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私は自分が歌った 400曲のうち
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　2017 年のモンゴルの医療費は国内総生産の 3％に相当する
という数字がある。モンゴルは人口が 310 万人、平均寿命は
70歳（女性 75歳、男性 66歳）になった。国民の 70％が都
市部に、30％が地方に住んでいる。
　世界で最も人口密度が低い国であるため、国民全員が医療
サービスを受けられる環境にするのは容易ではないが、政府は
全力で努力してきた。モンゴル保健センターが出した 2016 年
の報告書によれば、モンゴルでは 3,500 の医療機関（中央病院、
特別医療センター 13、地域診断医療センター 5、県総合病院
16、区総合病院・保健センター 12、地方総合病院 6、群間病
院 39、郡保健センター 273、家庭病院 220、私立病院 234、
私立診療所 1076）があり、そこに 48,173 人の医療関係者が
務めている。医師 1人当たりの人口は 309 人、看護師 1人当
たりの人口は269人になる。医師と看護師の割合は1:1.2となっ
ている。
　医師、看護師、病床の数でモンゴルは新興国の中で上位になっ
ている。しかし、問題は数字ではなく質である。医療の質にお
いては改善すべきことが山ほどある。
　医療サービスの質が良くないので、過去 20年で治療のため
海外へ渡る人が年々増加してきた。しかし、2014 年以降はそ
の数は減少傾向にある。モンゴル銀行の 2015 年の調査では、
治療目的で海外へ渡航する人は年間 50,000 人（重複含め）、年
間 7,000 万～ 1億 3千万米ドルが “治療を輸入 ”するために使
われている。
　モンゴルの治療輸入の原因、構造、傾向を詳細に調べて分析
し、可能な限り減少させることが国民の資産を節約できる他、
医療サービスの質の向上に繋がると思う。

救いを求める「旅行」

治療の輸入
b）		使われている医療機器、技術が古く、診察・治療時のリス
クが高い。

c）		モンゴルで診察・治療が可能でも治療を受けるために長い
列に並ばなくてはいけない。

d）		患者の信頼を失う ‐ 医師により患者に対する診断結果が異
なり、信頼できない。

e）	快適なサービスを求める、感染リスクを避ける。

しかし、モンゴルで治療可能なもののうち、海外で多く受けら
れている治療を区分すると：
・	 	肝臓や腎臓の移植手術：第1国立病院と感染症国立センター
で手術可能だが順番待ちが長く、臓器の適合性が低い。

・	 	脳手術：第 3国立病院で手術可能だが、順番待ちが長く、
手術後のリハビリ環境が整備されていない。また脳血管や
心臓冠状動脈の診断・治療を非公開の手術法で行っている。

・	 	心臓血管手術：第 3国立病院で手術可能だが、順番待ちが
長く、専門医が不足している。最近では切除もできるよう
になり、公開された手術法を用いることが多い。不整脈の
治療もできるようになった。

	・	 	外傷及び関節の手術：国立、私立病院どちらでもできるよ
うになった。傷害国立センター、第2国立病院の他、インター
メド病院、グランドメド病院、ムングングール病院などの
私立病院で手術が可能。しかし、治療の質に関して苦情が
多い。

　モンゴル人は自国で治療不可能な疾病だけでなく、治療可能
でも医療サービスの質や快適性、リスクなどを考えて海外で治
療することを選び、「治療旅行」を続けている。
　1990年にモンゴルで治療できない病気は40あった。しかし、
この数が 2017 年には 26になった。治療できないこれらの病
気の殆どが高度医療技術、設備、高い専門性を必要とすること
と、モンゴルでは発見が稀で難しい手術によってのみ完治する
ようなものである。治療輸入の原因を簡単にまとめれば :
a）		治療困難な病気リストに入っていても、いなくても診察・
治療する機関がモンゴルにない。
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　モンゴル人は自分の健康を気に留めない傾向にあり、健康を
守るために必要な医療へお金をかけない。また国民の経済状況
が良くないので国立、私立病院の収益性が低く、競争力が無い。
また病院に勤務する者の給与は低水準である。
　モンゴルでは病院の数が多いが、医療の質に差が大きい。ま
ず健康保険制度を改善する必要がある。国から病院に交付する
予算が少ない。例えば、国立病院に入院する患者 1人当たりの
1日のコストは 35,000 トゥグルグ（治療と食事含む）と設定
されている。私立病院にはその半分が交付される。私立病院は
この金額に費用を抑えるため薬、注射、使い捨て医療器材、消
毒剤、さらに医師や看護師の給与まで節約する。これが質の低
い治療に繋がるといったサイクルが形成されることとなる。
　20年間、モンゴルの病院は医療サービスを患者のためでは
なく、予算に合わせて行ってきた結果、医療制度は弱くなり、
国民からの信頼は薄れ、十分な医療サービスが得られないから
経済的に余裕がある者は外国に行き続けている。

