 225.3

299.2 300.3

4.7 4.6

28.7 31.1

18.0 18.7

543.3 672.2

147.6 103.2

48.0 56.3

出所:モンゴル経済統計資料(統計局1991)

食肉 (千トン)

牛乳 (召万Jit.)

バター(トン)

鶏卵 (百万個)

羊毛 (千け)

穀物 (千け)

シ○ヤがイモ(千トン)

野菜 (千トン)

2.4.1 農 業

全国土面積156.6百万haのうち耕作地面積は約1･00/oの130万haで､放牧に利用されている自

然草地及び半乾燥草地が126百万baを占める｡ 1 958年から1960年の食料増産計画の農地造成

事業により､耕作地面積が拡大され､農産物の生産量も増大したが不適正な土壌管理や潅概

施設の老朽化のため土地利用率は低下している｡全耕作地面積130万haの30%-40%は休閑

地として1年間放置され実質耕作面積は約80万baである｡

主要作物は穀物(主に小麦)
､飼料作物､ジャガイモ､野菜キャベツ､玉ネギ､カブ人

参､ニンニク､トマト)及び果樹である.平均収量は小麦で約1･OtonAla､ジャガイモで約

10.Oton/baと低く､低収性の原因は厳しい気候条件(低温により作物の栽培は年間の5月-9

月に限られる)
､潅概施設や生産資材の不足等である｡モンゴル全土には140ケ所の潅概プロ

ジェクトがあり､潅概面積は3万baであるが､約50%の施設については施設の老朽化が進行

しており､復旧が必要な状態にある｡

当国の農業地帯は北部･東北部の5県(トウブ､セレンゲ､ボロガン､ヘンティー及びドル

ノット州)に集中しており､小麦､飼料作物およびジャガイモは特にトウブ､セレンゲ､ボ

ロガンの3県に約70%が集中している｡野菜及び果樹はトウブ､セレンゲの2県に栽培の80%
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が集中している｡

ジャガイモの10%､野菜及び果樹の100%が潅概下で栽培されているが､冷害による被害

が多く､都市近郊ではガラスやビニール温室による施設栽培が行われている｡小麦飼料作物

は通常非潅概下で栽培されるが天候不順による減収(50%)の発生は1時間で4-5回程度と

高い頻度となっている｡

義-5.主要作物栽培面積

作 物 1987

耕作可能地 1,336 1,366 1,375 1,371 1,370

自然牧草地 123,554 123,868 124,157 124,285 124,761

125,656 126,131

654.1 615.3

12.2 10.1

3.6 2.8

117.8 79.9

787,7 708.1

積
L
麦
作
菜
草
計

124,890 125,234 125,532

622.9

12.4

4.0

160.8

800.1

641.6 673.4

13.1 12.6

4.1 4.2

169.5 147.7

828.4 837.9

出所:モンゴル経済統計資料(統計局1991)

2.4.2 牧 畜

当国の畜産は伝統的家畜のラクダ､馬､牛､羊及び山羊と近年､需要が増大している非伝

統的家畜の豚及び鶏で構成されている｡国民-の食料供給源としては羊､山羊､牛豚および

鶏(主に鶏卵)が､そして工業原材料の供給の点からは羊及び山羊(カシミヤおよびアンゴ

ラ毛)が重要な位置を占めている｡馬およびラクダ(一部では毛用)は主に運搬用に飼育さ

れている｡総家畜飼育頭数は2,500万頑であり､このうち羊が約60%を占めている｡

家畜飼育については地域特性を生かした分布がみられ､ラクダは主にゴビ地域の5県及び

北西部に集中している｡羊及び馬の分布はウムヌゴビ､ドルノゴビを除くほぼ全土に見られ

るが､北部･中央部のザバハン､ウブル-ンガイ､トウブ､ホブスゴル､ウブス県に集中し

ている｡山羊は中部･南西部の半乾燥地に飼育が集中しており､南ゴビ､バヤンホンゴル､

ゴビアルタイ､ホブド､ウブル-ンガイ及びドゥンドゥゴビの6県で55%が飼育されている｡

牛の飼育はほぼ北部地域のホブスゴル､アル-ンガイ､トウブ､ザバハン及びヘンティー県

に集中し､改良乳用種の餌青ばトウブ､セレンゲ県及びウランバートル､グルハン近郊に集

中している｡

近年､都市を中心に鶏卵や豚肉および豚肉加工品の需要が急増しており､ウランバート

ル､グルハン近郊に大型養鶏場や養豚場が集中している｡特に鶏卵は国民に対する安価なタ

ンパク源として､生産拡大のため15万羽規模の養鶏場建設がモンゴル政府によって開始され
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たが､経済的困難のため建設が途中で放棄されている｡

義-6.主妻家畜淘育頭数の推移 単位 千頭

家畜名 1987

午

辛

山

馬
ラ
血

羊
.
ダ
計

ク

2,525.9 2,541.3

13,233.8 13,450.8

4,387.7 4,474.3

2,047.1 2,102.9

546.6 552.9

22,741.1 23,122.2

2,692.7 2,848.7

14,265.Z 15,083.0

4,959.1 5,125.7

2,199.6 2,262.0

558.3 537.5

24,674.9 25,856.9

2,822.0

14,721.0

5,249.6

2,259.3

476.0

25,527.9

出所:モンゴル経済統計資料(統計局1991)

飼育形態は自然草地における放牧が一般的であり､馬､羊､ラクダなどは遊牧民による移

動型放牧が行われている｡牛の飼育頭数280万頭のうち改良種は7･4%で､殆どは在来種およ

び交雑種であり､生乳生産の制限要因となっている｡改良乳用種は在来種と比較して耐寒性

に劣るため舎飼が一般的である｡一部の酪農場における改良種の飼育以外は自然草地におけ

る放牧に依存しているため､冬季における草地の凍結や飼料の不足がしばしば家畜の大量死

を引き起こすなど多くの不安定要因が残されている｡

復旧とモデル3. ノ〈トスンベル

3.1 計画の背景及び経線

｢モ｣国はウランバトル､グル-ン､エルデネットなどの都市部の発展､拡大に伴い(人

口の約4割は都市生活者)
､肉食中心の食生活から野菜･果樹を取り入れる食生活の多様化

が進んでおり､野菜､果樹の摂取は健康保全の上でも重要であるという認識が､国民のなか

に浸透してきている｡また需要も増えている｡

このような背景のもとに｢モ｣国政府は､当国の主要果樹であるチャッツルガンと野菜の生

産拡大のため､これらの研究･生産の基地となっているパトスンベル村の｢パトスンベル果

樹･養蜂技術研究院｣の圃場潅概及び農産加工施設の改善整備と､これに必要となる小水力

発電､また井戸水整備による農村給水も含めた｢パトスンベル農業生産施設復旧とモデル農

村整備計画｣をはかりたいと計画している｡当研究院の改善整備は､ ｢モ｣国の果樹生産と

農産加工に大きな影響力を持っており､重要な課題になっている｡
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3.2 計1面の妾施機関

