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内政                  

 政府の公共事業報告会の主な内容

テルビシダグワ副首相より、ナーダムの開催

に先立つ公共事業について報告。(23 日付内閣

官房プレスリリース)

 アルタンホヤグ首相の実娘の事件を再捜査

へ

大蔵省の「きれいな空気基金」をめぐる不正

経理事件に関し、アルタンホヤグ首相の実娘サ

ランザヤーへの取調べは凍結されていたが、地

区第一検察庁は 1 ヶ月ほど前に事件の再捜査を

決定、汚職対策庁は再調査開始。 (24 日付 UN)

 25 日付臨時閣議の主な内容

・第 4 火力発電所の能力拡張を目的とし、モン

ゴル開発銀行が Vnesheconom 銀行(露)と 7500

万米ドルの融資契約を締結することを承認。

・輸出振興プロジェクトの一環で、モンゴル開

発銀行が器材調達に係る融資を行うために商用

銀行に対し、各行資本の 10％に相当する資金融

資を行うことを承認。

・税関法案、関税率及び関税法改正法案、付加

価値税法改正法案の国家大会議への上程を承認。

(25 日付内閣官房プレスリリース)

 25 日付鉱業省の「透明性のある鉱物資源」

報告会の主な内容

・2014 年度、エルデネス・タバン・トルゴイ社

は 750 万トンの石炭を採掘し、2.5 億米ドルの

収入を得る見込み。

・アスガト銀鉱床の F/S 調査に関する交渉をモ

ンロスツヴェトメト合弁会社会議で行う予定。

・5 月の鉱物資源輸出は、昨年同期比、銅精鉱

が 87.2％(39.7 万トン)、石炭が 15.3％(730 万ト

ン)、原油が 45.9％(1000 万トン)とそれぞれ増

加。(25 日付鉱業省プレスリリース)

 26 日付国家大会議本会議の主な内容

・バトバヤル大臣解任案審議延期。エルデネバ

ト民主党院内会派会長が、「バ」大臣解任審議を

経済開発省に盗聴器が仕掛けられていたことが

発覚したこと、公共事業「ストリート・プロジ

ェクト」の件でモンゴル開発銀行の監査が実施

されていることを理由に 5 日間審議延期申し立

てを行い、右が可決。

・祝日及び記念日法改正法案について審議実施

承認。(27 日付各紙)

 27 日付国家大会議本会議の主な内容

・7 月 1 日(火)に国家大会議春期常会を閉会する

ため、27 日と 30 日に全常任委員会審議を開催。

・エンフボルド議長は、新法務常任委員会委員

長にガンバト議員を任命。

・国民的祝祭ナーダム後の 14・15 日を祝日と

するか否かは審議続行へ。(30 日付各紙)

 28 日付定例閣議の主な内容

・法人税改正法案を議会上程へ。ビジネス促進

のため、特定分野以外の法人で、年収 15 億トグ

ロク未満の法人に対して法人税の 90%を還付す

るもの。

・国家大会議審議規則法改正法案を議会上程へ。

・7 月 6-7 日に予定されているフランク＝ヴァ

ルター・シュタインマイヤー・ドイツ外務大臣

のモンゴル訪問、ボルド外務大臣の 7 月 1-2 日

のスペイン訪問、3 日のルクセンブルク訪問に

ついて説明。(28 日付内閣官房プレスリリース)

経済                   

 ガショーンソハイト～ガンツモド通関所間

の鉄道敷設開始

同鉄道を敷設するガショーンソハイティー

ン・トゥムル・ザム社が F/S 調査をほぼ完了し

たため、来月より狭軌レール鉄道の敷設を開始

し、来夏に稼動予定。(25 日付 UN)

 ターコイズ・ヒル・リソーシズ社がモンゴ

ル国税庁の通告に反意を表明
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同社が 1.3 億米ドルの脱税をしたとの通告に

対し、「契約上定めた租税を完全に納税してお

り、脱税の事実はない。60 日間の交渉期間を設

け、解決に至らない場合、仲裁裁判所に提訴す

る」と発表。(25 日付ターコイズ・ヒル・リソ

ーシズ社プレスリリース)

 中国銀行がモンゴルに支店を開設する見込

み

支店の従業員数は 40 人、資本は 5,600 万米ド

ル、融資可能額は 4.6 億米ドルで、ビジネス、

インフラ、建設、鉱業及び生活水準向上のため

の案件に融資する予定。(27 日付 US)