・	 	リハビリ治療：殆どの人々が専門医の助言、医療機器、病
院の設備環境、医薬品の質、快適さを比べて外国での治療
を選ぶ。

・	 	美容整形：専門病院が多くある韓国に行くケースが多い。
モンゴルでも美容整形病院はあるが韓国ほど進んでなく、
質に対する苦情が多い。

・	 	出産：経済的に余裕がある人たちは信頼と安全性があると
みて韓国やアメリカに行くことが多い。インターメド病院
ができてから出産のために海外に行く人の数が比較的に減
少しつつある。

・	 	腫瘍の手術：モンゴルでは感染症国立センターでの治療が
主だが、順番待ちが長く環境も良くない。手術後の化学療
法や放射線治療を同センターだけで行っていたが、今では
インターメド病院で胸腹部における様々な腫瘍の化学治療
と手術を行っている。

・	 	予防検診：快適性や信頼性を考えて外国に行くことが多かっ
たが、最近ではインターメド病院、UBソングド病院、グ
ランドメド病院などの私立病院で予防検診をするようにな
り、外国で検診を受ける人の数は減少している。

・	 	胎児の早期診断：モンゴルではこの分野の専門医が少ない。
医療機器、ソフトプログラムなどが不足しているため、母
子保健国立センターでは、初級段階の検査のみを行ってい
る。しかし、インターメド病院では早期・中期・後期の診
断を全て行うことができる。

・	 	幼児のMRI・CT 検査：以前この検査はモンゴルではでき
なかったが、インターメド病院できるようになった。

・	 	眼の様々な手術：主にインドやロシアに行く。両国とも医
療費はあまり変わらない。技術や質に関してはモンゴルよ
り優れている。

この様な理由や現状から、モンゴル人は中国・韓国・インド・
タイ・シンガポール・台湾・アメリカ・日本・ロシアなどの国々
に行き治療を受けている。さらにウランバートルでは韓国やイ
ンドの多くの大病院の代理受付所が開設され、2017 年からは
地方にまで活動の範囲を広げている。

治療費
　世界保健機関（WHO）の 2014 年の調査報告書によると、
モンゴル人が保健教育、治療サービス、医薬品、スポーツ学習
などに使う費用は年平均200ドルになる。この指標でモンゴル
人は世界 216 ヵ国中 134 位であり、トルクメニスタン、ウク
ライナ、アンゴラ、エジプト、モロッコ、ボリビア、フィジー
などの国々と肩を並べている。この指標では中国 420ドル、ロ
シア 893ドル、アメリカ 9402ドルとなっている。
　モンゴル人は病院に行くことが「好き」なようだ。1人当た
りの病院に通う回数が年平均5.5回（国立病院4.7、私立病院0.7
回）である。面白いことに全く病院に行かない人もいれば、ま
るで病院で暮らしているような人もいる。

