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は じ め に 
 

 戦略的鉱物資源確保事業は、高い鉱物資源ポテンシャルが指摘されているにもかかわらず、

鉱業制度の安定性、環境問題、先住民・地域住民問題等の政治的社会的リスクが顕在化して

いるため、現状では探鉱開発投資が停滞している国/地域において、その投資阻害要因を特

定し、実際に投資を行う際の留意点等を調査し、とりまとめを行う事業である。 

 モンゴルは、ロシアと中国の間に挟まれたアジア北東部に位置し、広大な国土(日本の4

倍)を持つ国である。1989年、65年間続いたソ連の衛星国から脱却し、民主化・市場経済化

を進め、現在に至り体制移行国として既に約20年が経過している。1990年代前半は、急速な

市場経済化の混乱により、国民経済及び国民生活は非常に困難を極めた。日本に対しては、

困難時において支援してくれたとして、極めて親日的である。民主化以降、2大政党体制が

続いており、現在は民主党 エルベグドルジ大統領、人民革命党 バドボルドを首相とする人

民革命党と民主党による連立内閣体制となっている。経済は、銅･石炭･鉄鉱石等鉱物資源輸

出を中心として順調に拡大しており、羊毛・カシミア等繊維製品、皮革・食肉・酪農製品等

家畜関連産業も比較的優位にある。モンゴルは豊富な鉱物資源の探鉱・開発を進めるととも

に、付加価値をつける鉱物資源加工産業及び食品加工産業等の振興を図っている。 

 2009年10月6日、モンゴル政府とカナダのIvanhoe Mines及びRio Tintoとの間でOyu Tolgoi 

銅・金鉱床への投資契約が締結され、モンゴルにおける鉱山開発が大きく前進することにな

る。モンゴル政府は、日本との経済連携協定の締結に意欲を示しており、今後の鉱物資源分

野、インフラ分野を中心に実質的な貿易・投資が活発化することが期待されている。 

 本報告は、北京事務所がモンゴルのコンサルタントBlue Ridge 社の協力を得て調査実施

したモンゴルの投資環境について、まとめたものである。本報告書が、モンゴルで探鉱開発

に携わる関係各位の参考になれば幸甚である。 

 

平成22年11月 

 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

金属資源開発本部 金属企画調査部 
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1. 鉱業関連法 

 
1-1. 鉱物資源法 

 

1-1-1. 概要及び基本理念 

 

 モンゴルは 1989 年に社会主義国家から民主主義国家に移行したが、中央計画経済から市

場経済への移行の過程で 1990 年代に多くの法律及び税制が整備された。鉱物資源法は 1997

年に初めて制定されたが、商業的鉱山活動を行う上で健全な基礎が築かれており、探鉱、採

掘、所有に関し透明、安全かつ譲渡可能な権利の制度が確立された。これに伴い 2001 年以

降の鉱物資源の探鉱、採掘ブームを引き起こし、多くの探鉱ライセンスが発行された。この

結果、南ゴビ地域で Oyu Tolgoi、Tavan Tologoi の巨大鉱床を含む主要鉱床の発見につなが

った。2005 年までに鉱山部門は、急速に発展しモンゴル最大の産業となり、GDP の 18％、

工業生産額の 66％、輸出の 76％、財政収入の 22％を占めるに至った。(財政収入における

鉱山部門の寄与は、現在では過半を占めている。) 

 しかし、2006 年にモンゴル議会は鉱物資源法を改正し、幾つかの根本方針を変更した。

重要な点は以下のとおり。 

 

 ・ 金及び銅鉱石に関する超過利潤税(68％)を導入 

 ・ 戦略重要鉱床に関し、国家の参入比率の著しい増加 

 ・ 戦略重要鉱床への出資額の 10％以上をモンゴル証券市場に上場 

 

 この鉱物資源法改正は、外資による鉱山開発にとって魅力の後退につながった。さらに

2007 年、鉱物資源価格の急騰からモンゴル議会は、2006 年鉱物資源法をさらに改定して、

政府の参入をさらに高めようとの動きが出た。鉱物資源政策にかかる鉱物資源法の改正が、

政争の具となったこともあり、投資家はモンゴルにおけるソブリンリスク上の懸念を感じ、

大手ではモンゴルから撤退するところも出てきた。2008 年 9 月 15 日以降の世界金融危機に

より鉱物資源価格は急落し、モンゴル側の国家参入比率のさらなる引き上げ等論争は沈静化

し、2009 年 10 月には数年間の交渉を要した Oyu Tolgoi 銅・金鉱床開発にかかる投資協定(モ

ンゴル政府-Ivanhoe、Rio Tinto)の締結を見ることになり、改めてモンゴル鉱物資源投資環

境が見直されつつある現状である。悪名高かった超過利潤税は 2011 年 1 月 1 日から廃止さ

れることが決定した。 

 モンゴルは豊富な地下資源に恵まれており、鉱床胚胎のポテンシャルは極めて大きいが、

現在において 5 万分の 1 の地質図が作成されているのは国土の約 25％にしか過ぎない。資

源開発には巨額の資金及び高度技術を有する専門家が必要である。鉱物資源の潜在性の大き

い南ゴビの開発には、世銀の試算で約 50 億 US$のインフラ整備が必要と見込まれ、整備に

より毎年 53 億 US$の鉱物資源輸出収入が見込まれるとされている。モンゴルは、インフラ

用の資金・技術、鉱山開発の資金・技術を海外に仰がねばならない。鉱物資源開発に関する

外資政策、ともすればロシア型と見られがちな資源ナショナリズムとの調和をどう図ってい

くかがモンゴル政府に課せられた今後の課題である。 

 

1-1-2. 鉱物資源法概要 

 

 鉱物資源法(2006 年 7 月 8 日改定)は、水、石油、天然ガスを除くすべての鉱物資源の

探鉱、開発に適用される。地表及び地中の鉱物資源は国家資産である。国家は所有者として

探鉱権、採掘権を付与できる。 

 鉱床は、① 戦略的重要鉱床、② 一般鉱床、③ 通常鉱床に 3分類されている。① 戦略的

重要鉱床は規模の点において、国家の安全、国家及び地域経済、社会発展上、潜在的インパ

クトがあるもの。GDP の 5％以上を生産もしくはその潜在性があるものを言う。② 一般鉱床
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は、建設資材として使用される沈殿物、鉱石である。③ 通常鉱床は、上記①、②以外の鉱

床である。 

 戦略重要鉱床については、鉱床の国家所有に関する規定がある。戦略重要鉱床における国

家のシェアは、鉱床採掘にかかる協定で決定される。探鉱段階で確認埋蔵量を決定するため

に国家資金が使用された場合は、国家は50％まで参入できる。確認埋蔵量の決定が、政府予

算以外の資金で決定された場合は、34％まで所有できる。いずれも国家の参入比率は、国家

の投資額を考慮して、鉱床の採掘協定時に決定される。戦略的重要鉱床の採掘権保有者は、

株式の10％以上をモンゴル証券取引所で取引しなければならない。 

 地質及び鉱業部門の開発政策を決定し、政府による探鉱・採掘規準の執行を監督し、戦略

的重要鉱床の承認、政府の持分を決定するのは、国家大会議(以下、『モンゴル議会』とい

う)である。 

 岩石サンプリング、航空機による調査、地質・鉱物資源情報のレビュー等の調査活動は、

法人でかつ探鉱権・採掘権のある地域であれば、ライセンスなしで行うことができる。ただ

し地主、占有者、使用者の許可が必要で、かつ下層土を攪乱することはできない。 

 鉱業権保有及び探鉱、採掘活動の一般要件は、モンゴル法人である納税者に与えられる。

ライセンス期間を通じて、この要件を満たす必要がある。一個のライセンスは1社に与えら

れる。地主及び占有者は、その土地から産出される一般鉱物については私用及び非商業利用

に供することができる。 

 

1-1-3. 鉱業権 

 

(1) 探鉱権 

 

 探鉱権は、先願主義で与えられる。申請は、所定様式により鉱物資源庁に行い、所定の付

属書類が必要である。 

 政府機関は、申請の登録後 20 営業日以内に決定を行う。探鉱権を付与する場合、政府機

関は関係する県知事もしくは首都圏の長に書面連絡を行う。県知事もしくは首都圏の長は、

連絡受領後 30 日以内に地域が属する郡または区の住民代表会議と事前協議の上、政府機関

の連絡に対応する。対応がない場合は承認されたものと見なす。県知事または首都圏の長が

決定を支持する場合は、探鉱権付与の決定を行い、申請者に対し初年度のライセンス料の支

払いを通知する。政府機関は、ランセンス料支払確認後 3日以内に 3年間の探鉱権を発行す

ると同時に環境省、ライセンス地域が属する県の知事、郡または区の長、国家検査庁に通知

し、かつ日刊紙に公告を行う。 

 国家資金を使った地質調査の結果、鉱物資源が存在すると判断された地域に関する探鉱権

は入札で付与される。 

 法 56 条の規定により探鉱権が剥奪された場合は、政府機関は入札により探鉱権を再発行

する。入札申請者は、その専門スタッフの技術等が評価され、最高の評価を受けたものが探

鉱権を供与される。入札参加者がいない場合は、先願主義で探鉱権が付与される。 

 探鉱権を受けた者は、探鉱地域の一部もしくは全部について、排他的に採掘権を受けるこ

とができる。探鉱権は、譲渡または辞退できる権利を有し、2度にわたり 3年間の延長が可

能である。いずれも、法の規定に基づき行われる必要がある。 
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             図1. 探鉱権取得手続きフロー図
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(2) 採掘権 

 

 探鉱権者のみが、当該鉱区の採掘権を申請できる。探鉱権が期限切れとなった場合または

探鉱権者が採掘権申請に失敗した場合、当該鉱区の採掘権は入札により付与される。採掘権

の申請は、所定の様式による。付属書類として、以下が必要である。 

 

・ モンゴル法人で、かつ納税義務者であることを証する書類 

・ 鉱区図 

・ サービス手数料の支払い証明 

・ 探鉱結果に関しての鉱物資源協議会の議事録及び政府機関の決定 

・ 探鉱計画中の環境保護に関する完全義務履行の証明、環境に対する影響評価 

 

 政府機関は申請受領後、申請を登録し登録受領書を申請者に交付する。政府機関は申請受

領後、20営業日以内に所与の要件を満たしていないとして書面により拒絶するか、採掘権を

付与するかを決定する。 

 採掘権の付与を受けた申請者は、初年度のライセンス手数料を所定の期間内に支払わねば

ならない。これを怠った場合、政府機関は申請登録簿から申請を除去し、それを申請者に通

知し、登録簿に記載する。 

 政府機関は、ライセンス料の支払確認後3営業日以内に、採掘権を発行する。採掘権の期

間は30年である。採掘権発行後7営業日以内に、政府機関は、環境省、政府税・歳入当局、

鉱区の属する県、郡、区の首長、国家検査機関に通知し、採掘権の付与を公告する。 

 国家予算により実施された探鉱鉱区で埋蔵量が決定された鉱区に関する採掘権は、入札に

より付与される。 

 採掘権者は、本法の規定に基づき採掘権の一部または全部を譲渡もしくは辞退することが

できる。採掘権は、各回20年まで2度の延長が可能である。 
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1-1-4. 投資協定 

 

 2006年7月8日、鉱物資源法の改正法案が議会で可決され、『投資協定 (Investment 

Agreement) 』に関する規定が設けられた。 

 鉱業権者が当初 5 年間に 50 百万 US$以上の投資を行う場合は、安定した操業環境の提供

を受けるために『投資協定』を締結することができる(法第 29 条 1 項)。内容は、次のとお

りである。 

 

・ 安定税環境条項 

・ 鉱業権者が、国際市場価格で自社産品を販売する権利に関する条項 

・ 鉱業権者が、独自の裁量で販売から生じた所得を管理する権利の保証に関する条項 

・ 鉱業権者の投資額及び期間に関する条項 

・ 環境及び公衆衛生に対する被害を最低限に抑えて鉱物の採掘をする旨の条項 

・ 環境の保護及び再生に関する条項 

 

 協定当事者は、鉱業権者とモンゴル政府の財務、地質・鉱業、環境を担当する内閣構成員

である。機関は、当初5年間の投資額が50百万US$以上の場合は投資協定期間は10年、100百

万US$超の場合は15年、300百万US$超の場合は30年である。 

 

 協定締結のプロセスは、鉱業権者が管轄諸省に要請及び協定草案を提出する。以下の付属

書類が必要。 

・ フィージビリティ・スタディ(以下、『FS』) 

・ 期間に関する情報 

・ 鉱山活動に関する当初5年間の投資額 

・ 鉱産物品の形態 

・ 採掘方法及び技術 

・ 鉱物委員会による鉱物埋蔵量が国家埋蔵量登録簿に登録されている旨の記述 

 

 関係3省は、投資協定草案及び付属書類を審査し、10営業日以内に法律要件を満たしてい

るかどうか通知する。投資者との間で問題点をレビューし、草案及び付属書類受領後3か月

以内に協定を締結する。必要と認める場合、各機関の専門家の意見を踏まえ、さらに3か月

の審査期間を設けることができる。 

 投資協定締結後、協定書の条件はモンゴル銀行(中央銀行)及び関係官庁に伝達される。 

 

 これまでに投資協定を締結した企業は、ロシアのVostock NefteGaz社、カナダ系のBoroo 

Gold社などがある。 

 

1-1-5. 鉱業権の維持条件 

 

 鉱業権者は、本法の規定及び要求事項を遵守する必要がある。 

 

1) 鉱業権料の支払い 

 

・ 探鉱権 

 1haあたり、初年度 0.1US$、2年目 0.2US$、3年目 0.3US$、4年目～6年目1US$、7～9

年目1.5US$。 

・ 採掘権 

 1haあたり、毎年15US$、石炭及び一般鉱物について5US$ 

 

2) 最低探鉱費及びその証明 

 探鉱権者は毎年、調査・探鉱作業に 1ha あたり、以下に記載する金額以上を費やさなけれ
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ばならない。 

  1 年目 無料 

  2～3 年目 0.5US$ 

  4～6 年目 1.0US$ 

  7～9 年目 1.5US$ 

 探鉱に要した支出は、年間探鉱作業報告及び財務諸表により、政府機関が確認する。必要

な場合、政府機関が現地実査を行うことが出来る。 

 

1-1-6. 環境保護 

 

1) 探鉱権者の義務 

 

 探鉱権者は、ライセンス受領後 30 日以内に環境検査庁、地域の郡長または区長と協議し、

環境保護計画を作成する。探鉱活動から生じる環境被害の影響を、年間環境保護計画報告書

に記載し、郡または区の長及び環境検査庁に報告する。同報告には、環境保護のために取ら

れた施策、作業に使用した機械・技術及び環境保護計画改訂案を含むものとする。保護計画

改訂は、郡または区の長の承認を要する。環境保護の責任を確実にするため、探鉱権保有者

は特定年度の環境保護予算の 50％を、郡または区の長が開設する特別勘定に預託しなけれ

ばならない。 

 

2) 採掘権者の義務 

 

 採掘権取得に際し、環境影響評価及び環境保護計画を用意しなければならない。 

 環境影響評価は、提案される鉱業活動から生じる健康、環境への悪影響を特定し、その回

避及び最小化する措置を含むものとする。環境保護計画は、採掘活動による環境への負荷が

最小となることを確実にする措置を含むものとし、大気・水・人間・動植物を採掘活動の悪

影響から保護する包括的措置を定めるものとする。環境保護計画は、他に下記事項を含まね

ばならない。 

 

・ 有害物質の貯蔵・管理 

・ 地表水、地下水の保護、利用、管理 

・ 尾鉱堆積の堰の建設、採掘地域の安全確保 

・ 埋め立て措置 

・ 採掘作業の形態に応じたその他適切な措置 

 

 環境影響評価及び環境保護計画は、自然環境観光省へ提出せねばならない。採掘権者は、

環境影響評価及び環境保護計画の承認後、直ちにその書類のコピーを県及び郡または区の長、

地方環境検査庁に提出しなければならない。採掘活動の拡張から生じる環境被害の影響を年

間環境保護計画報告書に記載し、郡または区の長及び環境検査庁に報告する。同報告には、

環境保護のために取られた施策、作業に使用した機械・技術及び環境保護計画改訂案を含む

ものとする。保護計画改訂は、郡または区の長の承認を要する。環境保護の責任を確実にす

るため、探鉱権保有者は特定年度の環境保護予算の 50％を、郡または区の長が開設する特

別勘定に預託しなければならない。 

 環境所管の省は、環境影響評価、環境保護計画及びそれらの改訂計画の受領後 30 日以内

に内容を審査し、採掘権保有者に決定を通知する。 

 

1-1-7. 地方行政機関との関係 

 

 鉱業権者は鉱山開発、雇用創出、環境保護、採掘、インフラ整備等の課題について、地方

行政機関と協力して公聴会を開催、協議し協定を締結するものとする。市民は、鉱業権者の

活動を公的に監視するための代表者を選出する。 
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1-1-8. 雇用条件 

 

 鉱業権者は、モンゴル国民を雇用する義務がある。被雇用者の 10％は外国人であっても

よい。この制限を越える場合は、1 名につき最低賃金月額の 10 倍を郡または区に納付しな

ければならない。 

 

1-1-9. 健康及び安全基準の確保 

 

 鉱業権者は法及び規則に従い、郡または区の住民の労働衛生・安全確保に努めなければな

らない。 

 

1-1-10. 閉山条件 

 

 鉱業権者は閉山に先立ち、規則に従い準備措置を採らなければならない。少なくとも、閉

山 1年前までに専門検査庁に対し、全部または一部を閉山する旨を書簡により通知するとと

もに、以下の措置を実行する。 

・鉱山地域の安全利用及び環境の回復を確保のため、必要なすべての措置 

・危険である場合は、予防措置 

・地方行政局または専門検査庁の許可ある場合を除き、採掘地域からの機械、設備、その他

資産を除去 

・採掘活動により生じた危険または潜在的危険区域を示す適当なスケールの詳細地図の作成 

・危険または潜在的危険区域における、所要の警告、標識を設置 

 なお地図は、専門検査庁及び地方の首長に提出するものとする。 

 

1-1-11. 宝石及び貴金属の登録と販売 

 

 鉱業権者により抽出されたすべての宝石及び貴金属は、国家分析検査庁で分析し、登録さ

れる。宝石及び貴重金属の分析、登録の規則及びそれに従う貴金属及び宝石のリストは、政

府により承認される。モンゴル銀行(中央銀行)が宝石及び貴金属を購入する場合、国際市場

価格を支払う。鉱業権者は、モンゴル銀行経由で宝石及び貴金属を輸出できる。400g 以上

の金塊またはそれ以下でも独特の形態をしたもの、もしくは色及び形態をした宝石は、特別

価格でモンゴル銀行の国庫基金に売却されなければならない。 

 

1-1-12. ロイヤルティ 

 

 採掘権者は、製品の販売価額に基づき、ロイヤルティを中央及び地方の税務当局に支払う。

販売価額の決定は以下のとおり。 

 

・輸出製品については、定期的に公表される国際市場価格または国際貿易慣行により決定さ

れた製品または類似製品の平均月額 

・国内市場で販売または使用された製品については、特定または同種の製品にかかる国内市

場価格に基づく額 

・国際または国内市場で販売された製品で市場価格を決定することが困難な場合は、製品販

売から生じる利益に基づく額 

 

 ロイヤルティは、国内で販売される燃料炭及び一般鉱物については販売価額の 2.5％、そ

の他の鉱物は 5％。 

 探鉱権者は、探鉱から生じた鉱物の形態及び品位を専門検査庁に登録しなければならない

が、販売した場合は採掘権者と同様にロイヤルティを支払わなければならない。 

 採掘権者は採掘、販売、船積み、使用された製品の量、全販売価額、評価ベースを示す四半

期報告を専門検査庁に提出する。報告は所定の様式によるものとし、公証人の公証を受ける。 
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 政府は、輸出産品の販売価額を計算するため、商品取引所価格のリストを公表する。 

 

1-1-13. 情報及びレポートの提出 

 

 鉱業者は、下記の情報及びレポートを正確に準備し、専門検査庁及び政府機関に提出す

る。 

 

・探鉱活動計画：ライセンス取得後 30 日以内 

・所定様式による年間探鉱活動報告、その後 30 日以内に前年の探査・探鉱活動の詳細報告 

・安全に関する年次報告 

・環境保護計画実施報告 

 探鉱権者は所定の様式により、政府機関に埋蔵量レポート、探査・探鉱結果報告 

 

 採掘権者は、政府機関に対し、以下の情報、レポートを提出する。 

 

・採掘権取得後、60 日以内に鉱床開発に関する FS レポート 

・毎年 9月までに、所定様式による翌年の生産見込み 

・翌年 2月 15 日までに、所定の様式による活動計画年次計画、認定済み採掘作業の基礎指

標、採掘・地質図 

 

1-1-14. 権利の譲渡 

 

 探鉱権者は、権利を譲渡することができる。ただし、探査・探鉱にかかる原資料とレポ

ートが売却されていること及び法と規則に基づく税金が支払われている証拠を要する。 

 採掘権者は、権利を譲渡することができる。ただし、機械・設備及び書類が売却されてい

ること及び法と規則に基づく税金が支払われている証拠を要する。 

 権利譲渡は、所定の様式により、所定の付属書類を添付した申請が必要。 

 

1-1-15. 権利に対する質権設定 

 

 鉱業権者は、プロジェクトの操業・融資確保のために銀行またはノンバンク金融機関に鉱

業権の質権設定を行うことが出来る。質権設定は、探鉱作業結果、地質情報、FS レポート

など法律により質権設定が許容された資産とともに行われる。鉱業権者は、質権設定証書を

ライセンス証明書、申請書とともに政府機関に提出する。政府機関は、質権設定を登録しラ

イセンス証明書を質権設定者に返還する。 

 

 

1-2. その他 

 

1-2-1. ウラン及び原子力を巡る動き 

 

 モンゴルは、ウラン資源の潜在性が大きくロシア、中国、日本、フランス、カナダ、韓国、

インド等が関心を示している。ロシアは、既にモンゴル政府との間でウラン開発のための

Dornod Uran 社設立で合意している。またモンゴル政府は、ロシア、フランス、日本、イン

ドとの間でウラン開発に関する MOU を締結している。更に中国、韓国とも MOU 締結の気運に

ある。これまでモンゴルではウラン、原子力エネルギーにかかる法整備が進んでおらず、2007

年頃から各国に対し法整備での協力要請を行ってきた。2009 年春に放射性鉱物及び原子力

エネルギーにかかる国家政策が国会で承認され、同年 7月、漸く原子力エネルギー法が制定

され、原子力行政を所管する内閣直属の原子力庁、ウラン開発における国家権益を代表する

MonAtom 社が設立された。さらにモンゴルは、小規模原子力発電所を建設しようと考えてい

るが、原子力エネルギー法の規定が極めて国家主義的なため、外国投資家にとって魅力が少
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なく、評判が極めて悪い。モンゴル国内においても、一部を除き評判が悪い。早晩、改定を

余儀なくされるだろうとの見方があるうえ、開発には時間を要するだろうという見方が多い。

原子力エネルギー法が厳しいものになったのは、米国企業が採掘権を有していた石油鉱区が

Petro China に売却され開発が中国主導になったこと、またカナダ企業が保有していたウラ

ンの鉱業権が中国企業に売却されたことが重なり、モンゴル経済の実質的な中国支配をなん

とか避けたいとの政治的思惑によるものと思われている。このため、開発については政府参

入が強化されたほか、権利移転は禁止されている。モンゴル政府は、基本的にロシア及び日

本との共同で開発したいとの意向がある模様である。日本企業にとっては、法律の基づく制

約の中、モンゴル政府の意向とプロジェクトの採算性確保及びリスクをどう調和させること

ができるかが課題とみられる。 

 

1-2-2. 原子力エネルギー法 

 

 原子力エネルギー法(2009 年 7 月 16 日制定)の概要は、以下のとおりである。この他、ラ

イセンス取得要件、維持要件、没収要件等の詳細規定がある。添付の法文を参照されたい。 

 

1) 原子力エネルギー法の目的 

 

 核及び放射能から国民・社会・環境の保護を確保し、平和目的のために放射性物質及び核

エネルギーの採掘を規制することを目的とする。 

 

2) 放射性鉱物の所有権と採掘に関する国家の参加 

 

 放射性鉱物の所有権は、国家に帰属する。国家資金により探鉱及び埋蔵量が確定された放

射性鉱物鉱床については、国家は採掘会社株式の 51％以上を無償で直接所有できる。放射

性鉱物の特別探鉱権を有する企業が、国家資金を使うことなく、探鉱及び埋蔵量を確定した

場合は、国家は同企業株式の 34％以上を無償で直接所有できる。上記 51％、34％を越える

比率で国家が採掘企業株式を所有する場合は、モンゴル議会が投資規模等を勘案して決定す

る。 

 

3) 戦略的重要鉱床 

 

 放射性鉱物鉱床は、規模の如何に拘らず、戦略的重要鉱床と分類される。 

 

4) 原子力委員会 

 

 採掘企業の株主総会、取締役会等の決定で、以下の事項に係るものは、原子力委員会の承

認を得ねばならない。 

 

・株式の 5％以上の売却、贈与、担保、移転等 

・既存株式の 5％以上の新株発行、転換社債の発行、増資等 

・企業の合併、分割 

 

5) 特別ライセンス 

 

 核施設の建設、核物質の所有、使用、販売、輸出入、輸送、廃棄物の埋設、放射性鉱物の

探査、探鉱、採掘その他については、国家行政機関から特別ライセンスが付与される。 

 ライセンスは、モンゴル法人で納税を行っている法人に付与され、財務能力、経験、環境

評価等多くの条件が課せられる。 
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6) 特別ライセンス期間 

 

 探鉱権は、当初 3年(申請により、3年延長可)、採掘権は当初 20 年(申請により、20 年ま

で延長可)付与される。 

 

7) 特別ライセンス移転の禁止 

 

 特別ライセンスの第 3者への売却、贈与、担保化及び譲渡は禁止されている。 

 

8) 鉱床開発協定 

 

 国家行政機関は、採掘権特別ライセンス保持者とライセンス発行 60 日以内に鉱床開発協

定を締結する。 

 

9) 投資協定 

 

 鉱業権者は、探鉱・採掘活動を行うため安定的関係を求めて、投資協定の締結を申請で

きる。投資協定の期間は 10 年間(申請によりさらに 10 年間延長可)である。投資協定は、国

家行政機関と締結し、締結後、国家行政機関はモンゴル銀行(中央銀行)及び関係当局に通知

する。 

 

 

1-3. 税法 

 

1-3-1. 鉱物資源に関する税制 

 

表 1. 鉱業関連税率 

 2002 2003 2004-2005 2006 Since 2007 

Corporate Income Tax  15％ and 40％  15％  30％  15％   25％  10％  25％  

Customs duties  5％ 0％ 5％ 

Royalty  2.5％ 2.5％  and  5％ 

VAT  0％ 10％ 

Export tax on minerals 

(gold copper etc) 

10％ 0％ 

 

1-3-2. 税形態 

 

 税は、税形態別に分類され、一般税法及び特別税法により規定される。 

 

 国税は以下のとおり。(以下、一般税法第 7条より) 

 

  7.3.1. 法人所得税 

  7.3.2. 関税 

  7.3.3. 付加価値税 

  7.3.4. 物品税 

  7.3.5. 石油・ディーゼル油税 

  7.3.6. ロイヤルティ 

  7.3.7. 超過利潤税 

  7.3.8. 鉱物資源探鉱・採掘ライセンスフィー 
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地方税(第 7条 4項)は以下のとおり。 

 

  7.4.1. 個人所得税 

  7.4.2. 個人事業税 

  7.4.3. 固定資産税 

  7.4.4. 印紙税 

  7.4.5. 水及び湧水、井戸水税 

  7.4.6. 自動車税 

  7.4.7. 鉱物資源以外の自然資源利用許可料; 

  7.4.8. 自然植物利用税 

  7.4.9. 一般鉱物利用税 

  7.4.10. 狩猟税、許可費用  

  7.4.11. 土地税 

  7.4.12. 木材利用、木材燃料利用税  

  7.4.13. 銃器税 

  7.4.14. 首都税 

  7.4.15. 犬税 

  7.4.16. 相続税、贈与税 

 

 モンゴルは、1990 年代から市場経済に沿った制度の新設に努めてきた。世銀の調査によ

ると、GDP に占める税収入の割合が 1999 年に 19.59％であったものが、2005 年には 31％に

増加した。 

 2006 年 6 月、モンゴル議会は、法人所得税、個人所得税、付加価値税(VAT)、物品税を 

改正した。税制度を他国と比べて競争的にすること、雇用創設のために企業の負担を減らす

こと、インフォーマル経済の減少を図るという税制度の枠組みの中で、国内投資家との差別

規定を除去すること、VAT 免税等の歪みを取り除くために実施したものである。 

 新しい法人所得税法(Law of Mongolia on Economic Entity Income Tax, Jane 29,2006)

では、最低税率を 15％から 10％へ、最高税率を 30％から 25％へ各々引き下げた。そして、

最高税率の基準を 100 百万トグログ(以下 MNT で表記)から 30 億 MNT に引き上げた。これに

より、法人税納税者の 99％がフラットな税環境下に置かれることになった。加えて、新法

人所得税法は、より一層の適法な事業支出の控除、投資税額控除、損失繰り延べ、新事業及

び一時的な困難に遭遇した企業の支援、差別的な控除または免税措置の廃止、内外投資家の

Playing Field の同一化を規定し、法律を最善の国際慣行に近付けたと説明されている。 

 

1-3-3. その他法人所得税率 

 

配当所得:10％ 

ロイヤルティ所得：10％ 

クイズ、ロッタリー、ギャンブル：40％ 

官能本、官能刊行物、ビデオレコーディングの販売、レンタル、官能演技サービスからの所

得：40％ 

固定資産の販売所得：2％ 

利子所得：10％ 

権利販売所得：30％ 

外国企業の支店による海外利益送金の場合の譲渡所得：20％ 

モンゴル非居住者の下記所得は 20％の課税 

  ・モンゴル登録、創業企業からの配当所得 

  ・貸付金利子、保証発行にかかる保証料 

  ・ロイヤルティ所得、ファイナンスリースの利子、管理費用の支払い、賃貸料、有形、

無形資産リースからの所得 

  ・モンゴルで販売された財、なされた仕事、提供されたサービスからの所得 
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1-3-4. 免税措置 

 

  ・国債利子 

  ・モンゴル非居住者で、モンゴル国内で操業する石油産業における生産分与契約から

生じる所得 

 

1-3-5. 減税措置 

 

 下記の植物・生産物の生産企業の収入：50％の減税 

  ・穀物、ポテト、野菜、牛乳、フルーツ・ベリー、家畜飼料作物 

  ・モンゴルの優先部門での投資＊：10％の投資減税 

  ・新規生産、サービス、既存生産の拡張、修理、既存サービスの拡張、改善のための償

却可能資産への投資。投資減税額が該年度での全税額より大きい場合、超過額は利

益の出る連続 3年間、適用できる。 

  ・減税措置は 2重課税防止条約に基づき、外国で税を支払った企業 

  ・損失の繰り延べ損失は 2年間繰り延べできる。損失控除の年間額は、課税年の課税所

得の 50％を越えることはできない。 

 

1-3-6. その他 

 

 新個人所得税法では、従来は 10、20、30％の 3層に分かれていた税率を 10％に統一した。

また、課税所得にかかる控除を 48,000MNT から 84,000MNT に引き上げ、人口の 30％を占め

る貧困層及び低所得層の 1/3 に対して課税を免除した。併せて、納税者の負担軽減のため、

8種類の税率を 4種類に減らし、個人事業者の事業費用の控除額を増やした。また、脱税を

防止するため、フリンジベネフィットを定義し、課税所得に含ませたほか、関係先との取引

を規制することにより、法律を最良の国際慣行に近付けた。 

 

1-3-7. 付加価値税 

 

 新付加価値税(VAT)法では、付加価値税率を 15％から 10％に引き下げ、歪みを是正する

ために、免税措置の多くを削減した。残された免税措置は、技術輸入、設備、材料、原材料、

部品、ガソリン、ディーゼル燃料が対象である。ガソリン、ディーゼル油は政府と生産分与

協定下でなされる石油生産を奨励する目的がある。付加価値税の免税は、ガス燃料、その容

器、特別目的設備、機械、付属品にも適用される。これらの品目は政府により承認される。 

 

1-3-8. 物品税 

 

 下記品目の製品に関しては物品税が課される。 

 

  ・アルコール原料、酒類、ワイン、ビール、タバコ類、軽油、ガソリン 

 

 新物品税は、ゲーム機器に月ごとに課税する。また、輸入車への課税方式を変更するとと

もに、大気を汚染する旧式の車両の輸入を抑えるため、税額を引き上げた。アルコール製品

の税率も引き上げた。 

 

1-3-9. 関税 

 

 関税には輸入税、物品税、輸出税の 3種がある。2002 年から輸入税率を 5％に統一した。

例外は下記輸入品で、輸入税が免税になる。 
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  ・純血種の馬、牛、豚、羊、ヤギ 

  ・情報処理自動機械や情報をコード化して書き込む機械等、それらの部品や器具 

  ・ダイオード、トランジスターやそれらの類似機械、光感知器、半導体、モジュール等 

  ・電子完全デバイスや電子マイクロデバイス 

  ・病院や手術用、歯科医、獣医専用の機械設備や器具、視力測定器 

  ・病院や手術用、歯科医、獣医専用のレントゲン、アルファやベータ、ガンマの放射線

機械、診察用の台や椅子、モニター等 

 

 下記に関しては輸入禁止である。 

 

  ・80％及びそれ以上の無変性エチル・アルコール 

  ・変性エチル・アルコールやその他のアルコール 

  ・80％以下の無変性エチル・アルコール 

 

 下記食料品に関しては毎年 8月 1日～4月 1日の期間は 15％、その他の時期は 5％の季節

輸入税が課される。 

 

  ・ジャガイモ     ・タマネギ 

  ・キャベツ      ・ニンジン 

  ・黄色かぶ      ・小麦粉 

 

 カシミア、キャメルウールの原材料、ヤギの皮、木材、金属及びアルミ廃棄物及びスクラ

ップについて、制限的に輸出税を課している。 

 

1-3-10. 超過利潤税法 

 

 2006 年 5 月、金や銅の価格急騰による利益に対する“超過利潤税”に関する法律を制定

した。超過利潤税とは、市場価格が金は 500US$/oz、銅は 2,600US$/t を超える場合、超過

分に対し売上高の 68％に相当する税金を納めるもの。 

  ・ 目的は、製品の価格上昇による超過利潤に対する税賦課及び収入の特別ファンドへ

の繰り入れである。 

 

