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内政                    

 ウイキリークスがモンゴル政府のネット監

視に関する証拠を公開(16 日付 UT) 

 15 日、汚職対策庁はムンフバト・モンゴル

開発銀行総裁を詐欺容疑で捜査 

ガラムガイバータル国会議員所有のモン・ロ

ード社に 90 億トグログを不正に送金した疑い。

(16 日付 US) 

 18 日付定例閣議の主な内容 

・石油製品備蓄量を再確定。 

・関税率評議会規則の改訂及び同会委員の改選。 

・鉱物資源分野の透明性に関する法案上程。(19

日付 US) 

 

経済                    

 24 日から、探査特別許可を交付開始 

15 日、ガンホヤグ鉱業相はモンゴル国土の

19.88％の地域の探査特別許可を 24 日から交付

すると発表。(16 日付 UN) 

 外国貿易総額増加 

15 日、中銀は本年 8 月までの外国貿易総額が

71 億 7,560 万米ドルに到達したと発表(前年同

期比 3.1％増)。(16 日付 ZM) 

 モンゴル証券取引所が欧州復興開発銀行と

協力 

16 日、モンゴル証券取引所所長は欧州復興開

発銀行モンゴル常駐代表と会談し、証券市場の

発展協力に関する公式書簡を手交。(17 日付 UN) 

 Aspire Mining 社がヌールステイ炭田掘削作

業を開始(17 日付 UN) 

 ガショーン・ソハイト通関所から今年 8 月

までに 800 万トンの石炭輸出(前年同期比

29.3%増)(17 日付 UN) 

 サインシャンド工業団地において風力発電

所建設開始 

同発電所(50MW)建設委託落札者を 10 月まで

に発表予定。2015 年建設開始、2016 年に稼動

開始予定。(18 日付 UT) 

 ロシアへの食肉輸出開始へ 

モンゴル産食肉が衛生検査の結果、ロシアへ

の輸出可能と判断されたため、両国農牧業相が

輸出に向けモスクワで 9 月末に会談予定。(18

日付 UT) 

 石油庁が Genie Energy 社子会社 Genie Oil 

Shale Mongolia 社と探査契約締結(18 日 UN) 

 鉄道乗客数及び鉄道貨物輸送量減少 

国家統計局は、8 月の鉄道乗客数が 233 万人

(前年同期比 11.2％減)、貨物輸送量が 1,290 万

トン(前年同期比 5.3％減)と発表。(18 日付 UT) 

 来年 4 月から公共バス支払いシステム変更 

18 日、UB 市長と UB 市輸送局局長及び「デー

タ・カード」コンソーシアム代表等が公共バス

IC カード支払いシステム導入協力契約に署名。

(19 日付 UN) 

 19 日、首相が NWTs 社「バヤン・ショボー」

養鶏場開会式に出席 

30 万羽の鶏及び 10 万羽の雛を飼育しており、

1時間で6万個の鶏卵を生産可能。(22日付各紙) 

 先週、Mongolia Energy Corporation 社がフシ

ュート炭田石炭輸出開始(22 日付 ZM) 

 広告代理店 WWP グループ傘下 Y&R 社がモ

ンゴルで支店開設予定(22 日付 UN) 

 Prophecy Coal 社がゼルテル検問所を開発 

同社はオラーン・オボート炭鉱から同検問所

間の舗装道路敷設のため F/S 調査を実施。(22

日付 UN) 

 

経済協力                  

 11 日、モンゴルと北朝鮮が科学技術協力 
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平壌市でモンゴル教育科学省と北朝鮮国家科

学技術委員会間で科学技術協力覚書に署名。(17

日付各紙) 

 

外交                     

 15 日、ガボン共和国と外交関係樹立(17 日

付各紙)  

 16 日、オマル・ラウラ・マレッロ・モンゴ

ル国駐箚キューバ共和国大使が大統領に信

任状捧呈(17 日付各紙) 

 15 日、ガンバト法務常任委員会委員長が U 

Win Mra ミャンマー国家人権委員会委員長

と会談(17 日付各紙) 

 大統領と議長が外遊 

22 日、大統領は第 69 回国連総会主席のため

ニューヨークへ。来月末、議長は習国家主席の

招待により中国を公式訪問予定。(17 日付 UN) 

 10-12 日、プラハで開催の欧州安全保障協

力機構経済・環境フォーラムにバトジャル

ガル在オーストリア・モンゴル大使が参加

(17 日付 USh) 

 納税電子化及び税教育支援を目的として、

モンゴル国税庁と米国国際開発庁が相互理

解覚書に署名(18 日付 UT) 

 17-18 日、第 9 回モンゴル国名誉領事会議

開催(18 日付各紙) 

 17 日、議長がルドポワ・ブリヤート共和国

国会議員等と会談(18 日付各紙) 

 18 日、姜錫柱朝鮮労働党政治局員兼国際問

題担当書記が大統領を表敬(19 日付各紙) 

 18 日、世界銀行代表等が大統領表敬(19 日

付各紙) 

 25 日、ロンドンで開催される社会主義イン

ターナショナル評議会に人民党代表団が参

加予定(19 日付 UT) 

 19 日-23 日、ソドノムツェレン・モンゴル

中央選挙管理委員会委員長の招待で、李仁

馥世界選挙機関協議会会長兼中央選挙管理

委員長が訪モ予定(19 日付各紙) 

 19 日、民主党と朝鮮労働党が協力 

民主党の招待で訪モ中の姜書記が、民主党幹

部等と会談し両党間協力覚書に署名。(22 日付

UN) 

 

日本関連報道                

 女子レスリング世界選手権で伊調馨選手優

勝紹介記事(16 日付 ZM) 

 伝統文化残る芸者の街京都紹介記事(16 日

付 USh) 

 安倍総理、歴代総理外遊回数最多(17 日付

UN) 