　国立病院、私立病院の競争が治療サービスの質向上において
良い影響を及ぼしている。また、私立病院も多様化しより専門
的になっている傾向が見られる。だが、この分野にはまだまだ
投資と大きな資金が必要である。
　健康保険制度を改革し制度自体を向上させること。健康保険
基金の資金を増やし、費用算出方法を改善させること。病院へ
の補助金は国立、私立で区別しないこと。医療機関に質の高い
医薬品、医療機器を供給しなければならない。
　医療サービスの質における政策で病院の医療費を統一し、監
視する。医療研修を行い、評価指標と統計情報を正確に出す。
病院のインフラ、医療設備への投資を国立・私立関係なく同様
に行っていく時がきた。
　質の高い医薬品を自国で製造することを目標とすべきだ。そ
れまでアメリカや欧州が認可した医薬品の輸入における免除措
置を取るようにすれば、無駄な時間と手続きを省くことができ
る。
　医療分野における労働者の勤務を現実的に評価し、存在価値
を上げることも必要だ。国民を海外に行かすのではなく、外国
から能力のある専門医をモンゴルに招聘し、協力を得る。彼ら
から技術、ノウハウを学ぶことが重要である。
　最後に、外国へ医療サービスを受けに行く人の費用の 5％を
国が補助する代わりに、治療輸入に関する数値・データ・情報
収集を行い、調査・分析・評価を行い、問題の解決方法を見つ
けなくてはならない。

治療の輸入を減らす方法
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デファクト インタビュー
モンゴル語・英語・ロシア語でのインタビュー

B. ザンガド
モンゴル労働英雄賞受賞、
国家賞受賞、歌手

J（ジャルガルサイハン）:　1951 年にウランバートルで開
催されたホブド県の芸術コンテストに参加していた中学生
のザンガドが人々の注目を浴び、それ以来あなたはホブド
のザンガドと呼ばれてきました。それから 20年後に国家賞
を受賞しました。今でもモンゴル人は長きに渡りあなたの
歌を歌っています。特に「春が来た」、「永遠の愛」、「クリ
スマスソング」、「あなたの愛」、「あなたに歌います」、「琴
のメロディー」など多くの名曲でモンゴルの音楽界をリー
ドされてきました。あなたが歌手になろうと思ったきっか
けは何ですか？
ザンガド :　西モンゴルのホブド県は少数民族の地域です。
私が生まれ育ったのは本当に素敵な場所で、その故郷の人々
がもつ芸術や文化から大きな影響を受けたと思います。私
は幼少時からウリアンハイ民族の叙事詩、トルグード民族
の舞踊、チャンドマヌのホーミー（喉歌）など、伝統的な
民族芸術を聴きながら育ちました。そのように心の喜びを
感じて育ったので芸術に心を奪われ、そして幸いにも神様
から歌う才能をもらいました。

J:　あなたは何歳の時から歌い始めましたか？
ザンガド :　あなたが先ほど言ったように 1951 年は人民革
命 30周年の年でした。今から 60、70年前の話ですね。初
めてウランバートルに来て当時の先人たちをみて彼らを生
れながらの歌手だと感じていました。

J:　あなたが初めて歌った歌は何ですか？
ザンガド :　タンガド、ドルジという 2人の歌手がいました。
彼らはホブド県の芸術劇場の歌い手でした。1951年に彼ら
と一緒に「3人の英雄」という歌を歌いました。当時モンゴ
ルの伝統祭であるナーダムは今のヤールマグ地で開催され
ていました。そこでその2人の歌手と一緒にまだ子どもだっ
た私が「3人の英雄」を歌っていました。
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私は自分が歌った 400 曲のうち
108 曲をモンゴル名曲集の中に残しました。

B. ザンガド氏は 1936 年、ホブド県ブヤント郡に生まれました。彼は 14 歳の時にウランバートルで開催されたホ
ブド県芸術コンテストに初めて参加して以来、今日まで 60 年間に渡って歌い続け、モンゴル国民から高い評価と尊
敬を集めた歌手です。

J:　あなたの歌った「トゥンガラグ・ブヤント（ブヤントと
いう川の歌）」、「ハル・オス・ノーリーン・シャグショーラ
グ（ハル・オス湖の歌）」という 2つの歌があります。この
2曲について何か思い入れはありますか？
ザンガド :　「トゥンガラグ・ブヤント」は私が 16歳の時に
歌った曲です。当時、中学 3年生だった私はロブサンシャ
ラブという先生に師事していました。先生は「君はこの川岸
で遊んで育った地元の子どもですから、故郷のことを想い
ながら歌って下さい。君が歌う時は聴衆ではなく、自分が
生まれ育った故郷や万年雪山、ハル・ウス湖、トゥンガラグ・
ボヤント川が見えるはずです」と言われました。その時に
教えられたことが、今でも私の心に染み付いています。

