
モンゴル週報 
平成 28年 3月 14 日～3月 20 日 

平成 28年 3月 29日 

在モンゴル日本国大使館 

【US＝日刊紙ウドゥリーン・ソニン、UN＝日刊紙ウヌードゥル、ZM＝日刊紙ゾーニー・メデー、USh＝ウンデ

スニー・ショーダン紙、UT＝政治新聞】 

内政                    

 14 日、大統領起草の政府法改正法案第 2 案

(閣僚兼任禁止)が議会に上程 

 今次法案では、首相、法相、外相及び蔵相以

外の閣僚兼任を禁止。(15 日付各紙) 

 14 日付定例閣議の主な内容 

・電子署名の証明書付与を決定。 

・郡開発基金規則及び契約形態を改正。 

・国家保健評議会委員及び運用規則を策定。 

・2 月 29 日-3 月 3 日に実施のエルデネバト産

業相の訪日成果につき説明。(16 日付各紙) 

 15 日、自然環境・グリーン開発・観光省と

国防省が 2016-2017 年度協力覚書に署名

(16 日付 UN) 

 15 日、優良牧民計画の枠組で、ステート銀

行が牧民消費者金融金利を 18%から 10%に

引き下げ(16 日付 US) 

 15 日、4 日付閣議決定を受け、各行(ゴロム

ト銀行、TDB、ステート銀行)が住宅ローン

金利 5%への引き下げを開始(16 日付各紙) 

 16 日付首相定例会の主な内容 

・16 日付臨時閣議で麻疹予防措置に必要な資金

9.48 億 MNT の政府積立基金からの拠出を決定。 

・ランバー保健・スポーツ次官及びニャムフー

国立感染症センター長に麻疹予防措置を講じる

よう指示。(17 日付各紙) 

 16 日、労働省及び産業省が協力覚書を締結 

マイクロ・ビジネス促進のため、中小企業支

援基金から500億MNTの低金利貸付を実施。(17

日付各紙) 

 16 日、バトトルガ議員の弁護士であるプレ

ブバータル氏が記者会見を実施 

バトトルガ議員及びガンスフ議長顧問の道

路・運輸省在職時期とサムスン CT 社の選定時

期は一致しない旨主張。(17 日付各紙) 

 17 日付閣僚定例記者会見の主な内容 

ツォルモン国防相が、3 月 18 日のモンゴル軍

の日及び国軍創設 95 周年を記念して実施する

行事予定につき説明。(18 日付各紙) 

 評論家バーバル氏を首相上席顧問に任命

(18 日付 ZM) 

 18 日、最高裁が労働民族党党首登録に係る

判断 

政党法に基づき解決すべき政党内部問題につ

き判断を下す権限を有しないとし、ガンバータ

ル党首及びナイダラー党首のいずれの登録も認

めず、当初のボルギル党首の登記を維持。(19

日付 US) 

 

経済                    

 5 月 20-21 日、アルタンボラグ自由特区で

産業省主催の国際展示会が開催予定(16 日

付 UN)  

 16 日、投資庁及び独 ECA 財団が、オブス

県オラーンゴム郡火力発電所(60MW)建設

コンセッション契約を締結(17 日付 ZM)  

 16 日、クレディ・スイスからの借入 2.5 億

USD が入金 

4 月 1 日までにモンゴル政府は 3 つの外国金

融機関から計 10億 USDの資金調達を実施予定。

(17 日付各紙) 

 4 月 16 日、Hunnu Air 社及び Aero Mongolia

社が西部地域への共同運航開始 

Aero Mongolia 社はアイルランドの CIT 

Aerospace社から航空機 1台をドライ・リース。

(17 日付 UN) 

 17 日、日・モンゴル・クリーンコール技術

セミナー実施(18 日付各紙) 

 17 日、ターコイズヒル・リソース社が 2015

年度財務・事業報告を発表 

・同社株価は、OT 黒字経営の影響を受け、1 か

月間で 2 倍の 3.1USD まで上昇。 



モンゴル週報 
平成 28年 3月 14 日～3月 20 日 

平成 28年 3月 29日 

在モンゴル日本国大使館 

【US＝日刊紙ウドゥリーン・ソニン、UN＝日刊紙ウヌードゥル、ZM＝日刊紙ゾーニー・メデー、USh＝ウンデ

スニー・ショーダン紙、UT＝政治新聞】 

・2015 年度の銅精鉱販売量は 81.98 万 t と史上

最高値を記録。 

・収益は 16.3 億 USD(第 4 四半期分は 3.556 億

USD)。(21 日付各紙) 

 

経済協力                  

 15 日、モンゴル・オーストリア政府間協定

の枠組で、Rosenbauer International AG 社が

非常事態庁に消防車 16台を供与(16日付各

紙) 

 16 日、投資庁と JICA が官民連携(PPP)強化

に係る評議会を共催(17 日付 ZM)  

 モンゴル政府と ADB の協定の枠組で、4 県

に下水処理施設を建設決定(17 日付 USh) 

 18 日、金融規制委員会(FRC)、モンゴル証

券取引所、JICA が第 2 回 IPO・二重上場セ

ミナーを共催(21 日付 USh) 

 

外交                     

 15 日、オヨーンバータル副首相がアフメト

フ東カザフスタン州知事と会談(16 日付各

紙) 

 15 日、在モンゴル・アラブ首長国連邦大使

館が開館(16 日付各紙) 

 16-19 日、オヨーンバータル副首相の招待

でセマシコ・ベラルーシ第一副首相が訪モ

(21 日付各紙) 

 

日本関連報道                 

 14 日、朝鮮総連関係者 22 人が、北朝鮮訪

問時に日本への再入国禁止に(15 日付 UN) 

 4 月 29 日開催の北京モーターショー2016

で、マツダが新型モデルを世界初公開(15

日付 ZM) 


