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モンゴル経済トピック（２０１２年１0 月）

今月の主なトピック

                                                                  

                                詳細は各項目を参照

                                

１．経済全般

 世銀による太平洋・東アジア地域の経済成長見通しでは、今年度のモンゴルの経済成長

率が１１．８％となり中国を上回ると予測されている。その他、インドネシアが６．１％、マレ

ーシアが４．７％、タイが４．５％、ベトナムが５．２％と予測されている。（UN10）

 １１日の国家大会議において、２０１３年度国家予算案を審議した。歳出が４．８兆トグログ、

歳入が７兆トグログ計上した。石炭輸出を３,４００万トンと計画しており、また二重課税防止

条約を解除することにより、毎年１００億トグログ歳入が増えると予測している。２０１３年に

オヨー・トルゴイ社は銅を 382,000 トン、金を 424,000 オンス、銀を 802,000 オンス採掘し、

計１，５１３億トグログの税金を支払うと試算した。さらに、オヨー・トルゴイ銅・金鉱床の投資

契約の変更により、２０１３年予算歳入に４，４５８億トグログを追加で徴収すると試算した。

（SH10）

 欧州復興開発銀行（EBRD）は「MAK」社のツァガーン・ソブラガ銅鉱床（ドルノゴビ県）開

発に対し、２億５,０００万米ドルの融資を実施。本件はモンゴル銀行と欧州復興開発銀

行が連携して資金融資を行っている大規模な案件である。（UN12）

 国家統計局によると、モンゴルの９月の統計データは次の通り。（UN15）

GDP：９．９兆トグログ（前年同期比：２３％増）

歳入：３．５兆トグログ

歳出：４兆トグログ

予算赤字：５,５８０億トグログ

公式登録失業者数：４４，０００人（前年同期比８．３％増）

貿易額：８５億米ドル（対外貿易赤字が２０億米ドルに達した）

 １３日、定例閣議が開催され、国営企業２社の設立を決定した。１つ目は環境省直轄として

森林保護、管理、回復、育成、開発研究、デザイン活動を行う「Oi MGL」社、2 つ目は路線

交通調整・総合管理を執行し、鉄道運輸ネットワークの育成、効率強化、経済発展への貢

献を行う「鉄道交通調整総合センター」社である。（SH15）

 １６日、経済常任委員会が開催され、２０１３年度予算に関連し租税法、所得税法、関

税法、及び付加価値税法などの審議が行われた。具体的には定期預金の預金期間が

１年以下かつ預金額が１億トグログ超の預金からの利子に対し、10％課税することに

ついて審議され、国家大会議に上程することを決定した。（UN17）

 ２０１３年度の国家予算案を審議（経済）

 ５０億トグログの国債の発行を審議（金融）

 新政府はオヨー・トルゴイ銅・金鉱床に係る投資契約の変更を要請（鉱物

資源）
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 １６日、予算常任委員会において、２０００年の石油開発開始時期に承認した石油分野へ