 モンゴルにアメリカンエキスプレスが初進

出

26 日、ゴロムト銀行は、アメリカンエキスプ

レス社と協力し国際クレジットカードを導入。

(27 日付各紙)

 ウランバートル・エネルギー憲章フォーラ

ムが開催

26 日、エネルギー省とエネルギー憲章条約事

務局が共催した同フォーラムに日、韓、露、中

の代表者が参加し、ゴビ地域での太陽光発電及

び風力発電所建設プロジェクトの投資誘致につ

いて意見交換。(27 日付各紙)

 新たな食肉加工・販売・サービス総合施設

が運営開始

26 日、テンゲル・プラザ食肉加工・販売・サ

ービス総合施設は、特殊機械で食肉を清浄・梱

包した冷凍肉及び生肉を販売。1 日に 1 万人分

の食肉供給が可能に。(27 日付 ZM)

 APU 社の乳製品製造工場が稼動開始

ジュース 2700 万リットル、牛乳 2700 万リッ

トル、クロテッドクリーム及びヨーグルト 300

万リットルを年間生産する同工場は、460 億ト

グログの経費により建設された。(30 日付各紙)

                                                                          

外交                   

 マトヴィエンコ・ロシア連邦院（上院）議

長がモンゴル訪問

エンフボルド議長の招待で、22-23 日の日程

でモンゴルを公式訪問したマトヴィエンコ・ロ

シア連邦院(上院)議長は、23 日、エンフボルド

議長、アルタンホヤグ首相、エルベグドルジ大

統領とそれぞれ会談し、二国間協力の拡大や「ハ

ルハ河戦争戦勝(ママ)」75 周年記念行事の共同

開催等について協議。(23 日付国家大会議事務

局プレスリリース、内閣官房プレスリリース、

大統領府プレスリリース)

 オヨーン・自然環境・グリーン開発大臣を

国連環境総会(UNEA)議長に選出

23 日、UNEA の初会合がケニアのナイロビで

開催され、オヨーン大臣が UNEA 議長に選出さ

れた。(23 日付自然環境・グリーン開発省プレ

スリリース)

 北朝鮮国家観光総局副局長がモンゴル訪問

20-25 日の日程で、ムン・デ・ギル北朝鮮国

家観光総局副局長がモンゴルを実務訪問。今次

訪問は、昨年のエルベグドルジ大統領の訪朝の

フォローアップとして観光分野における協力を

さらに発展させる目的で行われた。オヨーンゲ

レル文化・スポーツ・観光大臣、ガンホヤグ外

務副大臣と会談。(23 日付外務省プレスリリー

ス)

 王毅中国外交部部長がモンゴル訪問

ボルド外務大臣の招待で、24-26 日の日程で

王部長はモンゴルを公式訪問。王部長は、エル

ベグドルジ大統領、アルタンホヤグ首相、テル

ビシダグワ副首相とそれぞれ会談し、両国間関

係及び協力について意見交換。(24 日付内閣官

房プレスリリース、25 日付モンゴル外務省プレ

スリリース、25 日付大統領プレスリリース)

 ジェミル・チチェッキ・トルコ議長がモン
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ゴル訪問

エンフボルド議長の招待で、23-26 日の日程

でモンゴルを公式訪問。エルベグドルジ大統領、

アルタンホヤグ首相、エンフボルド議長とそれ

ぞれ会談し、両国間協力関係について意見交換。

(24 日付内閣官房プレスリリース、24 日付大統

領プレスリリース、24 日付国家大会議事務局プ

レスリリース)

 ミチェレ・ヴィエッティ(Michele Vietti)イタ

リア裁判所上級評議会副会長がモンゴル訪

問

23-28 日の日程でモンゴルを公式訪問。24 日

にルンデンドルジ・モンゴル裁判所中央評議会

会長等と「モンゴル裁判所評議会とイタリア裁

判所上級評議会間の相互理解覚書」に署名。(24

日付モンゴル裁判所評議会プレスリリース)

日本関連報道               

 モンゴル人親方誕生か

時天空(フチトバータル)が、引退後に日本相

撲協会に残って親方となるための年寄名跡「間

垣」を取得した。初のモンゴル人親方誕生とな

るか。(24 日付 ZM)