 納税者は、金の場合は鉱物資源、製品を販売する個人及び法人である。銅の場合は、モン

ゴル国内で鉱業を営み、銅鉱石及び銅精鉱を販売する個人及び法人が対象である。 

 利潤所得税額については、銅の場合、ロンドン金属取引所の銅価格より銅鉱石及び銅精鉱

にかかる鉱山・生産コスト及び 100％の利潤金額を基礎価格として、これを控除した上で決

定される。金の場合、ロンドン市場の 1oz あたりの金価格より 500US$を控除した上で、決

定される。銅にかかる課税所得の決定に使われる基礎価格は、銅 2,600US$/t。課税される

所得税率は、68％である。 

 この法律は、鉱業分野の事業者から大きな批判を受けている。2008 年は金 538 億 MNT、

銅 3,095 億 MNT の超過利潤税をモンゴル開発基金に納める予定であったが、2008 年 5 月現

在の納入額は銅 1,020 億 MNT、金 53 億 MNT であった。超過利潤税は 2011 年 1 月 1 日から

廃止になる。 
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1-4. 外国投資法 

 

1-4-1. 基本理念 

 

 外資導入政策は、自由貿易を標榜したものでかなりリベラルである。政府は、 1990 年代

の政治・経済体制の改革以来、経済の対外開放を進め、雇用創出、技術移転等を進めるため、

外国直接投資を促進する政策を進めている。 

 市場化経済促進を目的として、1990年に外国投資法(1993、1998、2002、2008年に改正)

が採択されたが、同法は、外国投資を奨励し、モンゴルにおける外国投資家の権利及び財産

を保護し、並びに外国投資に関する諸事項を規定したものである。 

 外国投資家は、法律で禁止されたものを除き、すべての生産及びサービス分野において、

いかなる事業でも行うことができる。100％外国資本も可能であるし、投資(有形・無形を問

わず)の 25％以上が外国資本による場合には外国投資とみなされる。外国投資家の利益及び

配当､資産の売却代金の本国への送金は自由である。 

 憲法では外国直接投資を保護し、外国投資法はその他の補完的な法律・規則及び遵守義務

のある国際条約・協定※とともに、外国投資の国有化を禁止している。外国投資家の資本・

資産を不法に収容することも禁止している。外国投資家は、資産と資本を所有・利用する権

利について、国内投資家と同等の扱いを受ける。 
 ※(1) 1997年にWTOに加盟国 

  (2) 1996 年の投資紛争解決にかかるワシントン条約締結国 

  (3) 1999 年に 1985 年ソウル協約に参加 

  (4) 世銀グループの MIGA(Multilateral Investment Guarantee Agency)に加盟 

  (5) 39 か国と相互投資促進・保護条約を締結 

  (6) 34 か国と二重課税防止条約を締結。日本とは未締結であり、協議を継続している。 

 

 外国投資の窓口となる機関は、外国投資庁(Foreign Investment and Foreign Trade Agency, 

以下『FIFTA』)である(http://www.investmongolia.com/)。投資しようとする外国投資家の

手続きは、 FIFTA から始まる。外国投資家がモンゴル法人を設立しようとする際には、ま

ず外国投資庁で外国投資家証明書を受ける。外国投資の許可が下りたら､国家税務総局の登

記所にて法人登記を行う。 

 会社法によれば、会社には株式会社(open or joint stock company)と有限会社(closed or 

limited liability company)がある。会社設立時に必要な資本金は株式会社が 10百万MNT、

有限会社が 百万MNTである(外国投資会社の必要資本金は100,000US$相当MNTに引き上げさ

れた。2008年4月)。駐在員事務所の設立に関しても、FIFTA に申請する。事務所の設立許可

は当初 3 年間、その後は 2 年毎の延長となる。鉱業や会社資本に対する投資に関しては、

政府と安定協定(鉱業の場合は投資協定)を締結することが可能である。これにより、10 年、

15 年もしくは 30 年間、法人税等の直接税や輸入税の固定化が保証される。 

 また外国投資法によれば、外資法人は優先的にモンゴル人を雇用しなければならず、外国

人を雇用する場合は特別な資格や技能をもっていなければならないとされており、社会保

障・労働省の許可が必要である。モンゴルの物価、賃金が比較的安価であることが、外国か

らの投資利点の一つでもある。 

 モンゴルにおける外資政策は、外交貿易省が管轄する。外国投資受け入れ促進機関として、

外交貿易省傘下の外国投資庁がある。市場経済化以降、資源部門向け投資を中心に各年、外

国投資が流入している。1990 年の外国投資法は、投資家にとって自由で形式的には魅力的

であったが、2006 年になり逆行する動きが出た。 

 一つは外資優遇措置の削減※であり、優遇措置の削減は国内企業にとって優遇は不公平と

いう議論がある一方、国家経済への外資の意義が過小評価されたものである。 

 二つ目に、鉱物資源法のところで述べた戦略的重要鉱床にかかる権益の政府所有の拡大で

ある。 

 三つ目は 2008 年に施行された外資企業の資産規制であり、外資企業の資産はこれまでの

1万 US$以上から 10 万 US$以上に引き上げられた。外資企業の要件は外資による 25％以上の
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出資であるため、企業を新規に設立する場合、少なくとも外資が 25,000US$、モンゴル資本

が 75,000US$必要となり、外資導入促進及び創業支援、雇用支援の観点から批判が強い。法

改正の背景は、中国企業及び韓国企業による小資本企業を設立を抑えるために導入されたも

のである。 

 
 ※：法人所得税法改正(2006 年 6 月 29 日)により、以下の恩典が廃止された。 

 発電、送電線、通信、道路、鉄道、設計・建設、通信ネットワークへの投資については 10 年間の免税及び以降 5 年間

税が半額。石油、石炭、金属、化学、機械、電機部門への投資については 5 年間の免税及び以降 5 年間税が半額とな

る。その他分野では、生産額の 50％以上を輸出する外国企業は 3 年間免税及び以降 5 年間、税が半額となる。 

 基本的に外資政策は、開放体制である。国内資本と技術資源が不足しているので、外資を梃子にする基本方針は変

わっていない。外務省はこれまで以上に、経済外交を強める政策をしようしている。自国の安全保障上からも、日本、韓国、

米国等を対象する第 3 隣国政策(The Third Neighbor Policy)を標榜している。特に日本とは、経済連携協定の交渉入

りに意欲的である。現在、どの国とも FTA、EPA 締結実績はなく、日本との EPA 交渉の付随的効果として、モンゴルの投

資環境が改善することを期待している。今年は、投資環境改善に努力する年とされ、外国投資受け入れ促進のための

One Stop Service, 緊密な既存外国投資企業との情報交換が行動目標になっている。 

 

1-4-2. 外国投資法の概要 

 

投資保護 

 

 外国投資法第 2章第 8条により、外国投資に関し次の保障を与えている。 

  1) 外国投資は、憲法、外国投資法及びその他の法律、モンゴルが加盟する国際条約に

よって法的保証を与えられている。 

  2) 外国投資は、不法に接収されない。(2002 年 1 月 3 日に国有化という表現がこの条

文から削除された。) 

  3) 外国投資家による投資は、公的目的によってのみ、かつ無差別、完全補償、適切な

法手続きによってのみ接収される。 

  4) モンゴルが加盟する国際条約に規定されている場合を除き、補償金額は接収時或い

は接収公告時の接収資産の価額により決定される。補償は、遅滞なく支払われるも

のとする。 

  5) 非常事態或いは戦争により外国投資家が被った損失は、モンゴルの投資家が被った

損失と同等に扱われる。 

 

1-4-3. 外国投資企業の定義 

 

 外国投資企業の定義は、モンゴルの立法に従って設立された企業であって、権益の 25 ％

以上が外国投資家の投資をもって構成されるもので、その資産額が 100 千 US$、または MNT

同等額であるものをいう。(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律により再編、2008 年 5 月 29

日付法律により修正。) 

 2 百万 US$以上またはそれに相当する MNT で、投資プロジェクトを実施することを希望す

る投資家から要請がある場合には、モンゴル政府により承認された租税政策問題を所掌する

閣僚は、投資家との間で、事業活動を遂行するための安定的環境の法的保証としての安定性

に関する取決めに署名することができる。 

 

1-4-4. 安定化協定 

 

 2 百万 US$以上またはそれに相当するモンゴル通貨で投資を行う外国投資家は、財務大臣

に対して事業活動の安定的環境の法的保証を求めて安定協定(Stability Agreement)締結の

申請を行うことができる(外資法第 19 条 1 項)。 

 安定協定は、一定期間中の課税条件を安定化させるものである(同条 2項)。 

 投資額が 2百万 US$以上 10 百万 US$未満の場合は有効期間 10 年、10 百万 US$以上の場合

は 15 年とされる(同条 3項)。 
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 財務大臣は、申請書を受け取った日から 14 日以内に申請書と協定案を審査する。変更の

必要があれば、その旨を 7事業日以内に申請人に通知する。問題がなければ申請人との間で

安定協定を締結する(同条 2項)。 

 初期投資額が 2～10 百万 US$または MNT 相当額の場合は、安定協定の期間は 10 年、50 百

万 US$または MNT 相当額を超えるときは、15 年である。(2008 年 5 月 29 日付法律により修

正された。) 

 

1-4-5. 外国投資の形態 

 

 外国投資は、次の方法で行われる。 

 

  1) 全額外資の事業体の設立(2008 年 5 月 29 日付法律により改正された。) 

  2) モンゴル投資家との合弁事業体の設立 

  3) 外国投資家がモンゴルの法令に基づいてモンゴルの事業体の株式、持ち分その他証

券を購入することによる直接投資を行うもの 

   (この号は、2002 年 1 月 3 日付法律によって文言を修正した。) 

  4) 天然資源を開発し及び加工するために、法令に基づく権利、コンセッション及び生

産物分与契約を取得することによるもの 

   (この号は、2002 年 1 月 3 日付法律によって文言を修正した。) 

  5) マーケティング及びマネジメントのための契約を締結することによるもの 

  6) ファイナンシャル・リーシング及びフランチャイズを通じて投資を行うもの 

   (第 5、6 項は、2002 年 1 月 3日付法律によって追加された。) 

 

1-4-6. 株式またはその他証券 

 

 外国投資家は、法令に従い、国内において操業する、いかなる事業構成体の株式またはそ

の他証券を購入することができる。 

 

1-4-7. 外国投資家の権利及び義務 

 

 外国投資家は、次の権利を享受する。 

 

  1) 外国投資企業の権益に起因する投資の海外送金を含み財産を所有し、使用し及び処

分すること(この号は、2002 年 1 月 3日付法律によって改正された。) 

  2) 外国投資を伴う事業体を経営しまたはその事業体の経営に参加すること 

  3) 法令に従って他の者に権利及び義務を譲渡すること 

  4) 外国投資家に対して、投資の所有、使用及び処分に関して、国内投資家に対して与

えられる待遇よりも不利でない待遇を付与するものとする。 

   (この号は、2002 年 1 月 3 日付法律によって再編された。) 

  5) 法令によって確認されているその他権利 

 

1-4-8. 国民の雇用 

 

 外国投資企業は、第一にモンゴル国民を雇用するものとする。外国市民は、特別もしくは

高度の資質を要する職務のため雇用される。労働力の移入に関する問題は、モンゴルの関連

立法によって規律されるものとする。(この項は、2002 年 1 月 3日付、2008 年 5 月 29 日付

法律によって改正された。) 

 外国投資企業により雇用されるモンゴル市民にかかる労働及び社会保障の事項は、労働及

び社会保障に関するモンゴルの法令によって規定されるものとする。(この項は、2002 年 1

月 3日付、2008 年 5 月 29 日付法律によって改正された。) 
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 外国投資企業により雇用される外国市民は、モンゴルの法令に従って所得税を納付する義

務を負い、納税後には自己の所得を海外へ送金することができる。(この項は、2002 年 1 月

3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律によって修正された。) 

 

 

1-5. 外国投資貿易庁 

 

 外国投資貿易庁(FIFTA)は、以下の業務を行う 

 

  1) 外国からの投資にかかる政策、立法の実施 

  2) 外国からの投資増加の可能性を調査 

  3) 投資促進活動を組織 

  4) 投資家への適切な情報提供 

  5) 外国投資家へのプロジェクトの入札機会提供 

  6) 外国投資家への完全な”One-Stop Service”提供 

  7) 外国投資統計にかかる情報提供 

  8) 外国投資家または外国法人の支店の開設を許認可 

  9) 外国投資家にかかる事業会社または外国法人支店の法で定められた権利の一時的、

または完全な停止 

 

 FIFTA の”One-Stop-Service”は、事業会社の設立を希望する投資家に対する支援を提供

することを目的にしており、投資家がすべての登録手続きをすることができるよう、国内ネ

ットワークを提供する。 

 

  ・ 登録事前サービスを利用して、投資家は税、税関、労働及びその他事業許可機関で

ある政府当局代表から、専門的アドバイスと支援を受けることができる。 

  ・ 登録サービスは、投資家の申請に基づき、外国投資または駐在事務所の設立証明書

を発行する。 

  ・ 登録事後サービスは、投資家の次のステップを容易にするため、及び経営存続のた

めの支援を提供する。資本設備の輸入支援、投資家の居住許可のための ID カードの

発行、数次ビザの発行、官庁レベルで直面する問題への援助及び指導が含まれる。 
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図 3. 外国投資企業設立の 3ステップ 

 

 

1. どのような書

類を揃える必要が

あるか？ 

1.配布手引書類やパン

フレットを入手 

1.記入すべき申請用紙や

書類見本を国家登録庁か

ら受領。署名、口座開設、

資本金を準備する 

1.国家登録

Certificate を持って

行くとよい 

5.サービス提供機

関の住所、電話番

号、Fax、E メール、

ウェブサイト 

住所：UB-211238、Sambuu

通り、第 11 政府ビル、807

号室 

 

Tel：（976）11-326040、

314774 

Fax：（976）11-324076 

E-Mai： 

fifta@investmongolai.com

Website: 

www.investmongolia.com 

住所：スフバートル区、警察

通り、国家登録庁 

 

Tel：（976）11-350265,262794

Fax：（976）11-350258 

contact@registrationmongo

lia.com 

www.registrationmongolia.

com 

住所：スフバートル区、第

5 ホトー、“Mongol 

daatgal”Ⅰビル、1 階 

 

Tel：（976）11-323454、

（976）99876619 

Fax：（976）11-313873 

Website ：

www.todtamga.mn 

外国投資庁の投資・登録

サービス課 

国家税務庁傘下国家登録

庁 

印鑑製造所 どの機関から許可

や Certificate を

取得するか？ 

2. どれ位の期間

がかかるか？ 

2.書類受領から

Certificate 完成まで 

3-5 営業日 

2. 3-5 営業日で完成 2.金額に応じ希望する

期間で印鑑作成可能 

期間：30 分-7 日間 

3. どれ位の手数

料や代金を支払う

のか？ 

3.手数料-12,000MNT 3.手数料-10,000 MNT 3.代金： 

25,000-75,000 MNT 

 

4. どのような追

加サービスを受け

られるか？ 

4.投資法制、環境関連の

各種情報やアドバイス

を無料で提供。緊急応対

も可能 

4.税関連情報や相談を受

けられる 

4.希望によって、緊急

応対可能 
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1-6. 外資優遇制度 

 

1-6-1. 投資優遇措置 

 2008 年 3 月 5 日より戦略産業リストに掲げる部門への投資には、10％の投資税額控除が

与えられる。この税額控除は、優先分野における新規の生産・サービスの開始、または既存

の生産・サービスの拡張及び更新のための償却可能資産に対する投資に対して適用される。

なお、労働・社会保障に関する投資法第 24 条の規定により、外国投資にかかる事業会社及

び外国法人支店に雇用された外国市民はモンゴル法に従い、所得税を納める義務がある。ま

た税金を支払った後、所得を海外に移転できる。 

 さらに、FIFTA は、外国投資家に ID カードを発給する。ID カードは外国投資家が、数次

入国ビザと居住許可を得るために必要である。外国投資企業及び駐在事務所の国内・外国社

員を管理するためにも必要である。しかし、企業が外国人を雇用する契約は、労働保障・サ

ービス庁の管掌となる。 

 

1-6-2. 政府の投資奨励施策及び戦略産業リスト 

 

表 2. 戦略産業リスト 

分野 章 投資、拡張、改良する分野のリスト 

農牧業 

A.01 0161 農業支援取り組み/農地への水供給システムにかかる機械類 

工業 

C.19 1920 石油製品の生産/石炭を直接及び間接的手段で精製し、液体燃料の製造

C.19 1920 
石油製品の生産/石油を精製し、ガスやガソリン、その他付属産品の製

造 

C.24 2410 
鉄鋼生産/鉄鉱石や鉄を利用して、鉄筋、道路用の鉄筋、配管、針金等

の製造/ 

C.19 1910 
コークス加工品/石炭から気体や半コークス、コークス、樹脂、その他

付属産品の製造、コークス燃料の製造 

C.20 2029 化学製品の生産/皮なめしに使われるオイルの生産 

C.24 2431 鉄やスチールの工場/鋳鉄・鉄鋼製品製造 

電力・ガス製造・公共施設・建設 

D.35 3510 
電力生産、配電作業/水力発電所、火力発電所及び高圧発電機の組み立

て、その機具類 

D.35 3520 ガス生産、その配給(ガスの供給、配給、輸送、販売活動) 

D.35 3510 
電力生産、配電作業/地方の各郡に安定した電力を提供。太陽光発電、

風力発電等の近代的技術を利用したサブステーションの設置 

D.35 3530 
蒸気や空調関連設備・サービス/蒸気製造、集中型暖房供給源やインフ

ラ配管関連施設の建設及び増設に必要な機械設備 

A.36 3600 
水の蓄えや洗浄活動/飲料用水や工場用水の源施設及びそのインフラ配

管の建設や増設/ 

E.37 3700 
廃水の蓄え、洗浄活動/都市や集落地区での最新技術を採用した、環境

に配慮した廃水処理施設やそのインフラ配管の建設及び増設 

E.38 382 
廃棄物の収集、衛生処理、リサイクル活動/ごみ処理、再生、焼却する

ための近代的機器所有工場の建設 

観光 

F.41 4100 建築活動/国際基準を満たした、複合旅行サービスセンターの建設 

F.41 4100 
建築活動/国際基準を満たした 400 人以上の大規模会議が可能なコンフ

ァレンスルームを有する四つ星あるいはそれ以上の級のホテル建設 

健康、体育 

Q.86 8610 治療活動/病院用近代的診療機械 
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教育、科学 

P.85 852 
機械技術に関する中等教育を与える取り組み/専門教育機関にエンジニ

ア・技術の授業用実験設備、その他近代的機械設備を設置 

G.46 465 

専門的、科学的、技術的活動におけるその他の取り組み/科学調査を行

うための近代的機械及び部品、実験用機械設備、ハイテクノロジーの導

入 

情報・通信 

C.26 2620 コンピューターやその付属機械設備などの部品製造用機械 

J.61 6110 
有線通信/新時代のインターネットを活用した効率的なネットワーク機

械設備 

J.61 6120 

無線通信/都市や郡、集落地区、国境、国道沿いの無線通信用機器、サ

ブステーション、その充電･電池、アンテナタワー、サブステーション

をメインセンターと繋ぐ中間施設の機械設備、光ファイバー、その増設

工事 

J.61 6130 
衛星通信/公共向けの全国放送のテレビやラジオ番組を放送することが

目的の衛星通信設備 

J.61 6190 
電話通信のその他の手段/国際間ルート、都市間、県内、郡内レベルで

のインターネット用設備装置 

J.62 6201 コンピューターやプラグラム処理活動/各種ソフトウェア製品 

軽工業 

C.13 1311 
紡毛糸の製造、糸を梳かす、伸ばす、紡績作業/紡績、巻きつけ、巻き

移し、色付け 

C.13 1312 
布地の生産/カシミヤやニット、布製等の各種生地製造に関わる機械設

備 

C.13 1313 
繊維製品の仕上げ段階の作業/織物、編物の仕上げ工程における機械設

備 

C.13 1322 
カーペットや絨毯生産/床用の編んだ敷物やカーペット、絨毯関連製品

の製造に関わる機械設備 

C.14 1430 
織物及び編物衣類の生産/織物及び編物で作られた衣服、またその他の

日用品等の製造に関わる機械設備 

C.15 1511 
皮や毛皮などの完全なめしや加工産業/皮や毛皮の最終加工において必

要とされる機械設備/ 

C.15 1520 靴製造/靴製造のための皮革加工機械設備 

 

1-6-3. 関税免除 

 

 2000 年以降、種々な目的での関税免除が設けられている。たとえば、モンゴルが加盟す

る国際協定、協力プログラムの下で輸入される機器や物資、ミレニアム道路プロジェクトで

輸入される重機、石炭・エネルギープロジェクトのために輸入される重機などである。 

 政府は、関税評議会の勧告(関税法第 4条及び第 6条)により、関税表に基づく税率の 50％

までを限度に、自由裁量で税率を引下げまたは引き上げができる。 

 

1-6-4. 輸出者に対する優遇 

 

 農産物を含む輸出品に対する直接補助金はない。輸出者は、物品税及び VAT は免除される。

生産品の 50％以上を輸出する外国投資企業は、当初 3 年間の法人所得税が免除になり、以

降 3年間は 50％免除となる。 

 さらに、FIFTA は外国投資家に ID カードを発給する。ID カードは外国投資家が、数次入

国ビザと居住許可を得るために必要である。外国投資企業及び駐在事務所の国内・外国社員

を管理するためにも必要である。しかし、企業が外国人を雇用する契約は、労働保障・サー

ビス庁の管掌となる。 
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1-7. 環境法 

 

1-7-1. 基本理念 

 

 環境法(Environmental Protection Law of Mongolia, March 30, 1995)の目的は、健康で

安全な環境のもとで生活する人権及び自然と調和した社会経済の発展、現在及び将来の世代

の保護、自然資源の適切な利用、利用可能資源の回復を保障するために、国家、市民、企業

と機関の関係を規定することにある。本法は、自然が不均衡に陥らないよう、次の資源を対

象に悪影響からの保護を行う。 

 

  1) 土地及び土壌 

  2) 地下資源及び鉱物 

  3) 水 

  4) 植物 

  5) 動物 

  6) 大気 

 

 市民は、環境悪化の影響を受けて身体、資産に損害を蒙った場合は、損害を責任を有する

者に対し損害賠償の訴えを提起できる。 

 国家は、健康で安全な環境の中で生活できる人権を確保するため、自然の均衡維持及び環

境への悪影響回避に努めねばならない。環境評価は、自然環境環境省により承認された認定

企業及び認定機関が実施する。国家行政機関は、環境観察ネットワーク(Environment 

Monitoring Network)を創設、維持しなければならない。 

 議会は、環境保護及び自然・資源の適切な利用、回復にかかる政策を策定する。政府は、

環境保護及び自然･資源資源の適切な利用計画の作成、実施すること、及び法律に基づく資

源の利用・輸入・輸出量の制約、政府行政機関・県・首都の首長の勧告により健康及び環境

に悪影響を与える生産その他活動の実施を禁止することができる。県、首都、群及び区につ

いても、管轄地域における環境保護の諸権利を有する。環境保護法に違反した場合には、刑

罰及び行政罰の対象となる。刑法罰の対象とならない場合は、以下の罰金が課される。 

 

  ・企業及び機関：50,000～100,000MNT 

  ・政府職員が環境保護予算を他目的に流用した場合：10,000～20,000 MNT。企業及び機

関が流用した場合は、75,000～150,000MNT 

  ・市民が法に定める要求に応じない場合：10,000～20,000MNT。企業及び機関の場合は、

150,000～200,000MNT 

 

1-7-2. 環境影響調査(EIA) 

 

 ”Law of Mongolia on Environmental Impact Assessment, January 22, 1998” 第 4条

の規定に基づき、自然資源を使用する新規プロジェクト、工業・サービス・建設にかかる既

存プロジェクトの改修・拡張は審査を受けなければならない。審査はプロジェクトの実施と

ともに、鉱業権、土地使用権の所有または取得の前になされる。県・首都・郡及び区の市民

代表会議、首長及び地方環境監察官は環境影響評価の実行を確認するものとする。プロジェ

クト実施者は、プロジェクト説明書、技術的・経済的 FS 調査、工程図、その他関連書類を

自然・環境を担当する中央官庁に審査をのために提出する。中央官庁は、専門能力・業務経

験を勘案し、環境影響評価専門家を任命し、専門家は 12 営業日以内に以下の結論を出す。 

 

  1) 詳細環境評価を行わないで、プロジェクトを実施 

  2) プロジェクト実施への特別条件付与 

  3) 詳細環境影響評価の実施 

  4) プロジェクトを却下 



 - 23 - 

 

 上記(3)の詳細環境評価を要求する場合は、本法 9条の規定により認定を受けた企業が実

施する。詳細環境評価に含まれる事項は本法で特定されている。 

 プロジェクト実施者は、詳細環境評価の勧告・結論を実施するために、環境保護計画及び

環境モニタリング計画を作成しなければならない。詳細及び手続きは本法に記載されている。 

 詳細環境評価に従うプロジェクトが、住民の健康または環境に損害を与えた場合は、環境

評価が再審査される。 

 法律違反については、違反程度に応じて刑法罰、行政罰の対象となる。 

 

1-7-3. 環境基準(規制)値(大気、水質、騒音) 

 

表 3. 大気(室外)の汚染許容基準 

 測定平均期間 測定単位 許容基準 

化学的な影響 

 

二酸化硫黄(SO2)
 ※ 

 

10 分の平均 

20 分の平均 

24 時間の平均 

年間の平均 

 

mg/m3 

500 

450 

20 

10 

 

ー酸化炭素(CO) ※ 

 

30 分の平均 

1 時間の平均 

8 時間の平均 

mg/m3 60000 

30000 

10,000 

二酸化窒素(NO2)
 ※ 

 

20 分の平均 

24 時間の平均 

年間の平均 

mg/m3 85 

40 

30 

オゾン(O3)
 ※ 8 時間の平均 mg/m3 100 

埃(測定できる全ての物体) ※ 

 

30 分の平均 

24 時間の平均 

年間平均 

mg/m3 500 

150 

100 

大粒の埃(PM10) ※ 

 

24 時間の平均 

年間平均 

mg/m3 100 

50 

細粒の埃(PM2.5) ※ 

 

24 時間の平均 

年間平均 

mg/m3 50 

25 

鉛(Pb)※ 

 

24 時間の平均 

年間平均 

mg/m3 1 

0.5 

ベンゾ(a)ピリン(C20H12)
 ※ 24 時間の平均 mg/m3 0.001 

物理的な影響 

騒音※ 

 昼(07 時～23 時) 

 夜(23 時～07 時) 

 

16 時間の平均 

8 時間の平均 

 

dB 音圧 

 

60 

45 

説明； ※ 室内空気の質の基準数値として利用される。 

 

表 4. 室内空気の汚染許容基準 

 測定平均期間 測定単位 許容基準 

二酸化炭素(CO2) 24 時間の平均 mg/m3 1800 

ラドン(Rn) 24 時間の平均 mSv/m3 0.005 

ホルムアルデヒド  (CH2O) 24 時間の平均 mg/m3 0.3 

空気酸化質 24 時間の平均 mg/m3 4000～6000 
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表 5. 室内空気の物理的な基準数値 

 測定条件 測定単位 許容できる基準 

気温 平均的な測定 気温 18～22 

風速 平均的な測定 m/s 0.2～0.4 

相対湿度 平均的な測定 ％ 30～60 

照明 

 人間が通常存在する場合 

 人間が通常に存在しない場合 

 

平均的な測定 

ルクス  

150～300 

50～150 

夏季；室内気温は室外気温より 3℃以上になってはならない。 

 

 

表 6. 水質指標及びその基本条件(国家基準・測定センター：MNS 4586：1998) 

No. 物質名 単位 基準値 

1 pH 値  6.5～8.5 以下 

2 酸素 O2 mg-O/ℓ 6.4 以上 

3 生化学的必要酸素 mg-O/ℓ 3 以下 

4 化学必須酸素‐Mn mg-O/ℓ 10 以下 

5 アンモニウム態窒素 NH4-N mg-N/ℓ 0.5 以下 

6 亜硝酸態窒素 NO2-N mg-N/ℓ 0.02 以下 

7 硝酸態窒素 NO3-N mg-N/ℓ 9.0 以下 

8 リン酸態リン PO4-P mg-R/ℓ 0.1 以下 

9 塩素イオン CI mg/ℓ 300 以下 

10 フッ素 F mg/ℓ 1.5 以下 

11 SO4 mg/ℓ 100 以下 

12 マンガン Mn mg/ℓ 0.1 以下 

13 ニッケル Ni mg/ℓ 0.01 以下 

14 銅 Cu mg/ℓ 0.01 以下 

15 モリブデン Mo mg/ℓ 0.25 以下 

16 カドミウム Cd mg/ℓ 0.005 以下 

17 コバルト Co mg/ℓ 0.01 以下 

18 鉛 Pb mg/ℓ 0.01 以下 

19 ヒ素 As mg/ℓ 0.01 以下 

20 クロム Cr mg/ℓ 0.05 以下 

21 六価クロム Cr6+ mg/ℓ 0.01 以下 

22 亜鉛 Zn mg/ℓ 0.01 以下 

23 水銀 Hg mg/ℓ 0.1 以下 

24 鉱油 mg/ℓ 0.05 以下 

25 フェノール類 mg/ℓ 0.001 以下 

26 界面活性剤 mg/ℓ 0.1 以下 

27 ベンゾピレン mg/ℓ 0.005 以下 

 

 



 - 25 - 

職場における騒音指標、その最大基準値(国家基準・測定センター：MNS 12.1.016-88) 

  1) 2.5 から 100.0kHz まで幾何学平均周波数をもつ 1/3 オクターブ地域にある音圧レ

ベル(デジベル)を職場の騒音の基準値とする。 

  2) 職場における音圧基準値は下表にて指定された値を超えてはいけない。 

 

表 7. 騒音及び労働安全に関する基本条件 

1/3 オクターブ地域の幾何学平均周波数 kHz 音圧レベル(デジベル) 

12.5 80 

16.0 90 

20.0 100 

25.0 105 

31.5-100.0 110 

 

 

1-7-4. 原子力及び放射性物質の処理・廃棄・埋設の基本条件 

 

 原子力エネルギー法第 42 条に規定がある。 

  1) 原子力及び放射性物質の処理・廃棄・埋設は、国際及び国家基準により実施する必

要 

  2) 埋設及び処理にあたっては、国家監理官の特別許可及び判断を得ずに行うことは禁

止 

  3) 放射性廃棄物の廃棄・埋設にあたっては、次の要件を満たさねばならない。 

   ・国際及び国内基準の厳密な遵守 

   ・国家監理官の統制の下で、関連当局の許可を受けての実施 

  4) 政府による原子力施設及び活動から生じる廃棄物管理に関する安全操業規則の承認 
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2. その他鉱業関連法 

 

2-1. 閉山法 

 

 鉱山の一時的及び完全閉山規則(2003 年 8 月国家専門検査庁規則 No.309) 

 閉山には、一時的閉山と完全閉山がある。鉱山地質、水文学、設備、経済条件等を変更し

た場合における、採掘作業の一時的停止が一時的閉山である。鉱山の汲み上げポンプ起動可

能な状態で、採掘現場・施設を採掘以外の営業目的で利用できるよう残すことを『ドライ方

式一時的閉山』、汲み上げポンプを撤去し採掘現場を水で満たしておくことを『ウェット方

式一時的閉山』という。採掘終了後、国家鉱物資源簿から削除され、採掘に関する作業を再

開しないで閉山することを完全閉山という。 

 鉱業権者が一時的もしくは完全閉山を行うには、少なくとも 1年前には国家専門検査庁に

必要書類を添えて通知する。国家専門検査庁は、閉山準備作業計画を承認する。準備作業実

施後、鉱業権者は閉山根拠を記した文書を作成し、地方知事、隣接鉱山・企業及び政府関係

当局へ閉山 2月前までに提出する。国家専門検査庁は地方知事、鉱業権者等を委員とする合

同委員会を設け、委員は閉山実施状況を現場でチェックし、閉山決定書を作成する。国家専

門検査庁は、閉山決定書を確認し、結論を出す。 

 

閉山申請の際の準備書類 

 

  ・鉱山作業の基本平面図 

  ・鉱区平面図、地質平面図、地質断面図 

  ・地層図面 

  ・環境保護対策実施・還元作業実施文書 

  ・鉱床、採掘、埋蔵量に関する図面 

  ・確定埋蔵量残存鉱量、確定鉱量、可採鉱量、採掘準備が整った可採鉱量 

  ・露天掘りの場合の階段部に残存している埋蔵量 

  ・岩石及び廃棄物堆積、有効混在物の量・位置を表す図面 

  ・地表施設、ポンプシステムの状況及び位置を示す図面 

  ・一時的閉山の採掘現場の状況、坑道の有無、採掘により生じた危険区域を示す図面 

 

坑道掘り鉱山閉山の際の実施対策(第 4 条) 

 

(4.1) 坑道掘り鉱山を閉山する際、下記の対策を実施する。 

(4.1.1) 閉山する際に、坑道掘りにより地表に発生した凹みを石で詰める。溝及び谷間、

土地が陥没する危険性のある場所を囲む防止柵を建設する。水を流す溝を掘る。 

(4.1.2) 立坑、45°以上の角度で掘られた斜坑口を完全に閉鎖する。2枚の鉄板もしくは

コンクリートで頑丈に閉鎖する。下段ふたを(坑道口から)基盤岩の 10cm 以下に

設置する。上段ふたを地表に合わせて閉鎖する。2つのふたの間を埋め込む。 

(4.1.3) 坑道口が地面に露出している 45°以下の角度で掘られた斜坑及び水平坑道の入

口から 4～6m のところで(坑内に)石もしくはコンクリートのふたを設置する。

本ふたまで外側から石を埋め込む。鉱山周辺に掘られた穴、割目を埋める。閉

められた坑道口の近辺に水を流す溝を掘る。 

(4.1.4) 鉱山をドライ方式一時的閉山した場合、閉山期間中、採掘現場及び採掘準備現

場を最低年 1 回、鉱業保安チームと共に調査し、必要に応じて固定材料を交換

するか補修する。 

(4.1.5) 鉱山をウェット方式一時的閉山及び完全閉山した場合、地方知事庁及び専門検

査庁が残置することを承認した以外の各種機械、装置、送水用パイプ、鉄道、

送電線及びその他のものを地表に運搬する。 
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(4.1.6) ウェット方式一時的閉山した採掘現場を、採掘以外の目的で利用もしくは採掘

