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内政                    

 18 日、労働民族党党大会にて、ガンバータ

ル議員を党首に選出(19 日付各紙) 

 18 日、第 4 回民主党附属民主女性連盟フォ

ーラムにて、オドントヤー議員を同連盟会

長に選出(19 日付各紙) 

 18 日付定例閣議の主な内容 

・市民的及び政治的権利に関する国際規約実施

に係る第 6 回モンゴル政府報告書を国連事務総

長への提出をプレブスレン外相に指示。 

・モンゴル・ハンガリー政府間財政協力一般協

定案を承認。 

・ガンホヤグ外務次官の在中国モンゴル大使任

命案他 4 カ国大使任命案の大統領上程を決定。

(20 日付各紙) 

 19 日、オヤンガ議員が首相解任案を議長に

上程(20 日付各紙) 

 19 日付国家大会議本会議の主な内容 

・民法改正法案及び不動産担保法改正法案を可

決し、住宅ローン政策の継続実施が可能に。 

・①憲法裁判所改正法案、②憲法裁判所訴訟法

改正法案、③国家大会議審議規則法改正法案を

可決。(20 日付各紙) 

 20 日に開催予定であった民主党代表者会

議が延期、首相解任案に係る問題解決後に

開催される模様(21 日付各紙) 

 20 日付首相定例会の主な内容 

・気象情報の継続報告をツォグトオチル気象・

環境調査庁長官に指示。 

・シャラブドルジ人民革命党幹事長を行政監察

庁長官代行に任命。(21 日付各紙) 

 21 日付国家大会議本会議の主な内容 

・経済常任委員会と国家組織常任委員会の所属

議員を変更。 

・オヤンガ議員上程の首相解任案は審議延期。

(22 日付各紙) 

 21 日付閣僚の定例記者会見の主な内容 

ツォルモン国防相が、国防分野に係る法整備

政策及び鉄道建設への軍人参画につき説明。(22

日付各紙) 

 22 日付国家大会議本会議の主な内容 

・2016 年度人間開発基金給付の児童手当額策定

に係る国家大会議決議案を可決。 

・将来の年金積立基金法案を可決。(23 日付 US) 

 

経済                    

 18 日、採取産業透明性イニシアティブ(EITI)

国家評議会が実施、2015 年度報告を承認

(19 日付各紙) 

 18 日、バヤンセレンゲ建設・都市開発相が

住宅ローン政策につき説明 

住宅の床面積が 100㎡以下の場合には住宅ロ

ーン金利を5%に引き下げる旨言及。(19日付ZM) 

 モンゴル地質研究所が、ISO/IEC17025 認定、 

ISO Guide34 認定及び ISO/IEC17043 認定取

得(米適合性評価機関認定)(19 日付 ZM)  

 新規国債起債か  

大蔵省からの情報筋によると、アンダーライ

ターを務めるゴロムト銀行及びTDB Capital社が

国債起債のため日本で調査中である模様。(20

日付 USh) 

 20 日、食糧・農牧業省、国連食糧農業機関

(FAO)モンゴル事務所、世銀が国家食糧・農

牧業政策実施に関する評議会を共催(21 日

付 UN) 

 21 日、M-Oil 社が燃料販売価格を値下げ 

 100-150MNT 値下げし、80 型を 1,450MNT、

92 型を 1,560MNT、95 型を 1,790MNT、ディー

ゼル燃料を 1,690MNT で販売中。(22 日付 USh) 

 2 月 15 日、モ露合弁 UB 鉄道公社幹部委員

会会合が開催予定 
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プレブバータル UBTZ 社長を解任し、ジグジ

ッドニャマー元同社長代理(現同社輸送担当技

師)を任命する模様。(22 日付 USh) 

 18-22 日、ガンバータル MTZ 社長が、鉄道

案件投資及び建設に係る交渉のため訪中 

神華集団、中国鉄路総公司及び中国輸出入銀

行関係者と会談し、TT に係る鉄道基盤・インフ

ラ整備進捗、投資可能性につき意見交換を実施。

(25 日付 UN) 

 2 月 1 日、ザミーンウード郡に国家道路交

通センター支部が開設 

 日本及び韓国からの輸入車両に、車両番号付

与及び登記書発行等のサービスを提供。(25 日

付 UN) 

 

経済協力                  

 15 日、UB 開発公社が ADB 及び貧困削減日

本基金と PPP ワークショップを共催(19 日

付 US) 

 

外交                     

 19-23 日、大統領は第 46 回世界経済フォ

ーラム年次総会(ダボス会議)に出席(19 日

付各紙) 

 24-26 日、オルバーン・ヴィクトル・ハン

ガリー首相が訪モ 

首相とテタテ首脳会談及び拡大首脳会談を実

施し、大統領及び議長をそれぞれ表敬する予定。

(20 日付各紙) 

 19 日、モンゴル・スイス政府間条約で実施

中のガバナンス促進・地方分権プロジェク

ト作業部会第 2 回会合実施(20 日付 ZM) 

 18-19 日、バトツェレグ自然環境・グリー

ン開発・観光相が世界観光機関を訪問 

本年 10 月、UB で第 1 回遊牧民・観光・世界

フォーラムを開催予定。(21 日付 UN) 

 21 日、ダボス会議主宰者であるクラウス・

シュワブ教授が大統領を表敬 

 「シュ」教授は大統領の招待で 2017 年 5 月

に訪モ予定。(22 日付各紙) 

 23 日、大統領が、ヨハン・シュナイダー＝

アマン・スイス大統領と会談(25 日付各紙) 

  

日本関連報道                 

 18 日、都心で本冬初の積雪(19 日付 USh) 

 19 日、日本政府観光局が 2015 年度訪日外

客数が 1,973 万人(前年比 47.1%)と発表(20

日付 USh) 

 24 日、大相撲初場所で琴奨菊関が日本出身

力士として 10 年振りの優勝(25 日付各紙) 

 