J:　あなたは生れながらのとても綺麗な声の持ち主です。そ
の才能を磨くためにロシアに留学し、チャイコフスキー記
念国立モスクワ音楽院を歌手として卒業しました。卒業後、
帰国してあなたの芸術に対する考え方、姿勢に何か変化は
ありましたか？歌手としての自身をどのようにみていまし
たか？
ザンガド :　西モンゴル出身である私の歌の才能をロシアの
先生方がより開花させてくれました。私の指導教授はアン
ナ・アレクサンドラ・スラブヤヴォという先生で、イタリ
アの音楽大学を卒業したとても上品で博識な方でした。私
はそこで多くを学び身に付けたことで、国民に良い楽曲を
提供できたと思います。芸術家にとって最大の目標は良い
作品を残すことで、どのくらい多くの歌を歌ったかは重要
ではありません。

J:　あなたの奥さんはニーナというモンゴルの初のバレーダ
ンサーです。2人の出会いについて話を聞かせて下さい。
ザンガド :　当時、私は高校生で彼女はまだ小さい女の子で
した。
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2016 年 6 月 16 日のデファクトインタビューの内容を一部省略しました。
インタビュー全部を

http://jargaldefacto.com/article/b-zangad-zangad-baartuu
リンクにてご覧いただけます。

J:　先ほども言ったようにあなたが歌った 400 の曲のうち
約 100 曲がヒットしました。この中であなたが一番好きな
歌はどんな歌ですか？
ザンガド :　たくさん子どもを持つ親はこの子が好きとか、
嫌いとかということなく、全員を好きですよね。それと同
じです。私は自分が歌った400曲のうち 108曲をモンゴル
名曲集の中に残しました。歌手として自分の曲を尊敬し大
切にしています。私は永遠の人ではありません。自然の法
則に従って生きています。だからこのザンガドという歌手
がモンゴル国民に何を残せたかという時、私が歌った 100
余りの歌が残っていることをとても光栄に思います。今日
のモンゴルでは、80歳の年長者を敬い、道路を渡る時には
車が止まってくれますし、バスに乗る時には手を貸してく
れます。こういったことを大変嬉しく思います。そのよう
な国民から尊敬を集めることは、モンゴルの歴代の作曲家、
作詞家、同じ音楽家たちのお陰だと思います。

当時、歌手を志す者はモスクワへ、バレーダンサーを志す
者はウズベキスタンのタシュケントへ留学していました。
私は 1961 年に卒業し、モスクワから帰国しました。その
後1962年に彼女が卒業し、タシュケントから帰国しました。
お互いコンサートなどでよく顔を合わせていました。彼女
が踊り、私が歌うといった具合です。コンサートが終わると、
家が同じ方面だったからいつも一緒に帰っていました。そ
うしている中でお互いに親密になっていきました。

J:　あなたは卒業してロシアから戻ってきて、まだ 20代に
して既にスターでした。モンゴルの全ての劇場であなたが
歌い、聴衆が拍手していた時、あなたは自分で有名になっ
たという自覚がありましたか？若くして有名になり、期待
に応えなくてはいけないとはどうでしたか？
ザンガド :　大勢の国民の前では自分の言動を正しくするこ
と、国民から与えられた名誉をいかに維持していくかが一
番難しいものです。賞賛と歓迎の拍手。これは第一に国民
が私を認めている現れです。第二に私が新しい楽曲を発表
することを期待しているのだと思います。