の課税免除契約を解約することとした。解約により、２０１３年度国家予算に１０２億トグログ

が計上される。また、小麦粉と野菜は国全体へ供給可能となったため、野菜・小麦粉製造

分野に対する税金控除を無効とすることとした。（UN17）

 アルタンホヤグ首相はゾルジャルガル・モンゴル銀行総裁との間で、５つの方針（石油・ガソ

リン、肉・肉食品、ジャガイモ・野菜、小麦粉、建築材料）で特別プログラムを実施する覚書

に署名した。同覚書により、輸送費の削減、住宅価額の急激な上昇の抑制などに寄与し、

物価の安定を図ることを目的としている。（UN23）

 国家大会議において、２０１３年度予算案に計上されていた個人定期貯金の利子に対

する課税案を保留することを決定した。そのため、２０１３年度は課税されないこととな

った。（ZM25）

 ガンホヤグ鉱業大臣はゾルジャルガル・モンゴル銀行総裁との間で、ガソリン価額の安定と

持続的供給を目的とした契約に署名した。（UN27）

２．経済協力

 ８日、秦野市役所（神奈川県）よりモンゴルに救急車を供与することになり、同市において

救急車の引渡式が開催された。開催式には古谷義幸秦野市長が出席し、救急車をフレル

バータル駐日本モンゴル特命全権大使及び横綱日馬富士関に引き渡した。（UN10）

 ９日、日本政府の無償資金協力「第四次初等教育施設整備計画」により建設されたアムガ

ラン統合学校、及び５２番学校（ハンオール区）の引渡し式が開催され、清水武則駐モンゴ

ル日本国特命全権大使、オトゴンバガナ・ウランバートル市教育局長、バトゾリグ・バヤン

ズルフ区長等が出席した。（US10）

 １０日、日本政府の無償資金協力によって建設された淡水資源・自然保護センターの引渡

式が行われた。同式典にはオユン自然環境・グリーン開発大臣、清水武則駐モンゴル日本

国特命全権大使、磯貝 JICA モンゴル事務所長、エンフタイワン淡水資源・自然保護センタ

ー長等が出席した。合計７億５６００万円（約１３３億トグログ相当）で建設された同センター

ではモンゴル国政府の決定した自然環境の保護とグリーン開発に関する政策等を実施す

るとともに、国民に対し生態に関する教育を行い、さらに環境保護に関する先進的な技術

を一般に公開するなど、社会に向けた非営利的な事業が実施される。（UN11）

 １７日、日本政府の無償資金協力によって建設された太陽橋の開通式が開催された。開通

式にはアルタンホヤグ首相、ガンスフ道路・運輸大臣、バトバヤル経済開発大臣、バトウー

ル UB 市長、清水武則駐モンゴル日本国特命全権大使、磯貝 JICA モンゴル事務所長等

の関係者が出席した。37 億円（500 億トグログ）で建設された太陽橋の開通により平和橋

及びゴルバルジン橋における交通渋滞と UB 市内の交通渋滞がそれぞれ 30％緩和され、

安全で円滑な市内交通が確保される見込み。（ZM18）

 KOICA は 1/25,000 の縮尺の UB 市地形図作成プロジェクトを引き続き実施することとなっ

た。UB 市のゲル地区を段階的に開発する政策に基づき、ゲル地区（165 ㎡）の地形図を３

２０万米ドルの韓国の無償資金協力により３年間で作成することとなった。この図面が都市

計画、土地利用のためのデータベースとなる。プロジェクトの枠内でデータベース構築関連
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機材が供与される。作成された図面がインターネットにより関連行政機関及び市・区土地

