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モンゴル経済トピック（２０１３年３月） 
 

  
今月の主なトピック 
 

 

 

                                                                   

                                 

 

詳細は各項目を参照 

 
                                 

  

 １．経済 
 タバコ禁止法及び食料安全法の実施が始まった。（USH1） 

 2 日、定例閣議において、「サインシャンド重工業地域」社株の 34％を国が所有し、残

りを民間企業が所有するよう再編成が指示された。また、コンサルティング、サイトの環

境評価に 14.1 億トグログを開発銀行から発行するよう承認した。また、内閣は外国貿

易を促進するための国家電子ワン·ストップ·サービスの実施委員会を設置することを承

認した。委員会は内閣官房、大蔵副大臣、経済開発副大臣、関税庁及びその他関連

団体の代表者から構成される。(UN4) 

 「モンゴル経済フォーラム 2013」が開催され、世界市場において競争力のあるモンゴル

ブランドの立ち上げに係る主な問題点について議論した。(UN5) 

 日本のルノン社は「空気を洗う壁紙」をモンゴルに導入した。(USH6) 

 モンゴル銀行は１月に政策金利を 12.5％に引き下げたが、商用銀行は、いまだに融資

利子を引き下げておらず、最低金利は 11％で、最高は 15％である。(USH7) 

 国家統計局によると 2月の経済統計は次の通り。(UN15) 

消費者物価指数：先月比 1％増、前年同期比 11.3％増。 

貿易赤字：8860万米ドル（前年同期比 42.7％減） 

輸出額：2.2億米ドル 

輸入額：3.1億米ドル 

総生産額：3306億トグログ（前年同期比 11.1％増） 

 MT 社及び Shunkhlai グループは、資金不足のため石油価格を 1 リットル当たり 50 ト

グログ値上げしなければならないと公正競争・消費者庁に通達した。(USH15) 

 石油庁は中国石油会社と長期交渉の結果、モンゴルから中国に輸出された原油を精

製し、モンゴルに毎月１万トンの燃料を供給することで合意に達し、覚書に署名するこ

ととなった。(UN19) 

 公正競争・消費者庁は Mongolian Airlines社が「Mongolian Airlines」の名義を利用する

権利がないとした。その名義は国際航空輸送機関に登録されておらず、名義を所有す

 

 「モンゴル経済フォーラム 2013」が開催された。（経済） 

 全国営企業の株をエルデネス・タバン・トルゴイ社に移転させることとなっ

た。（経済） 

 中国はモンゴルに毎月１万トンの燃料を供給することで合意に達した。（経

済） 
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る許可を得てない上、会社のロゴが MIAT 社と誤認される可能性があるため違反を修

正するように指示した。(UN20) 

 ２．経済協力 
 １日、林伸一郎駐モンゴル日本国臨時代理大使は、日本ＮＧＯ連携無償資金協力によ

る「中等理科教育の質の向上プロジェクト（第 2 期）」実施に関する文書に署名した。本

プロジェクトの供与限度額は、162,746米ドル（約 2億 2千万トグログ）となっている。本

案件を実施する All Life Line Netは、モンゴル国立教育大学などの機関と協力してプ

ロジェクトを実施し、「ものづくり」を通じた理科教育のノウハウを教師及び教育大学に

直接教示し、理科教育の質の改善を目指す。プロジェクト対象地域はウランバートル市、

ダルハン、エルデネットである。(UN4) 

 2 日、中国政府の無償資金協力によって建設された中央研究所引渡式が行われた。

総額 187 億 300 万トグログで建設された同研究所は米国 Termo Fisher 社の最新精

密検査機械が設置され、機械取り扱いに関わる研修を 2 回に渡り実施した。同ラボで

は新しく承認された食料安全法に基づき食品検査を詳細に行い、遺伝子組み換え食

品の検知を目指す。(NT4) 

 6 日、ボルド外務大臣と清水駐モンゴル日本大使との間で日本政府によるノンプロジェ

クト無償資金協力の実施に関する交換文書の署名が行われた。本プロジェクトの供与

限度額はモンゴル通貨で約 30 億トグログであり、東日本大震災の被災地の中小企業

のを支援する形で発展途上国の経済構造改革政策への支援をするものである。

(News.mn6) 

