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内政                    

 10 日付政府の公共事業報告会 

バヤルサイハン建設・都市計画大臣が以下を

説明。 

 昨年、建設産業は70％増、都市では2万戸、

地方では 7000戸のアパートが建設された。 

 現在までに、2 万 1790 人が８％住宅ローン

を新規または借り換えで利用。今年度借り

入れ条件の緩和へ。 

 価格安定化政策で、建築資材の関税及び

VAT を免税措置、建築会社 50 社のセメン

ト・鉄筋の購入に計 1200億トグログ融資。 

 今年度のセメント・鉄筋の国内調達を目指

し、昨年から第一建築工場改修に 29 億トグ

ログを設備投資し、62 億トグログ相当の免

税措置を行った。（11 日付各紙） 

 月例刷新政府記者発表 

 7 月にドルノド、フブスクル、ウムノゴビ

県県庁所在地への幹線道路が完成予定。 

 契約に違反した道路建設請負会社を名指で

責任追及に言及。（12 日付各紙） 

 口蹄疫が 3 県に拡がる 

先月スフバータル県で発生した口蹄疫はヘン

ティー県、ドルノゴビ県に拡大、587 頭の家畜

が感染。（13 日付各紙） 

 13 日付アルタンホヤグ首相の定例記者会

見 

 政府の価格安定化政策終了に伴い燃料費が

90 トグログ値上がったとの見方を否定。 

 エネルギー価格の自由化を否定。 

 昨年度の石炭輸出量は 1800 万トンで、今

年は 3400 万トンを予定。（14 日付各紙） 

 14 日付定例閣議の主な内容 

 口蹄疫の拡大を防ぐため、スフバータル県、

ヘンティー県、ドルノゴビ県の 9 郡を制限

区域に、10 郡を監視区域に定めたほか、首

都郊外や UB 駅など数カ所に監視所を設け

ることを決定。一部地方イベントを中止に。 

 大学生が休暇期間を利用して兵役と単位同

等に満たす制度「大学生徴兵計画」を承認。 

 自然環境保護・改善事業費執行規則を承認。 

 住宅公社建設によるボヤント・オハー団地

1700 戸の完成に際し、販売規則を制定。（17

日付各紙） 

 秋期国家大会議本会議の出席率 

37 回の本会議の内、最多欠席はバトトルガ工

業・農牧業大臣（計 9.5 回出席）、最多出席はガ

ンバータル議員（36 回出席）。特に、閣僚の欠

席が目立つほか、与野党ともに若手議員の欠席

が多い。（17 日付 Ush） 

 

経済                    

 石炭灰利用研究を開始 

2012 年に署名した科学アカデミーと南アフ

リカ科学・工業研究委員会との覚書に基づき、

石炭灰及び金属工場のスラブを利用したジオポ

リマーコンクリートの研究を開始。（10日付 UN） 

 バローン・ノヨン・オール産石炭を輸出 

Guildford Coal 社はウムヌゴビ県バローン・ノ

ヨン・オール炭田（採掘規模 300 万トン/年）

の石炭輸出を開始予定。（10 日付 UN） 

 「石油・オイル・シェール 2014」国際投

資フォーラムの開催へ 

石油庁の主催で本件フォーラムを 4 月 9－10

日、UB 市で開催予定。（10 日付 ZM） 

 1 月の国家統計局社会経済報告 

 インフレは食肉価格及び交通費価格の上昇

により前月比 1.7％上昇。 

 輸入が 1.16 億ドル減少、輸出が 4000 万ド

ル上昇した結果、貿易赤字は 1590 万ドル

（前年同期比 92％減）。 

 国家予算収支赤字は 647 億トグログ。 
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 貸付残高及び不良債権残高が上昇。（11 日