J:　あなたは今までに約 400曲を歌い、そのうち 100曲が
ヒットしました。あなたが歌ったその数々の曲の中で 60年
間も歌われ続けた歌もあります。もう一つ、あなたの歌に
ついて話したいと思います。それは「ジャルガーフ・ズル
ヘン」という歌です。作曲者である S. ゴンチグソムラーが
「才能の持ち主ザンガドに歌ってもらいたく書き下ろしまし
た。ゴンチグソムラーより」と署名した手紙が歴史文書と
して残っています。J.バドラーが作詞し、S.ゴンチグソムラー
が作曲したこの曲について話を聞かせて下さい。
ザンガド :　当時の作詞家や作曲家は素晴らしい才能をもっ
た人たちでした。どの作品も心から作っていたと思います。
お金のためではなく、全てが心でした。だからこれ程まで
に素晴らしい歌を私のために作ってくれたのだと思います。
当時、S. ゴンチグソムラーさんは若く、愛についての歌を
作りたいという思いがあったそうです。そしてある日、S. ゴ
ンチグソムラーさんと J. バドラーさんが劇場でコンサート
を観ていた時の話です。ゴンチグソムラーさんはバドラー
さんに「何か良い詞はないものか。私にはとても良い曲が
あるが、詞がなくて」と言ったそうです。バドラーさんは
私に 1つ詞があると言って、翌日にはバドラーさんがその
詞をゴンチグソムラーさんに届けたそうです。その詞がゴ
ンチグソムラーさんの曲にぴったり合ったそうです。そし
て「ジャルガーフ・ズルヘン」が完成したと聞いています。
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　2013 年にモンゴル銀行は政府と合意し、3兆 8000 億トゥグル
グを商業銀行に年利 3〜 4％で貸出し、商業銀行は国民に年利 8％
で住宅ローンの提供を始めた。返済された資金はモンゴル・モーゲー
ジ・コーポレーション社が一括管理し、それを住宅ソフトローンの
原資とする理論だった。モンゴル・モーゲージ・コーポレーション
社は交付したローンを債券化し、その 90％をモンゴル銀行が、10％
を商業銀行が買った。もし住宅ソフトローンが一般市場におけるロー
ンだったら、これらの債券を投資家が買ったはずだ。理由は住宅を
担保にしたローンはどの国でも優良な債権であり、長期的に投資を
行う投資家はこの種の債券を好む。しかし、モンゴル銀行と商業銀
行以外に買い手がいないということは、市場金利より安すぎるロー
ンだからだ。
　国際通貨基金（IMF）は、住宅ソフトローンを国の財政において良
質なローンだとみて、モンゴル銀行ではなく国家予算に移すように
要求し、結果その通りとなった。住宅ソフトローンの現状について
経済常任委員会のD. ダムバオチル委員長は、「過去 4年間でモンゴ
ル銀行は住宅ソフトローンによって 3兆トゥグルグの累積赤字を計
上した。2017 年に 4億トゥグルグの赤字幅を減らしている。モン
ゴル銀行も赤字に関して適切に対応している。住宅ソフトローンに
は 3400 億トゥグルグの融資をしているが、まだ資金が足りない状
況だ。住宅ソフトローンの交付は困難な状況にある」と国会で述べた。
モンゴル・モーゲージ・コーポレーション社の債券の金利は 4.5％だ
が、モンゴル銀行の政策金利は 10％だからその差額となる 5.5％の
金利でモンゴル銀行が赤字を受けているとD. ダムバオチル委員長が
説明した。
　現在、住宅ソフトローンを利用する人は 93,099 人。この人たち
の年間返済額は約 2000 億トゥグルグである。モンゴルに約 8万戸
の住宅が建設中であり、3万戸が完成していると建設・都市計画大
臣が述べた。しかし、完成している住宅は売れていなく、20万世帯
が住宅ソフトローンを受ける為に待機させられている。3万戸の住
宅が完成しているのに 20万世帯が待機している理由は、住宅ソフ
トローンの頭金 30％を支払える人がいないからだ。国民は住宅ソフ
トローンの返済は今の条件で続けるしかない。政府が交付している
1200億トゥグルグは特別な目的をもったソフトローンであり、高齢
者などに供給するローンの資金である。
　商業銀行を通じて行われる貸出を政府が続ける事は不可能である。
これらの改善に向けて省内ではワーキングチームが結成されている
と大臣が言っていた。これらの問題は政府が市場参入してもろくに
成果が得られないことを現している。第 1に資金不足、第 2に新し
く融資を行う資本がない。投入した資金に見合った成果が得られな
いということを見せている。
　モンゴル銀行と政府は、住宅ソフトローンの資金を月に 2回定期
的に供給している。5月4日にモンゴル銀行から157億トゥグルグ、