再開する場合は、吸上げ作業後に残存している水が他の採掘現場へ流れ込むこ

との防止、岩石割目からの漏れによる土砂崩れ発生防止の対策を実施する。 

(4.2)  露天掘鉱山を閉山する際、下記の対策を実施する。 

(4.2.1) 一時的または完全閉山される鉱山の最上階段から 5m 毎に 2.5m 以上の土嚢か防

止柵を建設する。 

(4.2.2) 近辺道路に注意標識を設置する。 

 

その他(第 5条) 

 

(5.1) 地方知事庁は、一時的及び完全閉山された鉱山の採掘現場状況を検査する。 

(5.2) 鉱業権者は、一時的及び完全閉山する際に発生する全費用を負担する。 

 

 

2-2. 労働法  

 

2-2-1. 労働法(1990 年) 

 

 モンゴル労働法は、雇用契約、労働協約、団体交渉等に関する使用者・労働者の一般的権

利義務、労使紛争、労働条件、労務管理、労働法の監督、法律違反に関する罰則等について

規定している日本の労働法とは、異なる事項が多い。 

 

  1) 雇用契約(21 条) 

    雇用契約は書面による(24 条)。 

    雇用契約で定める基本項目(地位、役職、職務内容、基本給と職務給、労働条件)

が法定されている。 

 

  2) 独立契約(22 条) 

    使用者は、特殊な才能、技能を持った個人と独立契約を締結できる (独立契約の対

象職務については労働省が作成する) 。 

 

  3) 雇用契約に規定されていない業務への就労の禁止 

 

  4) 解雇保障(42 条) 

    法定の根拠に基づき雇用契約が終了した場合は、労働者の平均給与の少なくとも 1

か月に相当する額を支払わねばならない。 

 

  5) 社会保険(46 条) 

    使用者は、労働者に社会保険・健康保険に加入させねばならない。法の定めるとこ

ろにより、保険料を給与から毎月控除する。 

 

  6) 賃金(47 条) 

    賃金は、基本給、追加給、特別給及び特別賞与から構成され、少なくとも月 2回定

められた日に支払う(60 条の 1)、賃金は、時間給、日給または週給計算に基づく(60

条の 2)。 

 

  7) 最低賃金(48 条の 1) 

    最低賃金は、法律で定められる。 

 

  8) 労働時間(70 条) 
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    労働時間は、週 40 時間を越えてはならない。通常の労働日の労働時間は、8 時間

を越えてはならない。 

 

  9) 夜間労働時間(72 条) 

    現地時間午後 10 時から午前 6時までを夜間労働時間とする。 

 

  10)週休日(77 条) 

    土曜日、日曜日を公休日とする。労働者は祝祭日及び公休日に働くことに関し、使

用者と合意してもよい。(78 条の 2) 

 

  11) 基本年次休暇は 15 労働日とする。(79 条の 2) 

 

  12) 労働衛生安全基準の確立(82 条) 

    中央政府の労働問題担当機関と協力して関連法令を遵守し、労働安全衛生基準を定

める。 

 

  13) 女性の雇用(第 7章) 

    妊娠女性及び 3 歳未満の子供を持つ母親(単身の父親を含む)の解雇禁止(100 条)、

母親に対する 120 日間の出産休暇を与えなければならない。(104 条の 1) 

 

  14) 個別的労使紛争(125 条) 

    個別的労使紛争は、管轄区域の労働調停委員会または労働調停裁判所で解決される。 

 

  15) 集団的労使紛争 

    労働協約及び団体交渉では、解決不可能な問題につき集団的労使紛争の手続きを開

始できる(115 条)。集団的労使紛争は、仲裁人または労働仲裁裁判所で解決を図る

(116 条)。 

 

  16) ストライキ権の行使 

    労働者の代表は、法で定める場合に限り、ストライキを行う権利を有する(119 条)。 

 

2-2-2. 外国からの労働者及び専門家の受け入れ 

 

 労働者海外派遣及び海外からの労働者及び専門家の受け入れに関する法律(Law of 

Mongolia on sending labour force abroad and receiving labour force and specialista 

from abroad. April 12, 2001)で規定する。概要は以下のとおり。 

 

  1) 労働者及び専門家の受入協定にかかる一般条件(第 7条) 

 

    会社、組織及び市民は、外国法人と労働者及び専門家の受け入れにかかる協定を締

結できる。科学・教育・生産分野において先進的技術導入促進のため、高度な専門技

術を要する仕事、職業が対象となる。協定には以下が含まれなければならない。 

 

   ・ 受入機関名及び外国人の仕事 

   ・ 外国人の職業及び職場、雇用される外国人の数 

   ・ 外国人の健康要件 

   ・ 職業及び教育水準を証明する書類 

   ・ 協定の期限、解約条件 

   ・ 賃金額 

   ・ 作業の安全確保・健康、仕事の条件、休日 

   ・ 住居及び厚生施設 
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   ・ 社会保険関連事項 

   ・ 協定実施により生じると予想される紛争の解決方法 

 

  2) 受け入れ(第 8条) 

 

    受け入れには、労働問題担当の中央行政機関から仲介許可を取得し、有資格機関と

しての認定を受ける必要がある。申請には、以下の書類が必要である。 

 

   ・ 海外から受け入れる必要性を詳細に示す書簡 

   ・ 会社の登記簿写 

   ・ 外国労働者及び専門家との契約書 

   ・ 外国人のパスポート写 

   ・ 外国人の学歴、職業証明書写 

   ・ その他第 8条に定めた事項 

 

  3) その他 

 

   ・ 雇用期間は、1年(延長化)(第 8 条 4項) 

   ・ 雇用許可に基づき外国人が到着した時は、外国市民担当の庁に登録を要する。(第

8条 5項) 

 

  4) 職場料の支払い 

 

    受入機関は受入外国人 1人につき、政府の定める最低賃金の 2倍相当額を職場料と

して支払うものとする。この支払いは、雇用促進基金に積み立てられ失業対策等に

使われる。 

 

 

2-3. その他関連法 

 

 河川水源、水源地保護区域、森林地での鉱物探査、探鉱、採掘は、該当法律により禁止

されている。 
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3. 鉱業概況 
 

3-1. 鉱業の現状と動向の概要 

 

3-1-1. 鉱業の現状 

 モンゴルは、80 種類もの鉱物資源に恵まれ、6,000 を越える鉱床及び鉱徴が発見されてい

る。そのうち 400 鉱床で調査が行われ、160 鉱床以上で採掘されている。他にも御影石、大

理石等の建設資材の 170 鉱床が存在し、そのうち 35 鉱床が操業中であり 90 鉱床が開発途上

にある。 

 

(1)鉱物資源 

 

表 8. 鉱物資源埋蔵量 

鉱物資源名 埋蔵量 鉱物資源名 埋蔵量 

銅 23 百万 t ウラン 600 百 t 

モリブデン 2,185 百 t 石炭 120 億 t 

金 763t 蛍石 14.4 百万 t 

銀 100 百 t リン 24 億 t 

鉄 453 百万 t タングステン 700 百 t 

スズ 100 百万 t 鉛 3 百万 t 
  (出典：鉱物資源エネルギー省) 

 

(2) 探鉱及び採掘権の状況(2009 年 10 月 27 日時点) 

 

   探鉱権数 ― 3,709 

   探鉱鉱区 ― 39,500,000 ha 

   採掘権数 ― 1,081 

   採掘鉱区 ― 457,000 ha 

   探鉱権、採掘権の設定地域面積はモンゴル全面積の 26％を占めている。 

 

 
(出典：鉱物資源庁) 

図 4. 鉱業権発行状況 
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(3) 鉱業部門への外国投資 

 

 外国投資は増加してきたが、2009 年は世界不況で減退、今後は Oyu Tolgoi、Tavan Tolgoi

等大規模鉱床の開発に伴い、増加することが見込まれる。 

 

表 9. 外国投資金額の推移 

(出典：鉱物資源庁) 

 

(4) 鉱業部門企業数及び労働者数 
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  (出典：鉱物資源庁) 

  図 5. 鉱業部門企業数、労働者数 

 

(5) 鉱物資源投資及び生産高推移 
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図 6. 鉱業部門投資額、生産額 

 2006 2007 2008 2009 

鉱業部門外国投資(百万 US$)  26.9 79.6 121.9 110.3 

増加率   196％ 53％ -10％ 

（人）
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 (6) 鉱業産品の輸出構造 
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      (出典：鉱物資源庁) 

図 7. 全輸出に占める鉱産品の比率 
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      (出典：鉱物資源庁) 

図 8. モンゴル鉱業産品の輸出 
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図 9. モンゴル鉱業産品の輸出 

 

(7) 戦略的鉱床 
 
 定められた基準により重要な鉱床を、戦略的重要鉱床と指定し、現在までに 15 鉱床が指

定されている。ウランについては、規模に拘わらず戦略的重要鉱床とされる。 

 

 鉱物資源法第 8条 14 項の規定に基づき、議会は 2007 年 2 月 6日付で以下鉱床を戦略的重

要鉱床とした。 

 

表 10. 戦略的重要鉱床 
鉱床名 鉱物種 位置 埋蔵量(品位) 

Tavan tolgoi 
コークス炭、 
燃料炭 

南ゴビ、Tsogttsetsii 6,420 百万 t 

Nariin sukhait 
コークス炭、 
燃料炭 

南ゴビ、Gurvantes 125.5 百万 t 

Baganuur 褐炭 Ulaanbaatar、Baganuur 600 百万 t 
Shivee ovoo 褐炭 Gobisumber、Shiveegobi 646.2 百万 t 
Mardai ウラン Dornod、Dashbalbar 924,600t (0.119％ U3O8 ) 
Dornod ウラン Dornod、Daskbalbar 16,467,100t (0.175％ U3O8 ) 
Gurvanbulag ウラン Dornod、Daskbalbar 10,560,000t  
Tumurtei 鉄鉱石 Selenge、Khuder 229.3 百万 t (51.15％ Fe) 

Oyu Tolgoi 
銅、 
モリブデン 

南ゴビ、Khanbogd 
2,300 百万 t 

(1.16％ Cu 0.35 g/t Au )

Tsagaan suvraga 
銅、 
モリブデン 

Dornogobi、Mandakh 

酸化鉱 10.640 百万 t 
(品位 Cu 0.42％、Mo 0.011％)

硫化鉱 240.100 百万 t 
(品位 Cu 0.53％、Mo 0.018％)

Erdenet 
銅、 
モリブデン 

Orkhon、Bayan-Undur 
1,200 百万 t 

(品位 Cu 0.51％、Mo  0.012％)
Burenkhaan リン Khuvsgul、Alag-Erdene 192.24 百万 t 
Boroo 金 Selenge、Bayangol 24.523 百万 t (品位 Au 1.6 g/t) 
Tumurtein ovoo 亜鉛、鉛 Sukhbaatar、Sukhbaatar  7.6894 百万 t (品位 Zn 11.5％) 
Asgat 銀 Bayan-Ulgii、Nogoon nuur 6.4026 百万 t (品位 Ag 351.08 g/t) 
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(8) 2008 年度の鉱業生産量の国際比較 

 

 主要鉱物生産量を世界と比較すると銅が 0.8％, 蛍石が 6.8％, 金が 0.6％, モリブデン

が 0.8％である。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：Mineral Commodity Summaries, 2009, USGS) 

図 10. 2008 年度の銅生産 

 

 

 2008 年は銅及び銅精鉱 129,400t を生産し、世界銅生産(15,800,000t)の 0.6％を占めてい

る。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：Mineral Commodity Summaries, 2009, USGS) 

図 11. 2008 年度の蛍石生産 
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 2008 年は蛍石精鉱 400,000t を生産、世界蛍石生産(5,840,000t)の 6.8％を占め、蛍石採

掘量で世界 3位である。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (出典：Mineral Commodity Summaries, 2009, USGS) 

図 12. 2008 年度の金生産 

 

 2008 年は金 15.184t を生産し、世界金生産量(2,340t)の 0.6％を占めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(出典：Mineral Commodity Summaries, 2009, USGS) 

図 13. 2008 年度のモリブデン生産 

 

 2008 年はモリブデン 1,783t を生産し、世界モリブデン生産量(212,000t)の 0.8％を占め

ている。 
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3-1-2. 今後の動向 
 
(1) 南部モンゴルの開発 
 
 Oyu Tolgoiの鉱床の投資協定が2009年 10月 6日に締結され、政府は南ゴビ地域の大規模鉱

床であるTavan Tolgoi石炭鉱山(未開発石炭鉱山では世界最大、64億 t、寿命200年超)の開発

パートナーの選定作業を加速化させるべく準備に入っている。鉱床を全体または1～3鉱区に分

割するようである。2010年 2月にBadbold首相がTavan Torgoi鉱床は100％国が保有し、外国

パートナーとの間で生産分与契約を締結するのも一案との考えを表明した。これまで日本企業

を含む世界の企業8グループ(BHP Billiton、Jindal, Brazil’s Vale、Peabody、Shenhua、COPEC 

consortium、日本企業グループ、ロシア系コンソーシアム(including Gazprom and Renova))

がパートナー候補とされており、モンゴル政府も本年中にTavan Tolgoi問題を片付けるとの方

針を出しているので、本年はこの動きが注目を集めよう。 

 Oyu Tolgoi 及び Tavan Tolgoi 両鉱床は、南部モンゴルに位置している。同地域では、他

にも多くの開発中又開発の近い鉱山案件が多数存在している。Oyu Tolgoi 投資協定締結が

契機となり外資の参入を得、これらの鉱山開発が加速する条件が整いつつある。また南部モ

ンゴルの資源開発に必要となるインフラ整備(鉄道、道路、発電、水利、鉱山キャンプ建設)

が動き出すと思われる。世銀は、インフラ整備には 2015 年までに 52 億 US$の投資が必要で

あり、インフラ整備後には年 52 億 US$の収入をもたらすと試算している。今後、開発が予

想される鉱床は以下のとおりである。 

 

    表 11. 潜在的主要鉱床、南部モンゴル 

鉱床 鉱物 
寿命 生産 開始年 

(年) (千 t/年) (推定) 

Tavan Tolgoi Coal 200+ 15,000 2012 

Uhaahudag Coal 40 10,000 2009 

Baruun Naran Coal 20 6,000 2012 

Tsagaan Tolgoi Coal 20 2,000 2015 

Nariin Sukhait Coal 40 12,000 2003 

Ovoot Tologoi Coal 50 5,000 2008 

Sumber Coal 50 5,000 2015 

Shivee Ovoo Coal 200+ 14,000 2015 

Oyu Tolgoi Copper 50 2,000 2012 

Tsagaan Suvraga Copper 20 250 2012 
(出典: 世界銀行) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14. 南部モンゴル、鉱床図 
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 (2) 南部モンゴルのインフラ開発 

 

 世銀の南部モンゴル・インフラ戦略レポートによると、南部モンゴルからの石炭生産は数

年以内に 45 百万 t/年に達するとしている。中国は、今後 5～10 年にわたり 20mt/年のコー

クス用原料炭を吸収するだろう。燃料炭は、中国市場には運賃とカロリー品質次第としてい

る。中国以外ではより高く売れるだろうが、これには中国もしくはロシア経由の鉄道輸送

Network の建設が必要であり、鉄道運賃が重要となる。 

 中国向けのコークス用原料炭輸出からは 20 億 US$/年、燃料炭の輸出からは 0.9 億 US$/

年の収入が期待できる。また南部モンゴルの銅生産のすべてを吸収でき、収入 23 億 US$/年

の収入が見込まれる。インフラ開発は鉄道、電気、道路、水、キャンプ建設である。 

 

 鉄道については、以下の 3案がある。 

 ① Energy Resource 社が Ukhaa Khudag(ウハーホダグ)から Gashuun Sukhait (ガシュー

ンスハイト)までの鉄道敷設許可を得ている。すでに Energy Resource Rail という子

会社も設立している。距離は 240km で短い。Energy Resource 社は中国の神華集団と

MOU を締結しており、国境から Huanghua 港まで神華が鉄道連絡を提供する。 

 ② これに対し、Saynshand(サインシャンド)や Dalanzadgad(ダランザダガダ)方面に

554km の鉄道を引き、現在のメイン路線と繋いで、中国だけでなく、ロシアなどの他

のルートと繋ぐ案が検討されている。 

 ③ MAK 社が Nariin Sukhait から Chec までの開発許可を得ている。しかし、建設ライセ

ンスは出ていない。 

 

 現在、第一副首相を長として南ゴビ開発基本方針を策定中で、この方針が最終的に議会で

承認を得て、具体化していくことになる。鉄道開発には、モンゴルの国家安全委員会が絡ん

でくるが、中国ゲージ(狭軌)とロシアゲージ(広軌)の問題があり、モンゴルは地域開発の観

点から、なるべくモンゴル国内を通したいと考えている。特に、②案はサインシャンドに重

工業団地を作り、南部モンゴルの鉱物資源を生かした付加価値産業団地を作る構想と結びつ

いている。 

 

 海への出口では、中国の渤海と日本海へ出るルートがあり、距離的には中国経由の方が近

い。モンゴル東部の Choibarsan から北上し、ロシアのシベリア鉄道で、(ナホトカ)、また

は、サハリン対岸の Vanino までとの案もある。 

 

 電力に関しては、南部モンゴル開発には電力が必須である。Oyu Torgoi では、当初は中

国から電力を売電してもよいが、将来的に火力発電所の建設を義務づけられている。また、

Tavan Tolgoi についても 300MW 級の発電所が必要であり、中央電力系統からの送電計画も

ある。 

 

 水資源に関しては、正確に知られていないようであるが、少なくとも 2020 年までの需要

をまかなうには十分なものがあると見込まれている。(現在の需要 50,000m3/日、2020 年の

需要 350,000m3/日) 
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図 15. 南部モンゴルのインフラ開発図 

 

 

(3) ファイナンス問題 

 

 開発には多額の資金が必要となる。政府は、Oyu Tolgoi、Tavan Tolgoi 開発と関連付け

て資金調達を検討している。ファイナンスの課題が大きい Tavan Torgoi の国際入札を準備

中であるが、前渡金の要求が強まるであろうし、発電所さらには鉄道等への資金協力要請が

入ってくる可能性がある。Tavan Tolgoi 入札準備では、突如、モンゴル政府が 100％の権益

を有するとし、外国投資家とは PCA(Production Sharing Agreement)にするとの方針が開示

されたが、これも資金調達の問題から派生してきたと思われる。Tavan Tolgoi 入札に関し

ては、例えばロシアと中国に対しては輸出港までの輸送確保と競争的運賃の提示を求め、ま

た、日本には JBIC 融資を条件付けるなど、様々な案が出ている模様である。 

 他方、モンゴル政府は、2011 年 10 月 1 日に IMF の Standby Credit 期間終了後に、十億

US$超の公債を発行することを検討している。また、Erdenet 銅鉱山、Erdenes MGL 等の国家

企業の民営化を加速させ、資金調達の一助にすることも検討している。各種プラントの返済

資源の問題では、昨年から資源を有効に使った現物返済方式を採用できる方針が承認されて

いる。 
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 (4) Ivanhoe Mines 社の Oyu Tolgoi プロジェクト 

 

 1997 年より、Ivanhoe Mines 社(カナダ)は探鉱開発事業を始めた。同社は、 Savage River 

鉄鉱山(オーストラリア)、Monywa 銅鉱山(ミャンマー)、バクルチク金鉱山(カザフスタン)

を所有するほかアジア地域で探鉱活動を行っている。 

 同社は Oyu Tolgoi 鉱床を含むモンゴルの南ゴビ地域を中心に約 90,000km2 の探鉱鉱区

を有しているが、現在、Oyu Tolgoi鉱床の開発を最重点に推進している。 

 Oyu Tolgoi 鉱床は、首都ウランバートル(以下『UB』)南方約 550km、中国との国境から 

80km に位置し、South Oyu、Southwest Oyu､ Central Oyu､ Hugo Dummett の 4 つの鉱体か

ら構成されている。埋蔵量は、27 億 t(金属量 Cu 25.4mt、Au 1,028t、Ag 5,144t)。1996 年

にMagma Copper社(米)が最初に探鉱を開始し、その後 1997 年から BHP がMagma Copper社

を買収し、1998 年までボーリング調査を実施したが、1999 年に BHP は探鉱戦略の見直し

のために探鉱を中断した。2000 年、 Ivanhoe Mines 社は権益を買取し、探鉱を再開した。

2000 年 6 月から 9 月の間、 109 本のボーリング調査等の探鉱を積極的に実施した結果、

世界レベルの銅鉱床になるまでに至った。Oyu Tolgoi 鉱床を含む地域の鉱業権は、2003 年

末に探鉱権から採掘権に変更されており、Ivanhoe Mines 社は開発準備を進めている。 

 また同社は 2006年 10 月、Oyu Tolgoi プロジェクトに対し Rio Tinto と共同事業を実

施することを宣言し、同社株式の 9.95％を Rio Tinto に売却した。将来的に Rio Tinto は、

Ivanhoe Mines 社株式を 40％まで保有できる。同社は 2003 年からモンゴル政府との投資

契約(以前は税率の固定などを含む安定協定と呼ばれたが、2006年 改定の鉱物資源法第 29 

条の規定に基づき投資契約として変更)を進めていたが、紆余曲折を経た上、漸く2008年10

月に投資協定締結が実現した。 

 

 投資協定の概要は、以下のとおり。 

 

  1) 当事者：モンゴル政府、Ivanhoe Mines Mongolia Inc. LLC(IMMI)及びRio Tinto 

International Holdings Ltd. 

 

  2) 株主間協定：モンゴル政府全額出資のMGL LLC(Erdenes)がIMMIが株主になることに

より、OT Projectの当初34％の出資権益を取得 

 

  3) IMMI は、額面 287.5 百万 US$の Treasury Bill を 250 百万 US$で購入 

 

  4) 発効日：IMMI の改定定款の登録、OT Project の FS の承認、Rio Tinto が 19％以上

に出資を増やすこと等の停止条件が投資協定締結日から6か月を目処に満たされるこ

と 

 

  5) 期間：発効日から 30 年、20 年間延長可能。延長条件としては、IMMI は最低 90 億

US$の資本支出を行っていること。発効日から 7年以内または FS に基づく資金調達完

了後 5年以内のいずれか早い時期に商業生産を開始していること。モンゴルで精錬所

を建設、または建設中であること。商業生産開始後 4年以内に全必要電力を国内から

調達することなど 

 

  6) ライセンス及び許可 

    IMMIはモンゴルの法律・規則に基づき、OT Projectに関するすべてのライセンス・

許可、就労VISA、通関、通行権等でモンゴル政府の支援を受ける。 

 

  7) 投資保護 

    OT Projectからの鉱物資源の販売及び国際価格での輸出及び自由に販売代金を海

外送金できる。IMMI及びその子会社によってモンゴル国内でなされた投資は、モンゴ

ル憲法、外国投資法、規則、条約により法的保護を受ける。また、モンゴル国内投資



 - 40 - 

家と同待遇を受ける。 

 

  8) 税、ロイヤルティ、手数料 

    当初期間、延長期間を通じ、IMMIにより支払われる全ての税については、安定的取

り扱いを受ける。税が下がった場合は、それを享受できる。年間法人所得税は、30

億MNT(約2.1百万US$)までが10％、それ以上が25％の税率とする。以下の税も安定化

される。 

     関税 

     付加価値税(ガソリン、ディーゼル油を除く) 

     ロイヤルティ 

     鉱物探査ライセンス、開発ライセンス料 

     固定資産税、不動産税 

 

    超過利潤税は2011年1月1日現在で廃止される。 

    その他の形態の税で、IMMIに課される特別レートは、以下のとおり。 

     配当：10％ 

     ロイヤルティ所得課税：10％ 

     固定資産税に処分所得：2％ 

     利子所得：10％ 

     権利の売却：30％ 

 

    償却可能固定資産投資額の10％同等額につき、発効日後7年間もしくは生産開始日

までのいずれか短い日まで投資税額控除を受ける。 

    OT Project開発ライセンスの支払い費用は、当初期間及び延長期間を通じてヘクタ

ールあたり15US$で安定化される。 

 

  9) Project 融資及び商業生産 

    IMMIは、発効日後2年以内でFSで示されたOT Project施設を完成するために十分な

資金調達を行う。 

 

  10)インフラ 

    IMMIは、OT ProjectとGashuun Sukhaitまでの道路を建設でき、費用は課税所得か

ら減額できる。モンゴル政府は、道路の維持に責任を持つ、また、IMMIを除く、第

三者から道路使用料を徴収できる。IMMIは自分で発見した水資源にアクセスできる。 

 

  11)精錬所 

    政府から要求された場合、IMMIは商業生産開始後3年以内に銅精錬所建設に関する

調査Reportを準備する。 

 

  12)電力 

    OT Projectの建設期間中及び商業生産開始後4年目までは、IMMIは中国を含むモン

ゴル外から電力を輸入できる。商業生産開始後4年以内に、全ての電力需要を国内の

以下のソースから調達することが要求される。 

     ・IMMIによる石炭火力発電所、単数または複数 

     ・第3者による石炭火力発電所、単数または複数 

 

  13)電力系統 

    IMMIは風力、太陽光、地熱等の代替エネルギーからの補完的電力開発を行うOption

も持てる。 
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(5) 主要鉱産物の今後の生産見込み(銅、金、石炭) 

 

 今後、大鉱床の開発に伴い鉱物資源の生産の著しい増加が見込まれる。 

 銅に関しては、Oyu Tolgoi プロジェクトが 2010 年から生産開始、南 Hugo 鉱床及び北 Hugo

鉱床の 2013～17 年の間で同時開発を見込んでいるため、生産量が著しく増加する計画であ

る。 

 

(出典：鉱物資源庁) 

図 16. 銅生産量(千 t) 

 

 金についても Oyu Tolgoi プロジェクトが 2010 年から生産開始、南 Hugo 鉱床及び北 Hugo

鉱床の 2013～17 年の間で同時開発を見込んでいる。このため金生産が著しく増加する。 

 

 
図 17.金生産量(t) 

(出典：鉱物資源庁) 
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(出典：鉱物資源庁) 

図 18. 石炭生産量(10 億 t) 

 

 

(6) レアアース 

 レアアース鉱床が賦存の可能性は高いが、探査が始まったばかりで埋蔵量が推定される鉱

床は下記の 3か所である。 

 

Mushgia Hudag：南ゴビ県 Mandalgovi 郡に位置する。(鉱業権者は、Just Group)、軽希土

類が分布している。 

 

Lugiin Gol：Dornogovi 県 Khatanbulag 郡に位置する。(2008 年 11 月、韓国企業が権益取

得) 

 

Khalzan Burgedei：Khovd 県に位置し、埋蔵量 250 万 t(鉱石換算)。現在も探鉱中。 

 

 1990～95 年の間に、Oyu Tolgoi 鉱床を発見した Garamjav 氏(地質学者、現 Ivanhoe)も参

加し、レアアースの分布図面が作成されたことがある。 

Garamjav 氏の話によると、見込みのある地域は； 

  (a) 南ゴビ県の Khan Bogd ソムに位置する Khan Bogd 山。Khan Bogd 山の近辺に位置す

るアッサリ花崗岩のストラクチャーが注目される(渦状の第 1 ストラクチャー/直径

は 15km/、渦状の第 2ストラクチャー/直径は 30km/)ある程度の探査作業は実施され

たがレアアースの兆候が発見された。サンプリング作業で重希土類であるジスプロ

シウムも発見されている。同地区における鉱業保有者は、Ivenho mines 社など数社

あるが、レアアースを目的にして探鉱している企業は現在ない。 

(b) Uvs 県の Khyargas ソムに位置する Ulaan tolgoi 

(c) Uvs 県の Uvs 湖北側 
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3-2. 地質鉱床 

 

3-2-1. 地質及び地質構造 

 モンゴルは、北側のシベリア卓状地と南側のタリム・北中国地塊に挟まれ、西側はウラル

山脈、東側は大興安嶺に続く蒙古地向斜と呼ばれる褶曲帯(中央アジア褶曲帯)に位置し、資

質構造は極めて複雑である。 

 この褶曲帯(蒙古地向斜)の堆積物は、先カンブリア時代～古生代に形成され、バイカル期

(原生代最末期)、カレドニア期(古生代前期)、バリスカン(ヘルシニア、古生代後期)の造山

運動を受けている。これらの著しい褶曲作用を受けた堆積物は、片麻岩、片岩、千枚岩、晶

質石灰岩、砂岩、頁岩、シルト岩、石灰岩、玄武岩―流紋岩質の火山岩類からなり、シベリ

ア地塊の外側にそって、南に凸型の弓なりの弧を描いて分布している。 

 原生代以降、種々の時代の花崗岩類が貫入し、その時代は北から南にかけて若くなってい

る。 

 モンゴル東部～大興安嶺では、火成活動が中生代まで連続し、ジュラ紀～白亜紀の火山岩

や花崗岩類が広く分布している。 

 ゴビ地域には、褶曲帯の構造に平行な大規模構造線に沿って、サイフィオライトと推定さ

れる蛇紋岩化した超塩基性岩が点々と分布している。ゴビ地域には、幾つかの中生代(主と

して白亜紀)の内陸性推積盆が存在している。 

 モンゴルには、南に凸な東―西系リニアメントが発達し、これらと斜交する北西―南東系

の線構造帯も卓越している。同国の地質構造は、Mongolian Main Lineament (MML)と呼ばれ

る東西系構造線によって、バリスカン造山運動を受けた北部帯と、カレドニアン造山運動を

受けた南部帯に区分されている。 

 

 地質図は、全国で、1：1,500,000のスケールで作成されている。多くの部分が1：1,000,000m

または1：50,000のスケールで作成されている。特別地域ではより大きいスケールで作成さ

れている。Gravity,Aeromagnetic, and geochemical dataも利用できる。 

 

3-2-2. 鉱床・鉱徴分布 

 

 
 

図 19. 地質図及び鉱床・鉱徴分布図 
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図 20. 鉱床分布図 

 

 80 種類の鉱物タイプで 1,000 以上の鉱床と 8,000 の鉱徴地が存在する。 

 金、銀、銅、蛍石、鉛、亜鉛、ウラン、石炭の鉱床地図は図 21～26 のとおりである。 

 

 

図 21. 金、銀鉱床及び鉱徴地 
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図 22. 銅鉱床及び鉱徴地 

 

 

 
図 23. 蛍石鉱床及び鉱徴地 
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図 24. 鉛・亜鉛鉱床及び鉱徴地 

 

 

 
図 25. ウラン鉱床及び鉱徴地 
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図 26. モンゴルの石炭帯 
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3-3. 鉱業の経済における位置付け 

 

 鉱業部門は、2008 年国内総生産(GDP)の 28.2％、工業生産高の 64.3％、輸出高の 80.7％

を占める重要産業である。外国投資受入額でも約 80％近くと、鉱物部門は最重要部門であ

る。今後、Oyu Tolgoi、Tavan Torgoi 等の大型鉱山開発に伴い、鉱物資源の輸出急増が見

込まれ、モンゴル経済に占める比重が高まるものと予想される。政府は、鉱業部門から上が

る収益、税収を人間開発基金に繰り入れ、教育、福祉関係の支出にあてることを検討してい

る。 

 

表 12. 鉱業分野のモンゴル国経済に占める割合 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

対国内総生産 10.10％ 12.70％ 17,3％ 18.00％ 30％ 27.50％ 28.20％

対工業生産高 47.30％ 49.60％ 64,7％ 65,5％ 72％ 67.80％ 64.30％

対全輸出生産高 56.70％ 58.90％ 70.80％ 75,8％ 67.90％ 68.80％ 80.70％

(出典：鉱物資源庁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (出典：外国投資庁) 

図 27. 外国投資受入額における鉱物資源分野の比率 
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   (出典：鉱物資源庁) 

図 28. GDP に占める鉱業部門の比率 
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    (出典:：鉱物資源庁) 

図 29. 工業生産に占める鉱業部門の比率 
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    (出典：鉱物資源庁) 

図 30. 鉱業生産物の全輸出に占める比率 
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3-4. 鉱業行政機関 

 

3-4-1. 鉱物資源エネルギー省 

(Ministry of Mineral Resources and Energy、 http://www.mmre.gov.mn) 

 

 鉱物資源エネルギー省は、モンゴルの鉱業、鉱物資源、電力エネルギーの各種産業政策や

ビジネス支援プログラムを開発し執行する官庁であり、鉱業分野とエネルギー分野の促進を

目的とする。 

鉱物資源エネルギー大臣の業務範囲 

 • 地質･鉱物資源政策 

 • 石油政策 

 • エネルギー総合政策 

 • 燃料･エネルギーの生産や配給問題 

 • 再生エネルギーの開発 

 • 地域の燃料･エネルギー問題 

 • 新規エネルギー源の開発及び利用政策 

 • 重工業政策 

 

鉱物資源エネルギー省の組織･構造 

 

 2009 年度の選挙の結果、内閣組織が編成され、鉱物資源エネルギー省の組織は下記のと

おりとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図31. 鉱物資源エネルギー省 組織図 

 

 傘下に鉱物資源庁 (Mineral Resources Authority)とエネルギー庁(Energy Authority)、

石油管理庁(Petroleum Authority)がある。 
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3-4-2. 自然環境観光省  

(Ministry of Nature, Environment and Tourism、 http://www.mne.mn) 

 

 自然環境観光省は、国民の健康で、安全な生活を保障し、環境保護、資源の有効利用、自

然の回復などを目標とする。 

 首都には自然環境保護庁、各県に自然環境・観光所、各郡に自然保護管理人らが勤めてい

る。国全体で約 600 人の自然保護管理人が勤めているうち、225 人が特別保護地域にて勤務

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32. 自然環境観光省の組織図 

 

 自然環境観光省の管轄下に三庁がある。 

  1) 気象・環境調査庁 http://www.icc.mn/Namhem/ 

  2) 水資源庁 http://www.water.mn 

  3) 森林庁 http://www.oimod.mn 
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3-4-3. 外交貿易省  

(The Ministry of Foreign Affairs and Trade, Mongolia、http:// www.mfat.gov.mn ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図33. 外交貿易省の組織図 
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3-4-4. 統計局 

     (Mongolian National Statistical Office、http://www.nso.mn) 

 

 統計局はモンゴル議会に属しているが独立した組織である。個人、企業、政府に対して平

等に、科学的な手法で経済、社会、人口等に関する情報を提供する。 

 

3-4-5. 原子力庁  

     (Nuclear and Radiation Regulatory Authority) 

 

1) 活動方針: 

 ・放射性鉱物資源及び原子力エネルギーを平和的目的で利用する条件や可能性を整え、当

セクターをモンゴル国内で育成する。 

 ・社会･経済関連セクターへの原子力最新技術の導入を促進する。  

 

2) 原子力庁は三局から構成される。 

 

  ① 核及び放射能の管理局 

  ② 技術局 

  ③ 総務局 

 

