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内政                    

 26 日付定例閣議の主な内容 

・国家産業政策基本方針案を審議。 

・大学生奨学金制度改正を承認。 

・国庫運用規則改正を承認。(28 日付各紙) 

 28 日、24 日に 300 万人目の国民誕生を受

け臨時閣議開催 

・24 日には、新生児 181 名が誕生。 

・ウムヌゴビ県ダランザドガド郡の Z.ハタンボ

ルド氏、G.アズザヤー夫人との間に誕生した女

児に、大統領がモンゴルジン(モンゴルの女子)

と命名。 

・7,000 万トグログ相当を給付。同日誕生した

新生児にも 300 万トグログ給付。(29 日付各紙) 

 28 日、「透明性のある鉱業」記者会見開催 

鉱業省によると、2014 年度鉱業分野の生産額

は GDP の 18.7%、主要産業部門の 68.7%、歳入

の 21.9%、輸出額の 83%を占めた。(29 日付 UN) 

 29 日付国家大会議本会議の主な内容 

・債務管理法案その他法案の審議実施を可決。 

・法人国家登記法改正法案及び関連法案を可決。 

・国家教育政策改正にかかる国家大会議決議案

を可決。 

・健康保険法改正法案及び関連法案を可決。 

・タバコ監査法改正法案を可決。 

・大使任免案を可決。(30 日付各紙) 

 30 日付国家大会議本会議の主な内容 

・外交関係樹立に係る国家大会議決議案(8 カ国)

を可決。 

・条約 3 件に批准。 

・社会保険法改正法案及び関連法案の初審議を

実施し、最終審議を経ず可決。 

・小委員会構成委員変更を承認。(2 日付各紙) 

 30 日付内閣と省庁と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が参加。本年度

予算法改正に伴う業務を各省事務次官に指示。

(2 日付 US) 

 31 日、5 年に 1 度の民主勢力連盟大会が開

催、Z.エンフボルド名誉総裁が開会の挨拶、

S.エルデネ総裁が演説(2 日付 US) 

 2 月 2 日、1 月 29 日付食料・農牧業大臣令

により、全 308 の企業農家・個人農家支援

で 250 億トグログを給付開始(2 日付 UN) 

 

経済                    

 26 日、タバン・トルゴイ炭田開発にかかる

第 2 次交渉開始 

総費用 30%をコンソーシアム、70%を海外銀

行及び金融機関から調達見込み。(27 日付各紙) 

 26 日、鉱物資源庁は、申請 373 社中、30

社に探査特別許可を付与(28 日付 UN) 

 27 日、国連開発計画(UNDP)がモンゴル・マ

クロ経済Ｔ21 モデルを紹介(28 日付 UT) 

 27 日、15 億ドルのチンギス国債の利回り

が上昇、5 年債が 8.35%、10 年債が 8.34%

に到達(28 日付 UN) 

 28 日、Haranga Huder 社が、UB 鉄道合弁会

社と鉄鉱石輸送に係る覚書を締結(29 日付

UN) 

 28 日、科学アカデミーがモンゴル国立大学

と協力契約を締結(29 日付 USh) 

 28 日、税関統計によると、2014 年度貿易

収支額が 5 億 4,000 万ドルの黒字 

輸出が 35.3％増、輸入は 17.6％減となり貿易

収支は 3.6％増。鉱業分野の輸出額が 6 億 4,600

万ドルに達し 30.1％増。(29 日付各紙) 

 29 日、メガ・プロジェクト(10 億米ドル以

上)開発フォーラムが開催 
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エギーン川水力発電所、第 5 火力発電所、バ

ガノール石炭液化工場、タバン・トルゴイ火力

発電所建設等を紹介。(30 日付各紙) 

 29 日、首相令により経済評議会が創設 

NGO、研究者、民間企業等計 56 名から構成、

経済安定化に向けた意見・政策提言等を実施。

(30 日付各紙) 

 30 日、SouthGobi Sands 社脱税疑惑で判決 

モンゴル出国禁止中の SouthGobi Sands 社元

社長、同社財務部長、同社経理部長に最長 5 年

10 ヶ月の禁固刑、罰金 352 億トグログの支払い

を同社に指示。(31 日付 US) 

 2 日付タバン・トルゴイ(TT)炭田開発にか

かるエンフボルド国家大会議議長発言 

・TT 石炭の国際市場への進出のためには、TT

開発には米 Peabody 社の参加がより適切。 

・エナジー・リソース・住友商事・神華集団コ

ンソーシアムのTT鉄道所有に反対。(2日付USh) 

 

経済協力                                                  

 23 日、二国間クレジット制度(JCM)事業「高

効率型熱供給型ボイラー施設」を関係者等

が視察 

 トゥブ県ボルノール郡において、(株)数理計

画及び Anu Service(モ)が実施中。(27 日付 UN)   

 27 日、2 回目の無償資金援助契約締結のた

め訪モ中のミレニアム・チャレンジ公社

(MCC)アジア諸国担当部長が、モンゴル側作

業部会と会談(28 日付 UN) 

 28 日、チンゾリグ労働相、GTZ(独)及び

KOICA(韓)が、8 月 11-16 日にサンパウロで

開催の国際技能競技大会へのモンゴル初参

加支援に係る了解覚書に署名(29 日付各紙) 

 28 日、ミレニアム・チャレンジ公社(MCC)

が「きれいな空気・改良ストーブ計画」の

成果報告 

2011-2013 年度まで UB 市内ゲル地区

103,255 名を対象に、改良ストーブを廉価で提

供、有害物質が 30%減。(29 日付各紙) 

 30 日、日本のノン・プロ無償資金協力によ

る救急車 13 台の引渡式開催(2 日付各紙)    

                                                                                                                        

外交                     

 5 月、フリーダム・オンライン「連合」会

合が UB 市で開催(29 日付 UN) 

 2 月 8 日、スカイ・リゾートで中国大使館

が「China day」開催、収入は第 2 次世界大

戦参加のモンゴル高齢者に給付予定(2 日付

UN) 

 

日本関連報道                

 27 日、イスラーム国(IS)が、29 日日没まで

にヨルダン収監中のサジダ・リシャウィ死

刑囚釈放を後藤さん解放の交換条件として

提示(30 日付各紙) 

 2 月 1 日、イスラーム国(IS)が後藤さんを殺

害したとする動画を Youtube に公開(2 日付

ZM) 

 