毎週日曜日VTVで19時より放送中。デファクトレビュー：2018年5月13日

住宅ソフトローンの交付が困難な状況に

政党の資金調達は違法である

週刊レビュー http://jargaldefacto.com/category/12

モンゴル政党法は 2005 年以降改正されていない。

政府から 294 億トゥグルグの融資が行われた。この融資で新たに
657 人が住宅ソフトローンを利用している。住宅ソフトローンが始
まってから 2013年に住宅価格が上昇した。
　2009 年に 1㎡あたり 99万トゥグルグだった住宅価格は、2010
年に 100万トゥグルグ、2011 年に 130万トゥグルグ、2012 年に
160万トゥグルグ、2013 年に 200 万トゥグルグまで上昇した。モ
ンゴル銀行は 2013 年を住宅価格のベースにし、これ以上価格は上
がらないと言っている。2013 年は住宅価格が上昇した時期なので
その時の価格をベースにすること自体が間違っている。2013年に 1
㎡あたり 200万トゥグルグだった住宅価格は、翌 2014年の 7月に
20％も上昇した。その後下落に転じたが、今は住宅ソフトローンの
頭金の 30％を支払える人がいないので、住宅ソフトローンの条件を
変えなければならない。

　国会で政党法と選挙法の改正のためにワーキングチームが結成さ
れ、法律改革の取り組みが始まった。法律改革に関して情報提供の
支援、政治資金調達の透明性、監視の改善のためにオープン・ソサ
エティ財団と民主主義・選挙支援国際研究所が協力し、「政治資金調
達、倫理、責任」プロジェクトが欧州連合の支援のもと始まった。
　政党の資金調達が不透明である事を全国民が知っている。不透明
な資金調達により誰が一番被害を受けるかと言えばもちろん国民の
私たちだ。政党の資金調達を秘密にすることが賄賂の源である。政
党による損害やマフィア活動の経費を私たちが支払っている。国民
の私たちは給与の 40％を国に納税しているが、その恩恵を受けてい
ない。
　代議制民主主義は政党なくして発展は不可能である。そのため政
党の資金調達を適切に行わせるしかない。ドイツでは政党は法律に
従って資金調達を行い、何らかの不正が発生した場合は、以後資金
を出さないという条件で国の予算から資金を交付している。また、
政党に対して獲得した議席数に応じて資金が交付されるが、議席が
ない政党にも交付される。それは今の私たちのやり方より損失が少
ない。だからこのような他国のやり方を取り入れるべきだと思う。
　いかなる組織でも、資金の出どころを知っているのがその組織の
長だけというのはマフィアと同じである。そしてその長の権限は無
限になってしまう。モンゴルの政党はまさにこの状態になり、党員
も政党の資金調達について何も知らない。残念ながら私たちはこの
ような政党に権利を与えている。結果としてこの国では、民主主義
の基本原則となる立法・行政・司法機関による相互監視の仕組みが
崩れた。
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デファクトレビューの一部を省略しました。

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh5-13
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

　モンゴルの政党法は 2005 年以降改正されていない。モンゴルの
政党法をみると政党法違反に関して党員の場合は 4万〜 6万トゥグ
ルグ、政党の場合は20万〜25万トゥグルグの罰金を科すとある。「実
際に政党に対して 20万トゥグルグの罰金を科したところでどうなり
ますか？過去に罰金を科した例は 1つもありません。（政党資金調達
の研究者B. エルデネダライの言葉）」現行法では監査庁、選挙委員会、
国税庁などの機関が政党の資金調達を監視する事になっている。し
かし、どのように監視するかについて法律では詳細に示されていな
い。だから単に監視という名前に過ぎない。