計画の実施機関は食糧･農業省･農業局で､実施機関は｢パトスンベル果樹･養蜂技術研

究院(Apiculture Scientific - Industrial Station of Batsumber) ｣であるoまた､小水力開発は

食糧･農業省･水経済局(Wa土er E00nomy)が担当する｡

3.3 プロジェクトサイト

パトスンベル果樹･養蜂技術研究院は､ウランバトルから北へ130km､鉄道パトスンベル

駅沿線に位置している｡圃場はハラ川の支流パインゴル川の洪積台地に位置する｡農産物の

消費地であるウランバトルへの輸送は鉄道､車いずれも可能な位置にある｡

パトスンベル村内(研究事務所加工所)と近部(栽培圃場)

パトスンベル村

果樹圃場: 100ba､ (既耕畑24ha､計画畑76ba)
､育苗施設､農産

加工場､管理事務所

3.4 計画の内容

3.4.1 計画の概要

トプ県パトスンベルにある当究所は｢モ｣国で唯一果樹の育種(チャッツルガン)研究と

生産を実施している機関である｡また当研究院は養蜂の研究と生産も手掛けている｡

当研究院は1967年旧ソ連の技術援助により計画され､ 1972年に完成された｡寒冷地果樹の研

究､生産､更には苗木の育種､栽培普及も実施してきている｡また､当研究院は果樹

(チャッツルガン)の苗木を全国に配布･販売し､果樹の技術普及も行ってきた｡ ｢モ｣国

政府は都市部の人口増加､食生活の近代化と多様化から野菜､果物､蜂蜜等の需要が増加し

ているのに鑑み､これらの生産を拡大し､国民の食生活の改善を行うとして､本プロジェク

トからの生産拡大を推進している｡

開設以来旧ソ連､東欧諸国との技術協力､資金協力を受けて栽培技術の研究､種子の生産を

行ってきたが､ 1989年に始まる民主化の影響を受け､モンゴルに対する経済･技術援助が縮

小したことにより､当技術院は生産資材の不足､補給の停滞のため生産が著しく減少してい

る｡圃場潅概施設は25年以上の歳月を経ており､施設の老朽化が進み生産拡大の推進が難し

い状況にある｡潅概施設の老朽化により､果樹生産は減少の傾向にあり､生産物のジュー

ス､ジャムなどへの処理施設も不足している｡また､育苗温室設備が利用不可能な状態に

なっており､ ｢モ｣国の他の地域では当研究院から苗木が入手できないなど､果樹増産の障

害となっている｡
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3.4.2 計画の目的

｢モ｣国における果樹･野菜の増産のために｢パトスンベル果樹･養蜂技術研究院｣は約

100血aの果樹(チャッツルガン)の生産計画を持つもので､本プロジェクトの改善整備は都

市部の果樹･野菜の需要に応えるとともに､全国で450baの栽培チャッツルガンの生産拡

大､農産加工技術の普及促進が期待される｡

また､野生種は10,000baとも言われており､これらの品種改良に寄与するものであり､本

案件は重要な意味を持っている○野菜に関しては､果樹畑に隣接している農地へ潅漉するた

めの用水を､当研究院の水路が同時に取水し配水しているため､施設の改修は野菜の生産拡

大にもつながる｡本地区はウランバトルの近郊(130km)に位置するため重要な野菜基地と

もなる｡

このような状況から農産物の生産拡大に多大の効果をもたらす本プロジェクトには､小水

力発電によるエネルギー補給､井戸水の多目的利用による農村給水整備を含めた小規模モデ

ル農村整備をも実施するものとし､優先度の高いプロジェクトとして位置づけているo

(1)短期的目的

い

)

)

)

)

)

2

3

4

5

6

都市部(ウランバトル､グルハン､エルデネット)の人口増加に対して､

安定した果実とその加工品､野菜の供給

加工施設の改善により生産物の利用効率の拡大と保存の改善

農産物現地加工によりの流通ロスと運搬コストの低減

苗木の生産により､栽培農地の拡大

小水力発電によるエネルギーの自主補給

農村給水による生活､衛生改善

(2)中･長期的

1)

2)

3)

4)

5)

チャッツルガンの品種改良による｢モ｣国における果樹生産量の増産

果樹加工製品技術の改善と流通ネットワークの改善

給水による農村生活の改善(婦女子の労働改善: WID)

果実･野菜生産拡大による健康的な食生活の改善

本研究院の労働力は女性中心である｡雇用機会の拡大が市場経済活性化に

おいて急務であるモンゴル国では雇用機会の拡大につながる計画が求めら

れている｡雇用機会の少ない農村部において､特に女性の雇用機会の創出

に役立つ本プロジェクトの役割は大である｡
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3.4.3 整備計画の内容

(1)潅概施設

果樹､野菜栽培のためにバヤンゴンル川に取水堰､取入口､用水路及び圃場内水

路よりなる潅概施設が建設されているが､ 1967年に建設されてから25年以上を経て

おり､施設は老朽化しており､当該研究所の機能を果たしていない｡したがって､

潅概施設のほとんどは利用できない状態にあるためリハビリテェ-ションを行う必

要がある｡潅概施設の改修内容は以下の通りとなる｡

① 堰の改修

② 取水口の改修

③ 用水路改修

④ 圃場内整備

(2)育苗施設(グリーンハウス)

幅15m､高さ1.Om護岸改修

幅1.Om､高さ1.5m ､ 2門

4km､コンクリートライニング水路

畝間潅慨用水路100ha､農道整備6 km

果樹(チャッツルガン)の苗木を増殖するためのグリーンハウスがあるが､施設

は老朽化しており､利用するには難しい状況にある｡したがって､これらの施設を

改修する｡

① グラスハウス 100m2 2#

② ハウス内潅概施設

(低圧マイクロスプリンクラー) 2セット

③ ポンプ及び水槽整備 ポンプ201/min･1台､

水槽2m3 1基

(3)農産加工施設

農産加工施設としてチャツルガンのジュース､ジャム､蜂蜜のビン詰め等を整備

する｡加工処理施設は旧式である｡作業はほとんど手作業で行われており､加工の

処理能力が少なく､製品の加工､保存面での改善が必要となっている｡また､水道

施設の不備など衛生上にも問題がある｡したがって､農産加工施設の整備はジュー

ス､ジャムの製品を改良するとともに量産もでき､保存も良くなるとともに､生産

物のロスが少なくなる｡農産加工資機材は以下の設備とする｡

① ジュース加工機:

② ジャム加工機
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③ ハチミツ加工機

④ 冷蔵庫

⑤ 殺菌槽

⑥ その関連機器

(4)小水力発電施設

台
台

台

式

1

1

1

1

堰から圃場まで導水するための潅概水路の途中において､ 9･Omの有効落差が得ら

れる位置があり､ここに小水力発電施設を計画する｡電力は育苗施設の潅水､農産

加工用電力､作業小屋用電力､井戸水のポンプ運転､などに利用する｡また残りは

既設の電力配線に結び農村電灯として利用する｡

① ペンストック

② 発電機

③ 変圧器

④ 配線

⑤ 土木施設

(5)井戸

口径500mm

管長2m (水量0.5m3/sec､有効落差910m )

発電量25kw

35KVA 10,000V/400V

1.5km

l式

農産加工場となる果樹研究所はパトスンベル村のなかにあるが水道施設が整備さ

れていない｡村民は2箇所のポンプ給水ステーションからバケツにより水を購入して

いる｡したがって､加工処理のために井戸を計画し､用水を確保する｡井戸水は農

産加工処理に利用するとともに､学校､病院､市役所､その他2-3カ所に市民の

ための公共水栓を設置する｡井戸の建設により水道が設置されると衛生面も改善さ

れ､最小限の農村給水が整備される｡このことで婦女子の水運び労働が軽減され

る｡

① 井戸

② 水中ポンプ

③ 配管

④ 高架水槽

深さ 50mm 掘削直径 300-400mm

3.7kw､揚水量: 200A/min. -

1基

40mmパイプ 6km

5m3 (¢2mx2mH)架台15m程度
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(6)営農､管理機材

圃場の営農管理､果樹の運搬等に以下の管理機材を計画する.