 9 日～10 日にモ・日内視鏡医師合同セミナー「上部消化管癌内視鏡検診・治療の最新

の方針」がウランバートル市において開催された。モンゴル・メディックインペックス社

（有）、モンゴル消化器病学連盟、モンゴル内視鏡医師連盟、ウランバートル・ソングド

病院が日本国立癌研究センター中央病院、北里大学病院の教授等を招きウランバー

トル市内視鏡医師 100 人を対象にセミナーを開催。セミナーでは日本の関係者が「胃

癌補助化学療法」「初期の食道癌内視鏡検診・治療（挟帯域光観察システム、ルゴー

ル液、内視鏡療法」、「早期胃癌の内視鏡検査と治療」について紹介され経験を共有し

た。日本側関係者によって紹介された挟帯域光観察システム搭載の内視鏡検査器（オ

リンパスイーヴィスエクセラスリー）が 2 月、 日本政府ノン・プロ無償資金協力で国立

癌センター、 母子保健センター、総合第 1、第 3病院に供与された(ZM11) 

 EBRD は新しい病院（民営、キャパシティ 90 床）の建設や医療機材整備への支援を目

的に 1310 万ドルの融資を行うことを決定。プロジェクトの実施には Samsung の子会社

である Samsung C&T 社、韓国大学医療保健センターが戦略的パートナーとして協力

する。医療機材はオーストリアの Vamed社より購入予定。(UN11) 

 11 日、工業・農牧省が各国大使館代表者を対象に政策協議会を主催した。政策協議

では来年工業・農牧業分野における協力事業等について意見交換した。重工業分野

においてサインシャンド重工業地域、ダルハン・セレンゲ地域製鉄総合施設の建設事

業において世界の国々の経験や実績を共有し、専門チームに協力を得ること、軽工業

分野において産業技術都市の設立とクラスター開発、ウール、カシミヤ、レザー原料の
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国内加工と付加価値を持つ最終品生産が工業・農牧業省の目票である紹介された。

政策協議に参加した各国大使館の代表者は、工業・農牧業分野における政策策定と

関連プロジェクトを早急に開始すべきと指摘し、これらの事業が開始されれば国際機

関が関心をもつ分野への投資と協力事業の実施が可能になると述べた。(US12) 

 13 日、自然環境・グリーン開発省はＵＮＤＰと｢グリーン文明」戦略を共同で作成してお

り、ウランバートルホテルにて作業部会による政策協議が開かれた。(UN13) 

 兵庫県の労働組合の招待でオブス県マルチンソムの教員 3 名、教育科学省代表者、

モ日パートナシップ協会代表ら等が 4 日～8 日の日程で同県の教育関連機関を視察

した。今年 14 年目となる本プログラムではモンゴル義務教育の音楽授業の現状、改

善について両国関係者が意見交換を行い、兵庫県の関係者よりマルチンソムの子供

たちにハーモニカが贈与された。(UN14) 

 科学技術大学は今年の 10 月から実施される「未来のアジア地域のリーダー人材養

成」プロジェクトに名古屋大学と共同で参加することになった。プロジェクト参加予定の

両大学がウランバートル市の大気汚染に関わる調査をし、その結果に基づいて今後と

るべき対策について提案を市関連機関に提出し、協力事業を実施する予定。本調査

事業を在モンゴル日本国大使館、保健省、国家法律研究所、その他の関連ＮＧＯが支

援することになった。(US15) 

 鉱物資源庁長官の招待で PhilipGombert フランス地質事務局貿易・対外協力課長一

行がモンゴルを訪問し、ボルド鉱物資源庁長官、ウーリーントヤー鉱物資源庁副長官

と面会し、両国地質分野における協力事業について意見交換した。今後モンゴルの地

質データベースの管理改善、ウランバートル市土壌汚染調査、モンゴル国地熱水調査

等においての共同実施の可能性の他、モンゴル地質分野の人材育成、職能向上の面

での協力について話し合われた。(ZM18) 

 経済貿易に関するモンゴル・トルコ両国政府委員会第 7回会議がアンカラで始まった。

双方は経済、貿易、投資協力の方針や目標に関連する問題について会談を行い、モ

ンゴル側は土木建設の分野（商品、道路や橋、ゲル地区の再計画）及び建設プロジェ

クトの実施、トルコ側は長期低利融資と民間投資を得ることなどそれぞれ興味を示した。

(USH29) 

