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内政                  

 モンゴル国民のための査証簡素化

20 日、外務省は各国外交団の領事担当官との

会合を開き、モンゴル国民の査証申請条件及び

手続きの簡素化について協議。（21 日付 UN）

 工業・農牧業相代行にガンホヤグ鉱業相

正式な後任は、14 日以内に首相が候補者を国

家大会議に上程し、関連常任委員会の判断をも

とに本会議で決定。(22 日付 UN)

 21 日付定例閣議の主な内容

・ガツォールト金鉱床及びツァイダム湖炭田を

戦略的鉱床に追加する決議案の議会上程を決定。

（22 日付 USh）

・輸出支援計画の下実施するプロジェクトへの

融資に必要となる 1000 億トグロクを国債発行

財源からの拠出へ。(23 日付 UN)

 22 日付国家大会議本会議の主な内容

2014 年度予算法改正法案(補正予算)及び

2014年度社会保険基金法改正法案にかかる第2

次審議を継続。 (23 日付 UN)

 23 日、石油法改正法案議会上程

ガンホヤグ鉱業大臣が、議長に提出。国家機

関や地方自治体の権限の明確化、ロイヤルティ

ーや税率、特別許可交付を整理する狙い。(26

日付 UT)

 23 日付国家大会議本会議の主な内容

・2014 年度予算法改正法案第 3 次、第 4 次審

議を実施し、同法案を可決。

・2015 年国家総予算枠通知及び 2015 年-2016

年度概算予算法案の第 1 次審議。

・2014 年度社会保障基金法改正案を可決。(24

日付 US)

経済                   

 経済活性化委員会を設置

経済活性化政策の一環として首相を座長とし

設置。民間セクターの意見を経済活性化政策に

反映させることが目的。（20 日 USh）

 住宅アパート価格が 1 年間で 30%上昇

モンゴル銀行は、当月の新住宅アパートの平

米当たり単価は 220 万トグログ超（前年同期比

約 30%増）と発表。（21 日付 USh）

 シャリーン・ゴル社が設備投資

シャリーン・ゴル社はヨーロッパ復興開発銀

行（EBRD）と 1000 万米ドルの資金調達契約を

締結。資金は選炭工場建設及び石炭ブリケット

生産能力強化に投資予定。（21 日付 USh）

 開発銀行の利益は 208 億トグログ

経済開発省は、開発銀行の本年 4 月時点の税

引き前利益が 208 億トグログに達したと発表。

現在、同銀行の融資残高は 2.5 兆トグログ。（22

日付 USh）

 エズニス航空会社事実上倒産

同社は経済不況及び会社の財務状況の悪化か

ら、22 日付で営業停止を発表。(23 日付各紙)

 「Energy Mongolia 2014」開催

22 日、日本や中国を始めとする 14 カ国の代

表が参加し、エネルギー分野への国内外の投資

家誘致、エコ先端技術の PR、専門家との意見交

換を行った。（26 日付 ZM）

 ロスネフチ社がモンゴル石油庁と協力契約

サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに

際して締結。石油供給、インフラ整備、油田探

査等で協力。この他、同社とモンゴル国内石油

販売各社が協力覚書に署名。(26 日付 ZM)

経済協力                   

 国家大会議都市再開発法案に関連し、経済

常任委員会作業部会が、JICA 関係者からヒ

アリング (22 日付 ZM)

 ルクセンブルク大公国による医療協力

同国の無償資金協力「心臓血管センター、母
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子健康及び電子保健拡大事業」により、外科医

師団が来モ中。心臓弁異常に対する新たな手術

技術を普及。(26 日付 UN)

                                                                              

外交                    

 19 日、エルベグドルジ大統領、習近平中国

国家主席と首脳会談

両首脳は、モンゴルと中国間の政治、経済に

かかる協力及び地域における協力の拡大などの

事案について協議。（20 日付 UN）

 WHO 年次総会にオドバル保健相が参加

19-24 日の日程で、スイス・ジュネーブで開

催された本総会に出席。2015 年 6 月に西太平洋

地域委員会会合のモンゴル開催を決定。（21 日

付 UN）

 20 日、エルベグドルジ大統領、プーチン・

ロシア大統領と首脳会談

ハルハ河戦争(ノモンハン事件)戦勝75周年記

念事業の共同開催、鉄道トランジット輸送問題、

渡航査証簡素化等を協議。(22 日付各紙)

 エルベグドルジ大統領、アジア信頼醸成措

置会議(CICA)の首脳会合出席

21 日、CICA 首脳会合に出席。北東アジア地

域の安全保障のための「ウランバートル対話」

の開催等を提案。(22 日付各紙)

 アルタンホヤグ首相の訪露

22-25 日の日程で、サンクトペテルブルク国

際経済フォーラム出席のため。(22 日付各紙)

 バトエルデネ国防相、韓国を公式訪問中

19-22 日、金寛鎮韓国国防相の招待で公式訪

韓。20 日の会談の際、北東アジア地域の安全保

障問題、二国間国防政策、国防分野の協力につ

いて意見交換。(22 日付 US)

 韓国聯合ニュースが、今週、モンゴル国 UB

市内で李容浩北朝鮮外務次官と米国国務省

元職員等との非公式会合を実施と報道 (22

日付 UN)

 タイ王国と初の政府間委員会実施へ

2013 年 4 月インラック・タイ首相のモンゴル

訪問時に設置された、本委員会初会合を今月 27

日から UB で開催予定。 (23 日付 UN)

 22 日、ゴンチグドルジ国家大会議副議長が、

モンゴル訪問中のヒューゴ・スワイア外務

閣外大臣と会談(23 日付 UT)

 モ・日農牧業分野技術対話

22 日、モンゴル工業・農牧業省と日本農林水

産省間の技術対話を開催。双方は農牧業分野に

おける協力について意見交換。(23 日付 UN)

 23 日、アルタンホヤグ首相、ヤクーニン・

ロシア鉄道社長と会談

ガンスフ道路・運輸相も同席し、二国間の鉄

道機関協力等につき意見交換。(26 日付各紙)

 23 日、アルタンホヤグ首相、プーチン・ロ

シア大統領と首脳会談

合弁の鉄道利用率改善、物流の増進、両国国

民の渡航査証免除措置の協議開始、ガスパイプ

ライン等につき協議 (26 日付各紙)

日本報道関係               

 ポール・マッカートニー、日本公演中止(23

日付 UN)

 横綱白鵬、29 回目の優勝(26 日付 UN)