(丑 トラククー100HP

② 付属器具

③ トラククー45HP

④ 付属器具

⑤- 2トントラック

⑥ バイク125c c

(7)作業用建物

圃場内に作業員の休憩室を設ける｡

① 作業用建物

3.4.4 各施設及び資機材の配置計画

1台(圃場管:哩)

1式(
〝 )

1台(圃場管理､潅親水路保全)

1式(
〝

1台(果樹､製品の運搬)

1台(電力､井戸等の管理)

150m2

当研究院の本部と果実加工場はパトスンベル村内にあり､栽培圃場は市から約8km

の位置にある｡潅減水はバヤンゴル川から取水し､
3･2kn 水路で導水する｡途中

2.6kmの位置で落差を利用して発電するo主要施設の位置は別紙参照.

3,4.5 禅益効果

(1)直接的稗益人口

稗益人口:食糧農業省､尭樹園芸研究所､果樹生産従事者(400戸)

対象面積:トブ､セレンゲ県､その他果樹生産地

(2)間接的稗益

主要都市(ウランバトル､グルハン､エルデネット､その他)生活者や地域

農民約70万人｡

(3)稗益対象面積

チャッツルガン栽培面積:耕作チャッツルガン 450 ba

野生チャッツルガン: 10,000ha
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(4)職員数

管理運営機関となる当研究院の職員数は現在研究員: 8人､管理･総務: 7人､加

工処理･農場職員:50人｡本プロジェクトの実施により改善､増設されることによ

り増員される職員は加工処理機械技師､水力発電管理技師(水管理部)など5人､農

場職員30人程度と見込まれる｡

(5)運営予算

当研究院の1992年の事業経費は約1千万げ1)･Jクであり､経費は国家予算(30%)と果

樹､ジュース等の製品版売費を資金としている｡近年国家予算が厳しい状況にあ

り､当研究院は生産物の販売により予算を増やすことで､本プロジェクトの事業目

的を拡大したいと期待している｡

3.4.6 実施機関の維持･管理運営能力

(1)現状

実施機関となる当研究院は｢モ｣国の農業栽培部門の主要な研究機関で､果樹

(チャッツルガン)栽培圃場､育種技術者､苗の普及､果樹加工製造､流通･販売

ネットワ-クを持っている.当研究所の運営管理費は国庫予算と製品版亮費で構成

されている｡潅概管理､種苗生産､農産加工はすでに経験があり､施設改善がなさ

れても管理能力は十分にある｡

(2)計画

改善整備された施設の維持･管理は生産された果実､ジュース､ジャム､蜂蜜及び

果樹苗木の販売資金で運営する.本プロジェクトは新設ではなく､現在の施設Q)復

旧･改善､整備水準の向上であるため組織､人員の補強程度で対処できる｡井戸水

の余水は学校､病院､その他市民にも使われ､農村給水として利用される｡水経済

局はカラホルムで小水力発電を所有し､その維持管理を行っており､本計画で小水

力発電が行われても管理技術を持っている｡

4. ラコルム潅漉施設及び小水力発電設備弓

4.1 丑両地区の概要

本プロジェクトはブルガン県のカラコルムにあり､カラコルム会社が潅概面積

4,00Obaを持って小麦､牧草､ジャガイモを主に栽培している｡本地区は海抜1,400-
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1,700mの位置にある.年間降雨250mm程度で6月の発芽期に降雨が少なく潅概が必要

とされている｡小麦の収穫量は潅概栽培の場合は平均2･0-2･5トン伽で無権概の栽培は

o.9け仙aとなり､潅概の効果は極めて大きいと判断される｡

潅概施設は1960年代から建設され､逐次拡張されてきており､現在も圃場潅概機

場は建設の途上にある｡主な施設としては､オルホン川に取水堰を建設し､地区内

には開水路でグラビティによって導水している｡圃場の潅概はポンプとスプリンク

ラーによる散水潅概を行っている｡また､幹線水路の途中には落差を利用し､

｢モ｣,国では最大規模の小水力発電所がある｡ 建設されたのは1960年(中国の援

助)で､現在2基の発電機があるが､その内一機は修理中であるが部品の手当がで

きず使われていない状態にある｡

4.2 計i両の安価機BEl

計画の実施機関は食糧･農業省･水経済局で､施設完成後の運営管理はカラコル

ム会社となる｡ (潅概施設､発電施設は国家の施設であり､･農業省が管理してい

る｡ )

4.3 プロジェクトサイト

本計画は首都ウランバトルから西へ約360血､かって｢モ｣国の首都でもあったカ

ラコルム市の近郊に位置する｡農産物の消費地であるウランバトルへの輸送は主に

車両によるが､ 75%程度は舗装道路であり､交通状況は一部を除き良好である｡

4.4 計画の内容

4.4.1 潅概施設の計画

(1)潅概施設の現況

現在の農場組合員は400人で経営は国有株が59%､民間棟41%の比率による持株構

成で行われている｡カラコルム会社は設立当初､国有株70%､民間株30%でスター

トしたが､近年の資産再評価により国有株590/o､民間株4lO/oとなっているo国有株

59%の内容は殆どが農場の施設であり､主なものは潅満水路､発電所､潅概ポンプ

ステーション､潅概用管路､スプリンクラー設備である｡施設内容は以下のとおり

である.これらの主要施設は国家の財産であり､管筆削ま国家の補助と組合の管理費

で運営されている｡
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取水堰

幹線水路

ポンプ場

スフ○リンクラー

幅70m､高さ2m､取水ゲート4門

コンクT)-ト三面張り
6km

4機場(1機場ポンプ4台)

サイドホイール型DF1120 (460m) 24台(1台100ha)