2019 年の国家予算
予算収入の 73％を経常支出、27％を投資として使うことが
予想される。

　賄賂対策庁が元首相 S. バヤル、Ch. サイハンビレグをオユ・ト
ルゴイ鉱山の契約問題で 4月 10 日に逮捕した。5月 10 日朝、チ
ンゲルテイ区裁判所で第一審刑事裁判が開廷し、元首相 S. バヤル、
Ch. サイハンビレグ、国税庁管理協力局の元局長B. バダラルの 3名
を引き続き 30日間拘束するという検察官の提案を審議した。裁判所
は S. バヤル、Ch. サイハンビレグ、B. バダラルを保釈し、出国禁止
の判決を下した。
　しかし、判決が下されたその日の夕方に、判決を不服として検察
庁から裁判所長官宛に訴状が提出された。訴状を審査した結果、S. バ
ヤル、Ch. サイハンビレグおよびB. バダラルの 3人に対する第一審
の判決を無効にし、検察官の提案を受け入れ 30日間拘束することと
なった。
　モンゴルの首相経験者 2人に対する判決が、政治的な決定である
ことは国会が証明していた。このオユ・トルゴイ契約事件に関して
政府は迅速に対応しなければ、国民の反感だけでなく諸外国、外国
投資家にも不信感を与えることとなる。元首相Ch. サイハンビレグ
が自身の手紙でこの件について “ ビシンスキーのやり方 ” と書いた。
ビシンスキーは 1930 〜 36年にソ連の検事総長だった人物である。
ビシンスキーが言った有名な言葉がある。「自分の無罪を証明するこ
とは監禁された本人の仕事」、「すべての国の敵と行われている取り
組みは法の下で行われなければならない」と言った言葉がある。私
たちは政治による囚人ができるのではないかが心配だ。その人が有
罪であることを立証できるまで、推定無罪だということを私たちは
民主主義の力で得ることができたのだから。
　オユ・トルゴイ鉱山の採掘投資契約書の履行を監視するために結
成されたワーキングチームのリーダー、D. ダムバ - オチルを解任し、
代わりに国会議員D. テルビシダグワを任命した。また、ワーキング
チームのメンバーに国会議員 T. アヨールサイハン、J. バトザンダン、
Kh.ボロルチョローン、D.ガンボルド、M.オヨーンチメグを追加した。
また国会議長の 2018年 3月 23日付けの指令では、ワーキングチー
ムのメンバーとして国会議員N.アマルザヤ―、O.バーサンフー、B.バ
トエルデネ、B. ジャフラン、Z. ナラントヤー、Ya. ソドバータル、A. オ
ンダラーの名が連なっている。

　5月 11日の国会で 2019年度の国家予算、2020〜 2021年の予
算法案について協議し、議員の大半が賛成した。
　2019 年の予算収入は約 10 兆 9000 億トゥグルグ増え、ここ数
年兆単位で推移していた政府借入金は 3,000 億トゥグルグ減って
8,600 億トゥグルグになる。政府の総負債の国内総生産に占める割
合は約 10％減少し、国内総生産の 55％となる。政府の国内総負債
は中期的に下がり、投資及び純貸出は 7600 億トゥグルグ増える。
財政赤字は 3140 億トゥグルグ減り、財政赤字を補うために国内債
券を発行しないなど、肯定的な状況ができると予想されている。
　2019年の予算に関する報告、2020〜 2021年の予算案では、財
政収支の国内総生産に占める割合を 2019年に -6.1％、2020年に -
4.3％、2021年に -2.5％となるとみている。予算の73％を経常支出、
27％を投資として使う。そして来年は為替レートを1ドル2280トゥ
グルグで予想している。
　Ch. フレルバータル財務大臣が、好き勝手するために補正予算を組
むやり方は認めないと言っていたとおり、補正予算は組まれない。5
月中旬に来年の予算案の協議を始めていることは、制度が一歩前進
していると言える。
　エルデネト鉱業はモンゴル経済の中核企業である。しかし、ここ
2年間は大きな論争の的となっている。モンゴルでは国有財産とい
うものはなくなり、それらは政党の財産というものになっている。
財務大臣によればエルデネト鉱業を 100％国営企業とし、2019 年
に 1750億トゥグルグの税収を予想している。

釈放と逮捕を繰り返す裁判所
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