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内政                    

 14 日付定例閣議の主な内容： 

・スフバータル区ゲル地区再開発費用 800 万ド

ルに係る開発銀行政府保証の発行を許可。 

・2015-16 年に 126.3ｔの食肉を輸出予定。 

・エネルギー分野で実施中の案件を説明。 

・ボロル大蔵相が 2015 年上半期の会計透明化

法実施状況を説明。報告書を未提出の省庁の次

官を厳重注意。(16 日付 US) 

 14 日、ボロル大蔵相がアジア・インフラ投

資銀行(AIIB)法及び付加価値税法の改正法

案を上程(15 日付 UN) 

 14 日、モンゴル民主連盟が恩赦法への大統

領拒否権を支持(15 日付 UN) 

 15 日、臨時会で恩赦法への大統領拒否権を

審議し受入れ決議を採択。(16 日付 UN) 

 16 日、恩赦法実施委員会が会合実施 

 法執行機関が恩赦実施状況を説明し、施行に係

る問題につき審議。同委員会は同状況を 10 月 5

日迄に議会に説明予定。(17 日付 ZM) 

 16 日、人民党院内会派臨時会議実施 

 恩赦法の大統領拒否権受入れを受け、恩赦法

改正法案を上程すべき旨表明。(17 日付 US) 

 15 日、ガンスフ元首相顧問他初公判開廷 

(17 日付 ZM) 

 17 日、「決定の時」首相定例会実施 

 法相に対し、可決した経済透明化推進法の広

報、及び投資拡大のためのモンゴル版グリーン

カード制の検討結果報告を指示。(18 日付 US) 

 17 日、モ中露シンクタンク共同体を設立 

3 か国約 100 名の学者で構成。初回会議を日

本センターで開催、以後隔年開催。(18 日付 UN) 

 18 日、臨時会閉会(19 日付 US) 

 

経済                    

 14 日、エルデネス・オヨー・トルゴイ社が、

OT 坑内掘開発ライセンスを政府が発行し

た旨発表(16 日付 UN)  

 16 日、エルデネバト産業相が第 14 回上海

協力機構(SCO)貿易経済大臣会合に出席 

 「エ」大臣はモンゴルで 10 月開催予定の産業

投資フォーラムへの参加を招請。中国陝西省長

とインフラ、建築、エネルギー分野での協力に

つき意見交換。(17 日付 UN) 

 16 日、国家収穫委員会が収穫量を発表 

 9 月 15 日現在、穀物収穫量は 1.7 万 t、ジャ

ガイモは 3 万 t、ほか野菜は 2.1 万 t。収穫は 10

月 15 日迄。(17 日付 USh)  

 2016 年元日より、1 億 MNT を超える銀行

預金の利息分に 10％課税（18 日付 ZM） 

 18-20 日、ミシェール・エキスポで食糧・

農牧業省が国産品物産展開催(19 日付 US) 

 19-20 日、ミシェール・エキスポで米商工

会議所と米大使館が共催でアメリカン・デ

ーを開催、米 80 社が参加。(21 日付 ZM) 

 

経済協力                     

 15 日、日本政府が ODA プレスツアー実施  

 無償資金協力による UB 高架橋（太陽橋）や

55 件の教育施設、有償資金協力で建設中の新空

港、草の根無償資金協力案件等につき視察及び

質疑応答を実施。(16 日付各紙) 

 15 日、バヤルサイハン労働相がアンダーソ

ン世界銀行モンゴル事務所所長と会談 

 アンダーソン所長より、労働省の実施事業へ

の支援を表明。(16 日付 UT) 

 17 日、大蔵省が世銀、スイスと協力開始 

 社会の安定的発展の支援を目的に、世銀の借

款及びスイスの無償資金協力を得て「持続可能

な生活」事業(第 3 期)を実施開始。(18 日付 UN) 
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外交                     

 10～11 日、プレブスレン外相が訪露 

ラヴロフ外相と会談し、戦略的パートナーシ

ップに基づき中期計画の早期策定、両国間条

約・協定の整理再開、外交関係 95 周年記念事業

の協同計画策定等につき合意。(15 日付 US) 

 14-16 日、プレブスレン外相が北欧外遊 

14 日にノルウェーでブレンデ外相ほか要人

と会談、15-16 日にスウェーデンで民主主義・

選挙支援国際研究所(IDEA)20 周年記念式典に参

加予定。(15 日付 UN) 

 16 日、UB で OSCE 議員会議秋期会合開催 

 開会式に OSCE 加盟国議長及び国際機関代表

ら 237 名が参加、エルベグドルジ大統領及びエ

ンフボルド議長が冒頭挨拶。(17 日付 Ush) 

 17 日、OSCE 議員会議秋期会合が閉会 

 OSCE 議員会議議長より、今次会合をアジア加

盟国で開催した点を評価する旨言及。ウクライ

ナ問題、テロ、移民問題等地域や国際場裡の問

題を解決すべく加盟諸国間で協力することで一

致。(18 日付 UN) 

 20-23 日、エンフボルド議長が訪露 

 マトヴィエンコ連邦院(上院)議長、ナルイシ

キン国家院(下院)議長、ミロノフ露モ議連会長

ほか要人と会談。(21 日付各紙) 

 17 日、バトツォグト社会政策・教育･文化・

科学常任委員長等訪日団が塩崎厚労相を表

敬（19 日付 US） 

 21-22 日、外務省で北東アジア地域市長フ

ォーラム「グリーン開発」会合が開催 

日中韓等 8 都市の市長等が参加。(21 日付 ZM) 

 

日本関連報道                 

 火山の噴火相次ぐ(15 日付 UN) 

 白鵬が今場所を休場(16 日付各紙) 

 岸田外相が訪露予定(17 日付 USh) 

 軍隊を保有する法制度を整備(19 日付 UN) 