センターピボット型DKSH164 (60m) 6台

レインガン型DVN-70 (70m) 11台

潅概施設は1960-1労0年にかけて建設されたもので､復旧整備が緊急に必要とさ

れている施設は幹線水路の一部である｡この幹線水路は潅概用水だけの目的ではな

く､ 1960年には｢モ｣国で最初の小水力発電用にも利用されている.この発電所は

1960年に建設されている｡

(2 )潅概施設の改修計画

潅概施設の改修整備計画としては､幹線水路が建設から長い年月を経ているた

め､老朽化が進み､緊急に改修整備を必要としている｡改修整備区間は全体の約4

割に当たる2.5Kmである.他の潅概施設については1980年台に建設されたもので､現

在もなお建設途中であるが､ 1987年以来旧ソ連の援助も途絶えており､潅概施設の

機器補修､拡張工事等は止まっており､他の国際機関の援助を期待している｡

4.4.2 小水力発電計画

(1)水力発電所の現況

水力発電所は､中国政府によって建設され､ 1961年より､稼働している｡現在ほ

とんどの機器が老朽化しており､一部補修もされているが長期の運転に耐える状況

にないため､農業省は緊急に改修整備を希望している｡

この地区には4,000 baの畑地に潅概が実施されている｡潅概のために4機場のポン

プで､ヰ間2.5百万k w hの電気を使用しており､ 13TG佃whで32･5百万TG/年(810万/

年)が必要としてなる｡このうち現状1台の水車で80万kwb/年を発電している｡改

修により2台フル稼働できれば､ 2.0百万kwb/年となり､年間の使用量の80%を賄う

ことができる｡また､変圧器､コントロールパネル等が古くなっており､ペンス

トック､ゲート､スクリーンを合わせ改修を必要としている｡

生産された電力は電力公社に売電され､農場の電力コスト引下げに貢献してい

る｡したがって､当水力発電所の改修は当農場における農業生産及び農村生活に重

要な役割を果たしており､改修整備により､電力量の生産量をアップすることば当
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国にとり重要であり､緊急を要するものである｡

(2)水力発電の改修計画

1)発電機

幹線水路からのヘッドタンクと発電所放流水位の実落差で13m､有効落差で11mが

確保できる｡水車の形式はクロスフロー型にすれば､設備として安くなるが､ドラ

フトで回収できない約1mがマイナスとなり､この高さは発電量の1割に相当するた

め､現在使用しているものと同じタイプのフランシス水車によって回収することが

得策である｡その仕様は下記のようになる｡

横軸フランシス水車 口径1000mm

一 笑揚程

一 流量

一 出力

一 最大発電所出力

H - llm

Q - 3m3/s∝

240kw

240kw x 2台=280kw

2)電送施設の整備

現在発電した電気は6.5TG/KWHで売電しており､ 35KVからポンプ場で消費する電

気代は13TGn(WHで購入しているo したがって､発電した電気を､ 35KVラインに接

続することで6.5TG促WHコストセーブが行えるため､変電設備を含めた電送設備の

整備が必要である｡

農場は280KWHの発電所を直接､潅概ポンプ用電源として使用することで買電/売

電価格差6.5TG促WHを生ぜしめることなく､余剰電力のみ35KVラインに系統投入し

売電したいと考えている｡

3)新設水力発電所

既設発電所下流100m地点に約2.5mの落差があり､ 40KW2台､合計80KW程度の発

電建設が可能である｡水車形式は誘導発電機付プロペラ水車が適すると判断され

る｡ 80KWの発電が可能であれば､カラコルムで不足している電力補給ができる｡特

に農村電化として､電灯･公共施設､また､農産加工用として製粉工場及び食肉加

工の電源に使用する計画である｡
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5. 細

5.1 パトスンベル農業生産施設復旧とモデル農村整備計画

パトスンベル果樹･養蜂技術研究院は1967年の開設以来旧ソ連､東欧諸国との技

術協力､資金協力を受けて栽培技術の研究､種子の生産を行ってきたが､ 1989年に

始まる民主化の影響を受け､卓ンゴルに対する経済･技術援助が縮小したことによ

り､当技術院は生産資材の不足､補給の停滞のため諸施設の改修は手つかずのまま

放置され生産が著しく減少している｡

パトスンベル果樹･養蜂技術研究院は約100haの果樹(チャッツルガン)の生産計

画を持つもので､本プロジェクトの改善整備は都市部の果樹･野菜の需要に応える

とともに､全国で450haの栽培チャッツルガンの生産拡大､加工技術の促進が期待さ

れる｡また､野生種は10,00Ohaとも言われていり､これらの品種改良に寄与するもの

であり､本案件は重要な意味を持っている｡パトスンベル果樹･養蜂技術研究院は

チャツルガンの品種改良､潅慨栽培､加工処理などの研究と生産を実施し､その普

及を行ってきている｡

チャッツルガンは､モンゴルで最も主要な果樹､健全な食生活の上で重要なもので

ある｡その大部分は野生のもので､栽培､採取､加工､保存の技術は初期的なもの

であり､自然条件に左右される｡

本プロジェクトの潅概整備によりチャッツルガンの収量増加となり､また幼木の

成長促進は増産につながる｡農産加工施設の整備はジュース､ジャムの製品を改良

するとともに量産もでき､保存､衛生面での改善もはかれる｡したがって､生産物

のロスが少なくなる｡また農産加工事業は婦女子の労働に適しており､婦女子の雇

用機会の創出､拡大に寄与するものである｡

農村生活改善と対策として､井戸の建設により水道が設置されると衛生面も改善

される｡井戸水は学校､病院､また市中に2- 3の集合給水栓を計画し配水され､

最小限の農村給水が整備される｡このことで婦女子の水運びが軽減され､労働改善

につながる(WID)
｡また､小水力発電により､育苗用潅慨エネルギーの確保､井

戸水のポンプ運転､農産加工用などに利用され､プロジェクトの維持管理費が割安

となり､健全な運営が可能となり､余電力は農村電化に寄与する｡

このような状況から農産物の生産拡大に多大の効果をもたらす本プロジェクトは

優先度の高いプロジェクトとして位置づけている｡ ｢モ｣国は果樹･野菜の需要増
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に対処するため技術力の高い日本-本プロジェクトの無償資金協力を要請している

のが､事業規模から安当と思われる｡

5.2 ラコルム潅漉施設及び小水力発雷設備復旧啓備計画

｢モ｣国では小水力発電所がニヶ所あり､このカラコルムの発電所がその内の一

っである｡建設されたのは1960年(中国の援助)で､現在2基ある発電機の内一機

が修理中で使われていないo機械､コントロールパネル等が古くなっており､ペン

ストック､ゲート､スクリーンを合わせ改修を計画している｡発電は電力公社に売

電され､農場の生産コスト削減に貢献している｡

発電のための水源は､潅概用の幹線水路を利用しているため､安定した発電のた

めにも潅概水路の改修が重要となっている｡

本プロジェクトは､ ｢モ｣国有数の大規模潅概農業生産地で､その基幹水路の改

修はカラコルム農業地帯の生産を安定させるとともに､水力発電の改修､更には新

設は潅概農業の促進のみならず､農村電化の普及に寄与し､生活改善につながる｡

｢モ｣は水力発電によるエネルギー確保の事業を重点課題においており､モデル事

業としても高い優先度を持っている｡したがて､本プロジェクトは事業規模､改善

整備の緊急度から勘案し､日本の無償資金協力で実施されるのが適していると判断

するものである｡
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6.