 
 

図 34. 原子力庁の組織図 
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3-4-6. 鉱物資源庁  

     (Mineral Resources Authority、http://mram.gov.mn/) 

 

 旧鉱物資源石油管理庁(MRPAM)が2008年12月24日の第64号政令によって解体され、鉱物資

源エネルギー省所轄の鉱物資源庁と石油管理庁の二庁に分けられた。 

 MRAM は、モンゴル鉱業に関する情報管理、鉱業権の発行、地質調査研究、地質データの

保管を行っている。鉱業権の申請受付、審査、発行、管理は、MRAM の地質鉱業登記局(Office 

of Geologiy and Mining Cadastre)が行う。 

 MRAM は下記の六部局から構成される。 

① 管理局 Administrative Unit 

② 地質局  Geology and Research Division 

  地質調査、地形図作成、鉱物資源埋蔵量の調査・評価、地質情報提供、情報管理等を所

管。 

③ 鉱山局  Mining and Research Division 

  鉱産物の開発に係る調査、鉱業統計整備、環境保護及び労働安全に関する規則の策定を

行う。政府への鉱業政策提言も含まれる。 

④ 地質鉱業登記局 Geology and Mining Cadastre Division 

  鉱業権(探鉱権、採掘権)の申請受付、審査、発行、管理を行う。このために、地質調査、

地質情報収集・情報保管、GIS 化、リモートセンシングデータ解析等を実施している。

また地質情報の配布、販売も行っている。 

⑤ 石炭調査局 Coal and Research Division 

⑥ 地質･情報局 Geology and Information Division 

 

3-4-7. 石油管理庁 

     (Petroleum Authority、http://www.pam.gov.mn/) 

 

 石油天然ガスの探鉱及び採掘、その実行管理、石油情報の収集・管理、石油専門家の育成、

石油製品の貿易、生産、輸送、保管、投資に対する業務を行っている。 

 

3-4-8. エネルギー庁 

     (Energy Authority、http://www.ea.energy.mn/) 

 

 エネルギー産業はモンゴル国で 1921 年から発展し、今では電力と暖房を共に生産してい

る。 

 エネルギー庁の主要活動方針は、 

  ① エネルギー資源の利用、輸出、輸入、エネルギー源や高圧線建設等に関わる国家政

策作成に必要とされる計算や評価、分析を行うこと。 

  ② エネルギーセクターにて実施されるプロジェクトや活動の実施管理 

  ③ 新エネルギー源の FS を作成 

  ④ 非伝統的エネルギー源をの調査及び、最新技術の導入 

  ⑤ 電力ロスを削減し、経済効果を高める政策を打ち込む 

  ⑥ 再生エネルギーの資源調査 

  ⑦ 再生エネルギー用機械設備や技術装置の使用、安全作動、メンテナンスに関する国

家規準を策定・承認させ、その実施状況を管理する。 

 

 エネルギー庁は下記の七部局から構成される。 

  ① 管理局 

  ② プロジェクト局 

  ③ 経理･経済局 

  ④ 技術検査局 

  ⑤ 調査･情報評価局 
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  ⑥ エネルギー局 

  ⑦ 再生エネルギー局 

 

3-4-9. 外国投資貿易庁 

(FIFTA: Foreign Investment and Foreign Trade Agency、 

http://www.investmongolia.com) 

 

 FIFTA は外国投資に関するワンストップサービスを行う機関であり、モンゴルに投資しよ

うとする外国投資家の手続きは FIFTA から始まる。 

外務省管下の外国投資庁は、モンゴルへの海外直接投資の誘致及び促進活動を行っている。  

戦略課題は； 

 ・ 海外直接投資の増大を維持し、輸出支援を行う。 

 ・ 投資登録や情報提供サービスのグレードアップ等の様々な公的対策を通じて投資及び

ビジネス環境を改善する。 

 ・ 中小規模の産業開発のための良好な環境を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 35. 外国投資貿易庁の組織図 

 

 

3-4-10. 国家専門検査庁  

      (The State Specialized Inspection Agency、http://www.ssia.gov.mn) 

 

 国家専門検査庁は、各産業分野の法律、基準などの検査機関で、第 2次副総理大臣に所属

する内閣傘下の庁である。法律を遵守させること、国民が衛生的で安全な生活すること、良

質な製品及びサービスを受けることの整備を目的としている。 
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3-5. 鉱業政策・鉱業公社 

 

3-5-1. 鉱業政策 

 

モンゴル政府の方針 

・ 新規鉱床の開発 

・ 設備の更新 

・ 最終製品の生産拡大 

・ 2015 年までに銅精錬所、カーソード方式抽出銅の生産増加 

・ モリブデン精鉱加工工場の設立 

・ リン肥料の生産 

・ ウラン鉱床の開発、ウラン鉱石の精製 

・ 原子力利用条件、環境の調査 

・ 電子産業に必要なレアアース鉱床の開発、最終製品の生産 

・ 貴金属の加工工場(100％程度)の設立 

・ 各金属の純度を上げ、国内、国際市場で販売できるよう税制、金融上の支援措置の検討 

・ 国産建設原材料(セメント、鉄、ガラス等)の供給 

・ 原油精製による国産石油製品の供給、石炭の加工 

・ コールベッドメタンガス及び天然ガスの地質調査開始、ガス利用の増加 

・ 原材料形態での輸出の減少と付加価値製品輸出の増加 

・ 進歩的技術を使用した金埋蔵量の増加、国内金精錬所を支援 

 

 2015 年までの国家鉱山、重工業開発方針は以下のとおりである。 

(1) Oyu Tolgoi 銅・金鉱床、Tavantolgoi 炭鉱など大鉱床を開発。開発に伴う経済の急速な

発展、インフラ整備、環境整備実施、Tsagaan Suvraga,Kharmagtai 銅鉱床の開発、銅

精鉱・石炭・電力の輸出国への整備。 

(2) Selenge, Darkhan 地域の鉄鉱山を利用しての鉱業、重工業プラントを設立、Darkhan

の重工業設備更新の実施、鉄鋼製品生産量を増加による製品輸出。 

(3) Tavan tologoi, Narinn Sukhait 炭鉱で選炭し、世界基準を満たす製品の輸出。 

(4) Asgat 銀鉱山のインフラ及び技術問題の解決、開発プロジェクトの実施。 

 

 他にも、ドルノゴビ県サインシャンドで Oyu Tolgoi,Tavan Tolgoi の資源を利用し、発電

所・コークスプラント・セメントプラント及び銅製錬所等の重工業団地建設計画が浮上して

いる。鉱山開発及び中小鉱山の生産増加により 2015 年までに、鉱業分野の国内総生産に占

める比率が 2.5 倍、輸出収益が 3倍に増加するという調査データもある。 

 

3-5-2. ウラン政策 

 62,000t の埋蔵量が確定されている。最近 4、5 年の間、ウラン探査が盛んに行われてい

る。ほとんどの探査をカナダやオーストラリアの企業が行っている(日本の企業による探査

は行われていない)。探査次第でウランの推定埋蔵量は 1,400,000t に程度に増えると予測さ

れている。IAEA(国際原子力委員会)の 2008 年レポートによると、戦略 3鉱床の確定埋蔵量

は 60,000～70,000t であり、推定埋蔵量が 1,500,000t と記載されている。実際にこの程度

の埋蔵量が確認されれば、世界第 3位となる。モンゴルは、安定した開発パートナーが必要

になってくる。2010 年からウラン採掘国となる予定であるが、採掘量は、当面、小規模に

留まろう。 

 モンゴルにとってウラン開発は全く新しい分野である。以前、ソ連がウランの探鉱・開発

を実施したが、モンゴルが技術的に参加することはなかった。そこで、この分野における様々

な調整を行うため、2009 年に、原子力庁が設立された。その 8か月前(2009 年 3 月)には、

MonAtom 社が設立された。2009 年 7 月 8日には核エネルギー法が制定された。 

・1990 年以降、ウラン探査は行われているが、具体的な開発は開始されていない。 
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・新法律においてウランのすべての鉱床は戦略的鉱床と特定され、政府の権益参加が規定さ

れた。 

 ① モンゴル政府の資金で探査が行われた鉱床における政府所有分は 51％以上 

 ② モンゴル政府以外の機関により探査が行われた鉱床に関しては、政府が権益の 34％以

上を所有すると規定された。 

・政府持ち分を実際に所有して、政府を代理するのが MonAtom 社である。法律上、政府の権

益取得は”無償で行われる”と規定されているが、その点が多くの投資者にとってネッ

クとなり、ウラン開発がなかなか進まない状態にある。Oyu Tolgoi 銅鉱床の問題が解決

れたので、次は、Tavan-tolgoi、その後にウラン開発という優先順位が付けられている。 

 ウランは全鉱床が戦略的と断定されているので、すべての鉱床に政府が持ち分を持つとい

うことである。他方、ほかの鉱物に関しては、いくつか大型鉱床のみが戦略的と特定され、

それらにのみ政府持ち分が認められる。また、ウランの場合、51％以上、34％以上と規定さ

れているが、ほかの鉱物の場合は 50％未満、34％未満と規定されている。 

 さらに、重大な違いは政府は鉱山権益を”無償で”所有すると規定されていることである。

この点を海外の投資家は批判している。 

 開発にすぐにも移行できる段階にある鉱床のうち Dornod 鉱床が最大である。その権益は

カナダの Khan Resources 社が 58％、Ros-atom 社が 21％、MonAtom 社が 21％を各所有して

いる。しかし、新法律の下では MonAtom 社が 51％を所有しなければならないので、上記 2

企業と交渉中である。年間 1,500～2,000t の産出、埋蔵量が 25,000t と確定されているので

合計で 15 年間、この鉱山を利用できる。 

 二番目に大きな鉱床として Gurvan Bulag 鉱床がある。Dornod 鉱床よりわずか 30km しか

離れていない。69％は中国の CNNC が買収した。残りの 31％もこれから買収したい意向。こ

の企業は中国の原子力分野で最も大きな企業である。年間 760t の産出が見込まれており、

Gurvan bulag 鉱床自体は 17,000～18,000t の埋蔵量が確定されている。 

 三番目に大きな鉱床は中央ゴビにある Gurvan Saikhan 鉱床である。ここはカナダ・米国

の企業が権益 57％を、また Ros-atom と MonAtom 社がそれぞれ 15％を所有している。確定埋

蔵量は、14,000～15,000t である。MonAtom は新法律のもとで権益の 34％を所有しなければ

ならない。これから 3-5 年間で、この三つの鉱床が開発されると見込んでいる。Dornod の

ウラン鉱床を 1988～1992 年にソ連の“Erdes”鉱山が採掘を行い、鉱石を Krasnokamenski

の加工工場で加工していたのであり、約550万tのウラン鉱石を採掘したと推定されている。 
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3-5-3. 鉱業公社 

(1) 国有財産委員会 

 国有及び地方政府所有財産に関する法律が 1996 年 5 月 27 日に承認され、1996 年 7 月 31

日の第 177 号政令によって国有財産委員会が創設された。国有財産委員会は国有財産に関す

る国家政策や法令の履行を管理し、憲法や民法、国有及び地方政府所有財産に関する法律、

国家機関の管理や資金に関する法律、会社法及びその他の関連法令にて定められた“国有財

産”の管理･所有・利用・保護を管轄することを義務付けられた政府調整エージェンシーで

ある。 

 

(2) 国営企業・機関 

 

表 13. 国営企業・機関一覧 

会社名 

国家 

所有率

(％) 

組織形態  分野 住所 

バガノゥール 75  

国家所有率

が大半を占

める株式会

社  

石炭工場 

UB 市、バヤンズルフ区“Baganuur”株式会

社の代表事務所、代表者 Ts.Bayaraa 

Tel: 457719, 99023137 

シベー･オボー  90  

国家所有率

が大半を占

める株式会

社 

石炭工場 

"Shivee Ovoo" 株式会社のUB市内での代表

者 

Tel: 91919921, 91919821  

Office: 689893 , Fax:: 689893 

フテル・セメン

ト石灰  
100  

国営株式会

社  
建材工場 

Selenge  

Tel: 013651-2385, 013651-2151 

http://www.khutulcement.mn 

エルデネス MGL  100  
国営株式会

社 
その他 

Ulaanbaatar, Chingeltei district, 5th 

khoroo, Diplomat 95/63    

Tel: 976-70110735, Fax: 976-70110725 

E-mail: info@erdenesmgl.mn  
http://www.erdenesmgl.mn 

中央地質研究所  100  国立研究所  
その他の地質

部 

Ulaanbaatar, Songino Khairhan district, 

18th khoroo, 労働組合とおり、中央地質研

究所、郵便ボックス- 437   

Tel: 632904, 632914  Fax: 632944 

http://www.cengeolab.com/ 

地質調査所 100  国立機関  
地質関連他分

野  
Ulaanbaatar  

 

 

(3) Erdenes MGL 

 

 ErdenesMGL は、モンゴル議会により戦略重要鉱床と特定された鉱山の開発に政府を代理

して参加する目的で設立された 100％国有の企業である。 

 ウラン以外の資源の大型鉱山において政府が権益を取得した場合に、同社がその権益を所

有する。ウランに関しては MonAtom 社の管轄である。当社は戦略的重要鉱床や、国家予算で

探鉱が行われ、埋蔵量が確定された鉱床の探鉱及び、採掘ライセンスを所有し、事業を行う。

戦略的鉱床を利用する場合の国家参画を実現させ、国家に相当する利益を納付し、鉱物資源

の埋蔵量確定を行う。鉱業関連事業を行っている国営企業が国有株式を売却する際に、指導

や助言を行う。 
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  ・当初の活動は世界最大の金・銅鉱山である Oyu Tolgoi の開発に参加することである。 

  ・モンゴル政府が 34％の権益を取得するということは Erdenes MGL がその分のシェア

を保有することになる。 

  ・Oyu Tolgoiの投資協定が締結後6か月後から効力を発するが、その時からErdenes MGL

の協力が始まる。 

  ・Oyu Tolgoi の収益は最初の何年間は徴税により一般会計に収入が入る。 

  ・4～5年後から株式の配当による収益が Erdenes MGL に入る。 

  ・Oyu Tolgoi の次の活動は Tavan-Tolgoi 鉱山開発への参加である。 

 

 以下の開発段階にうち、Erdenes MGL が参加するのは①と②である。 

① 鉱山自体の開発 

② 関連するインフラ整備 

③ 周辺のインフラ整備 

④ 付加価値増加のための加工(精錬等) 

 

http://www.erdenesmgl.mn/ 

 

 

 

 

図 36. Erdenes MGL 会社の組織・構造 

 

(4) MonAtom 有限会社 

 

 MonAtom 有限会社は 2009 年 2 月 11 日の第 45 政令によって設立された。 

 設立目的はウラン開発のみに限らず、原子力発電所の建設、ウラン資源の加工などの分野

の発展を含む。 

  ・ 1990 年以降はウランの探査は行われているが具体的に開発は開始されていない。 

   核エネルギー法においてウランのすべての鉱床は戦略的鉱床と特定され、政府の権益

参加が規定された。 

   モンゴル政府の資金で探査が行われた鉱床における政府所有分は 51％以上 

   モンゴル政府以外の機関により探査が行われた鉱床に関して政府が権益の 34％以上

を所有すると規定された。 

  ・ 政府持ち分を実際に所有して、政府を代理する。 

 

 

検査委員会 

代表取締役

員会 

社 
 

長 
副
社
長 

地質・鉱山部 

総務部 

投資･企画部 

法務担当課 

経理課 
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3-6. 探鉱状況  

 

民間資金で実施された地質探鉱作業について 

 2008 年度に民間資金で 2,269 探鉱権の鉱区(27,400,000ha)で地質探鉱が実施された。対

象は、以下のとおり。(作業規模：173,400 百万 MNT) 

 貴金属(金、銀)、金属(銅、亜鉛、鉛、アルミ、白金族、ニッケル、ビスマス、コバルト、

鉄、マンガン、チタン、バナジウム、クロム)、非金属(蛍石、石灰石、建築材、水晶、ベリ

ル、リン鉱石、ダイヤモンド、塩)、レアメタル(タングステン、錫)、可燃性鉱物(石炭、Shatdag 

Zanar)、ウランなど 

   

 
(出典：鉱山局へ提出された地質探鉱作業計画書・報告書) 

図 37. 探鉱作業計画・実施 

 

 

(出典：鉱山局へ提出された地質探鉱作業計画書・報告書) 

図 38. 鉱山局へ提出された地質探鉱作業計画書とレポート数の推移 

http://www.mram.gov.mn/ 

 

（10 億 MNT）
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 政府が発表した、採掘権所有企業が提出した“2008 年度レポートデータ”によると、2009

年 9 月 1日現在で 105 企業がレポートを提出している。このうち、採掘作業を実施した 63

社は以下のとおりである。 

 

銅、モリブデン ：Erdenet 

モリブデン ：Shim Tekhnolodji 

銅 ：Erdmin 

亜鉛 ：Tsairt Meniral 

タングステン ：Kainfolifram, Monfolifram 

鉄 ：Erven khuder 

金 ：Avdarbayan、Adamas mining、Altan Dornod Mongol、Altanshagai group、

Boroo gold、Bud-Invest、Buurgent、Gatsuurt、Guravt、Datsan trade、

Di Zet and Ai、Dunar-Od、Jamp、Zub gol、Could Gold Mongol、Monpolimit、

Ulz gol、Uuls zaamrar、Khanshir、Khurai、Tsevdeg、Chaildsan、Shijir-Alt、

Erdes kholding、Mongolrosstsevetmet、Mongoliin Gegee、Tolgoitiin Gol、

Mon dulaan trade、Shar narst、Mongol chekh metal、Sonor trade、Altan 

khumrug、Berkh uul、Khotu、Golden ord、Tsogt Onon 

  

石炭 ：Aduunchuluun, Baganuur、Gobi koul energy、Tavan tolgoi、Ilchit metal、

Mon-Ajnai、Mongoliin Alt MAK、Paeruland、Red khill energy、Chinkhua 

mak nariin sukhait、Shariin gol、Shivee-Ovoo、Berkh uul、Khorgiin Chuluu、

Tsagaan tashaa 

建築材 ：Mongol keramik、Chingel bunn tsagaan、Iderkhairkhan、Teeliin shonkhor

蛍石 ：Mongolrostsevetmet、Shidet-Od、Mongo chekh metall、Ej-Erdene、Berkh 

uul、Kherlen Impeks 

生産前企業 ：Shin shin、ASHB、Durvun tal、Ihkh khan uul、Tuvshingarav、Sentargold

など 42 企業がある。 

http://www.mram.gov.mn/ 
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3-7. 鉱業生産状況 

3-7-1. 蛍石鉱石及び蛍石精鉱生産 

 モンゴル・ロシア合弁の Mongol Rostsvetmet 公社が蛍石生産の大部分を生産し、ロシア、

ウクライナなどへ輸出している。最近、民間企業が鉄鋼用の蛍石採掘に力を入れ中国、韓国

などへ輸出している。2009 年には 96,900ｔの蛍石精鉱を生産している。 

 

(出典：鉱物資源庁) 

図 39. 蛍石及び蛍石精鉱の生産 

 

 

3-7-2. 金生産 

 金の生産量は、2004 年 3 月には中央県の Boroo 鉱山が、2005 年には Tavt 鉱山、Ovoot 鉱

山が操業を開始し、2005 年の 24.1t まで増加した。その後、減少傾向にあり、2009 年には

9.8t 程度であった。 

 

(出典：鉱物資源庁) 

図 40. 金生産 
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3-7-3. モリブデン精鉱、銅カソード、銅精鉱生産 

 モンゴル唯一の銅鉱山である Erdenet 鉱山は、1978 年にロシアとの合弁に生産が開始さ

れた鉱山で、銅金属量で年産 140 千ｔの能力があり、2009 年は年間約 130 千ｔを生産して

いる。1996 年からは SxEw 処理によるカソードカッパー生産も行っており、2009 年は年間最

大 2,470ｔを生産している。モリブデンはその副産物として、2009 年に 2,408ｔ（モリブデ

ン純分）のモリブデン精鉱を生産している。 

(出典：鉱物資源庁) 

図 41. モリブデン精鉱、SxEw(銅カソード)、銅精鉱の生産 

 

3-7-4. 石炭生産 

 モンゴルの石炭の年間生産量は 2003 年までは 500 万ｔ程度であったが、近年生産量が増

加しており、2009 年には 1,300 万ｔを超えた。主に発電や暖房に使用されている。Tavan 

Tolgoi 炭田は、埋蔵量 50 億ｔと言われており、Oyu Tolgoi 鉱床と一体となった開発が期待

されている。 

(出典：鉱物資源庁) 

図 42. 石炭生産 
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3-7-5. 錫、タングステン生産 

 錫、タングステンの鉱化帯は、モンゴルの中央部と東部に存在している。錫鉱床は小規模

の鉱床が多く、漂砂鉱床が存在する。タングステン鉱床は、鉱脈型、ストックワーク型など

鉱床タイプが知られているが、大規模な鉱床は知られていない。錫、タングステンの生産量

は少量であり、年によって変動するが、2009 年は錫 15t、タングステン 39t であった。 

 

(出典：鉱物資源庁) 

図 43. 錫、タングステンの生産 

 

 

3-8. 鉱業を取り巻く社会状況 

 

3-8-1. 一般状況 

 

 大規模鉱山開発は、モンゴルにとって鉱物資源は重要であり、選挙対策も含め政治問題

になりがちである。鉱物資源政策、方針、大規模プロジェクトの承認等は、議会の承認事項

になっており、70 名余の議員が各々意見を持っており、特に二大政党である人民革命党、

民主党とも党議拘束もなく、世論を背景にした、また世論操作をした議論が行われる。鉱物

資源の探鉱・開発に詳しい議員は非常に少ない。鉱業協会・掘削協会等関係団体の意向も、

議会にはほとんど反映されない。 

 今後、政府には Oyu Tolgoi、Tavan Tologoi 大規模鉱床からの巨額な収入が見込まれるが、

2008 年国政選挙では民主党が国民一人あたり 100 万 MNT(約 7 万円)、人民革命党が 150 万

MNT(約 10 万 5 千円)を配布すると公約している。(2010 年 2 月 14 日には、Oyu Tolgoi 前渡

金収入から老人及び子供に対し一人当り 7万 MNT を配布した。) 

 鉱山関係大プロジェクトは、政治力学に影響されるところが強い。モンゴルには、鉱物資

源開発に必要な資金及び技術はないため、積極的な外資導入の必要があるが国民・議員間で

の十分な政策的コンセンサスが図られていない。また一般的に商取引の際、最初から可能な

限り取れるものはとろうという考えがある。Oyu Tolgoi 銅鉱床開発についても、投資協定

締結まで、交渉に数年費やしたが、モンゴル側では、“急がば回れ”とか“損して得とれ“と

かの発想が少なく、長い目で物事をみるという姿勢がみられない。 
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3-8-2. 違法採掘 

 

 モンゴルでは数年前から違法採掘が増えており、従事者数は、人口の 4％にあたる 10 万

人程度と言われている。10 万人の違法採掘者が、一日、0.5g の金を採掘するとして、年間、

5,000～10,000t の金を採掘している。これらは、統計に上がってこない。問題は、環境破

壊である。好きなところを掘って、掘りっぱなしにする。自然が再生しない。加えて、水銀

を使うため、付近の河川が、汚染され、公害が深刻化している。また、ライセンス鉱区で無

許可で掘り出すため、ライセンス保持企業との間で衝突が生じる。政府は、個人採掘活動に

関する活動調整臨時規則を出して、2008 年 4 月 1日から実施している。 

 

 

3-9. その他鉱業関連特記事項 

 

3-9-1. 電力 

 

 供給(送電系統) 

 ・ 送電系統は、中央系統(CES)、東部系統(EES)、西部系統(WES)に分かれており、全国連

系されていない。電力需要の98％がCESに集中している。 

 ・ CES及びWESは、ロシアと連系している。CESはピーク負荷をロシアから輸入している。

また、WESは発電事業者がなく、ロシアからの輸入によって電力を供給している 

  (WESの需要は、最大でも1万kW程度)。 

 ・ 主要な送電線は 220kV と 110kV で構成されている。220kV 系統は CES のみ。 

 

 需給 

 ・ 2008年におけるCESの発電電力量は、38.7億kWh(日本の0.3％)で、その70％をウランバ

ートル第4火力発電所が占めている。CESの供給電力量は、ロシアとの輸出入差引を加

えた39.9億kWhで、消費電力量は供給電力量から電力損失量を差し引いた28.1億kWhで

ある。 

 

 中央系統各発電所は、政策的に電気料金を低く抑えられているため、赤字が続いている。

設備も老朽化しており、抜本的な対策が必要である。電源開発としては、ウランバートル

第5発電所の新設、南ゴビでの鉱山開発に伴う発電所の建設、中央系統までの送電線の建

設、太陽光、風力などの再生エネルギーの大規模プロジェクトが必要であるが、資金面が

ネックになっている。
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図 45. エネルギーの利用状況 

 

表 14. 鉱物資源・エネルギー分野における主要品の生産及び販売(2009 年 9 月現在) 

№ 項目 単位 
2008 2009 2009 I-IX

I-IX I-IX 2008 I-IX

1 電力エネルギー生産 mkWt/時 2407.9 2462.8 102.3

2 暖房エネルギー生産 千 G.cal 4803.3 4822.5 100.4

3 電力エネルギー輸入量 mkWt/時 148.8 119.9 80.6

4 電力・暖房エネルギー分野における労働者数 - 9397 9279 98.7

5 電力・暖房エネルギー売上額 - 153698 208071.6 10.9
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3-9-2. 鉄道 

 

 鉄道は、広軌道で延長 1,815km に及び、そのうち 1,100km がロシアと中国を結ぶ

Trans-Mongolia Main Line である。239km が東部地方の別の Network でロシアの鉄道と連結

しており、残り 477km が幹線からの支線である。 

 鉱産物を含む国際貿易輸送は、鉄道に負うところが大きい。ウランバートルから中国国境

Zamyn Uud までの舗装道路が完成すると鉄道と競合するので、鉄道の優位性は減少する可能

性はある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 46. RAILWAY TRANSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 47. Transportation Route 
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図 48. TRANS-ASIAN RAILWAY NETWORK 



  - 70 -  

3-9-3. 道路 

 

 国内道路網は、UB とアイマグセンター(県都)及びアイマグセンターと周辺地域を結び、

総延長 11,200km である。そのうち 1,500km が舗装道路、1,440km が砂礫で、1,346km が改良

自然道、残りの 6,900km 以上が自然道である。アイマグセンターと周辺地域を結ぶ地方道路

網は 38,000km、うち 400km が舗装道路、500km が砂礫道、残り 90％部分が自然道である。 

 現在、周辺諸国と結ばれる舗装道路は UB～ロシア国境までの 1本である。Zamyn Uud にお

いて、中国国境への道路が完成に近づいている。モンゴル西部地域で中国、ロシアと結ぶ 3

番目の国境への舗装道路が検討されている。 

 UB～東方及び西方へ道路が拡張するミレニアム道路計画(2001 年 Resolution No.09)があ

るが、建設には 8～10 年を要する。 

 

 

図 49. 道路網(現状) 

 

 

図 50. 道路網(2016 年に向けた計画)
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3-9-4. 航空 

 

 道路及び鉄道の十分な整備が遅れており、社会経済活動を円滑化するために空運が重要な

役割を果たしている。海外輸送サービスの 98％以上は UB・チンギスハン国際空港を利用し、

国内輸送はターボプロップエンジンに適した 17 空港を利用している。 

 チンギスハン空港は、しばしば強風、砂嵐、大気汚染等視界不良のため閉鎖され、滑走路

も国際空港として相対的に短く、日本の援助での新空港建設が決定されている。国内空港は、

国際民間航空機構の標準に合うものは少く、舗装滑走路を有しているのは 4空港に過ぎず、

他は砂礫の滑走路である。5空港が滑走路での照明があります。 

 MIAT モンゴル航空は、UB～モスクワ・北京・ソウル・東京・ベルリン・イルクーツクへ

の 6ルートの国際便を飛ばしている。 

 

 

図 51. 民間航空路線(国際線) 

 

 
 

図 52.民間航空路線(国内線)
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4. 一般情報 
 

4-1. 概要 

 

4-1-1. 地理 

 

 モンゴルは、ロシアと中国の間に挟まれた内陸国で、全面積は 1,565.600km2 と日本の約

4.2 倍である。中国とは西部、東部、南部で 4,673km の国境で接し、ロシアとは北部で 3,485km

の国境で接している。国土の 65％はステップとよばれる草原、南部の 1/3 はゴビ砂漠、森

林と山岳地帯は 12％で主に北部に位置している。 

 

4-1-2. 気候 

 

 モンゴルは、中欧・米国北部諸州と同じの緯度(北緯 42°から 52°)に位置し、大洋から

離れた内陸国で、気候変動が大きく降雨量は少ない。UB の降雨量は年平均 220mm、短い夏に

集中し、冬は一般的に乾燥しており非常に寒い。年間の晴天日は約 250 日で、夏には 40°

近くになる日もある一方、真冬は零下 40°を下回ることもある。夏は約 1 か月と短く、1

年のうち約半分は氷点下の日となり、UB でも 8 月の末に雪が降ることがある。日中と夜間

及び冬季と夏季の気温差が激しい。 

 気候と地理的環境のため、穀物農業には制約があり、家畜業に適している。遊牧による牧

畜(主として羊、山羊、馬、牛、ヤク、ラクダ)が、モンゴル経済の主産業の一つである。 

 

4-1-3. 言語 

 

 モンゴル語。表記はキリル文字。社会主義国時代はロシアの影響が大きく、ロシア語も義

務教育には入っていた。民主化以降は、英語及び日本語等外国語教育も盛んになって来てい

る。 

 

4-1-4. 歴史 

 

 近代モンゴルの歴史は、チンギスハンがモンゴル民族を統一し、アジア・中東・欧州への

一連の軍事侵攻を開始した 1206 年に始まる。チンギスハンの息子と子孫たちは、13 世紀に

歴史上最大の帝国を築き上げ、領土は現在の北部ベトナムから中東、ロシア及び東欧まで広

がった。しかし 14 世紀の半ば内部闘争により帝国が崩壊し、17 世紀に中国の満州清王朝が

モンゴル全土を支配した。1911 年の中国革命により北部モンゴルの皇太子は Urga の生仏と

言われた Damba Khutukhtu と共にモンゴル自治国を宣言、1921 年 7 月に独立国家として宣

言、1924 年に生仏が死ぬまで王国として存続した。1924 年、ソ連支援の下、社会主義に基

づく中央計画経済・政治システムによるモンゴル人民共和国が形成された。ソ連の支援は

65 年間続いたが、1989 年になってソ連軍の撤収及びソ連のグラスノチが起こり、UB で民主

化のための抗議運動が始まった。多くの東欧諸国と同様に、共産政権の崩壊が起こり、民主

的政治制度が採択された。 

 1989 年末に複数政党制の採用、自由選挙実施等民主化が急速に進展した。92年1月に新憲

法が採択され、同年6月に新憲法に基づく初の総選挙が、93年6月に国民の直接投票による大

統領選挙が実施されている。また、96年6 月の総選挙では民主連合が過半数を占め、エンフ

サイハン民主連合議長が首相に選出され、大規模な行政機関統廃合、公共料金大幅引上げ、

国有企業の民営化、自由貿易政策の徹底等の諸改革を実施した。97年5月の大統領選挙で人

民革命党のバガバンディ党首が選出された。 1998年1月の法改正及び関連決議によりエンフ

サイハン政権は4月総辞職に追い込まれ、与党最大会派の民族民主党エルベグドルジ党首が

新首相に選出された。 

 2000年7月の第 3 回総選挙では人民革命党が 76 議席中 72 議席を獲得し、圧倒的勝利で

再び政権につき、エンフバヤル党首が首相に就任。01年には同党推薦のバガバンディ大統領
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も再選され民主化及び市場経済推進、国内東西横断道路建設計画、海外からの投資拡大によ

る経済活性化政策を展開していった。しかし与党人民革命党圧倒的多数で可決された土地私

有化法が 03年5月から施行され、国を大きく揺るがすこととなった。 

 民主化以降、人民革命党及び民主党の2大政党により比較的安定的に民主政治が継続して

いる。 

 

4-1-5. 文化 

 

 音楽、衣装を始め、興味を引くものが多い。以下は、音楽。 

 

馬頭琴 

 馬頭琴は『草原のチェロ』といわれる。 

 さおの先の弦巻きの上端には、その名の由来である馬の頭の木彫りがあり、モンゴル人に

とって｢命｣とも言える馬の姿が刻まれ｢モンゴル人の魂｣を象徴している。 

 小学校の教科書にも載っているモンゴル民話｢スーホの白い馬｣が馬頭琴の始まりを伝え

ており、羊飼いの少年が愛した白い馬が、｢ずっとあなたの傍にいられるように、私の骨や

皮、毛を使って楽器を作ってください｣と言い残して死んでいったのが馬頭琴の始まりとい

う伝説である。 

 

オルティンドー 

 『長い歌』の意味を持つ、モンゴル民謡の代表的な歌唱法である。 

オルティンドーは、豊かな声量で音を自由に長く伸ばして歌うのが特徴、喉を巧みに操り何

とおりものビブラートを使い分ける。 

 

ボギノドー(ボグンドー) 

 『短い歌』の意味。この民謡の特徴は、リズムが規則正しくはっきりとしていること。歌

詞は風刺や皮肉を利かせた内容のものが多く、速いテンポで歌われる。 

 

ホーミー(喉歌。ホーメイ。) 

 声帯を振動させながら気管や口腔で倍音を共鳴させ、同時に二つの音声(ときには三つの

音声)を発する技巧です。 

西モンゴルのアルタイ地方で発生した唱法と言われている。 

 

4-1-6. 人口 

 

 人口 2,732,700 人(2009 年末)、世界で最も人口密度の小さい国の一つである。首都ウ

ランバートルの人口は 110 万人。人口の 6 割は都市や定住地に住み、4 割は主に牧畜を営

んで生活している。 

 

4-1-7. ビザ  

 

 入国には、次のビザが必要となる。 

 

 種類 

 ・ ビジネス観光ビザ(ビザ最大滞在期間 3 か月。ただし、2010 年 3 月 25 日より滞在期

間 30 日までは不要) 

 ・ 通過ビザ(ビザ有効期間 5 日)  

 ・ 業務ビザ(ビザ有効期間 3 か月)の 3 種類がある。 
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 入出国ビザは、モンゴル外交貿易省、モンゴル大使館、領事館及び特別の二国間条約の制