付各紙） 

 「建築投資 2014」セミナー開催へ 

12 日、モンゴル投資庁とビーコン社共催で本

件セミナーを開催。投資家、不動産仲介企業及

び関連省庁関係者等が参加。（11 日付 ZM） 

 銀行の外資ローンを蓄積金から免除 

政策金利（10.5％）の据え置きを決定。また、

国際市場で期限 3 年以上の償還期間で起債した

債券及びローンの内部留保義務規定の免除を決

定。（12 日各紙） 

 燃料価格が 20－40 トグログ上昇 

先日、ジャスト社、マグナイトレード社、シ

ョンフライ社が燃料価格を 1L 当たり 20-40 ト

グログ引き上げ。（13 日付 UN） 

 ウランバートル市の本年度公共事業 

ウランバートル市は本年度予算を可決し、以

下の大規模事業を実施。 

1. アムガラン熱供給ボイラーの運用開始。5

万戸に暖房を供給。 

2. ウランバートル市役所の新庁舎を建築。 

3. バヤンホショー・セルベに 20 万人規模の副

都心を開発。 

4. 16 の学校・幼稚園の総合施設の建設。 

5. アジア開発銀行とゲル地区再開発プロジェ

クト（12 箇所）を開始。10 年間協力。（14

日付 ZM） 

 値上げを政府に提言 

水道局、水道サービス管理委員会他が「水の

価値感」フェアを共催。2016 年に予測される水

不足問題のため水道料の値上げ等を政府に進言。

（14 日付 ZM） 

 国有財産委員会の基金への改組を検討 

エルベグドルジ大統領の「大きな国家からス

マート国家へ」イニシアチブに基づく政策。（17

日付 UN） 

 エナジー・リソース社が道路の補償金を

受領 

同社のオハーホダグ～ガショーンソハイト間

の自動車道がエルデネスMGL社に移管された件

で、補償金 1578 億トグログ（9030 万ドル）が

支払われた。（17 日付 UN） 

 埋蔵量 3 億トンの鉄鉱石鉱床を発見 

ハランガ・リソース社（豪）はセレンゲ県で

大規模な鉄鉱石鉱床を発見。（17 日付 ZM） 

 鉱業企業が採掘事業を公開 

関連企業が採取産業透明性イニシアチブ（EITI）

レポートを提出。納税総額の 32％が鉱物資源利

用税及び追加料金、13.75%が付加価値税、

12.07%が法人税。（17 日付 ZM） 

 

経済協力関係                

 FAO第32回アジア・太平洋地域総会の開催 

 3月10～14日、UB市で開催。46ヶ国の食糧・

農林・水産大臣等が出席予定。（17日付USh）。 

 羊毛断熱材開発で遊牧民支援 

 国際NGO、Caritas  Mongoliaが「環境にやさし

い省エネ建築支援事業」をEU及びチェコ開発庁

の融資で実施中。羊毛を建築断熱材として利用

し、遊牧民、中小企業を支援する。（13日付ZM） 

 

対第三国外交                

 エルベグドルジ大統領がソチオリンピック

の開会式に出席、モンゴルチームを激励（11

日付 US） 

 11 日、第一回モンゴル・ニュージーランド

外務省間協議を UB 市で開催（12 日付 UN） 

 エンフボルド国家大会議議長が 3 月 12 日

から韓国を訪問（13 日付 USh） 

 豪モ・ビジネス委員会を設置 

両国は経済、貿易、投資分野における互恵的

な協力事業を促進するため同委員会を設置。現
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在、豪の30社がモンゴルに支店を有し、170社

がモンゴル企業と合弁。（13日付ZM） 

 12 日、ボルド大臣が尹ビョン世韓国外相ら

と会談（14 日付 UN） 

 16 日、エルベグドルジ大統領がメルケル独

首相と電話会談（17 日付 US） 

 

日本報道関係                

 桝添氏が新都知事に当選（11 日付 US） 

 16 日、昨年 8 月 8 日に開催されたホーミー

による日本の歌コンテスト上位入賞者が日

本訪問へ出発（17 日付 Ush） 

 日本代表羽生選手がフィギアスケート金メ

ダルを獲得（17 日付各紙） 

 