6.1董室香日程及び面会者

平成6年

5月24El (火)

5月25日(水)

5月26日(木)

5月27日(金)

5月28日(土)

5月29日(日)

5月30日(月)

5月31日(火)

6月1日(水)

6月2日(木)

6月3日(金)

6月 4日(土)

6月 5日(日)

成田発/北京着

北京発/ウランバートル

食糧･農業省と日程調整

P/F協議

日本大使館表敬

現地調査(ダルハン)

ウラン/＼すトルータ○ラ八ン移動

タ■ルハン農業技術研究院

:タ○ル八ン農業技術研究院
タさル八ンー八■トスハナル

:現地調査(八○トスンヘ○ル)

:八一トスンヘ○ルーウラン/I+トル

:ウラン八+トルーカラコルム

:カラコルム水力発電所調査

:同 上,潅親施設調査

力ラコルムーウラン八■トル

:調査結果の報告と協議

日本大使館調査報告

資料整理･収集

ウラン/＼○トルー北京

北京一成B]

移動日

移動日
Mr. G. Davaadq'i (次官農業担当)

Mr. D. Dolligsuren (海外協力部長)

Ms. 良. Durima (海外協力担当官)

他3名

富永参事官､香川一等書記官

Mr. J.Mijiddoq'i(農業研究院所長)

Mr. Wolooj (野菜課長)

Mr. TuTmandapb (現場主任)

Mr. Robusanbute (潅漉課長) I

農業技術研究院6名

移動日 /＼○トスハ○ル果樹技術研究院
Ms.D.Se】enge (果樹研究院所長)

他3名

移動日 同上研究院4名

移動日 Mr. Robusanbute (潅漉課長)

移動日
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カラコルム会社社長その他技師2名

カラコルム会社社長その他技師2名

Mr. G.Davaadq'i (次官農業担当)

Mr. D. Dorligsuren (海外協力部長)
Ms. 良. Durima (海外協力担当官)

他3名

Mr. Robusanbute他2名
Ms.L.Nasanbuyan (通産省国際局次長)

Mr.B.Doyoddq'(国家開発庁経済課)

富永参事官､香川一等書記官

Ms. 良.Durima (海外協力担当官)



6.2 些集菅粍

一 統計資料(統計局1991)

- 全国地図(1:3,000,000)

一 地図(セレげ､げ､7oげン､かレハげイ､エソテイ､オげど) 1:700,000

一 全国畜産地図(1:3,000,000)

一 全国道路地図(1:3,000,000)

一 全国地質図(3,000,000)

6.3 業務従事者経歴書

氏名

生年月日

現住所

専門技術

最終学歴

職 歴

主要業務経歴

氏名

生年月日

現住所

専門技術

最終学歴

職 歴

主要業務歴

進藤 澄雄(SHINDOSUMIO)

昭和18年9月30日(49才)

東京都町田市相原369 (Tel･0427-73-0558)

農業土木､地域開発

昭和41年東京農業大学農学部農業工学科卒業

内外エンジニアリング海外事業本部､技術部長(昭和41年一現在)

昭和56年イげネシ71)†ムカナン潅慨計画DD潅概排水

昭和58年エデフ○ト北ホサイニ7ホ○-トサイド南部農業開発計画F/S施設設計

昭和59年へ○ルーチャンカイワラル谷潅概復旧計画ⅣS潅概排水

昭和62年へ○ルー野菜生産技術センターモデルインフラ整備事業施工管理

昭和63年ハ○げ7イ ラ･コルメナ農村総合整備計画F/S潅概排水

平成2年ハoげ7イ ラ･コルメナ農村総合整備計画Dn)潅概計画

平成3年コ-げホ寸7-ル･ヌゾ川農村総合整備計画S/W環境評価

平成3年モンゴル･グル-ン種子増殖開発計画

内藤 明(AKIRA NAlTO)

昭和21年10月8日(47才)

千葉県我孫子市白山3-8-6-201 (Teュ0471-85-0525)

農業機械･かんがい機材

千葉大学文理学部社会科学課程

㈱クボタ ポンプ営業第二課課長

昭和53年7ラブ首長国連邦タウイ･7ル77力･サマハ送水管工事

昭和57年インドネシ7ウデュンハoげン地区給水･排水工事

昭和62年へoルーチョシーカ給水整備計画

昭和63年ホ○リビ7コチャハtlが野菜種子増殖計画
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昭和63年北京野菜研究センター整備計画

平成元年ホ+リビ7 エル7ルト配水計画

平成2年エシo7oト 保水剤実験農場計画

平成3年モンゴル･グルハン種子増殖開発計画

氏名

生年月日

現住所

専門技術

最終学歴

職 歴

主要業務歴

佐藤 修二(SHUJISAm)

昭和26年9月1日(45才)

東京都大田区大森西2
-

2 4
- 2 (TelO3-3766-7729)

ポンプ､流体機械(技術士)

芝浦工業大学工学部機械工学科

㈱クボタポンプ技術部技術第二課課長(昭和4 9年一視在)

昭和6 3年ソロモソ･サラタカ川小水力発電計画調査

平成2年サントげリシへ○･小水力発電所計画調査

平成4年ハ○ヌ7ツ･サラタカ川水力発電計画調査
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6･4

｢パトスンベル農業生産施設復旧とモデル農村整備計画｣のT/R (莱)について､別紙の

通り作成し､モンゴル農業省-提出したものである｡
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The Application Form for Japat)Ts Grant Aid

Applicant :

Tbe GoveⅡlment Of Mongolia

ProjectTitle:

Rehabilitation of Agricultural product Facility and Model Rural Development

Pro)'ect in Batsumber

Economic Sector:

Agricu lture

ProjectType:

Facility Construction and Equipment

Total PrqjectCost:

About US $ 6,270,000

Responsible Ministry (Ministryrequesting the aid)

Ministry of Food and Agriculture

I皿plementing Agency

Apiculture Scientific - bdustrial Station of Batsumber and Water Economy

Corp oral ion

I Project Description

1. Background

(1) CUE-ent Situation of也e Sedor

ln Mongolian economy'31% of the total working population
is engagedinthe

agriculture and stock breeding sectors･ The livestock products and food materials

produced o∝upy 39･2% of也e nation's exports which shows an血po血t role of

these sectors･ The whole agncultural and stock breeding production account for

about 70% of stock breeding and 30% of agnculture･

The area of cultivated land has been expanded by the farmland formation project

of the 1958-60 Food Production hlCreaSe Program･ Of the totalMongolian land

area of 156.6 million ba, 1.3 millioll ba, or about l%, is cultivated and; ano也er

