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内政                    

 11 日、議長及び国家大会議に議席を有する

各政党党首に対し、バトチメグ議員等複数

の議員が今期秋期常会で政治の健全化をは

かるよう呼びかけ(12 日付各紙) 

 11 日、オヤンガ議員が機密文書である OT

社会計関連調査資料を公開 

政府が実施した会計関連調査結果に基づき、

外国人職員との給与格差、会計書類不備等を指

摘。(12 日付各紙) 

 11 日付スフバータル区民事裁判所第一審

判決により、政府のビレグト前警察庁長官

解任を違法とし、職務復帰を指示(13 日付

各紙) 

 12 日、エンフボルド議長が 12 月 8 日開催

予定の民主党党大会での党首選挙出馬を表

明(13 日付各紙) 

 12 日、民主党院内会派会議が開催され、新

首相候補者にアマルジャルガル議員の推薦

を決定(13 日付各紙) 

 13 日付国家大会議本会議の主な内容 

2015 年度国家金融政策基本方針策定にかか

る国家大会議決議案を可決。(14 日付各紙) 

 13 日、最高勲章チンギス・ハーン勲章を学

者ナムスライ氏に授与決定(14 日付各紙) 

 14 日付国家大会議本会議の主な内容 

 2015 年度予算案、社会保険基金予算案、及び

人間開発基金予算案を可決。(15 日付 US) 

 14 日付民主党代表者会議の主な内容 

・アルタンホヤグ党首が辞職し、エンフボルド

議長を新党首に選出。 

・新首相候補にサイハンビレグ内閣官房長官(ア

ルタンホヤグ前党首推薦)が選出。(17 日付各紙) 

 

経済                    

 1 月-10 月、モンゴルは 110 万 t の石油製

品を輸入(1 年分の消費量は 140 万 t) 

 87%がロシア。以下、中国 3.2%、韓国 2.4%、

日本1.45%、マレーシア 1.2%、シンガポール1%、

その他の諸国 3.45%。(11 日付 UT) 

 10 日、モンゴル銀行は住宅金融規則を改正

し、地方の戸建ても住宅金融(8%)の対象に

(12 日付 UN) 

 11 日、国家統計局が 10 月統計を発表 

 GDP成長率が 7％、貿易総額が 91億米ドル(貿

易収支は1.31億米ドルの黒字)。失業率は6.4%、

インフレ率は 12.1%。(12 日付各紙) 

 ロシアがモンゴルからの食肉輸入を中止か 

 露側報道によると、露複数要人が食肉はロシ

ア国内で自給自足可能であり、モンゴル食肉の

輸入を希望していないと表明。(12 日付 UT) 

 汚職対策庁がエルデネス・タバン・トルゴ

イ社を捜査 

 同社が TTGBCO 社(シンガポール)傘下の Five 

Hills Holdings(豪)に 860 億トグログの機材を、国

有財産委員会の許可無く移転したとして捜査。

(12 日付 UN) 

 11 日、OT 社は第 3 四半期の自社販売収益

を 4.66 億米ドル(前年同期比 30 倍増)と発

表(12 日付各紙) 

 ゾルジャルガル工業・農牧業事務次官：ロ

シアの監査機関が 12 食肉工場のうちエル

デネト市のエルドミート社とプレコム社に

食肉輸出許可を付与(13 日付 ZM) 

 

経済協力                     

 10 日、来年から施行される会計透明化法の

実施にかかる協力支援契約(110 万米ドル)

を ADB と締結(11 日付 UN) 

 UNFPA の援助でウムヌゴビ県に「青少年ク

リニックセンター」が 2 件設立(11 日付 ZM)   
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 12 日、国際食糧農業機関(FAO)からモンゴ

ルで実施中の「南部協力計画フェーズ 2」

の開会式実施(13 日付 UN)  

 14 日、ADB の 73 億トグログ融資により建

設されたウブルハンガイ県淡水総合施設の

竣工式開催(17 日付 UN)  

                                                                                  

外交                     

 11 日、ソソルマー・ブラジル駐箚モンゴル

国大使が、ジルマ・ルセフ・ブラジル大統

領に信任状を捧呈(12 日付 UT) 

 14 日、モンゴル・ロシア相互渡航査証免除

措置(30 日以内)開始(14 日付各紙) 

 16-19 日、ダン・ミン・ホイ・ベトナム外

務副大臣が訪モ 

同訪問は両国外交関係樹立 60 周年記念の一

環で実施され、ガンホヤグ外務・経済協力副大

臣と会談。(17 日付 ZM) 

 2015 年 9 月、モンゴルで欧州安全保障協力

機構(OSCE)会議開催予定(17 日付 UN) 

 

日本関連報道                

 プーチン・ロシア大統領は 2015 年に訪日

予定(11 日付 ZM) 

 10 日、安倍総理と習近平中国国家主席が首

脳会談(11 日付 USh) 

 11 日、大相撲 3 日目、高安が日馬富士から

金星獲得(12 日付 USh) 

 11 日、日比谷公園で男性が焼身自殺、集団

的自衛権行使容認に抗議か(13 日付各紙) 

 12 日、大相撲 4 日目、旭天鵬が出場 1800

回目を白星で飾る(13 日付 USh) 

 12 月 14 日衆議院解散総選挙へ、消費増税

は先送り検討(13 日付 UN) 

 16 日、大相撲 8 日目、鶴竜ただ一人全勝中

(17 日付 USh) 


