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内政                    

 27 日付政府の公共事業報告会の主な内容 

・中国政府無償援助(5,980 万元)による北京スト

リート道路改修工事が完了。 

・新国際空港建設進捗率は 25％。(28 日付各紙) 

 27 日、バヤンホンゴル県知事が辞任 

 憲法裁判所審議前に首相が同県知事の任

命にかかる決定を取り消し。知事代行には

ガンバヤル副知事。(29 日付各紙) 

 28 日、区第一審刑事裁判所がガンスフ首相

首席顧問保釈決定(29 日付各紙) 

 28 日、UB 市議会で中小企業融資(50 億トグ

ログ)をキャピタル銀行を通じて拠出決定 

融資額 7 割は UB 市内の乳製品製造促進、3 割

は輸入代替・輸出振興案件に拠出。(29 日付 USh) 

 29 日、UB 市創設 375 周年記念に際し市議

会特別会議を開催(30 日付各紙) 

 30 日付国家大会議本会議の主な内容 

2015 年度予算法案及び関連法案、法人所得税

法改正法案等の審議実施の可否を審議し可決。

(31 日付各紙) 

 30 日、政府庁舎で全国区・郡長評議会開催 

アルタンホヤグ首相が出席し、地方開発支援、

生活水準向上のために実施したプロジェクトに

ついて報告。(31 日付各紙) 

 30 日、大臣の定例記者会見にテルビシダグ

ワ副首相が参加し直轄エージェンシーの実

施事業について報告(31 日付各紙) 

 31 日付国家大会議本会議の主な内容 

教育法改正法案、地域別開発管理と調整に関

する法律改正法案を可決。(1 日付 US) 

 31 日、エルベグドルジ大統領起草の託児サ

ービス法案上程(1 日付 US) 

 1 日付定例閣議の主な内容 

第 18 回モ・露政府間委員会会合の成果を審議

し、露政府から 500-1,000 億ルーブルの低利借

款を受け、スワップ協定の法的環境整備に協力

することで合意。(3 日付各紙) 

 1-2 日、エンフボルド議長がスフバータル

県を訪問 

ウンドゥルハーン～ムンフハーン～バローン

オルト間舗装道路開通式に参加。(3 日付各紙) 

 

経済                    

 モンゴル中銀の外貨販売に、TDB 銀行を介

してノン・バンクが参加(28 日付 US) 

 29 日、ウーリーントヤー鉱物資源庁臨時代

理長官が事業報告会を実施 

・オヨー・トルゴイ銅・金鉱床埋蔵量を銅 4,460

万 t、金 1.9t、銀 1.19 万 t、モリブデン 20.5 万 t

に更新。 

・無効となった 106 特別許可の内 10 箇所の入札

を公開。(30 日付 UN) 

 29 日、政府 11-11 センター公聴会でムン

フバト開発銀行総裁が事業内容報告 

同行は UB 市に総額 1.1 兆トグログを拠出。

929 億トグログは道路改修案件、819 億トグロ

グは交差点改修案件にそれぞれ拠出。経済効果

は年間 200 億トグログに及ぶ。(30 日付 UT) 

 タバン・トルゴイ炭田開発のための国際入

札を1ヶ月(12月1日まで)延期(31日付 US) 

 Mongolian Mining Corporation 社が香港証券

取引所で 56 億株(15 億香港ドル)を発行予

定(3 日付 UN) 

 31 日、米アジア基金財団、サント・マラル

基金が賄賂にかかる共同調査結果を発表 

100％モンゴル資本企業 330 社を対象とする

世論調査の結果、43.3％の企業が賄賂はビジネ

スに直接的影響を及ぼすと回答。(3 日付 UN) 

 

経済協力                  
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 29 日、オーストリア政府借款枠で非常事態

対処能力強化のための物資調達契約に非常

事態庁と Rozenbauer 社が署名(30 日付 UT) 

 

外交                     

 27 日、エンフボルド議長中国訪問の内容 

・習近平中国国家主席を表敬。 

・張徳江全国人民代表大会(全人代)常務委員会

委員長と会談。 

・モンゴル国家大会議、全人代常務委員会間で

協力枠組み策定にかかる了解覚書に署名。(28

日付各紙) 

 27日、モンゴル中央選挙管理委員会・ドイ

ツ連邦選挙管理委員会間で了解覚書に署名

(28日付UN) 

 28 日、ソウルで開催の「北東アジア平和協

力国際フォーラム」にモンゴルが参加 

60 カ国の代表が参加し、エネルギー、気候変

動、テロリズム対策について協議。(29 日付 US) 

 来年、トルコ大国民議会議長(6 月)及びトル

コ外相(4 月)が訪モ(30 日付 UN) 

 28 日、外交関係樹立 45 周年記念に際しビ

ュレント・アルンチ・トルコ副首相に友好

メダル授与(30 日付 UT) 

 29 日、モ・露外務副大臣会合が実施され、

両国外務当局間 2014-2015 年協力計画に

署名(31 日付各紙) 

 30 日、UB 市で開催のモ・中・露三カ国外

務副大臣級初会合の主な内容 

・モンゴルの APEC 加盟を中・露が支持表明。 

・次回のモ・中・露三カ国首脳会合を来年開催

の上海協力機構首脳会合に際し実施で大筋合意。

(31 日付各紙) 

 

日本関連報道                

 27 日、大相撲九州場所新番付が発表され、

逸ノ城は新関脇に昇進(28 日付各紙) 

 27 日、宮沢経産相、政治献金問題で解任か

(28 日付 USh) 

 29 日、皇太子妃雅子さまが 11 年振りに宮

中晩餐会に出席(30 日付 ZM) 
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