125 million ha is naturaland semi-dried grasslands used as grazing
land･ Since



30% - 40% of the 1.3 million ha of cultivated land lies fallow for one year, the

actual cultivated land is approximately
O･8 million ba･

The agricultural zones in this country are concentrated in five nor[hernand

nor[heastem states, 1･e･, Tov, Selenge, Bulgan, Hentiy, and Domod･ Approximately

70% of the cultivation of wheat, feed grains, and potatoes is concentratedinthe

states of Toy, Selenge, Bulgan, while 80% of the cultivation of vegetables and

血its is concentrated on the states of Tov and Selenge･ Wheat and feed gralnS are

usually cultivated without imgation, but lO% of potatoes and lOO% of vegetables

andfruits are cultivated under imgation･

hfluenced by the collapse of the former Soviet Union with the democratization in

Eastem Europe since 1989, economic and technological support to Mongolia has

been reduced･ Consequently, production has undergone a remarkable decrease

because of a lack of the basic production materials including seeds and weakening

of theinfrastructure due to deterioration of imgation facilities･

The Mongolian government requests that Japanese Govemment provide the Grant

aid to support I,Rehabilitation of AgriculturalProduct Facility and Model Rural

Development ProjectinBatsumber" (hereinafter the project)A
The project

comprlSeS three programsaimed at increasing the production of chatsargana, the

Mayorfruit product of this country'and vegetables･ The first program aims to

improve the nursery Irrigation and product processing facilities of the ''Apiculture

scientific - Industrial station of Batsumber" (hereinafter the Batsumber Institute)

of Fmit Tree and Bee - Raising Technology, establishedinBatsumber to serve as

a Research, Development and production center･ The second is a program to build

a small
-

sacate hydraulic power plant that is needed for the first program･ The

third programintends to secure the supply of well -
water in thevillage･

2. Problems tO be Solved iIlthe Sector

In Mongolia, the supply and demand of foods are rapidly undergolng

diversification, keeping paCewith the development of urban areas. This has led to

an increased demand for Emits and vegetables, and the development of irrigation

facilities and the improvement offruit processing facilities are urgently needed･

Because the Batsumber Institute functions as the Research, Development and

production center for chatsargana, the major fruit treein Mongolia, the

rehabilitation and improvement of this institute are a matter of great significance

and importance for the production of fruit trees in Mongolia･

3･ Necessity

FomulatioI】

The Batsumber Institute, located in Batsumber, Toy, is the one and only

organizationinMongolia dedicated to the R & D and production of fruit trees

(chatsargana).This institute also studies and handles the breeding of bees･

Thisinstitute was established based on a plan supported by Russianaid in 1967･



Its construction was completed in 1972･ Sincethen, theinstitute has been activein

the R & D, production, nursing, Cultivationand dissemination activities for fruit

trees that are adaptive to cold reglOnS･ Also, it has extensively distributed and

marketed nursery trees and promulgated related teclmologies throughout the

country･ In view of the increased demand for Emit treesand honey, which was

triggered by growth of the urban population and the modemization and

diversification of eating habits, the Mongolian govemment
is anxious to advance

this project
to increase the production of fruits and honey as well as to improve the

dietary habits of the people･

The anticipated productionincrease, however, seems quite
difficult to achieve

because most of the nursery Irrigation facilities have become too old af(er more

than 25 years of service･ The production increase is hindered not only by the

overage irrigation facilities but also by inoperative seedling greenhouses･ Because

no nu-sery trees are available丘･om other districts of this countly, the -enovation of

this institute is of primary Importance for the govemment･

4. Relation Between the Sector and the Project

The pro)'ect isintended to produce fruit trees (chatsargana)in an area of about 100

ha. The rehabilitation work under this projectwillnot only provide a means of

fulfilling the demand for fruit and vegetables in urban areas butwill also spur the

national production of chatsargana over the totalplantlng area Of 450 ha andwill

contribute tothe advancement of processlng teChniques･ This pro)'ect
is all the

more significantin that wild species that are naturally growlng Over an area Of

10,000 ha. can be improved･ In addition, 1t is worthy of note that vegetable

production canalso beincreased because the vegetable fields
adjoiningthe

irrigated

fruit farmcan take advantage of the irrigation water supplied to the fruit trees･

bcated close to Ulaanbaatar (some 130 km), this district serves as a key base for

vegetable supply･

under the circumstances, the program for breeding good nursery tree is glVen top

pnontyinthe projectso as to obtain the best resultinour efforts toincrease

agricultural production･

5. Reason wl1 an's Grant Aid is Re uest for this Pro

since its establishment in 1967, the Batsumber Institute has implemented the R &

D of plant cultivation technology and the production of nursery tree under血ancial

and technical assistance from former USSR and East European countries･ Under

the influence of the democratic movement starting from 1989, the financial and

technical assistance to Mongolia has declined･ As a result, the production of this

institute has significantly decreased through the lack or short suppl)∫ of production

equipment and materials･

consequently'the gove皿ment Of Mongolia makes request to the gove皿皿ent Of

Japan, a nation of advanced technology, for the Grant Aid to provide a甲eanS
tO

fin the increasing demand for Emit trees and vegetables･



II Objectives arid Outline of the Project

1. Pu ose of the Pro

The ultimate purpose of this
project

is to increase the production of Emit trees and

vegetablesinMongolia･ For this purpose, this project Will renovate and improve

thefunctions of the Batsumber Institute,supply energy throughthe construction of

a small hydraulic power plant and carry out the small
-

scale modelvillage

development program based on the installation of water supply facilities supported

by multipurpose we11s･

(1) ShorトtermObjectives

l) The stable supply offruits and honey processed fruit products and vegetables

to fill demand from the increased population in urban areas (Ulaanbaatar,

Darkban and Erdenet).

2)Assurance of better product utilization and storage efficiency throughthe
improvement of processing facilities･

3) Reduction of the distribution loss and transportation cost of agricultural

products with processmg of the prqjectsite･

4) Expansion of cultivated land area th=oughthe increased production of nursery

trees.

5) The self
-

supply of energy throughthe construction of a small hydraulic

poweT plant･

6)lmprovement of living standards and hygiene in the villagethroughthe
installation of water facilities.

(2) Middle -

and long - term objectives

l) Increase in the production offruit trees in Mongolia by improving the species

of cbatsargana･

2)lmprovement in fruit processing techniques and in the distribution network･

3) creation of a model life -

style in the village provided water supply system

(includingimprovement in working conditions of women and children: WID)･

4) Improvement of dietary habit for healthy life throughthe increased production

and supply of丘uits and vegetables･



(3) Relation Between the Above Mentioned Objectives andthe Project･(whythe

project
is necessary to achievethe above mentioned objectives)

The Batsumber lnstitute isthe onlyinstituteinMongolia dedicated to the culture,

research, production, processing (intojuice and jam) and marketing of the hit

(chatsargana).Also,thisinstitutesells nursery trees and,inaddition
to actually

breeding chatsargana, makes a study on honey bee breeding teclmology･

vegetables are growninthe area surrounding of the nursery･ The irrigation

facilities have become too old to use however, so that fruit and vegetable

production can hardly be continued without repair of the irrigation facilities･ The

proces$1ng Offruits is also poor due to the imperfection and poor performance of

the processlng equlpment. ne lack of waterworks can血ISe hygiene problems･

In view of these considerations, the execution of this projectfocuslng Onthe

improvement of irrigation and various other facilities is sure to make a significant

contribution to the increased production offruits and vegetables･

2. Details of Re uested Facilities, Tools and Materials

(1) Irrigation Facilities

lrrigation facilities areinstalled on theriver Bayangol, consisting ofanintake weir,

water intake gate, irrigation canal and nursery canal･ The facilities are too old for

use and must be rehabilitated. The rehabilitation work on the irrigation facilities

will consist ofthefollowmg:

1) Weir:

2) Water intake gate:

3) Imigation channel:

Rehabilitation of banks, 15 m wide and 1.0 班 bigb.