約が無い時はモンゴル名誉総領事館で発行。 

 ビザ相互免除協定がある国の場合、30～90 日間まではビザ不要。30 日間を超えて在留す

る場合、入国後 7日以内に外国人・入国国籍管理局に登録。 

 迅速なサービスを希望するには、通常手数料の倍額が必要。 

 48 時間以内の滞在のトランジットビザは、後続の航空券と次の目的地ビザ及び 15US$の手

数料が必要。外交貿易省のみが、数次ビザを発給できる。 

 

       表 15. モンゴルビザの手数料 

ビザタイプ 手数料 US$ 

出入国ビザ 25US$ /緊急 50US$/ 

1 Transit ビザ 15  US$ 

2 Transit ビザ 30US$ 

数次出入国ビザ、6か月有効 65US$ /緊急 130US$/ 

数次出入国ビザ、12 か月有効 130US$ /緊急 260US$/ 

7 日間延長 15US$プラス追加一日につき 2US$ 

ビザ違反罰金 75US$まで 

     （出典：FIFTA ホームページ） 

 

 以下の国と領事条約を締結している。 

 アフガニスタン、ブルガリア、中国、キューバ、チエコ、北朝鮮, ハンガリー、ラオス、

ルーマニア、ロシア、英国、USA、ベトナム、ユーゴスラビア 

 

 以下の国と相互法的支援条約を締結している。 

 ブルガリア、中国、キューバ、チエコ、北朝鮮,フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、

カザフスタン、キルギスタン、ポーランド、韓国、ルーマニア、ロシア、トルコ、ウクライ

ナ、ユーゴスラビア、ベトナム 
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4-2. 政治制度 

 

4-2-1. 概要 

 

 1992 年 1 月に議会は新憲法を制定、2月 12 日に施行、民主共和国として確立し、統一国

家として『アイマグ』と呼ばれる行政区画を有する統一国家になった。政治制度は、統治機

構として立法府、執行部、法制部,元首としての大統領からなっている。 

 

1) 立法部 

 立法部は、”The State Great Hural”または議会です。76 議席からなる単一議院である。

国民は投票権を有し、4 年毎に選挙が実施され、被選挙権は 25 歳以上の国民に与えれてい

る。議会は、法律制定、内外政策決定、大統領及び議会選挙日を設定、大統領の認証、罷免

権、首相の任命、変更、罷免権を有する。更に議会には、国際協定批准・拒絶を行う権限が

ある。また石油、ガス、ウランを含む戦略鉱物についての権限も有している。法律は公布さ

れねばならず、公布後 10 日を経て効力を持つ。 

 

2) 大統領 

 議会を代表する複数の政党が大統領候補を指名し、国民選挙により選ばれる。任期は 4

年で、一度だけ再選が許される。候補者は、選挙前 5年間以上、モンゴルに居住する 45 歳

以上の国民でなければならない。大統領は元首として、大統領・首相・国会議長からなる国

家安全委員会の長となる。大統領は、議会の決定に対する拒否権を持つが、議会の 2/3 の再

議決で覆される。大統領は、大統領令を発布でき、首相の署名で効力が発生する。大統領は

主要政党と協議して、首相候補を指名する。議会は 2/3 の多数で、憲法違反、或いは宣誓を

破り権利濫用を行った場合、大統領を罷免できる。 

 

3)政府 

 国家の最高行政部であり、法律執行に関し議会への責任を有し、長は首相(任期 4年)であ

る。また経済的、社会的、文化的発展を方向付けする責任がある。政府は、下部機関を設立

することができ、08 年総選挙後に 11 省と副首相を置いている。また環境保護の権限と自然

資源の利用・再生の権限、戦略鉱物の探鉱・採掘に関する規制等の権限を持っている。次の

議会選挙は、2012 年。 

 

4)司法部 

 憲法は法廷にのみ、司法機能を与えている。最高法廷としての最高裁判所と多くの控訴裁

判所、地方裁判所がある。最高裁は刑事事件、民事法律紛争を裁く権限、控訴プロセスを経

た下級裁の決定を審査するなどの多くの権限があるほか、憲法裁判所及び検事総長により移

管された人権事件も審査する。憲法を除く法律の公式解釈を提供する。憲法は、最高裁判所

の監督に属さない刑事、民事、行政法廷のような特別法廷の設置を認めている。裁判所の長

官は、司法の独立を確保するため、判事を独占的に選定できる権限を持っている。 
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4-2-2. 行政組織 

 

 大統領を国家元首とする共和制であり、大統領は4年ごとに直接選挙で選ばれる。任期は4

年で、1回のみ再選可能である。議会は国家大会議（The State Great Hural）と呼ばれる一

院制で、76名の議員で構成される。 

 現在は、民主党のエルベグドルジ大統領、人民革命党と民主党の連立内閣の下、人民革命

党のバッドボルド首相の体制になっている。 

 

表16. 行政組織及び大臣 

 

役職 氏名 所属政党 

首相 

Prime Minister 

バトボルド 

Batbold.Su 

革命党 

第1副首相 

Deputy Prime Minister 

アルタンホヤグ 

Altankhuyag.N 

民主党 

第2副首相 

Deputy Prime Minister 

エンフボルド 

Enkhbold.M 

革命党 

財務省 

Ministry of Finance  

バヤルツォグト 

Bayarttsogt.S 

民主党 

法務・内務省 

Ministry of Justice and Internal Affairs

ニャムUS$ジ 

 Nyamdorj.Ts 

革命党 

環境・観光省 

Ministry of Environment and Tourism 

ガンスフ 

Gansukh.L 

民主党 

外交貿易省 

Ministry of Foreign Affairs and Trade 

ザンダンシャタル 

G.Zandanshatar 

革命党 

教育・文化・科学省 

Ministry of Education, Culture and Science
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革命党 

道路・運輸・建設・都市計画省 

Ministry of Road and Transportation, 

Construction, Urban Development 
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Ministry of Social Welfare and Labour 

ガンディ 

Gandi.T 

革命党 

国防省 

Ministry of Defense 

ボルド 

Bold.L 

民主党 

保健省 

Ministry of Health   

ラムバイ 

Lambaa.S 

民主党 

食料・農牧・軽工業省 

Ministry of Food and Agriculture, Light 

Industry 

バダムジュナイ 

Badamjunai.T 

革命党 

鉱物資源・エネルギー省 

Ministry of Mineral and Energy   

ゾリグト 

Zorigt.D 

革命党 

モンゴル国家大臣、内閣官房長官 フレルバータル 

Khurelbaatar.Ch 

革命党 
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図 53. 内閣行政機構(1) 
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図 53. 内閣行政機構(2) 
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4-2-3. 司法 

 

 司法制度は、最高法廷としての最高裁判所と多くの控訴裁判所、地方裁判所がある。最高

裁は刑事事件、民事、法律紛争を裁く権限、控訴プロセスを経た下級裁の決定を審査するな

どの多くの権限がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 54. 立法・行政・司法組織図 
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4-2-4. 地方行政 

 

 行政単位は、21 県(アイマグ)及び1首都圏(UB)である。県は、333 郡(ソム)、さらに郡は 

1,570 バグに分けられる。 

 首都ウランバートルの場合、9 地区(ドゥーレグ)、ホローに分けられる。 

 

4-2-5. 外交 

 

 外交政策は、非同盟中立で、現実的かつ平和主義外交を展開している。大国のロシア及び

中国に挟まれており、国家安全上の配慮からどちらか一方に偏らず、バランスを維持するこ

とが最大の優先度を持つている。次に第 3隣国政策(The Third Neighbor Policy)と呼ばれ

る日本、米国、韓国、ドイツ等との関係の強化あり、地政学上のバランス維持の配慮から出

ている。またアジア・太平洋、特に北東アジア、中央アジアを重視している。 

 

4-2-6. 最近の政治動向 

 

 2008 年第 5 回総選挙では革命党が勝利したが、その結果に国民は反発し暴動となり、内

閣組閣において革命党と民主党の連合政権になった。現在、76議席中46議席を人民革命党、

27 議席を民主党が占め、国民勇気党と国民連盟、単独候補者が其々1 議席を占める。2009

年の大統領選挙では、圧倒的な勝利で民主党 Ts.エルベグドルジが当選した。 

 

 

4-3. 経済 

 

4-3-1. 現在の経済情勢 

 

(1) 構造  

 

 2008 年 GDP は 48 億 US$、一人あたり GDP は 1,818US$である。GDP 構成(2008 年)は、鉱業

部門 28.2％、農牧畜森林業 18.8％、卸小売等流通関連 14.6％、運輸’通信・倉庫 10.4％、

製造業で 6.1％。建設’不動産で 7.1％である。GDP の 50％は輸出で占められており、輸出

の約 80％が鉱物資源であるから、鉱業は外貨獲得の面で、最重要産業である。石炭、銅等、

鉱物資源の仕向け国は経済発展の著しい中国である。伝統的輸出産品では、カシミアを主と

する繊維・繊維製品が輸出の約 9％占める。雇用吸収の面では、酪農、カシミア等の伝統的

産業が重要である。遊牧の伝統から山羊、羊、牛、馬等の家畜が 43 百万頭を飼育しており、

家畜関連産業も比較的に優位にある。また、自然中心の観光資源に恵まれているが、十分な

宣伝がなされておらず、今後の発展有望分野である。 

 

(2) 最近の経済成長 

 

 鉱物資源価格高騰で 2008 年までの 3 年間の GDP は平均 9.2％成長し、順調に成長してき

た。この結果一人あたり GDP(名目)も 2006 年の 1,236US$から 2008 年には 1,818US$と 47％

上昇している。為替は 2006 年の 1,179.5MNT /US$から 2008 年は 1,169.3MNT/US$へ、インフ

レは 2006 年 6.2％、2007 年 17.8％、2008 年 22.1％と上昇した。。財政収支は、2007 年ま

での 3年間は黒字、2008 年は 306 百万 MNT の赤字となった。2007 年からインフレ率が急上

昇したが、これは輸出増大、経済活動の上昇、建設投資の活況に加え、公務員の給与引き上

げ、ガソリン及び食糧品価格の値上げの結果である。特に建設投資は、UB で 1.47 倍増加し

た。このような中で、2008 年 10 月に世界金融危機が起き、世界経済の急激な縮小から資源

価格が暴落し輸出収入が激減したが、輸入削減が遅れたため外貨危機に陥り、MNT 価値が急

落した。政府は金融引き締めの強化、2009 年 4 月に IMF から 240.9 百万 US$の Stand By 

Credit(2010 年 10 月 1 日まで)を借り入れ、主要援助国及び世界銀行(WB)アジア開発銀行
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(ADB)等からの緊急支援等で経済調整を行い危機を回避した。IMF の借り入れにより 1 年半

の間、モンゴルは IMF 管理下でマクロ経済の調整を行うことになり、2009 年 12 月にはモン

ゴル経済のパフォーマンスにかかる IMF 第 3 回目のレビューが完了し、経済調整は順調に進

んでいる。 

 

(3) 2009 年の経済 

 

 GDP は、1.6％程度の減少となった模様である(世銀)。産業別では、建設部門が前年比 

46.8％、卸小売部門同 16.5％減少した。2009 年第 4 四半期には輸送・通信部門、鉱山･製

造部門は回復してきたが、年間 GDP をプラスに押し上げるまでには至らなかった。 

 貿易は、輸出 19 億 US$(前年比 25％減)で、内訳として金 44％減、銅 40％減、ヤギ原毛 

30％減であった。これらで輸出の 50％を占めるが、量の下落でなく、価格下落が影響した。 

 一方輸入も 34％減となり、貿易赤字は前年の 10.7 億 US$から 2.2 億 US$に改善した。中

央銀行が 4月に政策レートを大幅に引き上げて以来、MNT の対 US$為替レートは安定的に推

移した。外貨準備は、09 年末で 11 億 US$と大幅に増加した。財政赤字 (暫定値)は、GDP の

5.4％と目標圏内に収まった。 

 インフレ率は、深刻な不況のため急激に減少し 8～11 月ではマイナスとなった。年率では

1.9％と、前年に比べ、インフレは大幅に収束した。金融の 2009 年の目標は、為替レートの

安定、MNT の信頼回復及びインフレのコントロールであったが、3月に政策金利を 14％に引

き上げたが、為替が安定し、インフレが収まった 9 月までの 3 度にわたり 10％まで引き下

げた。預金利率は低下したが、銀行貸付金利は 17～19％に留まった。銀行の不良債権比率

は、12 月末で 22.8％に悪化、破綻した Anodbank と Zoos Bank の分を除くと 15.2％である。 

 

(4) 2009 年第 4四半期からの回復 

 

 輸出は中国の強力な成長の恩恵を受け、中国向け銅及び石炭輸出が増え、回復して来た。

12 月の中国向輸出は、前月と比べ 27％増加している。鉱物資源輸出は、量と共に価格によ

る影響が大きい。ロンドン金属取引所の銅地金 3 か月先物価格は、2009 年 1 月では

3,000US$/t 程度であったが、2010 年 1 月 5 日現在では 7,485US$/t と、昨年年初と比べ 2.3

倍に達している。 

 

(5) マクロ経済の中期展望 

 

 Oyu Tologoi 銅鉱床、Tavan Tolgoi 石炭鉱床及びその他鉱床開発、インフラ整備が進展が

見込まれ、2013 年頃からの鉱物資源の輸出激増が予想されている。鉱業部門の比率増加に

伴い、モンゴル経済における構造変化が起きよう。政府は、2009 年に財政維持法(Fiscal 

Sustainability Law)の草案を作成し、議会で検討中である。予想される鉱山からの収入を

適切に管理することが目的とし、銅価格の変動による収入のぶれを平均化し、過度の借入を

避けるための公的債務及び年間財政支出のシーリング等が導入される。国民所得は

1,900US$/人弱であるが、国家発展改革委員会の予測によると 15 年には 5,000US$を越すと

見込んでいる。 
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表 17. 主要経済指標 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

生産・雇用・物価   

実質 GDP(％、対前年比) 7.0 10.6 7.3 8.6 10.2 8.9 -1.6

工業生産指数 .. .. .. 100.0 110.4 113.4 ..

 (％、対前年比) .. .. .. .. 10.4 2.7 -3.3

失業率(％) 3.4 3.6 3.3 3.2 2.8 2.8 ..

消費者物価指数(前年比％) 4.6 10.9 9.6 5.9 14.1 23.2 1.9

   

公共セクター   

政府財政(GDP 比％) -3.7 -1.8 2.6 3.3 2.8 -5.0 -5.4

鉱業収入を除く(GDP 比％) -5.9 -5.8 -1.3 -7.3 -13.4 -15.5 -12.9

国内公的債務(GDP 比％) 3.1 1.4 0.1 1.0 0.5 0.0 6.3

   

貿易・国際収支・対外債務   

貿易バランス -199.6 -99.2 -99.5 136.2 -52.4 -612.6 -183.0

製品輸出(百万 US$) 627.3 872.1 1,066.1 1,543.9 1,950.7 2,539.3 1,902.6

(％ , 対前年比) 19.7 39.0 22.2 44.8 22.4 34.4 -24.9

銅輸出(％ 、対前年比) .. .. 14.7 94.8 27.7 3.0 -39.9

製品輸入(百万 US$) 826.9 971.3 1,165.6 1,407.7 2,117.3 3,615.8 2,131.3

(％、対前年比) 21.6 17.5 20.0 20.8 42.5 70.8 -34.3

経常収支 -102.4 24.1 29.7 221.6 264.8 -721.9 -291.0

(GDP 比％) -7.1 1.3 1.3 7.0 6.7 -13.9 -6.9

海外直接投資(百万 US$) 131.5 128.9 257.6 289.6 360.0 585.5 517.0

対外債務(百万 US$) 1,240.3 1,311.8 1,360.0 1,413.9 1,528.7 1,600.5 1,860.0

(GDP 比％) 87.3 73.7 59.7 44.3 38.9 33.1 46.5

短期債務 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ..

債務償還比率 

(財、サービス輸出比％) 
13.4 9.4 7.6 5.9 6.5 4.4 4.5

外国為替準備高(百万 US$) 203.5 207.8 333.1 718.0 k.6 656.7 1,145.2

 (輸入の何か月分か、月) 2.3 1.8 2.5 4.6 5.0 2.1 5.1

   

金融市場   

国内信用(％、対前年比) 157.3 25.8 18.8 -3.1 78.4 60.6 ..

短期金利(年利) .. 15.8 3.7 5.1 8.4 9.8 ..

為替相場(1US$あたり MNT) 1,168.0 1,209.0 1,221.0 1,165.0 1,170.0 1,267.5 1,446.6

実効為替レート(2006=100) 94.2 93.9 99.6 102.8 104.8 127.4 ..

(％ ,対前年比) -4.8 -0.4 6.1 3.2 1.9 21.5 ..

株式市場指数(2000=100) 151.5 120.8 203.6 382.0 2,048.0 1,181.6 ..

   

メモ   

名目 GDP(MNT bn) 1,660 2,152 2,780 3,715 4,600 6,130 6,055

名目 GDP(百万 US$) 1,448 1,814 2,307 3,156 3,930 5,258 ..

一人あたり GDP(US$) 583 722 900 1,214 1,491 1,960 ..
(出典：世界銀行) 
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4-3-2. 貿易・投資状況 

 

(1) 貿易 

 モンゴルの主要輸出品目は鉱産品（図56）であり。その全輸出に占める割合は、2009年で

65％を超えている。 

 

 

                   図55. 輸入 

 

 

 
 

図56. 輸出 
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(2) 海外投資受け入れ 

 

 1990～2008年末間に、99か国9,327外国投資企業が登記され、直接投資金額は30億US$で、

そのうち62.8％は2004～08年に投資されている。2008年単年では1,551企業、708百万US$に

達している。産業分野別では、56.3％が鉱業部門、卸小売業部門 20.5％、銀行・金融部門 

3.8％、軽工業 3.6％、建設・建設資材 2.1％、畜産加工 1.8％である。 

 Oyu Tolgoi、Tavan Tolgoi 鉱床等の開発が控えており、外国投資は今後、急増するもの

とみられる。2008 年は中国 55.7％、カナダ 8.34％、韓国 6.15％、日本 4.18％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (出典：2008 年 FIFTA 資料) 

図 57. 国別外国直接投資額 
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   図58. FDI Infliws in Mongolia(2000-2008) 
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５. おわりに 

 モンゴル国は各種の鉱物資源に恵まれており、ようやく、本格的開発段階に入ってきたと

いえる。2009 年 10 月の Oyu Tolgoi 銅・金鉱山の開発にかかる投資協定締結後、モンゴル

に対する世界の見方が変化してきた。近年、モンゴル資源ブームが巻き起こっている。特に

香港上場企業がモンゴル鉱山企業等の M&A による企業買収を開始したり、南部モンゴルのイ

ンフラ開発を初め Oyu Tolgoi 鉱山開発開始に向けた動きが活発化している。他方、Tavan 

Tolgoi のコークス炭開発の動向が注目され、アメリカ、ロシア、中国、日本、韓国、イン

ド、ブラジルの大手企業らが関心を示している。モンゴルの鉱山開発は始まったばかりで大

きな潜在性を有している。5万分の1の地質図が作成されているのは国土の25％に過ぎない。

モンゴルの資源が本格的に開発されるとアジアの資源地図が変わると言われており、ここ数

年間で鉱物資源輸出が急増する見込みである。モンゴルの成長性に期待するという観点で外

国企業もモンゴルへの投資を見直す時期に来ている。 
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Official Translation 
30/10/2006 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE MINERALS LAW OF MONGOLIA 
(Amended Law) 

CHAPTER ONE  

GENERAL PROVISIONS 

Article 1. Purpose of the law 

1 .1 .    The purpose of this law is to regulate prospecting, exploration and mining of minerals 
within the territory of Mongolia. 

Article 2. Legislation on minerals 

2.1. Mineral related legislation consists of the Constitution of Mongolia, Land 
Law, the Subsoil Law, Environmental Protection Law, National Security Law, this law 
and other relevant legislative acts. 

2.2. If an international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise, the provisions of 
the international treaty shall prevail. 

Article 3. Scope of application 

3.1 This law shall be applicable for exploration and mining of all types of mineral 
resources except water, petroleum and natural gas. 

3.2 Relations with respect to the artisan mining and exploitation of minerals from artisanal 
and small scale mines shall be regulated by a specific law. 

Article 4. Definitions of terms 

4.1        In this law the following terms shall have the following meaning: 

4.1.1 "mineral" means any usable naturally occurring mineral concentration that was 
formed on the surface or in the subsoil as the result of geological evolutionary 
processes; 
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4.1.2 "reconnaissance" means an investigation identifying mineral concentrations 
through rock sampling, airborne surveys and reviewing related geological and 
minerals information without actually disturbing the subsoil; 

4.1.3 "geological survey to be conducted at expense of the state budget" means 
geological mapping, thematic survey, geological prospecting and exploration of 
minerals financed from the State budget; 

4.1.4 "mineral prospecting" means a geological survey whose purpose is identifying the 
existence of mineral concentration in area with prospects of mineral resources; 

 
4.1.5 "mineral exploration" means geological and exploration survey conducted on and 

under the earth's surface for the purpose of identifying in detail the location and 
quantity of mineral  concentration and determining the technical and commercial 
feasibility of mining thereof; 

4.1.6 "mineral mining" means the entire range of activities that include separating and 
extracting minerals from land surface and subsoil, ore stockpile, waste or tailings, 
increasing the concentration of its usable contents, producing products, marketing 
those products and other activities related therewith; 

4.1.7 "minimum cost of exploration" means an obligatory minimum expenditure per 
annum to be spent for exploration work; 

4.1.8 "mineral deposit" means mineral concentration that has been formed on the 
surface or in the subsoil resulting from geological evolutionary processes, where 
the quality and proven reserve is economically feasible to mine by production 
methods; 

4.1.9 "hard rock mineral deposit" means any mineral concentration that has been formed 
as a result of geological evolutionary processes and exists in the same space with 
its host rock; 

4.1.10 "placer mineral deposit" means mineral concentration that has been separated from 
its first subsoil location as a result of erosion and mechanic processes and that are 
located as layers after reformation; 

4.1.11 "mineral deposit of strategic importance" means a deposit [with size]1 that may 
have a potential impact on national security, economic and social development of 
the country at the national and regional levels or that is producing or has a potential 
of producing more than five (5) percent of total Gross Domestic Product in a 
given year. 

4.1.12 "special purpose territory" means land taken at the national and local levels by an 
authorized government entities pursuant to Articles 17. 18 and 20 of the Land Law 
for special public needs where exploration and mining are either restricted or 
prohibited; 

4.1.13 "reserve area" means an area previously granted under exploration or mining license 
which   is   now  taken   under  State  control   by  decision  of competent   authority 
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suspending any reconnaissance, exploration or mining activities; 

4.1.14 "exploration license" means a document granting the right to prospect or conduct 
exploration as set forth in this law; 

4.1.15 "mining license" means a document granting the right to conduct mining as set forth 
in this law; 
 

4.1.16 "exploration area" means the area granted under an exploration license of     
 Article  4.1.14; 
 
4.1.17 "mining area" means the area granted under a mining license of Article 4.1.15; 

4.1.18 "mining claim'" means part of geological formation overlapping with mining area 
and where mining is to be conducted; 

4.1.19 "license fee" means the payment that a license holder makes as set forth in this law 
in order to maintain the license effective; 

4.1.20 "license holder" means a legal person to whom prospecting, exploration or 
mining license has been granted or transferred as set forth in this law; 

4.1.21 "legal person" means a company or partnership set forth in Article 33.1 of the Civil 
Code of Mongolia. 

Article 5. Ownership of minerals 

5.1. Mineral resources naturally occurring on and under the earth's surface in Mongolia are 
the property of the State. 

5.2. The State, as the owner, has the right to grant exploration and mining rights as set forth 
in the terms and conditions of this law. 

5.3. The percentage of the State share in a minerals deposit shall be established by an 
agreement on exploitation of the deposit where State funded exploration was used to 
determine reserves. 

5.4. The State may participate up to 50% jointly with a private legal person in the exploitation 
of a minerals deposit of strategic importance where State funded exploration was 
used to determine proven reserves. The percentage of the State share shall be 
determined by an agreement on exploitation of the deposit considering the amount of 
investment made by the State. 

5.5. The State may own up to 34% of the shares of the investment made by a license holder in a 
mineral deposit of strategic importance where proven reserves were determined through 
funding sources other than the State budget. The percentage of the State share shall be 
determined by an agreement on exploitation of the deposit considering the amount 
of investment made by the State. 

5.6. A legal person holding a mining license for a mineral deposit of strategic importance 
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shall trade no less than 10% of its shares on the Mongolian Stock Exchange. 

 
Article 6. Classification of mineral deposits 
 
6.1      Mineral deposits are classified as following: 

6.1.1 deposits of strategic importance; 
6.1.2 deposits of common minerals; 
6.1.3 deposits of conventional minerals. 

6.2 Mineral deposits set forth in Article 6.1.1 of this law shall refer to a deposit which meets the 
requirements of Article 4.1.1 1 of this law. 

6.3 Abundant sediments and rock concentration that might be used as construction material 
are considered common mineral deposits. 

6.4  All mineral concentrations except as set forth in Articles 6.2 and 6.3 of this law shall refer 
to conventional mineral deposits. 

Article 7. General requirements with respect to license holder and to conducting mineral 
exploration and mining operation. 

7.1 Mineral exploration and mining license shall be granted to a legal person, taxpayer in 
Mongolia, duly formed and operating under the laws of Mongolia. 

7.2 A license holder shall meet the requirements set forth in Article 7.1 of this law for the 
entire duration of a valid license. 

7.3 Conducting exploration or mining without a valid license is prohibited. 

7.4 One license may be granted to one legal person only. 

7.5 Landowners or land-possessors may use common minerals from their land for private and 
noncommercial purposes. A list of common minerals that can be mined without a license 
shall be approved by the Government. (Government resolution # 81.2007) 

 
CHAPTER TWO  

STATE REGULATION IN MINERAL SECTOR 

Article 8. Competence of State Great Hural 

8.1       Competence of the State Great Hural with respect to mineral issues is as follows: 

8.1.1 determine State policy with respect to development of geology and mining sector; 
8.1.2 oversee the Government's implementation of legislation on minerals 

exploration and mining; 
8.1.3 have competence over reconnaissance, exploration and mining of minerals in 

areas with State special protection; 
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8.1.4 approve a mineral deposit as a mineral deposit of strategic importance by proposal 
of the Government or on its own initiative; (Government resolution # 27.2007) 

8.1.5 restrict or prohibit exploration and mining activities on or grants of exploration 
and mining licenses for certain territories by proposal of the Government or on 
its own initiative; 

8.1.6     establish   a   special   regulatory  regime   for   mining,   storage   and   transport  
of radioactive minerals; 

8.1.7  determine the State's share percentage of mineral deposits of strategic 
importance as set forth in 5.5 and 5.6 of this law by proposal of the Government 
or by its own initiative based on the size of the minerals deposit registered in the 
State's integrated registry. 

Article 9. Competence of the Government 

9.1.  Competence of the Government with respect to mineral issues are as follows: 

9.1.1 enforce   implementation   of  legislations   on   reconnaissance   and   exploration   
of minerals and mining; 

9.1.2 implement State policy with respect to the development of geology and mining 
sector; 

9.1.3 have competence over reconnaissance and exploration of minerals and mining 
on State special needs territory, exclusive of areas with State special protection; 

9.1.4 submit proposals to the State Great Khural for approval of a minerals deposit of 
strategic importance; 

9.1.5 submit   proposals  to  the   State  Great   Khural   for  determining   the   State  share 
percentage in a minerals deposit of strategic importance; 

9.1.6 determine sources of investment of Mongolia in a joint venture to 
develop a mineral deposit of strategic importance; 

9.1.7 have competence or submit proposals to the State Great Khural with regard to 
setting aside specific areas for reserve or special purpose territory; 

9.1.8 participate in mineral exploration and mining through a legal entity having State 
ownership. 

Article 10. Competence of Government agency 

10.1.   Competence of the State Central Administrative agency in charge of geology and mining 
are as follows: 
10.1.1 develop and implement State policy with respect to the development of the geology 

and mining sectors; 
10.1.2 upon authorization by the Government, approve the selection procedures set forth in 

Article 19.12, 20.1, 24.2 and 26.9 of this law; 
10.1.3 ensure enforcement of the legislation on minerals and resolutions of the Government 

with regard to implementation of such legislations; 
10.1.4 determine service fee rates for issuance, transfer, extension of the term of a 

license and for surrendering all or part of a  licensed area,  resolving boundary 
disputes and reviewing of exploration work plan, information and report; 

10.1.5 approve the annual integrated plan of geological studies to be funded by the State 
budget;  

10.1.6 approve regulatory procedures for funding, implementing and assessing results of 
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geological studies to be funded by the State budget; 
10.1.7 regulate exploration and mining activities, develop and approve product’s 

standard; 
10.1.8 oversee operations with respect to development of strategic deposits; 
10.1.9 approve charter of (MIT order # 214.2006. attachment #3) and establish a Minerals 

Council () in charge of making evaluation 
and issuing recommendations on reports of geological studies conducted within 
the territory of Mongolia. 

Article 11. Responsibilities of government agency 

1 1 . 1 . Government agency in charge of geology and mining issues shall have the following 
duties: 
11.1.1 conduct regional geological,  geochemical,  hydro-geological cartographic and 

geophysical surveys within the territory of Mongolia; 
11.1.2 research patterns of distribution and types of occurrences of mineral resources 

within the territory of Mongolia and the evaluation of such resources; 
11.1.3 provide geo-ecological research and recommendations with respect to natural and 

human factors that may have an impact on the social and economic development; 
11.1.4 provide interested individuals with a l l  available geological and mining related 

information, including information provided by license holders as set forth in this 
law, except for information classified as confidential; 

11.1.5  maintain and update the information database with respect to national geological 
and related resources; 

11.1.6  monitor the plan, reports and the minimum cost of exploration of the exploration 
license holder provided in this law; 

11.1.7  register and resolve requests regarding mineral reconnaissance; 
11.1.8 provide  evaluations  and   recommendations   with   respect  to  technology  and 

equipment used in the mining industry and implementation of mining technology 
policy; 

11.1.9 create a favorable investment environment for the mining sector and provide 
evaluations with respect to the existing investment environment; 

11.1.10 conduct research, evaluation and provide recommendations regarding the impact 
the mining industry has on the social and economic development of Mongolia; 

11.1.11 conduct research on supply and demand and the prices of mining products and 
forecast long-term trends; 

11.1.12 submit proposals regarding State policies on particular mining projects and the 
implementation of those policies; 

11.1.13 organize a tender to issue a license for an area of mineral concentration 
determined by the State budget; 

11.1.14 monitor activities related to exploration and mining licenses; 
11.1.15 provide the public with access to the processes of issuing and reissuing of  

licenses, license revocation, transfer, pledge and surrender of for the entire or a 
part of the licensed area; 

11.1.16  receive, register and make decisions with respect to applications for licenses; 
11.1.17  maintain the registry of licenses; 
11.1.18  maintain the cartographic registry of licenses; 
11.1.19  issue exploration and mining licenses; 
11.1.20 collect service and license fees; 
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11.1.21 resolve boundary disputes between and among license holders; 
11.1.22 provide interested persons with access to the registry and the cartographic registry 

of licenses and to notify relevant government agencies as well as the public 
about any changes made in the registry. 

11.2. Government agency’s unit in charge of geology shall be responsible for issues set forth 
in Articles 11.1 .1-11.1.7, a unit in charge of mining Articles 11.1.8-11.1.12 and a unit in 
charge of cadastre Articles 11.1.13-11.1.22.s 

11.3 Professional inspection agency shall implement State inspection over mineral exploration, 
mining activities and implementation of Mineral Law of Mongolia and other relevant 
legislation. 

Article 12. Competence of local administrative and self governing bodies 

12.1     Local administrative and self governing bodies shall implement the following with regard 
to mineral issues: 
12.1.1 ensure implementation of this law and regulations of higher administrative bodies in 

its respective territories; 
12.1.2 permit use of the licensed area for the purposes set forth in the license and 

prevent, oppose any violations; 
12.1.3 monitor compliance with respect to environmental reclamation, health and safety 

regulations for workers and local residents and payments to the treasuries of 
local administrative bodies by license holders as part of their obligations; 

12.1.4 adopt resolutions establishing a local special purpose territory as set forth and 
grounded in regulations provided by the Land Law. 

Article 13. Reserved areas 

13.1    Establishment of reserve areas in exploration and mining license areas shall be resolved by a 
decision of the Government for the following purposes: 
13.1.1 improve the quality of the registry of licenses; 
13.1.2 resolve boundary disputes among license holders; 
13.1.3 conduct geological mapping, reconnaissance and exploration of minerals through 

State budget funding. 

13.2    Decision to establish a reserve area as set forth in Article 13.1 of this law shall be made 
with an official public notice and contain the following information: 
13.2.1 the name of the aimag or capital city and soum or district where reserve area is 

located; 
13.2.2 coordinates of the reserve area; 
13.2.3 purpose for reserving the area; 
13.2.4 time period the area shall be reserved for. 

 

13.3 The Government agency shall record the reserve area as set forth in Article 13.1 of this 
law in the licensing and cartographic registries. 

13.4 A reserve area shall be released for the following reasons: 
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13.4.1 By the decision of the Government to release the reserve area prior to expiration 
of the original term; 

13.4.2 expiration of the term for which the reserve area had been reserved; 
13.4.3 after settlement of the circumstances set forth in Articles 13.1.1-13.1.3. 

13.5 If a licensed area is located within the boundary of a reserve area established as set forth 
in Article 13.1.3 of this law, the rights and liabilities of the license holder shall remain in 
effect the period of reservation. 

Article 14. Special purpose territory with restrictions and prohibitions on exploration 
and mining activities 

14.1 In the event that a competent agency issues a resolution to establish a special purpose 
territory, a written notice containing the following information shall be delivered to 
Government agency within ten (10) business days: 

14.1.1. name of the aimag, soum and bag where the territory is located; 
14.1.2. coordinates of the land where the special purpose territory is established; 
14.1.3. purpose for which the land has been taken for special purpose; 
14.1.4. time period for which the land shall be used for special purpose. 

14.2 Land set aside for special purposes shall not be for a less than five (5) years. 

14.3 The Government agency shall record the coordinates of special purpose territory in the 
exploration license, mining license and cartographic registries. 

14.4 If a special purpose territory overlaps entirely or in part with a territory covered by a 
valid license, prohibiting further exploration or mining in the overlapping area the authority 
whose decision it was to establish the special purpose territory shall be obligated to 
compensate the license holder. 

14.5 The amount of the compensation and time for payment shall be negotiated and agreed by 
the authority that decided to establish the special purpose territory and the affected license 
holder. If the parties fail to reach an agreement, the amount of compensation and time for 
payment shall be determined by the Government agency based on conclusion of an 
authorized independent body. 

