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内政                    

 20 日付政府の公共事業報告会に非常事態

庁が参加し、過去 2 年間の成果を報告(21

日付各紙) 

 20 日、18 日の民主党と人民革命党との協

力協定延長に関し、首相が記者会見開催 

・まずは人民革命党との協力協定更新。民族民

主党、国民勇気・緑の党とは更新協議中。 

・内閣改造に際する閣僚ポスト配分等を明確化。 

・2024 年まで選挙協力実施。(21 日付各紙) 

 20 日、バトウール民主党 UB 市支部長(UB

市長)が民主党と人民革命党との協力協定

について反対記者会見(21 日付各紙) 

 21 日付国家大会議臨時本会議の主な内容 

2015 年度予算法案第一次審議を実施。(22 日

付各紙) 

 21 日、UB 市ソンギノハイルハン区民主党

党員及び支援者 20 名が記者会見 

民主党から造反し人民党議員と連名で首相解

任案を上程したバトザンダン議員の責任追及を

訴え。(22 日付各紙) 

 22 日、政府 11-11 センターで開催の公聴

会にサンジミャタブ労働大臣が参加 

2012 年上半期に 10.3％であった失業率が、

7.3％に減少。(23 日付各紙) 

 22 日、協力協定について民主党党首と人民

革命党党首が共同記者会見開催 

エンフバヤル人民革命党党首がアルタンホヤ

グ首相支持及び今後の更なる協力強化を表明。

(23 日付各紙) 

 22 日、内閣は、バトツェレグ公正連合院内

会派会長を道路・運輸・建設・都市計画臣

に任命する決議案を上程(23 日付 UN) 

 22 日、国家組織常任委員会における首相解

任案審議は、公正連合院内会派による 5 日

間審議延期の権利を行使(23 日付各紙) 

 23 日付国家大会議本会議の主な内容 

・国家鉄道輸送政策実施にかかる一部措置に関

する国家大会議決議案の第一次審議を実施し可

決。(24 日付各紙) 

 首相解任案文書に民主党議員 11 名が署名

し、まもなく上程する見込み(24 日付 ZM) 

 民主党員 34名がバトウール UB市長の辞職

を要請(24 日付 US) 

 23日付閣僚定例記者会見にオドバル保健大

臣が参加し、エボラウィルス対策及び本年

実施の保健政策について説明(24日付各紙) 

 24 日付国家大会議本会議の主な内容 

・国家鉄道輸送政策実施にかかる一部措置に関

する国家大会議決議案を可決し、新鉄道軌道幅

が決定。(27 日付各紙) 

 25 日付定例閣議の主な内容 

・モンゴル国の UNESCO 国際自然保護連合(IUCN)

への加盟国入りを支持。 

・「マツムシソウ」をモンゴル国花に決定。(27

日付各紙) 

 26 日、エンフバヤル元大統領が韓国へ(27

日付 USh) 

 民主党・人民革命党協力協定にかかる偽文

書流布 

諜報庁がデンベレル人民党広報・渉外課長が

作成したと公表。(27日付US) 

 

経済                    

 ロシアへ 10 万 t 以上の食肉を輸出可能に 

ロシア発報道によれば、モンゴルは 10-11 万

t(10 倍増)の牛肉輸出が可能に。ロシアの食肉輸

入量の 15-20％に相当。(22 日付 UN) 

 1-9月の石炭輸出量は 1,350万トン(前年同

期比 200 万トン増)、石炭相場下落により輸

出額は 1.5 億米ドル減(22 日付 ZM) 

 20 日、全国で農作物収穫が完了 
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小麦 46.5 万 t、ジャガイモ 16.1 万 t、その他

10.25 万 t。(23 日付 UN) 

 23 日、TDB 銀行はモバイル POS レジ・サ

ービスを提供開始(24 日付各紙) 

 23 日、総額 1,000 億トグログのモンゴル政

府系企業株の証券取引所を通じた取引を決

定(24 日付 UN) 

 12 月 11 日、東京でフロンティア証券主催

の第 2 回「インベスト・モンゴリア」フォ

ーラム開催(24 日付 UN) 

 エネルギー規制委員会幹部が、ウムヌゴビ

県ツォグトツェツィー郡で建設の風力発電

所について投資家と協議 

みずほ銀行及びソフトバンク社が投資し、ク

リーン・エナジー社(モ)が建設事業実施。(24 日

付 USh) 

 21 日、金融規制委員会定例会議が開催 

TDB 銀行にカストディ業務特別許可、ゴロム

ト銀行に保険仲介業特別許可をそれぞれ付与。

(27 日付 ZM) 

 24 日、Macmahon 社が石炭採掘停止を延長 

エルデネス・タバン・トルゴイ社へ未納金の

支払を請求し、操業停止期間をさらに 14 日延長。

(27 日付 UN) 

 24 日、北京市でアジア・インフラ投資銀行

(AIIB)創設にかかる加盟国間締結覚書にモ

ンゴルを含む 21 カ国が署名(27 日付 UN) 

 

経済協力                  

 20 日、ボルド大統領人間開発社会政策顧問

が訪モ中の ADB 代表団と会談 

モンゴル政府は、ADB との間で雇用促進及び

ダルハン市下水道管理改善の 2 案件にかかる借

款協定を締結予定。(21 日付各紙) 

 20 日、2014-2023 年工学系高等教育計画

による予備高等専門学校の開校式開催 

今年度 47 名の学生が予備教育を受け、円借款

「工学系高等教育支援事業」による留学生候補

に。(21 日付各紙) 

 

外交                     

 27-28 日、国家大会議議長が中国公式訪問 

習近平中国国家主席及び張徳江全国人民代表

大会常務委員会委員長(国会議長)との会談、両

国議会間協力枠組策定にかかる了解覚書に署名

予定。(24 日付各紙) 

 

日本関連報道                

 20 日、女性閣僚の小渕経産相、松島法相が

辞任(21 日付各紙) 

 逸ノ城入院、秋巡業全休へ(21 日付 ZM) 

 21 日、新法相に上川陽子衆議院議員、新経

産相に宮沢洋一参議院議員が就任(22 日付

US) 

 22 日、中国訪問中の麻生太郎副総理が張

高麗中国政治局常務委員(筆頭副首相)と

会談(24 日付 UN) 


