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内政                    

 8 日、列国議会同盟(IPU)がモンゴルは国会

議員の人権が侵害されている国と報告 

 最も議員の権利が侵害されている地域として

アジア及びアフリカが挙げられた。(10 日付 UN) 

 10 日未明、臨時本会議で新閣僚全員の任命

案を可決(10 日付各紙) 

 9 日、民主党と人民党が協力協定締結 

Z.エンフボルド民主党党首及び M.エンフボル

ド人民党党首が署名。(10 日付各紙) 

 9 日、エンフボルド議長がガンスフ元道

路・運輸大臣を議長顧問に任命(11日付USh) 

 骨折治療のため訪韓したアルタンホヤグ前

首相が帰国し自宅療養中(11 日付 UN) 

 10 日付新内閣初閣議の主な内容 

・旧文化・スポーツ・観光省の建物を小児科病

院として活用決定。来年 2 月 1 日の開院をシー

レグダンバ保健・スポーツ相に指示。 

・ジグジッド鉱業相が、106 箇所の探査・開発

許可再付与の選定作業進捗について説明。 

・オーストリア政府による低利借款(4,000 万ユ

ーロ)事業の使用機材に対する免税法案上程を

決定。 

・プレブスレン外相に対し、APEC 首脳会議の成

果を審議し国家安全保障評議会に提出するよう

指示。(12 日付各紙) 

 11 日付国家大会議本会議の主な内容 

・図書館法案の第一次審議実施。 

・国家森林政策策定にかかる国家大会議決議案

の審議実施を可決。 

・拷問等禁止条約を批准。(12 日付各紙) 

 10 日、米ミレニアム・チャレンジ公社(MCC)

がモンゴルを無償援助適格国に再選出(15

日付各紙) 

 12 日付国家大会議本会議の主な内容 

・2014 年度予算法改正法案の第一次審議実施。

(15 日付各紙) 

 12 日付政府の月例ビデオ会議の主な内容 

バヤルツォグト内閣官房長官は、作成中の経

済悪化克服特別計画に反映すべき施策の提出を

各大臣及び事務次官に指示。(15 日付各紙) 

 

経済                    

 8 日、第 19 回モンゴル商工会議所定例会議

にて、ラグバジャブ Urbanek 社長が新会頭

に選出(9 日付 UN) 

 11 月、石炭輸出量が増加 

シベーフレン通関所から93万 t(前月53万 t)、

ガショーン・ソハイト通関所から 112 万 t(前月

83 万 t)を輸出。(9 日付 UT) 

 7 日、UB 市とトゥブ県ゾーンモド市を結ぶ

舗装道路修復工事完了(10 日付 UN) 

 16 日、「モンゴルの持続的な資金調達のた

めのフォーラム」開催予定 

自然環境・グリーン開発・観光省、モンゴル

銀行、国際金融公社(IFC)、オランダ開発銀行等

が共催。(10 日付 ZM) 

 10 日、在モンゴル米国商工会理事会が開催、

新代表を選出(11 日付各紙) 

 11 日、国家統計局が 11 月統計報告を発表 

GDP 成長率 7%、貿易総額 91 億米ドル(貿易収

支 3.6 億米ドルの黒字)、失業率 6.4%、インフレ

率 11.5%。(12 日付各紙) 

 11 日、第 5 火力発電所建設にかかるコンソ

ーシアムに参加の GDF SUEZ 社(仏)が UB 市

に出張事務所を開設(12 日付 UN) 

 今週、第 5 火力発電所建設事業コンセッシ

ョン契約にかかる交渉再開                                                                                              

モンゴル政府は GDF SUEZ(仏)・Newcom(モ)・

Posco energy(韓)・双日(日)のコンソーシアムが
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との同契約交渉を新政権発足と共に再開。2015

年に着工、2020 年に竣工予定。(15 日付 USh) 

 11 日、国家統計局が、11 月時点の不良債

権額を 1.8 兆トグログ(前年同期比 16.9％

増)と発表(15 日付 ZM) 

 12 日、フィッチはモンゴル政府の信用格付

けを B+、長期格付は B-と発表(15 日付 UN) 

 12 日、プレブバータル氏が UB 鉄道社総裁

に選出(15 日付各紙) 

                                                                                        

外交                     

 4-5 日、スイスのバーゼルで第 21 回欧州安

全保障協力機構(OSCE)外相理事会が開催、

ガンホヤグ外務副大臣が出席(9 日付 USh) 

 10 日、エンフボルド議長が、トロッツェン

バーグ世銀東アジア大洋州地域総局副総裁

と会談(11 日付 ZM) 

 10 日、プレブスレン外相は、モ日外交・防

衛・安全保障当局間協議に出席のため訪モ

した伊原外務省アジア大洋州局長と会談

(12 日付 ZM) 

 11 日、ツォルモン国防大臣がアジゾブ・ロ

シア大使と会談 

2015年実施予定の戦勝 70周年共同祝賀行事

につき意見交換。(12 日付各紙) 

 12 日、トルトネフ・ロシア副首相兼極東連

邦管区大統領全権代表が訪モし、サイハン

ビレグ首相、フレルスフ副首相を表敬(15

日付各紙) 

 

日本関連報道                

 8 日、内閣府が 7-9 月期の実質 GDP 改定値

を年率 1.9％減に下方修正(9 日付 UN) 

 9 日、政府はウクライナ情勢の悪化に伴う

対ロシア追加制裁を閣議決定(10 日付 UT) 

 9 日、政府はエボラ出血熱の感染拡大防止

のために 850万米ドルの緊急無償資金協力

を決定(10 日付 ZM) 

 ノーベル化学賞受賞・生物学者下村脩氏(紹

介記事)(10 日付 ZM) 

 10 日、首相官邸前で特定秘密保護法に反対

するデモ実施(11 日付 US) 

 昭和の大経営者・パナソニック創業者松下

幸之助氏(紹介記事)(12 日付 USh) 

 ソニー共同創業者、森田昭夫氏(紹介記

事)(15 日付 UN) 

 15 年度防衛費は 3 年連続増加し 5 兆 500

億円(昨年度比 3.5%増)、過去最高額へ(15

日付 USh) 
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