14.6 The license holder shall have the right to resume its activities if the compensation is not 
paid in the time set forth in Article 14.5. 

14.7 Disputes related to compensation shall be decided by a court. 

14.8 Within one (1 )  month after the Government agency gives public notice of the 
expiration for special purpose territory, the legal person that previously held the specific 
area under the license shall, after submitting a request, have an exclusive right to 
reacquire the exploration or mining license.  

 
CHAPTER THREE MINERAL 

EXPLORATION 
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Article 15. Reconnaissance 

15.1 A   legal person may conduct reconnaissance for minerals, without a license, in territories 
already under exploration or mining license, except for reserved areas and special 
purpose territories, provided that the legal person notifies the State and local 
administrative bodies in advance, registers its name and address and provides a 
description and location of the area on which it proposes to conduct reconnaissance. 

15.2 Disturbing the subsoil while conducting reconnaissance is prohibited and any person 
proposing to conduct reconnaissance shall obtain permission to enter the land from the 
landowners, land-possessors or land-users. 

Article 16. Geological survey and research work to be conducted by State budget funding 

16.1 State funded geological survey and research work shall be conducted without a license. 

16.2 Geological surveys whose purpose is to identify geological setting, mineral distribution 
and areas with prospects of mineral concentration shall be based upon scientific methods 
and methodologies according to a set schedule. 

16.3 Prospecting of minerals funded by State shall be conducted in a comprehensive manner. 

16.4 Information regarding State funded exploration shall be maintained in a State information 
database and publicly available. 

16.5 State funded research work and geological survey may be conducted in special purpose 
territory and no fee shall be paid. 

16.6 The Government Ministry in charge of geology and mining shall approve regulations 
on financing, implementing, monitoring and receiving results of State funded geological 
survey as set forth in this law. 

Article 17. Requirements for obtaining an exploration license 

17.1 An applicant for an exploration license must be eligible to hold the license as set forth in 
Article 7.1 of this law. Location and coordinates of all corners of a requested 
exploration area shall be marked in degrees, minutes and seconds on a standard map 
prepared by the Government agency and the map shall be attached to the application. 

17.2 The requested exploration area shall meet the following requirements: 
17.2.1 it shall be tetragon in shape and its borders shall be straight lines overlapping with 

directions along longitude and latitude; 
17.2.2 no part of the requested exploration area may overlap with a reserve area or a 

special purpose territory; 
17.2.3 no part of the requested exploration area may overlap with an existing licensed 

area or the licensed area covered by a pending application. 
 
17.3 In order to avoid overlapping of license areas as set forth in Article 17.2.2 and 17.2.3 

of this law. the borders of an exploration area may deviate from straight lines if the 
area borders with the following: 
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17.3.1 national borders; 
17.3.2 a reserve area; 
17.3.3 a special purpose territory; 
17.3.4 an exploration or mining license area granted before this law became effective 

having a shape and position other than as provided under this law; 
17.3.5 lakes, ponds and other natural formations that are impossible to include in the 

exploration area. 

17.4 The size of an exploration area shall not be less than twenty-five (25) hectares and shall 
not exceed four hundred thousand (400 000) hectares. 

17.5 There is no limit on the number of exploration licenses a legal person may hold. 
Article 18. Procedure for submitting application requesting exploration license 

18.1 An exploration license shall be granted to the first applicant who registers and files an 
application that meets the requirements of Articles 7.1 and 17.2. 

18.2 A person set forth in Article  18.1  of this law shall submit an application to the 
Government agency on the approved form.  The following documents shall be attached to 
the application: 

18.2.1 the applicant's name, mailing address, phone and fax numbers; 
18.2.2 certified copy of the applicant's State registration certificate; 
18.2.3 an area map prepared as set forth in the requirements of Article 17.1 of this law and 

the name of the aimag, soum or district where the exploration area is located; 
18.2.4 a document showing that the applicant has paid the service fee set forth in Article 

10.1.4 of this law; 
I 8.2.5 information about the qualifications of the staff conducting the exploration works; 
18.2.6 a document proving that the applicant meets the requirements of Article 7.1; 
18.2.7 a preliminary plan that includes the type, scope and cost of exploration work to be 

conducted by the applicant set forth in Article 20 of this law. 

Article 19. Registering and processing of application 

19.1   After review of the application set forth in Article 18.2 of this law the Government 
agency shall carry out the following: 

19.1.1 register the application in the application registry, record the number, date, 
hour and minute of registration on each page attached to the application and issue the 
applicant a receipt acknowledging the filing of the application; 

19.1.2 record with a specific note the first and last registered applications of that day; 
19.1.3 immediately   following   the   registration   it   shall   be   determined by preliminary 

screening whether the application and the attached documents meet the requirements 
specified under Articles 17.1, 17.2 and 18.2 of this law; 

19.1.4 following the preliminary screening set forth in Article 19.1.3 of this law, it shall be 
determined  whether the requested exploration area overlaps with an area with 
restrictions or prohibitions on mineral exploration or mining, reserve area, special 
purpose territory, or any area subject to an existing valid license or previously filed 
pending application for a license. 
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19.2 After completing the actions set forth in Article 19.1, within twenty (20) business days 

after registration of the application,  the Government agency shall  make one of the 
following decisions: 
19.2.1 refuse the request and give a written notice to the applicant containing the grounds 

for refusal if the application and attached documents fail to meet the requirements 
of Articles 17.1. 17.2 and 18.2 of this law and record it in the application 
registration book; 

19.2.2 notify the applicant that the requested area is available for issue under an exploration 
license, if the requested area does not overlap with any part of the areas set forth in 
Article 19.1.4; 

19.2.3 notify the applicant in writing that the application is rejected, if the requested 
area overlaps completely or partially with an area with restrictions or 
prohibitions on mineral exploration or mining, special purpose territory, reserve 
area, or an area subject to an existing valid  license and record the decision  in 
the application registration book; 

19.2.4 notify the applicant in writing that the application is rejected, if the requested 
area overlaps completely with an area already requested in a pending application 
and record the decision in the application registration book; 

19.2.5 notify the applicant that the exploration license may be granted for the part of 
the requested area which does not overlap, if the requested area partially overlaps 
with an area already requested in a pending application. Another application 
shall be submitted if the applicant wishes to obtain an exploration license for the 
area. 

19.3 The Government agency shall give a written notice to the Governor of an aimag or the 
capital city if it contemplates granting a license as set forth in Articles 19.2.2 and 19.2.5 
of this law. An area map prepared as set forth in Article 17.1 of this law shall be attached to 
the written notice. 

19.4 Within thirty (30) days from receiving the notice set forth in Article 19.3 the Governor of 
the aimag or the capital city shall respond to the Government agency with prior 
consultation with the Citizens Representatives Hural of the soum or district where the are is 
located and the Presidium of Citizens Representatives Hural of the aimag or capital city. 
Failure to respond as set forth in this Article shall be deemed as approval. 

19.5 The Governor of the aimag or district may refuse the granting of an exploration license 
only on grounds provided in the laws of Mongolia. 

19.6 If the Governor of the aimag or capital city supports the decisions set forth in Articles 19.2.2 
and 19.2.5 of this law the government agency shall make a decision to grant the area 
under an exploration license and notify the applicant that the license fee for the first year 
shall be paid within the period set forth in Article 34.1 of this law. 

19.7 If the applicant fails to obtain the license within one (1) month of the decision set forth in 
Article 19.6 of this law or fails to pay the first year's license fee within the period set forth 
in Article 34.1 of this law, the Government agency shall remove the application from the 
registry and notify the applicant of this action recording its action in the application 
registration book. 
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19.8 Within three (3) business days after the payment is made for the first year's license fee 
the Government agency shall issue an exploration license for a three (3) year period and 
record the exploration license, the area in the license and license cartographic registries. 

19.9 An exploration license shall contain the date of issuance, the license holder's name, the 
coordinates of the area covered by the license and an attachment where all subsequent 
changes regarding the license shall be recorded. 

19.10 Immediately following the grant of an exploration license, the Government agency 
shall notify the Government Ministry in charge of the environment, governors of 
the aimag, soum or district where the licensed area is located, State professional inspection 
agency and give an official notice in a daily newspaper. 

19.11 The Government agency shall return the application and attached documents to the 
applicant if the decisions set forth in Articles 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4, and 19.7 of this law are 
made. 

19.12 An exploration license for an area with mineral concentration determined through State 
funded geological survey work shall be granted by tender. 

Article 20. Reissuing of an exploration license for the area where the license is revoked 
20.1 If a license is revoked on the grounds set forth in Article 56 of this law, the Government 

agency shall reissue the license through a tender as set forth in the following procedure: 
20.1.1 select areas set forth in Article 20.1 of this law announcing to the public in a daily 

newspaper within 30 days of the date it will accept applications for tender bids. 
20.1.2 applicants shall be evaluated as set forth in the procedures set forth in Article 10.1.2 

of this law considering the skills of the applicant's professional staff and an applicant 
with highest rating shall be granted the license. 

20.1.3 if evaluation of 2 or more applicants has same rating, the license shall be granted to 
the first applicant. The first applicant shall be determined as set forth in the Article 
19.1.2 of this law. 

 

20.2 If an application and attached documents fail to meet the requirements of Article 18.2 of this 
law, the application shall be refused and written notice containing grounds of such refusal 
shall be issued to the applicant. This shall be recorded in the application registration book; 
the application and documents attached to it shall be returned. 

20.3 If no bid is submitted for the tender called as set forth in Article 20.1 of this law, the 
exploration license for this area shall be granted in compliance with the Article 18 and 19 of 
this law. 

Article 21. Rights of exploration license holder 

21.1 An exploration license holder shall have the following rights: 
21.1.1 conduct exploration for minerals within the boundaries of an exploration area as 

set forth in this law; 
21.1.2 obtain a mining  license according to  its exclusive right  for any part of an 

exploration area upon fulfilling the terms and conditions of this law; 
21.1.3 transfer the exploration license under the terms and conditions of this law or 

surrender a l l  or part of the exploration license area with permission and under 
supervision of respective authority; 

21.1.4 obtain two extensions of the term of an exploration license for three (3) years each 
upon fulfilling the terms and conditions of this law; 

21.1.5 access the exploration area and construct temporary structures with the purpose of 
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conducting exploration work; 
21.1.6 pass through the land surrounding the exploration area for the purpose of entering 

the exploration area; 
21.1.7 exercise the rights provided by this law by entering and passing through the land 

owned or possessed by other persons as approved by the owner or possessor of 
the land. 

Article 22. Extension of the term of an exploration license 

22.1 One (1) month prior to the expiration of an exploration license, the license holder may 
apply for an extension of the license by submitting an application to the Government 
agency. The following documents shall be attached to the application: 
22.1.1 certified copy of the exploration license certificate; 
22.1.2 receipts for payments of annual license fees and service fees and a document proving 

that the expenditures for exploration work conducted is no less than the minimum 
cost of exploration; 

22.1.3 document proving the renewed approval of environmental protection plan as set 
forth in Article 40 of this law; 

22.1.4 a report on completion of exploration work up to the time of application and 
document on its acceptance. 

22.2 Within ten (10) business days following the receipt of an application for extension set forth 
in the Article 22.1 of this law, the Government agency shall review the license holder's 
compliance with the conditions and requirements of Articles 7.2 and 3 1 .  If there are 
no violations, the license term shall be extended for the period set forth in Article 21 .1 .4  of 
this law and recorded in the license registry book. 

22.3 Immediately following the extension of an exploration license, the Government agency  
shall notify the professional inspection agency and publicize the extension through a daily 
newspaper. 

22.4 The Government agency shall refuse the extension of the license if a license holder 
fails to meet the requirements of Article 7.2 and 31 of this law, notify the applicant 
accordingly and record it in the license registry. 

Article 23. Pre-mining operation 

23.1 Pre-mining operation is the period after completion of the exploration and registration of 
the mineral deposit reserve with State registration office when the design package, 
feasibility study, mine development and commencement of production occurs. 

23.2 The commencement period for the mining of the mineral deposit or mine development 
period shall be no more than 3 years after expiration of the exploration license. 

23.3 Pre-mining operations shall be regulated by a pre-mining agreement concluded between the 
exploration license holder and the Government agency. 

23.4 The license holder shall pay exploration license fees for the seventh to ninth years of the 
term as set forth in Article 32.2 of this law and within the period set forth in Article 23.2 
of this law. 
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CHAPTER FOUR 
MINERAL MINING 

Article 24. Requirements for obtaining a mining license 

24.1 Only the exploration license holder is entitled to apply for a mining license in the 
exploration licensed area. 

24.2 If the exploration license is expired as set forth in the Article 53.1.1 of this law and 
the exploration license holder fails to submit an application for a mining license, the 
mining license for the area shall be granted through a tender. 

24.3 The application for a mining license set forth in Articles 24.1  and 24.2 shall contain 
coordinates of all corners of the requested mining area in degrees, minutes and seconds on 
a standard map approved by the Government agency and attach the map to the 
application. 

24.4 The requested mining area shall meet the following requirements: 

24.4.1 shall have the shape of a polygon with borders that are straight lines, not less than 
500 meters in length, oriented north-south and east-west; 

24.4.2 shall not overlap with a reserve area, special purpose territory or an area under 
existing valid license; 

24.4.3 in the case of salt and common minerals, each side of the area shall be not less than 
100 meters. 

24.5 The borders of a mining license area may deviate from straight lines in order to avoid 
overlapping set forth in Articles 24.4.2 where it is a: 
24.5.1 national border; 
24.5.2 reserve area; 
24.5.3 special purpose territory; 
24.5.4 mining license area granted under the prior minerals law having a shape and 

location that do not conform with the requirements of this law; 
24.5.5 natural formations, such as lakes and ponds that may be excluded from the mining 

area. 

Article 25. Procedure for submitting application requesting mining license 

25.1. Using the approved form, an applicant for a mining license shall submit an application set 
forth in Articles 24.1 and 24.2 of this law to the Government agency. The following 
documents shall be attached to the application: 
25.1.1. the applicant's name, mailing address, phone and fax numbers and a certificate 

containing the name of an authorized officer to make decisions; 
25.1.2. a document certifying that the applicant meets the requirements of Article 7.1 of this 

law; 
25.1.3. a map of the area prepared as set forth in the requirements of Article 24.3 of this law. 

The map shall contain the name of the aimag or capital city and soum or district in 
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which the area is located; 
25.1.4. a document showing that the applicant has paid the service fee set forth in Article 

10.1.4; 
25.1.5. the Minerals Council's minutes on discussion of the exploration work results, and a 

decision of the Government agency; 
25.1.6. a verification of full performance of the duties with regard to environment 

protection plan during exploration work; 
25.1.7. an evaluation of the effect on the environment; 
25.1.8. a decision by official or the organization that conducted the tender as set forth in 

Article 24.2 of this law for the license areas explored with State budget funding. 

Article 26. Registering and processing of application 

26.1. Upon receiving the application set forth in Article 25.1 of this law the Government agency 
shall carry out the following: 
26.1.1 register the application in the application registry and record the number, date, hour 

and minute of registration on each page attached and issue a receipt to the applicant 
acknowledging the registration of the application; 

26.1.2 immediately following   the   registration   it   shall   be   determined   by  preliminary 
screening whether the application and the attached documents meet the 
requirements set forth in Articles 24.3, 24.4 and 25.1 of this law. 

26.2 Following the preliminary screening set forth in Article 26.1.2 of this law, the  
following shall be clarified:  
26.2.1. whether the mining area requested by the exploration license holder's is within the  

boundaries of its exploration licensed area;  
26.2.2 whether the requested mining area overlaps with any reserve area, special  

purpose territory or an area already subject to an existing valid license;  
26.2.3. whether the size and evaluation of the mineral reserve estimated by  

exploration would be sufficient for reclamation of environmental damages that 
might result from mining activities. 

26.3.  Within twenty (20) business days following the registration of an application for a mining 
license, the Government agency shall make one of the following decisions based on the 
clarifications set forth in Articles 26.1 and 26.2 and notify the applicant accordingly: 

26.3.1. refuse the request and give written notice to the applicant containing grounds for 
refusal if the application and attached documents fail to meet the requirements of 
Articles 24.3, 24.4 and 25.1 of this law and record it in the application registration 
book. 

26.3.2 grant the mining license according to the exclusive rights of the applicant where the 
existing exploration license holder submits an application for a mining license in the 
exploration area and pays the first year's license fee set forth in Article 34.1 of this 
law; 

26.3.3 grant the mining  license  if it does not overlap with any part of an area with 
restrictions or prohibitions on exploration or mining, reserve area, special purpose 
territory or any area subject to a valid license and the applicant pays the first year's 
license fee set forth in Article 34.1 of this law; 

26.3.4 if the requested area overlaps in any way with an area set forth in Article 26.3.3 of 
this law the application for the mining license shall be refused and written notice 
containing grounds of such refusal shall be issued to the applicant. This shall be 
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recorded in the application registration book 

26.4  If the applicant who has received a mining license approval notice as set forth in 
Articles 26.3.2 and 26.3.3 of this  law fails to pay the first year's license fee within the 
period set forth in Article 34.1 of the law, the Government agency shall remove the 
application from the application registry and notify the applicant in writing and record it 
in the application registration book. 

26.5. Within three (3) business days following the payment of the license fee for the first 
year made  by  applicant  as  set  forth  in  Articles 26.3.2  and  26.3.3  of this  law,  the  
Government agency shall issue a mining license to the applicant for a term of thirty (30) 
years and shall register the license and mining area in the license and license 
cartographic registries. 

26.6. A mining license shall contain the date of issuance, license holder's name, address and 
the coordinates of the corners of the mine area covered by the license and an 
attachment in which all subsequent changes with respect to the license shall be recorded. 

26.7. Within seven (7) business days following the issuance of a mining license, the 
Government agency shall notify the Government Ministry in charge of the environment, 
the Government agency in charge of taxation and fiscal issues, the aimag, soum and 
district Governors where the licensed area is located and professional inspection 
agency and publish an official notice informing the public of the granting of the license. 

26.8. The Government agency shall return the application and attached documents to the 
applicant if the decisions set forth in Articles 26.3.1, 26.3.4, 19.2.4, and 26.4 of this law are 
made. 

26.9. A mining license for the area explored and the reserve determined through State 
budget funding shall be granted through a tender. 

Article 27. Rights and obligations of mining license holders 

27.1     A mining license holder shall have the following rights and obligations: 
27.1.1 engage in mining of minerals within the mining claim as set forth in the provisions 

of this law; 
27.1.2 fulfill obligations set forth in Chapter 6 of this law; 
27.1.3 sell mineral products from the mining claim at international market prices: 
27.1.4 conduct exploration for minerals within the mining area; 
27.1.5 transfer and surrender a l l  or part of the mining license as set forth in 

provisions of this law; 
27.1.6 extend the term of the mining license two times for a period of twenty (20) years 

each depending on the reserve of the mineral; 
27.1.7 enter and pass through the mining area, construct necessary structures and use the  
 mining area in order to carry out mining activities; 
27.1.8 pass through the land adjacent to the mining area; 
27.1.9 enter and pass through the land owned or possessed by other persons as approved 

by the owner or possessor of the land in order to exercise the rights provided by this 
law; 

27.1.10 use land and water in compliance with applicable laws. 
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Article 28. Extension of the term of a mining license 

28.1.   No less than two (2) years prior to the expiration of a mining license, the license holder may 
submit an application on the form approved by the Government agency for an 
extension of the   mining   license.   The   following  documents  shall   be  attached  to  the 
application: 
28.1.1. certified copy of the mining license; 
28.1.2. receipts for payments of license and service fees; 
28.1.3. documentation evidencing the inspection of the implementation of the 

environmental plan carried out as set forth in Article 39 of this law. 

28.2. Within fifteen ( 1 5 )  business days following the receipt of an application set forth in Article 
28.1 of this law, the Government agency shall verify whether the license holder is 
eligible to keep the license. If there no violations, the license term shall be extended for 
the period set forth in Article 27.1.6 of this law. The extension shall be recorded in the 
license registry book and the applicant shall be notified. 

28.3. Within seven (7) business days following the decision to extend the mining license, the 
Government agency shall notify the authorities set forth in Article 26.7 of this law and 
publicize the extension through a daily newspaper. 

Article 29. Investment agreement 

29.1. If the mining license holder undertakes to invest no less than fifty (50) million US 
Dollars during the first five (5) years of its mining project in the territory of Mongolia, an 
investment agreement with the purpose to provide a stable operational environment 
may be concluded with a mining license holder at latter’s request. 

The Agreement shall contain the following: 
29.1.1. stable tax environment clause; 
29.1.2. clause on the right of the license holder to sell its products at international market  
 prices; 
29.1.3. clause on guaranteed rights of the license holder to manage the income derived 

from its sales at own discretion; 
29.1.4. clause on amount and term of the license holder's investment; 
29.1.5. clause on mining of the minerals with minimum damage to environment and public  
 health; 
29.1.6. clause on protection and reclamation of the environment; 
29.1.7. no-negative effect clause on other industries and operations; 
29.1.8. clause on development of the region and creation of more employment; 
29.1.9. compensation clause for caused damages. 

29.2. The agreement set forth in Article 29.1 of this law shall be concluded between the investor 
and the Cabinet members in charge of finance, geology, mining and environment upon 
authorization of the Government of Mongolia; 

29.3. If the amount of the investment over the first five (5) years is no less than fifty (50) million 
US Dollars, the term of the agreement shall be ten (10) years, if the investment is more 
than a hundred (100) mi l l i on  US Dollars, the term of the agreement shall be fifteen (15) 
years or if more than three hundred (300) mi l l ion  US Dollars, the term shall be 30 years. 

- 105 -



Official Translation 
30/10/2006 

  

Article 30. Procedures for conclusion of an investment agreement 

30.1. The license holder interested in concluding an agreement set forth in Article 29.1 of this law 
shall submit its request and a draft agreement to the Government Ministries set forth in 
Article 29.2 of this law. The following shall be attached to the request: 

 
30.1.1.   feasibility study and information describing the period and amount of investment 

in the first 5 years of the mining activities, mining production capacity, types 
of mining products, mining methods and technology; 

30.1.2. a note of the Minerals Council that the reserve of the deposit is registered in the 
national registry of reserves. 

30.2. The Government Ministries set forth in Article 30.1 of this law shall review the draft 
agreement and the attached documents deciding whether they meet the requirements set 
forth in Article 29.3 and 30.1 of this law and within ten (10) business days shall notify the 
license holder. 

30.3. The   Government Ministries in charge of finance, geology, mining and environmental 
shall conclude an agreement with the investor as set forth in the Article 29.1 allowing for 
three (3) months after receipt of the of the request, draft agreement and attached documents 
to review issues and if necessary and based on comments and expert opinions of the 
respective organizations and specialists an additional three (3) month extension for further 
clarification. 

30.4. Upon signing of the investment agreement as set forth in the Article 30.3 of this law, notice 
of the terms and conditions of the agreement shall be delivered to the Mongolbank 
(Central Bank of Mongolia) and other relevant authorities. 

 
CHAPTER FIVE 

CONDITIONS FOR MAINTAINING A LICENSE  
Article 31. Maintaining a license 

3 1 . 1 .  A license holder is obliged to comply with the conditions and requirements set forth in 
Article 32 and 33 of this law and failure to comply shall result in revocation of the license 
pursuant to Article 56 of this law. 

Article 32. License fees 

32.1. The license holder shall pay license fees annually as set forth in this law. 

32.2. Exploration license fees shall be payable for each hectare within the exploration area at 
the following rates: US$ 0.1 for the first year, US$ 0.2 for the second and US$ 0.3 for the 
third year of the term of the exploration license; US$ 1.00 for each of the fourth to sixth 
years of the term of the exploration license; US$ 1.50 for each of the seventh to ninth 
years of the term of the exploration license. 

32.3. Mining license fee shall be payable for each hectare within the mining area and amount 
US$ 15.00. For coal and other common mineral resources the fee shall be US$ 5.00 for 
each hectare. 
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Article 33. The minimum amount of exploration expenses and its verification 

33.1. Each year an exploration license holder shall undertake reconnaissance and exploration 
work with expenses not less than the amounts specified below per hectare of the 
license area: 

33.1.1. US$ 0.5 for each of the second to third years of the term of the exploration license; 
33.1.2. US$ 1.00 for each of the fourth to sixth years of the term of the exploration license; 
33.1.3. US$ 1.50 for each of the seventh to ninth years of the term of the exploration license; 

33.2. Exploration work expenditures shall be verified by the Government agency based on 
an annual exploration work report and the financial balance sheets of the license holder. 

33.3. If necessary, the Government agency may conduct worksite inspections to verify actual 
expenditures. 
 
Article 34. Payment of license fees 

34.1. License fees for the first year shall be paid within ten (10) business days after the license 
holder receives the notice set forth in Articles 19.6, 26.3.2 and 26.3.3 of this law. 

34.2. License fees for subsequent years shall be payable annually in advance before the 
anniversary date of the issuance of the license. 

34.3. The amount of the license fee shall be calculated on the basis of the measurements of the 
license area as registered in the registry of licenses and the amount of the fee shall not 
change for that particular year. 

34.4. The license fee shall be deemed as paid upon receipt by the Government agency of a 
document certifying the payment of the fees and the payment date shall be the date of 
the bank transaction. 

34.5. MongolBank's official rate for that day shall be applied when estimating payments and 
expenses expressed by US dollars in this law. 

 
    CHAPTER SIX.  

OBLIGATIONS OF A LICENSE HOLDER 

Article 35. General obligations of a license holder. 

35.1. While carrying out its activities a license holder shall comply with the general 
obligations set forth in t h i s  Article. Failure to comply with the general obligations by 
license holder is subject to the penalties set forth by Article 66.1.4 of this law. 

35.2. An exploration license holder shall keep the following documents at the actual site of 
the exploration work: 
35.2.1 certified copy of the exploration license; 
35.2.2 environmental protection plan and report; 
35.2.3 exploration work plan reviewed by the Government agency and professional 

inspection agency. 
35.3.  A mining license holder shall keep the following documents at the mine: 
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35.3.1. certified copy of the mining license; 
35.3.2. feasibility study on mineral mining and a mining plan reviewed by the relevant 

organization; 
35.3.3. environmental impact assessment; 
35.3.4. environmental protection plan; 
35.3.5. property leases and product sales agreements; 
35.3.6. records establishing and marking the boundary of the mining area; 
35.3.7.  agreements on land and water use. 

35.4 A mining license holder shall commence its mining activities after a commission 
appointed by the Government Ministry in charge of geology and mining accepts the mine. 

35.5 The mining license holder shall exhaust all the mineral reserves. It is prohibited to 
mine selecting the high-grade areas. 

Article 36. Establishing boundaries and marking the mining licensed area 

36.1. Within three (3) months following the registration of the mining license in the registry 
of licenses in accordance with Article 26.5 of this law, the mining license holder shall 
have the boundaries defined and mark the approved mining area by permanent markers 
as set forth in technical requirements specified by the professional inspection agency. A 
person duly authorized by the Government agency shall carry out measurements to define 
boundaries of the mining area and file a report with the agency upon completion. 

36.2. A mining license holder shall preserve the boundary markers in good condition. License 
holder is obliged to adjust and remove the markers in case of rearrangement of the 
boundaries following the decisions of the Government agency. 

Article 37. Environmental protection 

37.1. Exploration and mining license holders shall comply with the laws and regulations 
on environmental protection and Articles 38 and 39 of this law. 

37.2. A license holder may not commence exploration operations without first obtaining 
written approval from relevant environmental agency or commence mining operations 
without a commissioning act set forth in Article 35.4 of this law. In case of a dispute 
arising out of these matters, a complain may be lodged with the professional inspection 
agency. 

Article 38. Environmental protection obligations of an exploration license holder 

38.1. An exploration license holder shall have the following obligations regarding 
environmental protection: 

38.1.1 Within thirty (30) days following the receipt of an exploration license, the 
exploration license holder shall prepare an environmental protection plan with 
consultation of the environmental inspection agency and Governor of the soum 
or district where the exploration area is located; 

38.1.2 The environmental protection plan as stated in Article 38.1.1 shall ensure the level 
of the environment pollution does not exceed the accepted limits and that the 
measures to be taken for reclamation of the area by means of backfilling, leveling 
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and cultivation allowing therewith future public use; 
38.1.3 The environmental protection plan shall be delivered to and approved by the 

Governor of the relevant soum or district where the exploration area is located. 
38.1.4 Upon approval of the environmental protection plan as set forth in the Article 

38.1.3 of this law. a copy of this plan shall be delivered to the local 
environmental inspection agency; 

38.1.5 The license holder shall record all instances of adverse environmental impact 
resulting from the exploration activity in its annual environmental protection 
plan report and deliver this report to the Governor of the relevant soum or district 
and the environmental inspection agency: 

38.1.6 The report set forth in Article 38.1.5 shall contain information on measures taken to 
protect the environment, utilized new exploration machinery and technology as 
well as proposed amendments to the environmental protection plan directed at 
preventing the possible adverse impact on the environment. All amendments to the 
environmental protection plan shall be approved by the Governor of the relevant 
soum or district; 

38.1.7 Provide the State and local administrative agency official in charge of monitoring 
implementation of the laws on environmental protection with an access to the 
exploration area to conduct monitoring activities on the site; 

38.1.8 To ensure the discharge of its responsibilities with respect to environmental 
protection, an exploration license holder shall deposit funds equal to 50% of its 
environmental protection budget for that particular year in a special bank 
account established by the Governor of the relevant soum or district. 

38.2. Within ten ( 1 0 )  days of receiving the environmental protection plan and its proposed 
amendments, the Governor of soum or district shall review and approve the plan and 
deliver it to the license holder. 

38.3 If a license holder fails to fully implement the measures provided in the 
environmental protection plan, the Governor of the relevant soum or district shall use the 
deposit set forth in Article 38.1.8 of this law to implement these measures and the 
license holder shall provide any additional funds required in line with the undisputable 
principle. 

38.4 If the license holder complies with all the obligations of the environmental protection 
plan, the deposited funds set forth in Article 38.1.8 of this law shall be returned to the 
license holder. 

 
Article 39. Environmental protection obligations of mining license holders 

39.1     A mining license holder shall have the following obligations with regard to 
environmental protection: 
39.1.1 an environmental impact assessment and an environmental protection plan shall 

be prepared by a person set forth in Article 24.1 of this law before obtaining a 
mining license and by a person who obtained a mining license through tender; 

39.1.2 the environmental    impact    assessment    shall    identify    the    possible    adverse 
environmental impacts from the proposed mining operations regarding public 
health and environment and shall include preventive measures that avoid and 
minimize such adverse impacts; 
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39.1.3. the environmental protection plan shall contain measures to ensure that mining 
operations are conducted in the least damaging way to the environment. The 
plan shall also identify preventive, comprehensive measures to protect air and 
water, humans, animals and plants from the adverse effects of mining operations; 

39.1.4. apart from Article 39.1.3 of this law, an environmental protection plan must include 
the following: 
39.1.4.1. storage and control of toxic and potentially toxic substances and materials; 
39.1.4.2. protection, utilization and conservation of the surface and underground 

water; 
39.1.4.3. construction of tailings dams and ensuring the mine area safety; 
39.1.4.4. reclamation measures set forth in Article 38.1.2 of this law; 
35.1.4.3. other measures as may be appropriate for the particular type of a mining 

operation. 
39.1.5. The environmental impact assessment and environmental protection plan shall be 

submitted to the Government Ministry in charge of the environment. 
39.1.6. Immediately following the approval of the environmental impact assessment and 

environmental protection  plan the license holder  shall  deliver  a  copy  of the 
documents to the Governor of the aimag, soum or district and local 
environmental inspection agency of the area where the mineral deposit is located. 

39.1.7. Mining license holders shall record all instances of adverse environmental 
impact resulting from mining activity, prepare and send a copy of its annual 
reports on the implementation of the environment protection plan to the 
Government Ministry in charge of environment, the Governor of relevant aimag, 
soum or district and the professional inspection agency. The report shall contain the 
following: 
39.1.7.1. information on measures taken to protect the environment; 
39.1.7.2. new machinery and technology utilized; 
39.1.7.3. proposed   amendments   to   the   environmental   impact   assessment   and 

environmental protection plan with regard to possible adverse impacts on 
environment due to expansion of mining operations. 

39.1.8. A mining license holder shall provide officials of local and State administrative 
bodies in charge of monitoring  implementation of legislation on environmental 
protection with an access to the mining claim  area to conduct monitoring 
activities on site. 

39.1.9. To  ensure the  discharge  of its  responsibilities  with   respect  to  environmental 
protection,  a  mining  license  holder  shall  deposit  funds equal to  50 % of its 
environmental protection budget for the particular year into a special bank 
account established by the Government Ministry in charge of the environment. 

39.2. The Government Ministry in charge of the environment shall review the documents 
set forth in Articles 39.1.5 and 39.1.7.3 and notify the license holder of its decision 
within thirty (30) days after receiving the documents. 

39.3. If a   mining   license   holder fails  to fully   implement  the   measures  of environmental 
reclamation, the Government Ministry in charge of the environment shall use the 
deposited funds set forth in Article 39.1.9 of this law to implement reclamation work and 
the license holder shall provide any additional funds required in line with the undisputable 
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principle. 

39.4. If the license holder complies with all the obligations of the environmental protection 
plan, the deposited funds set forth in Article 38.1.8 of this law shall be returned to the 
license holder. 

39.5. Within one ( 1 )  month following the commencement of mining activities of that year, 
the deposited funds set forth in Article 39.3 of this law shall be transferred and the 
Government Ministry in charge of the environment shall notify the Governor of the 
relevant soum or district of the transfer. 

39.6. If license holder fails to transfer the deposited funds set forth in Article 39.1.9 of this 
law within the period required by Article 39.5 of this law, the soum or district Governor 
shall have the right to halt the annual mining activity. 

39.7. In case of a failure to complete annual reclamation, the Governor of the relevant soum 
or district and the professional inspection agency jointly hold the right to prevent the 
commencement of mining activities for the next year. 

39.8. The procedures of monitoring the transactions of special accounts set forth in Articles 
38.1.8 and 39.1.9 shall be approved by the member of the cabinet in charge of the 
environment. 

39.9. The Government Ministry in charge of the environment shall require the license   
holder   to   provide   amendments   to   the   environmental   protection   plan   and 
environmental impact assessment if new circumstances arise which have adverse impacts 
on environment due to introduction of new equipment and technology during the valid 
license term. 

Article 40. Review of environmental protection plan in connection with extensions of 
licenses 

40.1. Exploration   license  holders  applying   for a  license  extension  shall  submit   its  
revised environmental protection plan to the Governor of the relevant soum or district for 
approval prior to the expiration of the exploration license. 