Rehabilitation of twointake gates, each ILO mwide

and 1.5 孤 lligb.

Rehabilitation of concrete
- lined channel, 3.2 km

long.

4) Nursery water channel: Rehabilitation offurrow
- irrigation channel over

an area of 100 ha., and of farm road 6 km.

(2) Nursery Facility (greenhouse)

The greenhouse used to breed chatsargana seedlings have become too old to use

and need renovation.

1) Glass - house: Two houses, each of 100 m2

2) Irrigation facility within the glass

bouse (low-pressure,micro sprinkle-):
2 sets

3) Water pump and tank: One pump of 20 I/min･ capacity and

one water taIlk of 2 m3 volume



(3) Agricultural Product Processing Facilities

Agricultural product processlng facilities to be improved include chatsargana ]ulCe

and jam bottling and honey bottling facilities･ Presently, the bottling operation is

done manuallywith limited processlng CaPaCity･ These facilities need improvement

for product conservation and hygiene･

1) Juice
procesヲingeqTipment:

2) Jam
pr?cessmgequipment:

3) PasteurlZer:

4) R申igerator:

5) Boiler:

6) Compressor:

7) Building of processing factory (Rehabilitation):
2
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(4) Small Hydraulic Power Plant

Aneffective water head of 9.0 m is available at a point midwayinthe iirigation

channel from the weir to the nursery. Using this head, the projectenvisages

constnlCtlng a Small hydraulic power plant･ The generated power will be utilized

for irrigation the seedling facility'for processing agricultural products and for

operatlng the workshop･Any excess electric power will be usedvia the existing

power line fb∫ lighting也e village bouses･

1) Penstock:

2) Generator:

3) Transformer:

4) Distribution line:

5) Civil enginee血g work:

500 mm dia. 42 m long (0･5m3/sec･ flow

rate and 9.0皿effective bead)
25 KW output

35 KVA 10,000 V/400 V

1.5 k皿long

To be included

(5) Well

Thoughlocatedinthevillage of Batsumber, this institute has no water supply

system･ A well will therefore be dug to obtain the necessary water･ The water will

be used not only for processlng agriculturalproducts but also for public use

throughtaps installedinthe town hall, schools, hospitals and severalother places･

1) Well:

2) UⅢdeⅣater pump:

3) Piping:

4) Elevator tank:

50 m deep, 300 - 400 mm bore dia･

1 unit, 3.7 KW and 200 1/min. pump
-

up

Capa Clty

40 mm dia･ plPe,
6 k皿loⅢg

5m3



(6) AgriculturalEquipmentand Field Management Equipment

1) Tractor 100 HP:

2) Accesso-ies:

3) ¶actoT 16 HP:

4) Accessories:

5) 2 toll tnlCk:

6) 125 cc motorcycle:

1 unit (forthe management of the fiel)

1 set (alsoforthe management of the fiel)

1 unit (forthe management of the nursery field

and the maintenance of irrigation channels)

1 unit (forthe management of the nursery field

and the maintenance of irrigation channels)

1 unit (forthe transportation ofふuit
trees and

pro du
cts)

1 unit (forthe management of the electric
-

power and well
- water supply)

(7) Workshop

A workshop will be builtinthe nursery forthe workers to doindoor work and to

take a break.

1) Worksbqp building: 150 m2

3. LJ)Cation of Each Facility and E 血ent

The Batsumber hstitute has its headquarters building and fruit processing
factory

inthe village of Batsumber･ Its nursery is about 8 km fromthe town･ Irrigation

water is taken from theriver Bayangol andintroduced to the nursery via the water

channel 3.2 km long･ Midway alongthe water channel, at 2･6 km fromtheriver,

is a water head, which is utilized to generate electric power･ For the specific

location of main facilities, seethe attached sheet･

4. Estimated Pro ect Cost in US Dollar

1) Irrigation facilities:

2) Nursery facilities:

3) Agricultural product processing facilities:

4) Small hydraulic power plant:

5) Well (watcISystem):
6) Agriculturalequipmentand field

management equipment:

7) Rest House & Workshop:

8) Consulting service:

Total

1,456,000

320,000

1,770,600

1,088,600

562,900

251,400

300,000

520,000

6,270,000

For further details and publicity effect, refer to ANNEX 1 - 10 attached herein･



ⅡI Bene岱ts, Effect and Publicity of the Project

1. Po ulation that win Benefit Directly from the Project

Beneficiaries: Staffs of the Ministry of Foods and Agriculture and the

Batsumber Institute, and people engaged in fruit production (400)

families)･

Benefitting area: Tov, Selenge, and otherfruiトprOducing provinces･

2. Po ulation that will Bene丘t IⅢdirectl 丘om the

About 700,000 people including both the citizens of Ⅱ1ajorcities (Ulaanbaatar,

Darkhan and Erdenet) and farmers･

3. Area thatwill Benefit from the Project

cbatsargana growlng area: Cul山一ed cbatsargana

Wild chatsargana

4. Economic and Social Effects of the Project

450 ba.

10,000 ba.

(1) Current

chatsargana, for which this project
is planned, is a maJOrfruit of Mongolia

essential to promote good eating habitsinthe country･ Most chatsargana trees

growwild･ Teclmiques to culture, harvest･ process and store the fruit are still

underdeveloped and are affected by naturalconditions･ ne Batsumber Institute

has engaged itselfinthe study of species improvement, irrigation culture and

processlng Of chatsargana, and has actually produced chatsargana and endeavored

to disseminate the related techniques for years･ ne facilities of the institute,

bowever, have become too old fb∫ successful operation after more than 25 years

of service since its establishment in 1967. Above all, the stoppage of ex
- USSR

assistance since 1987 has caused serious damage to the irrigation and nursery

facilities, which no longer usable･ ne processing facilities are now ouトdated and

theinadequate water system can cause hygienic problems･

on the otbeT band, the demand fb∫ cbatsargana is on the increase as the Mongolian

dietary habit becomes diversified and people's awareness of health is heightened･

(2) Expected Effect of the Project

lf this project
is executed, the innovated irrigation facilities and accelerated growth

of young Emit trees will lead to the increased yield of chatsargana
fruits･ The

rehabilitated agricultural product processing facilities are sure tO improve the

quality of juiceand jam, Increase their productionand assure their longer shelf life･