管理機関に公開され、利用することが可能になる。（UN26）

 USAID と GIZ より実施されている都市開発支援プログラムの一環として二校（３校舎）の暖

房システムを温室効果ガスを削減することが可能となる太陽光エネルギー生産システムに

改善した（１５０万米ドル）。対象学校はハンオール区第６３学校、バヤンズルフ区第７９学

校で、両校ともゲル地区に位置しており、石炭による暖房システムを利用していた。（ZM26）

 研修国際開発支援事業を実施する NGO の GCS、モンゴル工業・農牧業省、韓国ポスコ社、

KOICA は PPP プログラムの枠内で 2010 年より地方リーダーを養成する八日間のバキュ

ーム研修を実施してきた。これまで 9 コースで 320 名のリーダーを養成した。本年 8 月 21

日～28 日には、上記受講生のうち代表者の 10 名の研修員が韓国釜山市のポスコ・エコフ

ァームで農業研修に参加した。（UN31）

３．財政・金融

 モンゴル証券取引所の必要条件を満たし、証券の取引が可能になった企業数が４８社に達

した。（UN15）

 トロント証券取引所に上場している「ターコイズ・ヒル」社（旧アイバンホー・マインズ社）の株

価がこの数ヶ月急落中。１７日、ターコイズ・ヒル社の株価は７．９３カナダドル（前日比２．

３％減、前年同期２２カナダドル）。（UN18）

 ２５日、経済常任委員会において、５０億の国債を発行すること及び第１段階として１５億米

ドルの国債を発行することにつき審議され、国家大会議に上程された。国債発行により得

た資金は、社会福祉・国家予算補充には利用せず、金融的に効率的な案件、インフラ整備

プロジェクト及び国有企業の事業促進に利用するとチョローンバト経済開発副大臣は述べ

た。（SH26）

４．鉱物資源

 「チャルコ」社はモンゴル政府の承認が下りず契約の交渉期限が過ぎたため、「Winsway 

Coking  Coal」社の株式３０％の取得を断念したと香港証券取引所に説明した。これは新し

く可決された「戦略的分野において事業活動を行う企業に対する外国投資を調整する法律」

が影響したと見られている。（UN1）

 タバン・トルゴイ炭田「西ツァンキ」鉱区において、土壌剥離が開始された。エルデネス・タバ

ントルゴイ社の計画では来年の夏までに１００～２００万トンの石炭を輸出し、２０１７年には

本格稼動に移行し、毎年２０００万トンを輸出する見通し。（UN2）

 コークス炭価格は５０８元／トンとなり先月比 80 元値下がりしている。スタンダード＆プアー

ズ社は、今後１２ヶ月において値上がりの見通しはないと報告している。（UN4）

 バヤンズルフ区裁判所において、自然回復事業を行わなかったとして罰金１３億トグログの

判決を受けた「Petrochina Dachin Tamsag」社は最高裁判所に上告していたが、最高裁判

所はこれを棄却した。（UN5）
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 国有財産委員会は、「バガノール」社の 24％の株式をモンゴル証券取引所において売