40.2. Mining   license   holders   applying   for   a   license   extension   shall   submit   its   
revised environmental impact assessment and environmental protection plan to the 
Government Ministry in charge of the environment for approval. 

40.3. The assessment and plan set forth in Articles 40.1 and 40.2 of this law shall be approved 
as set forth in the Articles 38.2 and 39.2 of the law. 

Article 41. Compensation for damages to property 

4 1 . 1 .  License holders shall fully compensate owners and users of private and public residential 
dwellings, wells, winter animal shelters, other structures, and historic and cultural 
landmarks for the damages caused  by exploration or mining operations,   including,   
if necessary, relocation costs. 
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Article 42. Relations with local administrative bodies 

42.1. A license holder shall work in cooperation with the local administrative bodies and 
conclude agreements   on   issues   of environmental   protection, mine   exploitation, 
infrastructure development in relation to the mine-site development and job creation. 

42.2. A license holder in cooperation with the local administrative agency may organize a 
public forum in relation to issues set forth in Article 42.1. 

42.3. The Citizens may elect a representative whose obligation is to provide public monitoring 
on the license holder's activities. 

Article 43. Employment requirements 

43.1. A license holder is obliged to employ the citizens of Mongolia and up to ten (10) per cent 
of the employees may be foreign citizens. 

43.2. If the number of foreign citizens employed exceeds the percentage set forth in Article 
43.1, the license holder shall pay 10 times the minimum monthly salary for each foreign 
citizen every month. 

43.3. The payment set forth in Article 43.2 of this law shall be submitted to the budget of 
the relevant soum or district and shall be disbursed to the educational and health 
sectors; relevant procedures shall be approved by Citizens Representatives Hural of 
the relevant soum or district. 

Article 44. Ensuring health and safety standards 

44.1. The license holder shall carry out activities ensuring safety for citizens of the relevant 
soum or district, labor safety and hygiene for employees as set forth in the applicable 
laws and regulations. 

Article 45. Requirements for closure of a mine 

45.1. Mining  license  holder shall take  preparatory measures pursuant to  regulations of 
the professional inspection agency prior to closure of a mine. At least one year prior to a 
mine closure, the license holder shall inform the professional inspection agency by an 
official letter that the mine shall be closed in whole or in part and shall implement the 
following measures: 
45.1 .1 . take a l l  necessary measures to ensure safe use of the mine area for public 

purposes and reclamation of the environment; 
45.1.2. take preventive measures if the mine claim is dangerous for public use; 
45.1.3. remove a l l  machinery, equipment and other property from the mining area except 

as permitted by local administrative bodies or the professional inspection agency. 

45.2. Mining  license  holders shall  prepare a detailed  map of an appropriate scale 
showing dangerous or potentially dangerous areas created by mining operations by placing 
necessary warnings and markings in the vicinity of the mining claim and shall submit the 
map to the professional inspection agency and the local Governor. 
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Article 46. Registration and sale of precious stones and metals 

46.1. All precious stones and metals extracted by mining license holders shall be assayed 
and registered by the State Assaying Agency. 

46.2. Regulations on assaying and registration of precious stones and metals and a list of 
minerals and   precious   stones   subject  to   assaying  and   registration   shall   be   
approved   by  the Government. 

46.3. Mongolbank shall pay international market prices when purchasing precious stones 
and metals. 

46.4. A mining license holder may export through Mongolbank precious stones and 
extracted metals. 

46.5. If a nugget weighing more than 400 grams or which has a peculiar shape though 
weighing less or a precious stone with rare color and shape, the license holder is obliged 
to sell it to the treasury fund of Mongolbank at premium rate. 

Article 47. Royalties 

47.1. A mining  license  holder shall pay royalties to the treasuries of the central and  
local administrative bodies on the sales value of a l l  products extracted from the mining 
claim that are sold, shipped for sale, or used. 

47.2. The sales value shall be determined as follows: 
47.2.1. for exported products the sales value shall be the average monthly prices of the 

products, or similar products, based on regularly published  international market 
prices or determined through recognized principles of international trade; 

47.2.2. for products sold or used on the domestic market, the sales value shall be based on 
the domestic market price for the particular or similar product; 

47.2.3. for products sold on international or domestic markets, where it is impossible to 
determine market prices, the sales value shall be based on the revenue derived 
from the sale of the product as declared by the license holder. 

47.3. The royalty rates shall be as follows: 
47.3.1. royalties for domestically sold coal for energy and common mineral recourses 

shall be two and one-half (2.5) per cent of the sales value of all products extracted 
from the mining cla im that are sold, shipped for sale, or used; 

47.3.2. royalties for extracted products other than those set forth in Article 47.3.1 shall 
be five (5.0) per cent of the sales value of all products extracted from the mining 
claim that are sold, shipped for sale, or used. 

47.4. An  exploration   license   holders  shall   register the type and quantity of the minerals 
extracted   during  the exploration for surveying purposes with the professional 
inspection agency. In case minerals are sold after such a registration, the exploration 
license holder shall pay royalties similarly as the mining license holder. 

47.5. A mining license holder shall pay royalties on all extracted products that are sold, 
shipped for sale or used in one particular quarter before the end of the next quarter of the 
year. 
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47.6. A mining license holder shall submit a quarterly report to the professional inspection 
agency that indicates the quantity of products extracted, sold, shipped for sale or used, 
the total value report of the sales and the basis of the evaluation for that quarter. The 
mining license holder shall use a form approved by the professional inspection agency 
and that shall be verified by notary. 

47.7. The Government shall prepare and periodically publish a list of commodity exchange 
prices and related information, which shall be used for the purpose of calculating the sales 
value of exported products. (Government resolution # 88.2007) 

Article 48. Submission of information and reports 

48.1. A license holder shall accurately prepare the following information and reports on a 
timely basis and submit copies to the professional inspection agency and Government 
agency, respectively: 
48.1.1. exploration action plan shall be submitted within thirty (30) days after the 

grant of the exploration license; 
48.1.2. annual exploration action report in a form approved by the Government agency, 

and thereafter within thirty (30) days a classified report that detail separately 
prospecting and exploration activities for the previous year; (MRPAM Chairman` 
order # 74.2007 annex #2) 

48.1.3. annual report on safety set forth in Article 44 of this law shall be submitted by 
the 20lh of January. 

48.2. The report set forth in Article 48.1.2 shall contain information on the work completed 
and expenses incurred in reconnaissance, geophysical and geochemical work, drilling and 
other activities, information on the labor force, and the results of the exploration work. 
A map indicating the locations where the work was done shall be attached to the report. 
This map shall match with the State geodesy system. 

48.3. The   exploration   license   holder   shall   submit, on   the   approved   forms,  to   the 
Government agency an integrated report on deposit reserves, the results of prospecting and 
exploration work as required along with the original materials before the expiration of 
the license. 

48.4. The Government agency, based on qualified expert opinion with respect to mentioned 
reserves set forth in Article 48.3, shall include the reserves into the national registry of 
reserves. 

48.5. The Government agency shall also have the right to demand additional information and 
reports from the license holder if the information or reports are incomplete. 

48.6. A mining license holder shall submit the following information and reports to the 
Government agency: 
48.6.1. a feasibility study on the development of the deposit within sixty (60) days of 

obtaining a mining license; 
48.6.2. estimates on the next year's production prepared on approved forms not later 

than September of every year; 
48.6.3. action plan annual report, basic indicators of the mining work approved by 

surveyors of mines, mining and geometry graphical drawings shall be submitted 
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on approved forms by February 15 of the following year. 

48.7. The report set forth in Article 48.6.3 of this law shall contain the following: 
48.7.1. the number of work days, number of employees, and all agreements and 

contracts affecting the license holder's property; 
48.7.2. information on  implementation of the mining plan, an estimate of changes in 

reserves, operation time of the mine, a general overview of production facilities 
and any expansion or renovation of such facilities; 

48.7.3. information on the quantity of ore mined, the quantity of products produced, 
shipped and sold, the price of the products sold, information with respect to the 
purchasers, information  on   investments  made  during the year,   operating 
expenses,  royalty payments and information with respect to the equipment and 
technology used in mining operations and information on other related properties; 

48.7.4. a report on safety set forth in Article 44 of this law. 

48.8. A   license  holder  shall  prepare a  report on the   implementation  of the  
environmental protection plan as set forth in Article 38 and 39 of this law and submit 
it to the relevant authorities. 

48.9. A license holder shall submit a report on royalties as set forth in Article 48.7.3 to the 
tax office, using its approved form, by 20th calendar day of the next month following the 
end of the quarter and an annual report by January 20th of the following year. 

48.10. A license holder shall report to the public the amount of its product sales for the year and 
the amount of taxes and payments paid to the State and local budget during the first (1st) 
quarter of the following year. 

48.11. The forms set forth in Articles 48.6.2 and 48.6.3 of this law shall be approved by the head 
of the Government agency. 

 
 

CHAPTER SEVEN 
TRANSFER AND PLEDGE OF LICENSES 
 

 Article 49. Transfer of licenses 

49.1. A license holder may transfer the license in case of a merger pursuant to Civil 
Law, Company Law and the Partnership Laws and legislations as well a subsidiary and a 
daughter company may transfer the license to its parent company. 

49.2. An exploration license holder may transfer its license to another person eligible to hold 
the license provided there is an evidentiary proof that original materials and reports on 
prospecting and exploration work were sold as well as taxes were paid in accordance 
with the applicable laws and regulations. 

49.3. A mining license holder may transfer its license provided there is an evidentiary proof 
that the mine together with its machinery, equipment and documents are sold and taxes 
are paid in accordance with the applicable laws and regulations. 

49.4. The transferor of a license shall submit an application on an approved form as set forth 
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in the Articles 49.1-49.3 of t h i s  law.  The  following documents shall be attached to 
the application: 

 
49.4.1. the license to be transferred; 
49.4.2. a document evidencing that the transferee meets all the requirements set forth in 

Article 7.1 of this law; 
49.4.3. acknowledgement that the transferee shall accept all the rights and duties that arise 

pursuant to the license transfer; 
49.4.4. reference by the environmental office on reclamation of the area affected by 

mining, if transferring a mining license; 
49.4.5. documentary evidence that the deposited funds set forth in Articles 38.1.8 and 

38.1.9 of this law are established; 
49.4.6. documentary evidence of submission of exploration work plan and reports to the 

Government agency; 
49.4.7. a document showing that the applicant has paid the service fees. 

49.5. Immediately following the receipt of an application set forth in Article 49.4 of this law, 
the Government agency shall record the application and verify the following: 
49.5.1  the application complies with the requirements of this Article; 
49.5.2. the license to be transferred is valid; 
49.5.3. the license transferee is eligible to hold the license. 
49.5.4. the license fees arc paid in timely manner; 
49.5.5. the exploration expenses have met the minimum cost of exploration set forth 

in Article 33 of this law. 

49.6. Within five (5) business days following the receipt of an application for recording 
the transfer of a license, the  Government agency shall take one of the following 
decisions: 

49.6.1. record the transfer of the license and make appropriate notations on the license 
certificate; or, 

49.6.2. if the application docs not comply with Article 49 of t h i s  Law,  inform the 
applicant to submit the necessary additional information; or, 

49.6.3. if the transferee is not eligible to hold a license, or the license to be transferred is 
invalid, then the application shall be returned and the applicant shall be notified 
accordingly. 

49.7. In the event the license holder is subdivided or segregated according to Civil Law, 
Company Law and Partnership Law, the license shall be returned to the Government 
agency. This license shall be reissued according to the tender procedure as set forth in 
Article 10.1.2 of this law. 

49.8. If the subdivided or segregated legal person has maintained its status to hold the license 
set forth in Article 7.1 of t h i s  law, the legal person shall have an exclusive right to 
reacquire the license. 

49.9. A person obtaining a license through transfer shall pay fees and costs set forth in 
Article 32.2, 32.3 and 33.1 of this law at the beginning the next year. 

49.10. In the case a license dispute is under review by the court, the license shall not be 
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transferred until there is a latter’s decision. 

49.11. The Government agency shall notify the professional inspection agency and the 
Government agency in charge of taxation of the license transfer and it shall be published 
in a daily newspaper. 

Article 50. Transfer of parts of licensed areas 

50.1 Exploration and Mining license holders may transfer a part of the licensed area to persons 
eligible to hold a license inline with conditions, requirements and procedures set forth in 
Article 49 of this law. In this case the shape, size and position of the transferred and 
remained parts of the licensed area shall both comply with the conditions and requirements  

50.2 Any transfer a part of a licensed area made as stated in Article 50.1 shall be 
registered with the Government Agency as set forth in the Article 49.6.1 of this law. 

50.3 The registration application of the part of a licensed area, which is to be transferred, shall 
indicate information about compliance to the requirements set forth in Article 17 and 24 
of this law and shall be attached with the receipt of the application processing fee. 

50.4 The Government Agency shall verify and confirm if the area, which is being 
transferred, lies within the boundaries of the licensed area possessed by the transferor. 

50.5 The Government Agency shall execute the registration set forth in Article 50.2 of this law 
by the following procedure: 
 
50.5.1 register the location and coordinates of the transferred and remained parts of 

the licensed area in the licenses and cartographic license registry; 
50.5.2 make the appropriate notation to the transferor's license certificate; 
50.5.3 issue the transferee a separate exploration and mining license for the area acquired 

through the transfer. 

50.6 The Government agency shall notify the professional inspection agency and the 
Government agency in charge of taxation of the transfer of a part of the licensed area as 
set forth in Article 50.5 of this  law. 

 
Article 51. Pledges of licenses 

51.1. To provide security for the financing of its investments and operations of a 
particular project,   license   holder   may  pledge   its   licenses  to   a   bank  or  non-
banking   financial organization with the related documents, such as, the exploration 
work results, geological information, feasibility study report and properties which are 
permitted to pledge by law. A license alone shall not be a pledge item. 

51.2. The license holder shall submit a copy of the pledge agreement, together with the 
license certificate and application, to the Government agency. 

51.3. Provided the pledge agreement complies with the terms and conditions set forth in this 
law, the Government agency shall register it and return the license certificate to the 
pledgee. The record entry includes the registration number of the license, names and 
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addresses of the holder and pledgee of the license. 

51.4. Upon termination of the pledge agreement, the license holder shall submit an application 
for removal of a record in the registry to the Government agency together with the 
following documents: 

 
51.4.1. a  statement  signed  by the pledgee that the  license  holder has  fulfilled   its 

obligations under the pledge agreement; 
51.4.2. the pledged license certificate. 

 

51.5. Upon receipt of the documents set forth in Article 51.4 of this law, the Government 
agency shall record the termination of the pledge. 

51.6. The pledgee shall not assume any obligations under the license. 

51.7. If the license holder fails to fulfill its obligations under the pledge agreement and there 
are grounds for termination of the license as set forth in Articles 22 and 28 of this law, the 
Government agency shall notify the pledgee who has a privileged right to propose a transfer 
of the license to a person eligible to hold the license under the Article 7.1 of this Law. 

51.8. The Governmente agency shall notify the pledgee of the license about the expiration of 
the license fourteen (14) days prior of the expiration date. Within ten (10) days of 
receiving the notice, the pledgee shall deliver its proposal to transfer the license as set 
forth in the Article 51.7 of this law. 

Article 52. Transfer of a license pursuant to a pledge agreement 

52.1. In the event the license holder fails to fulfill its obligations under the pledge 
agreement and the pledgee wishes to transfer the pledged mining and exploration license 
to a person eligible to hold the license, the pledgee as set forth in Article 49 of this law, 
shall submit an application to the Government agency. The following documents shall 
be attached to the application: 
52.1.1. proposal of the pledgee submitted according to Article 51.7 of this law; 
52.1.2. confirmation by the transferee of the license that it has agreed to accept the 

documents and properties to be pledged with the license set forth in Article 51.1 
of this law; 

52.1.3. pledged license certificate; 
52.1.4. documentation proving the e l ig ib i l i ty  of the transferee to hold a license as set 

forth in Article 7.1 of this law. 
52.1.5. confirmation by the transferee of its acceptance of rights and obligations that 

raise upon transfer of the license. 

52.2. The Government agency shall review the document as set forth in Article 52.1 of this law, 
and make a decision on registering the transfer of the license. 

 
CHAPTER EIGHT 

TERMINATION OF EXPLORATION AND MINING LICENSES 
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Article 53. Grounds of termination of license 
53.1.    A license shall be terminated in the following cases: 

53.1.1 expiration of the license term; 
53.1.2 surrender by the license holder of the entire licensed area as set forth in Article 54; 
53.1.3 revocation of the license by the Government agency. 

53.2 A license shall be terminated as to each and every part of a licensed area being 
surrendered by the license holder. 

53.3 Upon termination of the license, the rights and obligations of the license holder under 
the license shall cease, except the license holder's obligations with respect to 
environmental protection, reclamation and mine closure as set forth in Articles 38, 39 
and 45 of this law and other obligations pursuant to laws and legislations on 
environmental protection. 

53.4 Upon termination of the license, the license holder shall return the license certificate to 
the Government agency and a new license may be issued for the area as set forth in this 
law. 

53.5 The ownership of buildings and structures, equipment and other property allowed to 
remain on the exploration or mining area as set  forth  in Article 45.1.3 of this  law 
shall  be determined according to the provisions of the Civil Law. 

Article 54. Surrender the entire licensed area 

54.1. A   license   holder   may   voluntarily   submit   an application on an approved form to the   
Government agency to surrender the entire license area. 

54.2. Any evidence that the license holder has met the obligations under the laws such as 
environmental protection and reporting and the requirements for mine closure shall  be 
attached to the application. 

54.3. Upon receipt of an application, the Government agency shall make the appropriate 
changes to the license and cartographic license registries after verifying that the 
license holder has met the requirements as set forth in Article 54.2 of this law. 

54.4. Upon surrender of the entire licensed area, the license certificate shall be returned to 
the Government agency. 

54.5. The Government agency shall notify the relevant authorities of the surrender of the entire 
licensed area and it shall be published in a daily newspaper. 

54.6. A license holder that surrenders the particular licensed area shall not have the right to 
submit a new application for the same area for a period of two (2) years following the 
surrender. 

 
Article 55. Surrender of part of the licensed area 

55.1. A license holder may surrender part of the licensed area as set forth in the following 
Articles. 
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55.2. A license holder shall submit an application for surrender of part of the licensed 
area together with the description of the surrendered part in the form approved by the 
Government agency. In the case of surrender of part of an exploration area, the description 
of the surrendered area shall meet the requirements of Article 17.2 of this law and in 
the case of surrender of part of a mining area the description of the surrendered area shall 
meet the requirements of Article 24.4 of this law. 

55.3. The following documents shall be attached to an application for surrender of part of 
a licensed area: 

 
55.3.1. the license certificate; 
55.3.2. documentation  from the Governor and environmental  inspection agency of 

the relevant soum or district stating that the license holder has fulfilled the 
obligations of environmental protection plan for the surrendered area; 

55.3.3. the report as set forth in Article 48.1.2 and 48.6.3 of this law. 

55.4. The area retained by the license holder after surrender of part of the licensed area shall 
meet the requirements of Article 17.2 and 24.4 of this law. 

55.5. If the application for surrender of part of a licensed area meets the requirements of 
Articles 55.2-55.4 of this law the Government agency shall register the application and 
enter appropriate amendments on the license certificate and it shall be considered 
surrendered. 

55.6. The Government agency shall notify the relevant bodies of the surrender of a part of a 
licensed area and it shall be published in a daily newspaper. 

55.7. The surrender of a part of a licensed area shall not entitle the license holder to a refund 
or discount of the license fees it already paid. 

55.8. The license holder shall not have the right to resubmit an application on the same area 
for two (2) years after surrendering the licensed area. 

Article 56. Revocation of licenses 

56.1. The Government agency shall revoke a license on the following grounds: 
56.1.1. the license holder has failed to .meet the requirements of Articles 7.2 and 31 of 

this law; 
56.1.2. the license holder has failed to pay the license fees within the specified period; 
56.1.3. an exploration or a mining area has been designated as special purpose territory 

and the license holder has been fully compensated; 
56.1.4. the exploration expenditures of the particular year are lower than the minimum cost 

of exploration set forth in Article 33 of this law; 
56.1.5. the Government agency in charge of the environment has decided, 

based on a report of the local administrative bodies that the license holder had failed 
to fulfill its environmental reclamation duties. 

56.2. Within   five   (5)   business  days   following  the  determination   that  grounds   for  
license revocation exist, the Government agency shall notify the license holder. The 
notice shall specifically indicate the grounds for the revocation of the license. 
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56.3. If the license holder disagrees with the grounds indicated in the notice as set forth in 

Article 56.2  of t h i s    law  the   license  holder shall   submit  documentary evidence to 
the  Government agency. 

56.4. The Government agency shall review the documents as set forth in article 56.3 of this 
law and if it determines that the documentary evidence submitted by the license holder 
does not ground revocation of the license, it shall terminate its decision for 
revocation. Whereas the Government agency establishes sufficient grounds for  
revocation, the license shall be revoked and the license holder shall be notified 
accordingly. 

56.5. As set forth in the Article 56.4 of this law, the license holder shall have a right to file 
a complaint with the court if it disagrees with the decision to revoke its license. The 
court shall not suspend the revocation decision as set forth in Article 46.1.3 of the 
Law On Administrative Procedure: 

56.6. If the license holder has filed a complaint with the court, no license shall be issued for 
the licensed area until there is a court decision. 

56.7. The Government agency shall  notify the professional   inspection agency  if an 
exploration license is revoked, and the Government agency in charge of taxation if a 
mining license is revoked and it shall be published in a daily newspaper. 

 

CHAPTER NINE 

INFORMATION, ROYALTY REVENUE DISTRIBUTION, REIMBURSEMENT AND 
SPECIFICS OF FINANCE AND ACCOUNTING 

Article 57. Access to minerals related information and reports 

57.1. Any  interested  person  shall  have access to the  licenses and the cartographic  
licenses registries during office hours in specially designated rooms. 

57.2. The  Government agency,  upon  license  holder's  request,  shall treat  reports of 
exploration  work,   information  with  respect to  mine  operations and   feasibility  
studies prepared by a license holder as the license holder's confidential information during 
the valid period of the license. The license holder may conclude a confidentiality 
agreement with the Government agency when they hand over information and reports. 

57.3. Information classified as confidential as set forth in Article 57.2 of this law shall not 
be disclosed,   published   or   disseminated   except   pursuant   to   provisions   and   
procedures established in the Law on State Secrets, the Law on Organization Secrets, 
and the Law on Personal Secrets. 

57.4. The Government agencies in charge of the environmental and geology and mining shall 
publicize and disseminate electronic copies of information on   environmental impact 
assessment, environmental protection plan and report information about hazardous 
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chemicals   and   other   substances   that   may   negatively   affect   human   health   and   
the environment. 

Article 58. Distribution of royally revenues 

58.1. All royalty payments shall be deposited in the central and local budget. 

58.2. The royalty payment shall be distributed as follows: 10% into the budget of the soum 
or district, 20% into the budget of the aimag or capital city and 70% into the State 
budget. Royalty payment to local areas budgets shall not exceed the annual budget of 
the soum, district, aimag or capital. 

58.3. Up to 30% of the royally payment paid to State budget shall be distributed to finance 
the geology and mining sector. 

58.4. The Government shall approve the procedures for payment, distribution and disposal of 
the royalty payment. 

Article 59. Distribution of license fees 

59.1. The exploration and mining license fee payments shall be deposited into the budget of 
the aimag, capital city, soum and district where the exploration area or the mineral 
deposit is located in as well as the Stale budget. 

59.2. The license fee payment shall be distributed as follows: 25% to the soum or district 
budget, 25% to the aimag or capital c i ty  budget and 50% into the State budget 

 
59.3    The Government shall approve the procedures for payment, distribution and disposal 

of the license fees. 

Article 60. Reimbursement of mineral deposits exploration financed from the State 
budget 

60.1. By  agreement,   a  license  holder  who  exploits  a  minerals  deposit  shall  reimburse  
the exploration expenses to the State budget from the start of mining, where 
exploration and reserve determination was funded through the State budget and 
registered in the State's integrated registry. 

60.2. Exploration expenses funded   by  the  State  budget  shall   include  expenses  of detailed 
exploration work of any mineral resources, exploration and assessment works done in 
the licensed area and the costs incurred at each stage of exploration work. 

60.3. For an economic entity privatized  under the  Law on  State and  Local Properties, 
the exploration expenses to be imposed on the remainder of the reserve shall be 
calculated by proportionally subtracting the exploration costs funded through the State 
budget for the extracted reserve. 

60.4. An exploration license shall not be granted for a deposit where the exploration and 
reserve determination were funded through the State budget and is registered in State 
integrated registry. 
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60.5. The reimbursement agreement shall include the amount of total reimbursement, duration 
and annual installments. 

60.6. The annual amount of reimbursement shall be determined on the basis of the 
annual production rate. 

60.7. If the annual reimbursement is not paid on time as set forth in the reimbursement 
agreement, a penalty of 0.1% of the total amount due shall be imposed for each day the 
payment is not made. 

60.8. The Government shall approve the procedure for reimbursement and the amount of 
the reimbursement. 

60.9. If the reimbursement and the penalty as set forth in the Article 60.1 and 60.7 of this law 
are not paid within the t h i r t y  (30) days after the receipt of a notice, the Government 
agency the license shall be revoked and a tender shall be announced. 

Article 61. Specifics of mining industry finance and accounting 

61.1. All costs incurred for exploration and all expenses incurred in preparing a mine site 
for production shall be amortized on a straight  l i ne   basis over a period of five (5) 
years commencing with the tax year in which mine production commences. 

61.2. The costs of acquisition of a license, either directly or by transfer, shall be amortized on 
a straight l ine  basis over the term of the license. 

61.3. Fixed assets used in mining operations shall be depreciated on a straight l ine basis.  
 
61.4. A loss incurred in any tax year may be deducted from taxable income during the two (2) 

tax years following the year in which the loss was incurred. 

61.5. All costs incurred in developing industrial and social infrastructure shall be depreciated on 
a straight line basis over the useful lives of the facilities constructed. All costs of 
maintaining and operating such infrastructure facilities shall be expensed in that particular 
year. 

61.6. Costs for repair costs incurred in connection with mining operations shall be included in 
the operation cost. 

61.7. The Government Ministry in charge of finance  shall  adopt  regulations implementing 
Articles 61 .1  through 61.6. 

 
CHAPTER TEN 

RESOLUTION OF DISPUTES ARISING IN CONNECTION WITH LICENSES 
 
Article 62. Resolution of boundary disputes 

62.1. Boundary disputes between  or among  license holders shall  be  resolved  by the 
Government agency. 
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62.2. The Government agency shall give a l l  parties involved in the dispute an opportunity to 
present its position and arguments in writing. 

62.3. The Government agency shall verify if there is an overlap between disputed areas in the 
licenses and cartographic licenses registries. If there is an overlap, it shall determine 
based on the original applications and reports of field surveys, whether the coordinates 
and boundaries of the area were correctly recorded. 

62.4. If, as a result of a field survey, an overlap is confirmed the Government agency shall 
modify the area covered by the most recently granted license and eliminate the overlap. 

62.5. The Government agency shall have disputed boundaries of a licensed area surveyed and 
established by an accredited professional geodesic surveyor and any costs and loss 
relating thereto shall be paid for by the party shown to be wrong. 

62.6. The Government agency shall verify the disputed boundaries, make decisions on as to the 
relevant modifications and notify the parties to the dispute accordingly. 

62.7. If the parties to the dispute disagree with the decision of the Government agency they 
may file a complaint with the court. 

Article 63. Resolution of disputes between license holders and land owner, possessor or user 

63.1.  Land access, rights of passage and land use disputes between or among license holders 
and land owners or land users, shall be resolved as set forth in the provisions of the Land 
Law and the Civil Law. 

Article 64. Filing of complaints to State bodies 

64.1  Where any actions or failures to act by civil servants or Government agencies has 
prevented the exercise by license holders of the rights conferred upon them by this law, the 
citizens or legal persons may file a complaint with the relevant senior officials, State 
agencies or the courts. 

Article 65. Resolution of disputes arising out of an investment agreement 

65.1  Any disputes arising out of an investment agreement according to Articles 29 and 30 of 
this law shall be resolved as set forth in the laws and international treaties of Mongolia. 

 
CHAPTER ELEVEN 

LIABILITIES 
 
Article 66. Liabilities for breach of law 

66.1. If a breach of the minerals laws does not constitute a criminal offence, an authorized state 
inspector, whilst taking into account the circumstances of the infringement, shall 
impose the following penalty on the guilty person: 

66.1.1. If any person has conducted exploration or mining activities or sold minerals 
without holding a minerals license, all income or products derived from such 
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activities shall be confiscated by the State and the official shall imposed a fine of 
from 500,000 to 1,000,000 tugrugs. 

66.1.2. In the case of the untimely submission of statements set forth in Article 48 of this 
law or the submission of false information and statements, the official shall be 
fined of 100,000 to 500.000 tugrugs and for a legal person the fine shall be from 
500,000 to 1.000,000 tugrugs. 

66.1.3. Prevention of a license holder from exercising rights conferred by this law shall give 
rise to the imposition of fines as follows: 

[a)] with respect to citizens, from 100,000 to 300,000 tugrugs 
[b)] with respect to officials, from 500,000 to 1,000,000 tugrugs 
[c)] with respect to legal persons from 1,000,000 to 2,000,000 tugrugs. 

66.1.4. Failure to comply with general obligations with respect to the conduct of activities 
under a license as set forth in Article 35 of this law shall be fined as follows and, in 
addition, such license holder must pay for any damages resulting from such failure: 

a) with respect to official, from 100,000 to 500,000 tugrugs 
b) with respect to legal person, from 500,000 to 1,000,000 tugrugs 

66.1.5. Failure of a license holder to comply with the legitimate requirements imposed by 
an authorized State inspector regarding the elimination of deficiencies discovered in 
the course of exploration or mining activities shall be fined as follows: 

a) with respect to officials, from 200,000 to 500.000 tugrugs 
b) with respect to legal persons from 500,000 to 1,000,000 tugrugs 

66.1.6. If an official fails to comply with the regulations with respect the assaying and 
registration of precious metals and gemstones as provided by this law shall be fined 
from 100,000 to 250,000 tugrugs, and in case of legal person the penalty shall be 
from 1,000,000 to 2,000,000 tugrugs. 

66.1.7. Where a mining license holder has intentionally reduced the volume or amount 
of minerals extracted, or has intentionally  reduced  sales  revenue  by  
intentionally reducing the sales price through a fictitious contract, or by selling the 
product at an unfair price, the license holder shall be fined from 100,000 to 
250,000 tugrugs and the amount that the revenue has been understated shall be paid 
by the license holder to the State. 

66.1.8. An official who deliberately destroys the primary material, probe and sample 
from an exploration area, shall be fined from 200,000 to 500,000 tugrugs and the 
legal person shall be l ined  from 500.000 to 1.000,000 tugrugs. 

66.2. A court may impose a fine of 200000 to 300000 tugrugs on any person who intentionally 
prevents an authorized official from performing his or her duties in the course of an 
inspection. 

66.3 Where  a  license   holder continues to violate the  laws with  respect  to  environmental 
protection,   mine   operation   safety  regulations,  or  the  provisions of its environmental 
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protection  plan,  the  exploration  and   mining  activities  of the   license holder shall be 
suspended by an authorized State inspector for up to 2 months, and if the deficiencies 
are not eliminated within t h i s  period, the license shall be revoked as stated in the 
Article 56 of this Law. 

66.4 If a mining license holder causes serious damage to the environment, fauna and 
human health by a failure to implement safety rules and a technological regime while 
using toxic chemicals and substances for its operations, the license shall be revoked as 
set forth in the Article 56 of this law and no license shall be issued for the next 20 years. 

SPEAKER OF THE PARLIAMENT TS. NYAMDORJ 
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LAW OF MONGOLIA ON NUCLEAR ENERGY 

CHAPTER ONE 

GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1. Purpose of the Law 

1.1. The purpose of this law shall be to regulate relations pertaining to exploitation of 

radioactive minerals and nuclear energy on the territory of Mongolia for peaceful purposes, 

ensuring nuclear and radiation safety, and protecting population, society and environment from 

negative impact of ionizing radiation. 

 

Article 2. Legislation on nuclear energy 

2.1. Legislation on nuclear energy shall consist of the Constitution of Mongolia1, this Law and 

other legislative acts enacted in conformity therewith. 

 2.2. If provisions of international treaties to which Mongolia is a party provide otherwise, 

provisions of the international treaties shall prevail. 

  2.3. Relations pertaining to exploitation of nuclear energy not precisely regulated by this Law 

shall be regulated by relevant articles, paragraphs and clauses of the Energy Law2. 

 

Article 3. Definitions of law terminology 

3.1. The following terms used in this Law shall have the meanings below: 

 3.1.1.”nuclear energy” as all forms of energy originated as a result of nuclear fission and 

nuclear alteration; 

 3.1.2. “exploiting nuclear energy for peaceful purposes” as exploiting nuclear energy in other 

sectors except nuclear weapons; 

 3.1.3. “nuclear and radiation safety” as protecting population and environment from impact of 

radioactive elements and other generators of ionizing radiation, and  ensuring safe operation of 

nuclear equipment and radiation generators; 

 3.1.4. “radioactive minerals” as mineral accumulations containing uranium and radioactive 

isotope of thorium colony stipulated in the clause 4.1.2 of the Minerals Law3; 

3.1.5. “nuclear substance” as substance containing uranium, radioactive isotope of thorium 

colony and rare earth elements used for nuclear material and nuclear technology; 

                                                            
1 Constitution of Mongolia was published in the 1st book of the State News 1992 

2 The Energy Law of Mongolia was published in the 6th book of the State News 
2001 

3 Minerals law of Mongolia was published in the 30th book of the State News of 
2006 
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3.1.6. “nuclear facility” as nuclear fuel plant, nuclear and research reactor, source of nuclear 

energy, nuclear fuel and utilized fuel stock facility, process plant and utilized fuel re-process 

plant; 

 3.1.7. “ionizing radiation” as radiation, which directly and indirectly creates dual ions within 

substances and biological bodies; 

 3.1.8. “nuclear energy resource” as stipulated in the clause 3.1.21 of the Energy law; 

 3.1.9. “nuclear energy” as stipulated in the clause 3.1.22 of the Energy Law; 

 3.1.10. “source of nuclear energy“ as stipulated in the clause 3.1.23 of the Energy Law; 

 3.1.11. “nuclear fuel” as material used in generating nuclear energy; 

3.1.12. “nuclear material“ as material used in nuclear reactor and nuclear weapons; 

3.1.13. “radiation generator” as any instrument and means for production of radioactive 

substance generating radioactive irradiation and ionizing radiation, except nuclear equipment; 

3.1.14. “material for nuclear fuel” as nuclear substance to generate huge amount of energy as a 

result of nuclear fission; 

3.1.15. “nuclear source material” as raw materials i.e. uranium, thorium ore and rare earth 

elements to produce nuclear fuel material; 

3.1.16. ”radioactive waste” as any item with radioactive indicator exceeding permitted rate 

specified in the waste standard, able to exist in any state or form and not suitable for further use; 

3.1.17. “yellow cake” as uranium oxide to originate at intermediate stage during the course of 

uranium processing operation; 

3.1.18. “physical protection” as measures or integrated organizational system to prevent access 

of unauthorized person to nuclear material and nuclear facility according to the Vienna 

Convention on Physical Protection of Nuclear Material; 

 3.1.19. “irradiation” as impact of radioactive substance and ionizing radiation generator onto 

human; 

 3.1.20. “occupational irradiation” as any radial impact exposed by employees dealing with 

radiation due to work conditions; 

 3.1.21. “dose” as quantity indicating radioactive irradiation defined at the extent of energy 

absorbed by body from ionizing radiation. 