 27 日、定例閣議においてモ・中軍事協力政府間協定案が支持され、バトエルデネ国防

大臣に署名権が与えられた。(DN29) 

 ３．金融 
 16 日、定例閣議において、エルデネット精錬工場、バガノール、シベー・オボー社など

全国有企業の国が所有している株式をエルデネス MGL 社に所有にすることを決定し

た。(UN18) 

 モンゴル国家銀行は、中小企業が銀行融資を得る際、必要な条件を満たしやすくする

ために信用保障基金との協力協定を締結した。中小企業は、預ける財産がない場合

でも、銀行融資を得ることが可能となる。(UN25) 
 

 ４．鉱物資源 
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 2 月 29 日、オヨー・トルゴイ社株主総会において、プロジェクトの継続の必要性につい

て合意したが、その他 20以上の問題はいずれも解決に至らなかった。 (UN2) 

 ロイター通信によると、オヨー・トルゴイ社取締役会により 3 月度の予算案が承認され

たが、初期投資予定額を上回る額はモンゴル側が承認していない。(UN4) 

 ガンホヤグ鉱業大臣とエンフトゥブシン・モンゴル科学アカデミー会長は地質学及び鉱

業分野の開発に向けて協力協定を締結した。 モンゴルの地質構造、鉱物の分散とそ

の研究、政策及び法律の面で協力する。(UN5) 

 工業・農牧業省は NGO・鉱物研究・情報センターはモンゴルにおいて必要性が増加し

ている硫黄を生産するプロジェクトの実施を始めたと報告した。本年度の需要は約 3

万トンとなっている。(UN8) 

 工業・農牧業省と鉱業省共催により「マイナー・サプライヤー2013 フォーラム」が開催さ

れた。国家政策調整に関する鉱山会社のレポート、高度な技術やサービス、調達活動

について議論された。(UN15) 

 オヨー・トルゴイ社は「ISO 14001、 OHSAS 18001」環境安全基準を導入し、検証証明

書を授与したことを発表した。モンゴルの鉱山会社の中では、唯一エルデネット精錬工

場が証明書を受け取っている。(UN15) 

 オヨー・トルゴイ社の国内調達部代表は、国内供給会社の数は 300 社を超えており、

本年の調達計画では総額 6.65 億米ドルで、そのうち 50％は国内企業から供給される

予定であると報告した。 (USH18) 

 自然環境・グリーン省はゴビアルタイ県ツェール郡において Altain Khuder 社の事業活

動を監査した結果、舗装道路を敷設する義務を履行していなかったため、環境破壊を

引き起こしたと結論付けた。来年末までに道路を完成させ、埃を減らし、動物を速やか

に移動させるなどの措置を取るよう指示した。(UN22) 

 エルデネット銅精錬工場は設備更新を行い、1 セクションによって年間生産量を増やす

ことに成功し、年間 3600万トンを製造する予定である。(UN25) 

 ５．インフラ 
 シン・アジア・マイニング社はザブハン県テルメン郡において火力発電所（50 メガワット

の２タービン）を建設した。(USH13) 

 11 日、ヤクーニン・ロシア鉄道社長からアルタンホヤグ首相に向けた書簡が新聞に公

開され、タバン・トルゴイからモンゴル国の南国境に新たに敷設される新鉄道案件は非

効率であり、2009 年度の覚書との違反することを理由に不参与であることが通知され

ているほか、ロシア側が本案件を考慮する見返りに、ウランバートル鉄道インフラの改

善を求めている。。(UN21) 

 28 日、ウランバートル市議会において、ウランバートル地下鉄の建設プロジェクトは承

認された。 (UN29) 

 

 ６．エネルギー  
（特記事項なし。） 

 

 ７．教育 
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（特記事項なし。） 

 

 ８．農牧業  

（特記事項なし。） 

 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  
 15 日から、携帯電話キャリアは、サービスの支払いを秒単位で計算することとなった。

モビコム社は 1.7 トグログ／秒で計算する。(USH15) 

  

１２．その他  
（特記事項なし。） 

 

 

 

※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） 