却すると発表した。１２月初旬に株式が発行され、600 億トグログを獲得し、右資金によ

り機械・技術を導入する予定。（ZAM19）

 行政監察局は、ウブルハンガイ県の保護・禁止区域において鉱業事業を行っていた「Geo 

Gold」社と「Onolt Munkh」社の活動を停止した。（UN24）

 鉱物資源庁は、５年間に亘りバガノール国有会社の鉱区において石炭採掘を行い、所得を

得ていた「Altain Gyant」社の特別許可を取り消した。（SH25）

 ガンホヤグ鉱業大臣は記者会見で述べたところ次のとおり。オヨー・トルゴイ銅・金鉱床に

関する投資契約の変更に向け、「リオ・ティント」社に３回要望書を送付したが、同社は２００

９年７月９日付国家大会議決議第５７号に整合していることはモンゴル政府により確証済み

として要望に応じなかった。オヨー・トルゴイ鉱床への投資は既に７０億米ドルを超過してお

り、（初期投資予算案４７億米ドル）初期投資の返済について確認する必要がある。その後、

モンゴルの所有分である３４％を増加させたいと考えており、「リオ・ティント」社が理解する

まで交渉を続ける。（DN26）

 新内閣がアスガト銀鉱床開発のための作業部会を設置したことに関連し、バヤンウルギー

県から当選した議員らは２件の要望を出した。１件目は「Monrostsvetmet」社が所有するア

スガト銀鉱床のライセンスを政府に返還させること、２件目はアスガト銀鉱床開発に関し国

際入札を行うことである。作業部会は近日中に定例閣議に調査報告を行う。（SH31）

５．インフラ

 ウムヌゴビ県において、オヨー・トルゴイ社の資金により３．２キロの舗装滑走路を有する

「ハーンボンバト」新空港が建設された。（UN2）

 ガンスフ道路・運輸大臣はボグド山沿いに鉄道敷設する大規模プロジェクトを発表した。マ

ンダル駅からバガハンガイ駅間の計１７０キロの新路線はトゥブ県のバトスンベル、アルタ

ンボラグ、セルゲレン、バヤン郡を通過する予定であり、２０１６年に完成する予定。予算は

計３億２，６８０万米ドルと計算された。（SH16）

 ６日、定例閣議によりサインシャンド重工業地域に関する作業部会を設置した。作業部会

はバトトルガ工業・農牧業大臣が委員長を務め、外務省、経済開発省、道路・運輸省、鉱業

省、建設・都市計画省、大蔵省、労働省の代表者から構成される。（UN8）

 ２７日、定例閣議において、開発銀行の資金により実施される道路敷設案件リストを承認し

た。アルバイヘールからバヤンホンゴルまで、バヤンホンゴル、アルタイ、ウランバートル市

からマンダルゴビまで、マンダルゴビからダランザドガド、ウンドゥルハーン、チョイバルサン

まで、マンハンからダルヴィまでの道路が敷設される予定。（SH29）

６．エネルギー

 経済開発省は開発銀行の資金により、第４火力発電所に１００メガワットのタービン及び発

電機を増設すると閣議に報告した。増設業務は２０１４年６月までに完成見込みであり、第

５火力発電所が２０１６年に稼動するまでのエネルギー供給を補完する予定。（SH22）

 ２0 日、定例閣議において第５火力発電所の建設場所変更について審議した。第３火力発

電所の敷地内に建設する計画だったが、予定地を１４社が許可を受けて使用しており、土
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地収容には５５０億トグログが必要となった他、石炭運送能力不足、灰の処理場・保存場不

足、水供給等の問題が発生したため、バヤンズルフ道路通行料徴収ゲートの東部エリアま

たはホンホル東部に建設が可能か調査するよう M.ソノンピル・エネルギー大臣に指示した。

（UN22）

 ソフトバンク社とニューコム・グループは共同でゴビ地帯において３００メガワットの風力発

電所の建設に関する調査を実施しており、２０１４年から建設工事を開始する予定。（UN25）

７．教育

 モンゴル商工会議所と中国友好平和発展基金（CFFPD）は共同で中国・モンゴル友好奨学

金プログラムを実施中であり、同プログラム枠内で専門職員養成研修を共催することとなっ

た。最終的には菓子製造人 40 人、フエルト加工職人 20 人、建築工事職人 40 人を育成す

る職業研修を実施する予定。本研修には地域住民を中心に参加させることを目的にしてお

り、現段階では 16 県の住民が参加登録をしている。研修受講費と日当宿泊費を中国友好

平和発展基金が負担する。（UN22）

 ８日、秋田大学はモンゴル科学技術大学内に「秋田大学モンゴル事務所」を開設した。秋

田大学としては初の海外事務所となる。当事務所は秋田大学の研究者や学生の現地にお

ける調査、研究の拠点となる他、秋田大学に関する広報資料及び学術文献を常備し、秋田

大学に関心のあるモンゴルの研究者や学生に対して情報提供を行う。また、テレビ会議シ

ステムを利用し、秋田大学との間で遠隔授業や留学希望者の面談、さらには、来日前のオ

リエンテーションを行うことができることとなる。（ZM17）

８．農牧業

 ４日、グラジアノ・ダ・シルバ国際連合食糧農業機関事務局長はモンゴル訪問中にバトトル

ガ工業・農牧業大臣と協議し、食料品製造・供給・保護の面で協力することにつき双方で合

意した。食料品輸出、有機性食料品の確保、また小麦と食糧品製造面でモンゴルをアジア

太平洋地域におけるモデル国とすることに協力する覚書に署名した。（UN5）

 ２３日、モンゴル・中国農牧省の第５回会合が開催された。会合では畜産物の輸出、国境を

またぐ家畜の伝染性疾病の伝播防止対策、両国口蹄疫未発地域の認定、酪農家の能力

強化等について協議した。（UN26）

９．保健医療
（特記事項なし。）

１０．環境
（特記事項なし。）

１１．情報通信

 ８日、「Bloomberg TV Mongolia」テレビ放送が公式に開始された。（SH8）
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１２．その他

 行政監察局の指示により、「スー」社のミルクは 100％生乳ではないことを容器に表示する

こととなった。同社は夏に購入したミルクを乾燥させ、冬に還元利用しているため、今後「還

元した」と容器に表示することとなる。（ZM19）

※括弧の中の記号は新聞名と日付を表す。

（ＵＳ ウドゥリーン・ソニン紙、ＺＭ ゾーニー・メデー紙、ＵＮ ウヌードゥル紙、ＭＭ モンゴリン・メデー紙、ＴＲ モ

ンゴリーン・ウネン紙、ＡＥ アルディン・エルフ紙、ＳＨ ウンデスニー・ショーダン紙、ＮＴ ニーゲミ―ン・トリ紙、

ＭＰ ウグルーニー・ソニン、ＭＴ モンツァメ通信、ＤＰ ウドゥリーン・ショーダン紙、ＵＴ ウルストゥリーン・トイム

紙）               

（了）


