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内政                    

 13 日、公正競争・消費者庁が記者会見 

エネルギー規制委員会が、7 月 21 日に電気料

金1kWにつき5トグログ値上げする決定を無効

化。(14 日付 UN) 

 13 日付政府の公共事業報告会の主な内容 

モンゴル開発銀行が UB 市で実施中の案件に

ついて説明。最重要案件は、輸出振興・輸入代

替 888 案件融資。(14 日付各紙) 

 14 日付臨時閣議の主な内容 

内閣再編に伴い、2015 年度予算法案の新規作

成を決定。(15 日付 US) 

 14 日、拘留中のガンスフ首相上席顧問が汚

職対策庁の不法行為に対しハンストを実施

(15 日付 ZM) 

 15 日、首相が新閣僚人事案を上程 

D.ゾリグト議員を大蔵大臣に、R.ジグジト鉱業

事務次官を鉱業・エネルギー大臣に、L.プレブ

スレン大統領顧問を外務・経済協力大臣に任命

する案を上程。(15 日付各紙) 

 15 日付国家大会議本会議の主な内容 

・内閣構成法改正法案を可決。 

・政府機構法改正法採択にかかる関連法案の第

一次審議を実施。(16 日付各紙) 

 15 日、Ch.ボルドバータル氏を UB 市警察署

長に任命(16 日付各紙) 

 15 日、ガンバータル議員が、OT 社の税金

未納問題につき情報を隠蔽を理由に、バト

マグナイ国税庁長官等 3 名を汚職対策庁に

告訴(16 日付各紙) 

 16 日付閣僚定例記者会見にトゥブデンド

ルジ工業・農牧業相が参加し同分野での政

策・事業を報告(17 日付各紙) 

 16 日付国家大会議本会議の主な内容 

・閣僚 7 名を解任。 

・人民党院内会派が 5 日間休会する権利を行使

したため、新閣僚人事案は本会議での審議に至

らず。(17 日付各紙) 

 17 日、国会議員 28 人が首相解任案を上程 

同案を人民党 26 人及びバトザンダン議員(民

主党)、ツォグ副議長(公正連合、人民革命党)が

連名でエンフボルド議長に上程。(18 日付 US) 

 17 日付国家大会議本会議の主な内容 

・予定していた 2015 年度予算法案第一次審議

を 21 日(火)に延期。 

・首相が 2014 年度モンゴル・マクロ経済概況

を報告。(18 日付 US) 

 18 日、民主党と公正連合(人民革命党と民

族民主党)が協力協定を 2024 年まで延長

(20 日付各紙) 

 18 日付定例閣議の主な内容 

・アジア・インフラ投資銀行(AIIB)創設に関連し、

加盟国間で締結される相互理解覚書への署名権

限をスフバータル在中国モンゴル大使に付与。 

・マシバト外務大臣顧問を在サンフランシス

コ・モンゴル総領事に任命。 

・2015 年 5 月 18-21 日、UB 市にてアジア青年

フォーラム開催決定。(20 日付各紙) 

 

経済                    

 1 日、ジュネーブ開催の 2014 年度国際電気

通信連合会合において、モビコム社が表彰

(14 日付各紙) 

 13 日、トゥリーンバンクが JCB と JCB カ

ード発行契約締結(14 日付各紙) 

 13 日、国家統計局が 9 月統計を報告 

貿易額 81 億米ドル。貿易赤字は 2,440 万米

ドル。輸入額は前年同期比 7.8 億米ドル減、輸

出額が前年同期比 9.2 億米ドル増。(14 日付 US) 

 11 月、モンゴル産鉱物資源が通過輸送によ

り海外へ 
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モンゴル韓国合弁の海上輸送会社が、シベリ

ア鉄道、北朝鮮羅津港経由の通過輸送を試験的

に開始予定。(15 日付各紙) 

 UB市が中小企業支援のため年利 5％の低利

融資(償還期間 5 年)を実施予定 

1企業につき5億トグログまでの融資を行う。

10 月末に中小企業支援基金評議会を開催し、融

資開始期間を決定する予定。(15 日付 UN) 

 20 日、UB 市-ダルハン市間レールバス運航

開始(20 日付 UN) 

 Aspire mining 社が鉄道建設事業実施 

エルデネト-オボート炭鉱間鉄道建設をコン

セッション契約により実施予定。(20 日付 UT) 

 モンゴルが国際埋蔵量報告合同委員会

(CRIRSCO)の加盟国に(20 日付 ZM) 

 20 日、韓国の Air Busan 社が釜山-UB 便運

航開始(20 日付 ZM) 

 

経済協力                  

 新国際空港建設事業進捗は 24.1％ 

モンゴル側実施の高速道路敷設遅延のため、

空港建設に必要な建材を運送できず、建設事業

は予定通り進まず。(15 日付 US) 

 16 日、中国政府無償資金協力で実施の北京

通り道路整備工事完了(17 日付 UN) 

 17 日、中国内モンゴル自治区とモンゴル教

育・科学省が政府間協定締結 

 2015-2019 年、内モンゴル自治区政府奨学金

により 400 名が同区の大学に留学。(18 日付 US) 

 ハーン銀行とADBが中小零細企業支援のた

めの融資契約締結(償還期間 5 年間、総額

4,000 万米ドル)(20 日付各紙) 

                    

外交                     

 15 日、第 18 回モ・露政府間委員会会合開

催 

モンゴル企業及び露企業間でアルタンボラグ

-ウランバートル-ザミーンウード間高速道路建

設計画実施協力覚書に署名。(16 日付各紙) 

 13 日、バトツェツェグ・インドネシア駐箚

モンゴル大使が、スシロ・バンバン・ユド

ヨノ・インドネシア大統領に信任状捧呈(15

日付 UT) 

 14-15 日、大統領がオーストリアを訪問 

・ハインツ・フィッシャー大統領と首脳会談。 

・カールハインツ・コプフ国民議会(下院)副議

長と会談。(16 日付各紙) 

 11 月 14 日、モ・露相互渡航にかかる査証

免除措置開始 

先月、両国国民相互渡航条件にかかるモンゴ

ル・ロシア両国政府間協定を締結。全旅券所持

者を対象とし、30 日間査証免除。(17 日付各紙) 

 16-17 日、大統領がイタリア・ミラノで開

催の第 10 回 ASEM 首脳会合に出席 

・2016 年にモンゴルで ASEM 第 11 回首脳会合

開催決定。 

・メルケル首相と首脳会談。(18 日付 US) 

 17-18 日、大統領がハンガリーを訪問 

・オルバーン・ヴィクトル首相と首脳会談。UB

市にハンガリー大使館を再開予定。 

・アーデル・ヤーノシュ大統領と首脳会談。 

(20 日付 US) 

 

日本関連報道                

 14 日、特定秘保護法の関係政令を閣議決定

(16 日付 USh) 

 世界初のエコシティー川崎市(紹介記

事)(16 日付 USh) 