The installation of a new well and water systemwill ensure improved hygiene･

AIso, the well waterwill provide aminimum level of convenience for the villagers



whowill -get water via public taps installedinschools, hospitalsand at other

appropriate placesinthe town･ The small hydraulic power plantwill provide

energy for nursery irrigation, well
-

pump operationand agricultural product

processlng･
ne Power ffomthis plantwill help reducethe maintenanceand

management cost of this projectsothat
it may be operated on a sound basis･

5. PublicityEffect

This institute executes fruit treeand horticultural studies under the Minis仕y of

Foods and Agriculture･ Thisinstitute produces and marketsthefruitand
honey of

its own for self
-

sustenance･ Ilf such aninstitute establishes facilitiesand

teclmiquesthat promiseincreasedfruit
- tree production,

it is significant not only

as a help to a diversified diet among people
but also as model for other

manufacturlng Organi2ations･ There are no water systemSinBatsumber at present,

so excess well water of this projectwill
be very useful for water supply forthe

village･ ne small hydraulic power plant will be used to provide energy for

irrigation and agricultural product processlng･ Hydraulic power is the丘rst choice

inMongolia, where scarcelyany other energy sources are available･ This project,

thoughsmall in scale, has great social significance as a model of comprehen?ive
village development program covenng irrigation, agriculturalproduct processlng･

water supply to viuages and smau
-

scale血ydraulic energy production･

ⅠV Request to Other Donors

Regardingthis project,
no request has addressed to any third party･ There are no

requests made toany third
-

party countries
for this project･

V Priority

Requests made to the Japanese govemment for the agricultural
development of

Mongolia are listed in the attached sheet･ As canbe seen, this projectranks third

inthe list of request made by the Ministry of Foods and Agriculture･

vI Ministry and AgencyinCharge叫

1･ 0叫cy

(1) Divisions in Charge

The Agricultural Production Bureau, the Ministry of Foods and Agriculture, the

Batsumber Institute, and
Water Economy Corporation･

production Fruit and Vegetable･･･ the Batsumber Institute

construction and Maintenance of Irrigation and Power Station･･･ Water Economy

Corp orat ion



(2) organization Chart

See the attached s血eet.

(3) Outline of Activities

The Batsumber Institute was establishedinthe village of Batsumber in 1967･ This

institute has been active in the study, testing and improvement of chatsargana, a

majorfruit
tree in Mongolia, and in the production and marketing of chatsargana

JulCe and jam. Also, it is enthusiastic
in the breeding of cbatsargana and is busily

workihg to increase the production of chatsargana throughthe sale of seedlings･

(4) Number of Emplo)′ees

At present, this institute has eight researchers, seven administrative staff members

aⅢd 50 processing and nursery workers･ Additional staff needed by this project
will be five engineers tO OPerate and maintain the innovated processing machines

and new hydraulic power plant and about 30 farm workers･

(5) Budget

The operating cost of thisinstitute was about Tugrik 10 million for 1992, which

was financed by the state budget (30%) andincome from sale of Emits and

processed products such as JulCe･ 也 view of the r∝ent stnngent state budget, this

institute is anxious to expand the sale of products･

2. Su erVI SO Autわ orit of the Or anization Executin this Pro

The supervisory authority of the Batsumber hstitute which will execute this

project,
is the Agricultural Production Bureau, the Ministry of Foods an

Agriculture I

VII Preparation: Sucb叫
Site, etc.

1. The Project

(1) I.ocation, Address and
area of the planned facilities and of the equipment delivery

access point

I_.ocation: Thevillage of Batsumber (laboratorybuilding and processing

factory)and itsvicinity (nursery)
Address: The village of Batsumber

Area: Fmit - tree nursery: 100 ha. (existingarea 24 hal, planned area

76ba.)



(2) Site Ownership and也e Need of New I』nd Acquisition

The existing premises of the facilities and nursery are owned by the govemment,

and there is no need to acqu汀e new Premises.

of Electric Power, Water Su2. Availability and Telephone Service

Electric power is availableinthevillage of Batsumber, the nursery and itsvicinity･

The small hydraulic power plantwill
be connected

to the existing grid to supply

power for viuage electrification･ At present, thevillage has no water system and

draws.underground wate一缶om wells･ No plplng System for water supply lS

installed in the lvillage, and the villagers buy water at pump wells and thevillagers

buy water at pump and transport the water in buckets･ No telephone service is

available in the village･

3. Availability of Data Related to Na山一al Conditions

Batsumber has a weatbe工 Station capable of providing adequate weather

information･ Geological data and underground water data useful for theinstallation

of wells are also variable. 加nd surveylngwill be necessary
for the construction

of a small hydraulic powe工plant･

ⅤⅡI Maintenance and Management Capability or the Organization Executing

this I'rqject

1. Current Situation

The Batsumber hstitute, which is expected to execute this project,
is a major

researchinstitution of agriculture in Mongolia with afruit
- tree (chatsargana)

nursery･ It has a group of experts
dedicated to the development of new plant

species, a system to disseminate seedlings,and
a network to process, distribute and

market丘uits･ The operatlng cost Of this institute is血anced by the state budget

and theincomefrom the sale of products･ Based on its accumulated experiences

inthe field of irrigation, seedling production and product processing, this institute

is well qualified for
･the

managementand maintenance of rehabilitated facilities･

The existing lmgation facility its carried out maintenance
by water economy

corporation I

2. Plan

The operation and maintenance of the rehabilitated facilitieswill be financed by

incomefrom the sale of fruits, ]ulCe, )am, honey and seedlings produced
in the

institute･ Because this project is not contingent on any new establishments but is

the rehabilitation, modification and improvement work of the existing facilities,

only a small addition to the system and personnelwill suffice･Any excess weu

wate工Can be used by schools, hospitals and the people at large as well as for the



village water supply･ Since water economy corpolation awns and maintains a small

hydraulic power Station in Kba血olin, the small by血aulic power plant under this

projectwill
be pertinently maintaine･ Construction of irrigation and power plant

facility will be supervised by water economy corporation･

Ⅸ Operatiom and Management or the Project

1. Operating Organization

New a.dditions tothe present staffafterthe completion of this project will be

limited to engineers tO OPerateand maintainthe processing maChinesand small

hydraulic power plant･ Such englneerSalready
have been secured and are ready

for hiring･ Additional work ffomthe expansion of nursery canbe easily absorbed

by asslgnment tO nearby villagers･

Ⅹ 壁_些Achievements iヮ?upporting
Activities by a third Country (or an

International Organization)

Regarding: Similar project and the Relevance to this project･

None

ⅩI Connection with Technical Cooperation

1. Has any Technical*

No

2. Is Teclmical Coo e一ation Necessar for this Pro

Yes

3. Fan of Technical Cooperation

The technical cooperation with Japan is expected to take the fb- of specialists

- Required specialist from Japan (about 3 month)

1) One specialist on cultivation, fruit growth, propagation by cutting･

2) One specialist on
proce?singequipment

for operation and maintenance･

3) One specialist on electrlC power Station for operation and maintenance･

一 Dispatcbed specialists due to study丘om Mongolia

p1) One specialist on cultivation, fruit growth, propagation by cutting･



2) One specialist on processing equipment for operationand maintenance･

3) One specialist on electric power station for operation and maintenance･

4. Has There Been a Fomal Re ucst for technical coo e一ation

No
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