 3.1.22. “burial of radioactive waste” as burial of only domestically originated radioactive waste. 

 

Article 4. Principles of exploitation of radioactive minerals and nuclear energy 

 4.1.The following principles shall be complied with in exploitation of radioactive minerals and 

nuclear energy: 

 4.1.1. not contradict with national security of Mongolia; 

 4.1.2. be coherent with international treaties of Mongolia; 

 4.1.3. conduct solely for peaceful purposes in conformity with international treaties and 

conventions; 
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 4.1.4. strictly observe international and national standards; 

 4.1.5. apply technique and technology harmless for human health and environment. 

 

Article 5. Ownership of radioactive minerals and state participation in exploitation of 

radioactive minerals 

 5.1. Radioactive minerals occurring in subsoil of land Mongolia shall be the property of the 

state. 

 5.2. Provided radioactive mineral deposit, which exploration and reserves determination were 

conducted by the state budget financing, is jointly exploited with others, the state shall directly 

possess free of charge no less than 51 percent of shares of the company to set up jointly. 

5.3. The state shall directly possess free of charge no less than 34 percent of shares of the 

company holding special license for exploitation of radioactive mineral deposit, which 

exploration and reserves determination were conducted without state budget involvement and 

was recorded in the state integrated register. 

5.4. Provided the state owns shares exceeding the percentages specified in the clauses 5.2 and 

5.3 of this Law, the State Great Khural shall fix this share by presentation of the Government in 

view of the size of investment made or to be made by the state. 

 

Article 6. Radioactive mineral deposit classification 

 6.1. Radioactive mineral deposit shall relate to the category of mineral deposit of strategic 

significance regardless of its size. 

 

Article 7. Excusive powers of the Government 

7.1. Decision on the following issues made by shareholders meeting, board of directors, 

executive management or a  shareholder of the special license holder for activities specified in 

the paragraphs15.1.2, 15.1.5 and 15.1.6 of this Law shall become valid upon confirmation of the 

Nuclear Energy Commission: 

7.1.1. sell, present, collateralize and transfer to others’ ownership, possession and exploitation in 

any other form more than 5 percent of shares of a particular company; 

7.1.2. newly issue voucher or security convertible into share, or additionally issue shares 

exceeding 5 percent of total shares previously issued by a particular company; 

 7.1.3. re-structure a particular company by merging, integrating, spliting and separating. 

 7.2. The special license holder for conduct of activities specified in the paragraphs 15.1.2, 

15.1.5 and 15.1.6 of this Law shall submit to the Nuclear Energy Commission the following 

documents within 14 days after taking the decision stipulated in the section 7.1 of this Law: 

 7.2.1. official original copy of the decision specified in the paragraph  7.1.1 of this Law, name 

and address of the party to acquire share into his ownership, possession and utilization, 
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description of his         activities and other decision related data required by the Nuclear Energy 

Commission; 

 7.2.2. official original copy of the decision specified in the paragraph  7.1.2 of this Law, name 

and address of the party to purchase share, voucher or security convertible into share, 

description of his activities and other decision related data required by the Nuclear Energy 

Commission; 

 7.2.3. official original copy of the decision specified in the paragraph 7.1.3 of this Law, 

company re-structuring plan and other decision related data required by the Nuclear Energy 

Commission. 

  7.3. The Nuclear Energy Commission shall make the decision whether to approve or 

disapprove a particular decision within 30 days after receipt of the documents specified in the 

section 7.2 of this Law. 

 7.4. Provided the special license holder specified in the paragraphs 15.1.2, 15.1.5 and 15.1.6 of 

this Law did not fulfill its obligations specified in the sections7.1 and 7.2 of this Law, the state 

administrative authority in charge of nuclear energy issues shall invalidate the special license. 

 

CHAPTER TWO 

STATE REGULATION OF RADIOACTIVE MINERALS AND 

NUCLEAR ENERGY EXPLOITATION SECTOR 

 

Article 8. Competence  of the State Great Khural 

 

  8.1. Competence of the State Great Khural with respect to radioactive minerals and nuclear 

energy issues is as follows: 

 8.1.1.  approve state policy on ensuring nuclear and radiation safety, introduce nuclear 

tecnology, exploit radioactive minerals and nuclear energy; 

 8.1.2. oversee activities of the Government in relation to implementing related legislation on 

ensuring nuclear and radiation safety, introduce nuclear technology and exploit radioactive 

minerals and nuclear energy; 

 8.1.3. determine issues of financing expences of nuclear and radiation safety by the state from 

funding of the state budget, introduce nuclear technology and exploite of of radioactive minerals 

and nuclear energy exploitation 

 

Article 9. Competence of the Government 

9.1. Competence of the Government with respect to radioactive minerals and nuclear energy 

issues is as follows: 

 9.1.1. develop the state policy on ensuring nuclear and radiation safety, introduce nuclear 

technology, exploit radioactive minerals and nuclear energy ; 
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 9.1.2. administer implementation of legislation related to nuclear and radiation safety,  

introduce nuclear technology,  exploit radioactive minerals and nuclear energy; 

 9.1.3. administer implementation of decisions issued by the International Atomic Energy 

Agency in connection with ensuring nuclear and radiation safety introduction of nuclear 

technology, exploitation of radioactive minerals and nuclear energy ; 

 9.1.4. adopt general rules, procedures and instructions on ensuring nuclear and radiation safety, 

introduce nuclear technology and exploit radioactive minerals and nuclear energy; 

 9.1.5. adopt contingency plan on prevention of potential nuclear and radiation accident 

compromising broad masses, elimination of accident consequences and undertaking measures 

during accident; 

9.1.6. mitigate damages, restrict spread and eliminate consequences in case of nuclear and 

radiation accident compromising broad masses; 

9.1.7. select location for construction of nuclear facilities; 

9.1.8. prepare and implement long-term program of storing nuclear waste and utilized nuclear 

fuel safe to population, society and environment. 

 

Article 10. Nuclear Energy Commission 

10.1. Temporary Nuclear Energy Commission (hereinafter referred to as “Commission”) shall 

operate obliged to regulate and coordinate activities on exploitation of radioactive minerals and 

nuclear energy, introduction of nuclear technology, development of research and ensuring 

nuclear and radiation safety. 

 10.2. Prime Minister shall be the Chairman of the Commission and head of the state 

administrative authority in charge of nuclear energy affairs shall be the Deputy Chairman of the 

Commission. 

10.3. The Government shall adopt the composition and activity rules of the Commission. 

10.4. The Commission shall use seal, stamp and letterhead in conformity with established 

procedures. 

 

Article 11. State administrative authority in charge of nuclear energy affairs  and its 

competence 

11.1. The state administrative authority in charge of nuclear energy affairs (hereinafter referred 

to as “state administrative authority”) shall fulfill functions such as to  implementing state 

policy on exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of nuclear 

technology and development of nuclear research, nuclear and radiation protection as well as  

ensuring safety, and carry out professional inspection. 

11.2. The state shall finance the state administrative authority from its budget and ensure 

economic guarantee of its operation. The budget of the state administrative authority shall meet 

requirements for full implementation of duties and purposes assumed by law. 
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11.3. The state administrative authority shall have a special facility of national level to centrally 

store, transport and dispose of nuclear material, nuclear waste and non-exploitable radioactive 

waste. This facility shall be the state restricted object. 

11.4. The state administrative authority shall use operative service vehicle in its operation. This 

auto vehicle shall have a special logo, siren and light signals. 

11.5. The state inspector of nuclear and radiation control and employees dealing with radiation 

shall use special uniform and distinguishing emblem suitable for the work specifics. The state 

administrative authority shall approve the uniform design, usage procedure and term. 

11.6. The state administrative authority shall exercise the following competence: 

11.6.1.exercise  the state policy  related to ensuring nuclear and radiation safety, introduce 

nuclear technology, and exploit radioactive minerals and nuclear energy; 

11.6.2. organise activity of processing radioactive minerals; 

11.6.3. control activities on exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, 

introduction of nuclear technology and ensuring nuclear and radiation safety, and take measures 

to have revealed violations eliminated; 

11.6.4. supervise implementation of international treaties of Mongolia pertaining to exploitation 

of radioactive minerals and nuclear energy, penetration of nuclear technology and ensuring 

nuclear and radiation safety and take measures to have revealed violations eliminated; 

11.6.5.grant, suspend and invalidate special licenses specified in the article 15 of this Law; 

11.6.6. exercise activities of centralized storing, transporting and burying nuclear waste and 

nuclear generators at national level; 

11.6.7. approve rules of safe operation of nuclear material, radioactive minerals, radiation 

generator, and instruments and equipment with radiation generator; 

11.6.8. develop and supervise implementation of common rules, procedures, instructions and 

standards pertaining to exploitation of radioactive minerals and nuclear energy, introduction of 

nuclear technology and ensuring nuclear and radiation safety; 

11.6.9. prepare jointly with relevant professional organization and put control over execution of 

the contingency plan for preventing probable nuclear and radiation accident, eliminating 

accident consequences and undertaking measures during accident; 

11.6.10. obtain information and documents required for execution of functionspecified in law 

from a relevant person free of charge and, if need, involve professional institution and experts 

for inspection; 

11.6.11. keep state register of nuclear material and radiation generators, control occupational 

irradiation dose of employees dealing with radiation and maintain database of irradiation dose; 

11.6.12. supervise activities of protection and safety of all radiation generating equipment used 

in production, research, diagnosis and medical treatment; 
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11.6.13. keep control in cooperation with relevant organizations over nuclear material, radiation 

generating instrument, equipment, transport means to cross state frontiers and undertake 

measures for ensuring their protection and safety; 

11.6.14. implement jointly with relevant professional organization works on inspection-analysis 

of radiation level of environment, consumer goods, material, foodstuff, drinking water and 

construction material, and determine whether they negatively influence human health and 

undertake measures on securing quality assurance; 

11.6.15. approve procedure on inventory count, loss, depreciation and transfer of nuclear 

materials; 

11.6.16. integrate and process information specified in the section 28.8 of this Law and, if need, 

audit and send it to the International Atomic Energy Agency in line with relevant procedure; 

11.6.17. cooperate with foreign states and international organizations in accordancewith 

legislation; 

11.6.18.  take professional assistance and support from relevant international organization, if 

required, upon exercising competence granted by law; 

11.6.19. approve the list of information to classify related to capacity, quantity, transfer and 

transportation in view of specifications of uranium ore, nuclear material, radiation generators, 

and take measures to ensure implementation; 

11.6.20. confirm the amount of costs spent on exploration activity by the holder of special 

license for conduct of activity specified in the paragraph 15.1.5 of this Law grounding on annual 

report on geological exploration and financial balance sheet and, if need, check costs spent on 

exploration activity on-site; 

11.6.21. other rights stipulated in legislation. 

11.7. The state administrative authority shall classify as confidential an exploration report and 

feasibility study prepared by the special license holder for conduct of activity specified in the 

paragraph 15.1.5 of this Law, and mine development information and feasibility study prepared 

by the special license holder for conduct of activity specified in the paragraph 15.1.6 of this Law 

during validity of the special license by his request. 

11.8. The information classified as confidential in accordance with the section 11.7 of this Law 

shall be prohibited to get revealed, published and publicized, exempt from the grounding and 

procedure specified in the State Secret Law4, Organization Privacy Law 5and Personal Privacy 

Law 6. 

 

Article 12. State inspector of nuclear and radiation control, and his/her  competence 

                                                            
4 State Secret Law was published in the 7th book of the State News of 1995 

5 Organizational Privacy Law was published in the 7th book of the State News of 
1995 

6 Personal Privacy Law was published in the 7th book of the State News of 1995 
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12.1. The State General Inspector, State Senior Inspector and State Inspector of nuclear and 

radiation control shall work in the state administrative authority. 

12.2. The Government of Mongolia shall grant the rights of the State General Inspector of 

nuclear and radiation control. 

12.3. The State General Inspector of nuclear and radiation control shall appoint and release the 

State Senior Inspector and the State Inspector (hereinafter referred to as “State Inspector”). 

12.4. The State Inspector shall exercise  common competence specified in the Law on State 

Inspection7, Administrative Liability Law 8and other legislation in respect of nuclear and 

radiation control. 

12.5. the State Inspector shall not come under influence of others, while exercising his/her 

competence . He shall operate guided solely by law and other coherent legislative acts. 

12.6. Any individual, legal person or an official shall be prohibited to participate and influence 

implementation by the state inspector of his competence specified in legislation. 

12.7. The State Inspector shall enter nuclear facility and other related sites under inspection 

without hindrance. 

12.8. It shall be prohibited for any person to make decision pertaining to the competence of the 

State Inspector granted by legislation. 

12.9. Nuclear and radiation inspection shall be carried out in accordance with the guidance 

approved by the State General Inspector. 

 

Article 13. Competenceof local administrative and self-governing organizations 

13.1. Local administrative and self-governing organizations shall exercise following 

competence  in respect of issues of radioactive minerals and nuclear energy: 

13.1.1. administer implementation of decisions issued by the Government in connection with 

legislation on nuclear energy and its execution on their respective territory. 

13.1.2. permit use of the respective territory under special license for exploration and mining of 

radioactive minerals for the assigned purpose and eliminate existing violations. 

13.1.3. control the course of implementation by the special license holder his/her  liabilities in 

respect of environment protection, reclamation, protection of population health and allocation of 

payment to local budget. 

13.1.4. conduct training and advertising on its respective territory about nuclear and radioactive 

protection and ensuring safety, and prevention from radiation accident. 

 

                                                            
7 Law on State Inspection was published in the 2nd book of the State News of 
2003 

8  Administrative Liability Law was published in the 4th and 5th book of the 
State News of 1992 
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Article 14. competenceof border protection, customs and professional inspection 

authorities and their officials 

14.1. Border protection, customs and professional inspection bodies and their officials shall 

immediately inform the state administrative authority and law enforcing organizations about 

nuclear material, radiation generator, instrument and equipment with radiation generator without 

relevant permission revealed during inspection, and undertakes measures to ensure safety. 

 

CHAPTER THREE 

SPECIAL LICENSE 

 

Article 15. Special license 

15.1. The following activities shall be conducted with the special license granted by the state 

administrative authority: 

15.1.1. construct, modify, renovate and discharge from exploitation nuclear facilities; 

15.1.2. exploit nuclear facility; 

15.1.3. possess, use and sell nuclear substance; 

15.1.4. import, export, transport nuclear substance, bury nuclear waste; 

15.1.5. prospect and explore radioactive minerals; 

15.1.6. exploit radioactive minerals; 

15.1.7. import, export and transport radioactive minerals, bury radioactive waste, conduct 

reclamation of land after exploitation of radioactive minerals. 

15.1.8. possess, exploit, sell, assemble, station, rent, produce, discharge from exploitation, 

dismantle, store, transport, import, export, bury waste, make harmless radiation generator and 

conduct other related activities. 

 

Article 16. General requirements for  special license holder 

16.1. The special license for conduct of activities specified in the paragraph 15.1.1-15.1.7 of this 

Law may be granted to a taxpaying company, which was set up and operates in conformity with 

legislation of Mongolia. 

16.2. The special license for conduct of activities specified in the paragraph 15.1.8 of this Law 

may be issued to other required business entity or organization in addition to the company 

stipulated in the section16.1 of this Law. 

16.3. The  special license holder shall meet the following general requirements: 

16.3.1. adhere legislation of Mongolia and international and national standards; 

16.3.2. exploit advanced technology harmless for human health and environment-friendly; 

16.3.3. conduct transparent and sustainable activity; 

16.3.4. have financial and economic capacities to eliminate damage from probable accident. 
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Article 17. Requirements for applicant for special license 

17.1. The applicant for special license to conduct activities specified in the paragraph15.1.1-

15.1.4 of this law shall meet the following conditions: 

17.1.1. meet fully technical and safe operation requirements; 

17.1.2. fully meet labor safety and sanitary requirements and standards; 

17.1.3. be motivated and involved in solving issues of regional development, health, education 

and other social matters; 

17.1.4. regularized implementation of universally accepted standards of company governance, 

social responsibility and ethics; 

17.1.5. have qualified human resources specialized for intended activity; 

17.1.6. be experienced in resolving issues of employees’ training and practicing; 

17.2. The applicant for special license to conduct activities specified in the paragraph 15.1.5 of 

this law shall meet the following conditions in addition to those specified in the section 17.1 of 

this law: 

17.2.1. have the financial capacity to conduct exploration of radioactive minerals; 

17.2.2. have the financial capacity to make environmental and biological reclamation; 

17.2.3. maintain responsible mining and have accumulated experience in this field; 

17.2.4. conduct activities ensuring international standards and requirements of labor protection 

and safe operation of mining industry. 

17.3. The applicant for special license for conduct activities specified in the paragraph 15.1.6 of 

this law shall meet the following conditions in addition to those specified in the section  17.1 of 

this law: 

17.3.1. ensure conditions specified in the paragraph 17.2.1-17.2.4 of this Law; 

17.3.2. have the capacity to sell radioactive minerals for peaceful purposes by world market 

price and be wholly independent in financial terms; 

17.3.3. have sustainable and leading position on the world market of processing and sales of 

radioactive minerals; 

17.3.4. have financial capacity to conduct extraction of radioactive minerals; 

17.3.5. have many years’ experience in extracting and processing radioactive minerals; 

17.3.6. have leading technology to fully exploit reserves of radioactive mineral deposit; 

17.3.7. exploit more economically efficient and advanced technology in processing and using 

radioactive minerals; 

17.3.8. be capable of introducing nuclear technology. 

17.4. The applicant for special license to conduct activities specified in the paragraphs15.1.7 

and 15.1.8 of this Law shall meet the conditions stipulated in the paragraphs17.1.1, 17.1.2, 

17.1.4 and 17.1.5 of the same Law. 

 

Article 18. Rules of issuing special license 
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18.1. The special license to conduct activities specified in the paragraphs 15.1.1-15.1.4 of this 

Law shall be issued to an applicant for the special license who extra best ensures the conditions 

stipulated in the section17.1 of this Law. 

18.2. The special license to conduct activities specified in the paragraph 15.1.5 of this Law shall 

be issued to an applicant for the special license who extra best ensures the conditions stipulated 

in the section  17.2 of this law and accepts the conditions specified in the sections 5.2 or 5.3 of 

this Law. 

18.3. Except cases stipulated in the section 18.5 of this Law, the special license to conduct 

activities specified in the paragraph 15.1.6 of this law shall be issued to an applicant for the 

special license who extra best ensures the conditions stipulated in the section 17.3 of this Law 

and accepts the conditions specified the sections 5.2 or 5.3 of this Law. 

18.4. The special license to conduct activities specified in the paragraph  15.1.7 of this Law 

shall be issued to an applicant for the special license who extra best ensures the conditions 

stipulated in the section 17.4 of this law. 

18.5. The special license to conduct activities specified in the paragraph  15.1.6 of this law shall 

be issued by preferential right in the following cases: 

18.5.1. Provided special license holder for prospecting of radioactive minerals who meets the 

conditions and requirements specified in this Law and accepts the conditions stipulated in the 

sections  5.2 or 5.3 of the same Law executed exploration by his own funds, determined 

reserves and submits the request for the special license for exploitation of radioactive minerals 

on the exploration field recorded in the state integrated register; 

18.5.2. Provided the applicant for special license who accepts to pay once, directly to the state 

budget the monetary payment equivalent to the size of no less than 10 percent of reserves of 

radioactive minerals of particular mine recorded in the state integrated register applies for the 

special license to exploit radioactive minerals on exploration field except those stipulated in the 

paragraph 18.5.1 of this Law. 

18.6. The applicant for special license specified in the paragraph  18.5.2 of this Law shall ensure 

the conditions stipulated in the section  17.3 of the same Law and accept the conditions 

specified the sections 5.2 or 5.3 of this Law. 

18.7. The size of monetary payment specified in the paragraph 18.5.2 of this Law shall be 

determined in view of an average rate of international market price for radioactive minerals in 

the last 6 months. 

18.8. The standpoint of the central intelligence authority shall be taken when issuing the special 

license for conduct of activities specified in the paragraphs  15.1.1-15.1.7 of this Law. 

18.9. The state administrative authority shall review the application and other related documents 

and make a decision on issuance of a license to conduct activities specified in the paragraphs  

15.1.1.-15.1.4, 15.1.6 and 15.1.7 of this Law within 6-12 months and a license to conduct 
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activities specified in the paragraphs 15.1.5 and 15.1.8 within 1-3 months considering the 

specific characteristics of activities. 

18.10. Provided the state administrative authority refuses to issue a special license, it shall give 

a written response specifying the grounding. 

18.11. If necessary, the state administrative authority shall have the right to have the documents 

of an applicant scrutinized and audited by a relevant organization. 

 

Article 19. Rules of issuing application requesting special license 

19.1. The applicant for special license to conduct activities specified in the section  15.1 of this 

Law shall compile the following documents except those stipulated in the paragraphs 11.1.1-

11.1.3 of Law on Licensing9: 

19.1.1. introduction of the purpose, type, main direction, technique, feasibility study and 

qualified personnel; certificate of preparation and training of internal inspection employees and 

employees to deal with radiation; 

19.1.2. comprehensive program coherent with international standards of safe operation related 

to its activities and implementation plan; 

19.1.3. evaluation of the state administrative authority in respect of meeting requirements of 

nuclear and radiation protection and safety standards of the operation facility; 

19.1.4. environmental impact assessment; 

19.1.5. plan of actions on environment protection; 

19.1.6. contingency plan of measures to undertake during probable nuclear and radiation 

accident; 

19.1.7. decision on appointment of a unit or employee in charge of internal inspection of nuclear 

and radiation safety condition; 

19.1.8. introduction of resource possibility, means and forces required for elimination of harms 

of probable nuclear and radiation accident and disaster; 

19.1.9. certificate of radiation measuring instrument and equipment, and basic indicators; 

19.2. The applicant for special license for conduct of activities specified in the paragraphs 

15.1.1 and 15.1.2 of this Law shall compile documents stipulated in the section 21.2 of the 

Energy Law in addition to those specified in the section 19.1 of the same Law and attach 

cadastre mapping required for the intended operation. 

19.3. The applicant for special license to conduct activities specified in the paragraph 15.1.5 of 

this Law shall compile the following documents in addition to those stipulated in the section 

19.1 of the same Law: 

19.3.1. official decision confirming acceptance of the conditions specified in the sections  5.2 

and 5.3 of this Law; 

                                                            
9 Law on Licensing was published in the 6th book of the State News of 2001 
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19.3.2. documents specified in the section  18.2 of the Minerals Law. 

19.4. The applicant for conduct of activities specified in the paragraph  15.1.6 of this Law shall 

compile the following documents in addition to those specified in the section 19.1 of this Law: 

19.4.1. Decision specified in the paragraph 19.3.1 of the same Law; 

19.4.2. Document specified in the section  25.1 of the Minerals Law. 

19.5. The applicant for conduct of activities specified in the paragraph  15.1.8 of this Law shall 

compile the following documents in addition to those specified in the section  19.1 of this Law: 

19.5.1. certificate and basic indicators of the manufacturer who produced radiation generator, 

instrument and equipment to exploit; 

19.5.2. certificate of quality assurance of radiation generator. 

19.6. The state administrative authority shall undertake the following activity upon receipt of an 

application: 

19.6.1. register the application and inform the applicant of it; 

19.6.2. examine whether the application and attached documents meet requirements specified in 

this Law; 

19.7. The state administrative authority shall undertake activity specified in the section 26.2 of 

the Minerals Law apart from those specified in the section 19.6 of this Law in relation to the 

application requesting special license to conduct activities stipulated in the paragraphs  15.1.5 

and 15.1.6 of this Law. 

19.8. The state administrative authority shall inform the state central administrative body in 

charge of environmental issues, state administrative authorities in charge of mineral resources 

and taxation, and aimag, soum, district Governors, specialized inspection authority and 

population of the territory where the special license was granted, about its issuance within 5 

work days. 

 

Article 20. License payment and fee 

20.1. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraphs 15.1.1-

15.1.4, 15.1.7 and 15.1.8 of this Law shall pay stamp duty according to the section  15.7 of the 

State Stamp Duty Law10. 

20.2. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraph 15.1.5 of 

this Law shall make license payment according to the section 32.2 of the Minerals Law. 

20.3. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraph 15.1.6 of 

this Law shall make the following payments: 

20.3.1. fee for special license on exploitation in conformity with the section 32.3 of the Minerals 

law; 

                                                            
10 Law on the State Stamp Duty was published in the 4th and 5th books of the 
State News of 1993 

 



 - 140 - 

20.3.2. the royalty specified in the article 47 of the Minerals Law. 

20.4. The special license fee specified in the section  20.2 and 20.3.1 of this Law shall be paid in 

accordance with the procedure stipulated in the article 34 of the Minerals Law. 

20.5. The license fee specified in the sections 20.2 and 20.3.1 of this Law shall be allocated as 

set forth in the article 59 of the Minerals Law. 

20.6. The royalty specified in the paragraph 20.3.2 of this Law shall be allocated according to 

the article 58 of the Minerals Law. 

 

Article 21. Term of special license 

21.1. The special license specified in paragraphs 15.1.1, 15.1.3-15.1.5, 15.1.7 and 15.1.8 of this 

Law shall be issued for the period of up to 3 years in view of specific characteristics of 

particular activities and inspection results. 

21.2. The special license specified in the paragraphs 15.1.2 and 15.1.6 of this Law shall be 

granted for the period of up to 20 years in view of the feasibility study and inspection results. 

 

Article 22. Extension of the term of special license 

22.1. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraphs 15.1.1, 

15.1.3-15.1.5, 15.1.7 and 15.1.8 of this Law may issue an application for extending its term no 

less than 1 month prior expiry date of the special license to the state administrative authority. 

22.2. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraphs 15.1.2 

and 15.1.6 of this Law may issue an application for extending its term no less than 2 years prior 

expiry date of the special license to the state administrative authority. 

22.3. The state administrative authority shall assess within 30 work days upon receipt of the 

application specified in clause 22.1 of this Law, whether the special license holder meets 

conditions and requirements stipulated in this Law and in the event of non-violation, 

considering specific characteristics of his activities, extend the special license for the period of 

up to 3 years, and register it in the special license registry. 

22.4. The state administrative authority shall review within 60 work days upon receipt of the 

application specified in section  22.2 of this law, whether the special license holder meets 

conditions and requirements stipulated in this Law and in the event of non-violation, 

considering specific characteristics of his activities, shall extend the special license for the 

period of up to 20 years, and register it in the special license registry. 

22.5. The following documents shall be attached to the application for extension of special 

license term: 

22.5.1. copy of the special license certified by notary office; 

22.5.2. receipt for payment of state stamp duty or special license fee; 
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22.5.3. documents specified in the paragraphs  22.1.1-22.1.4 of the Minerals Law in respect of 

the application for extension of the term of special license for conduct of activities stipulated in 

the paragraph 15.1.5 of this Law. 

22.5.4. documents on inspection of implementation of Environmental Protection Plan carried 

out as specified in the article39 of the Minerals Law in respect of the application for extension 

of the term of special license for conduct of activities stipulated in the paragraph 15.1.6 of this 

Law. 

22.6. The state administrative body shall inform authorities specified in the section 19.8 of this 

Law and the public about the decision to extend the term of special license within 5 work days 

after its issuance. 

 

Article 23. License suspension 

23.1. Special license shall be suspended in conformity with the article  13 of the Law on Special 

license for economic activity. 

 

Article 24. Ban on transfer of special license 

24.1. It shall be prohibited to sell, present, collateralize and transfer to others’ ownership, 

possession and exploitation in any other form the special license and the territory given under 

the special license for conduct of activities specified in the paragraphs 15.1.5 and 15.1.6 of this 

Law. 

 

Article 25. Settlement of disputes related to special license 

25.1. Land boundary dispute raised between holders of special license for conduct of activities 

specified in the paragraphs  15.1.5 and 15.1.6 of this Law shall be resolved in conformity with 

the article 62 of the Minerals Law. 

25.2. Disputes raised between the special license holder for conduct of activities specified in the 

paragraphs  15.1.5 and 15.1.6 of this Law and land owner, land possessor and land user shall be 

resolved in accordance with article 63 of the Minerals Law. 

 

Article 26. Termination of special license 

26.1. The state administrative authority shall terminate the special license for conduct of 

activities specified in the paragraphs  15.1.1-15.1.4, 15.1.7 and 15.1.8 of this Law on the 

following groundings: 

26.1.1. liquidation of the company or passing away of the citizen; 

26.1.2. compilation of false documents for obtaining special license is determined; 

26.1.3. repeated or notorious violations of conditions and requirements of special license; 

26.1.4. non-implementation of demands to eliminate violations during the term of suspension of 

special license. 



 - 142 - 

26.2. The state administrative authority shall terminate the special license for conduct of 

activities specified in the paragraphss 15.1.5 and 15.1.6 of this Law on the following 

groundings: 

26.2.1. emergence of the grounding stipulated in the section 26.1 of this Law; 

26.2.2. emergence of the grounding specified in the paragraphs 56.1.3-56.1.5 of the Minerals 

Law; 

26.2.3. emergence of the grounding stipulated in the section 29.4 of the same law in respect of 

the special license specified in the paragraphs 15.1.5 and 15.1.6 of this Law. 

26.3. Within 10 work days after determination of the grounding for invalidation of special 

license, the state administrative authority shall give notice to the owner of special license 

concretely indicating the grounding for invalidation of special license. 

26.4. Provided the holder of special license disagrees with the grounding for termination of 

special license specified in the section  26.3 of this Law, he shall send a document proving it to 

the state administrative authority. 

26.5. Upon checking the document specified in the section 26.4 of this Law, provided there is a 

grounding the state administrative authority shall invalidate the notice on revocation of the 

special license and provided there is no grounding the state administrative authority shall revoke 

the special license, and inform of it the owner of the special license. 

26.6. Provided the owner of the special license does not accept the decision on invalidation of 

the special license in accordance with the section 26.5 of this Law, he shall have the right to 

lodge complaint to the court. The court shall not suspend particular decision in conformity with 

the paragraph 46.1.3 of the Law on Administrative Procedure11. 

26.7. The state administrative authority shall notify the organizations specified in the section 

19.8 of this Law and the public of the decision on termination of special license within 5 work 

days. 

 

Article 27. Grounding for termination of special license 

27.1. Special license shall be terminated on the following groundings: 

27.1.1. expiration of the special license validity term; 

27.1.2. surrender of the entire licensed area by the holder of special license for conduct of 

activities set forth in the clauses 15.1.5 and 15.1.6 of this Law; 

27.1.3.  the state administrative authority invalidated the special license. 

27.2. In case the special license holder specified in the paragraph  15.1.5 and 15.1.6 of this Law 

surrenders a part of an area under special license, the license for the particular part of the area 

shall be terminated. 

                                                            
11 Law on Administrative Procedure was published in the 3rd book of the State 
News of 2003 
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27.3. Termination of the special license shall not release the special license holder  from 

obligation undertaken in conformity with the Environment Protection Law. 

27.4. Upon termination of special license, its holder shall return the special license to the state 

administrative authority. 

 

Article 28. Rights and obligations of license holder 

28.1. The special license holder shall have the following common rights: 

28.1.1. take methodological assistance and advice from professional organization in relation to 

ensuring nuclear and radiation safety; 

28.1.2. other rights specified in legislation. 

28.2. The special license holdershall have the following common obligations: 

28.2.1. comply with nuclear energy legislation, and Governmental decisions, rules, procedures, 

instructions and standards issued in connection with implementation of relevant legislation; 

28.2.2. conduct activities fully meeting technical and safe operation requirements set by the 

International Atomic Energy Agency; 

28.2.3. work preventing from nuclear and radiation accident, and ensuring safety; 

28.2.4. fulfill in time lawful requirements of the state administrative authority and the state 

inspector and duly respond, and undertake measures towards complete elimination of violation 

revealed; 

28.2.5. set up an internal control division entitled to ensure nuclear and radiation safety, and 

monitor its activities; 

28.2.6. adhere internal rules on nuclear and radiation safety approved by the state administrative 

authority; 

28.2.7. notify the state administrative authority within 3 work days in the written form regarding 

the change of an officer responsible for ensuring nuclear and radiation safety; 

28.2.8. provide the state administrative authority with true and realistic information on register 

and control of nuclear materials; 

28.2.9. submit information on radiation level to the state administrative authority as required. 

28.2.10. inform the state administrative authority of any change made in special license and in 

any information specified in the documents compiled for its acquisition in the written form 

within 5 work days. 

28.2.11. other obligations set forth in legislation. 

28.3. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraph15.1.5 of 

this Law shall have the following rights apart from those stipulated in the section 28.1 of this 

Law: 

28.3.1. Conduct prospecting and exploration of radioactive minerals within the boundary of the 

exploration area in conformity with this Law; 
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28.4. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraph  15.1.5 of 

this Law shall have the following obligations in addition to those specified in the section  28.2 

of this Law: 

28.4.1. conduct prospecting and exploration of minerals other than radioactive minerals on the 

basis of the license issued by state administrative authority in charge of geology and mining 

issues; 

28.4.2. conduct annually exploration activity costing no less than the amount specified in the 

section 33.1 of the Minerals Law; 

28.4.3. fulfill the obligationsspecified in the sections  35.2, 37.2, 38.1 and 48.8 of the Minerals 

Law; 

28.4.4.  truly and correctly prepare  information, report and plan stipulated in the section 48.1 of 

the Minerals Law and submit it to the state administrative authority within time specified in law. 

28.4.5. prepare an integrated report on deposit reserves, prospecting and exploration results in 

harmony with approved form and requirements, and submit it along with original materials to 

the state administrative authority set forth in the section  48.3 of the Minerals Law. 

28.5. The special license holder for conduct of activities specified in the paragraph15.1.6 of this 

Law shall have the following rights in addition to those specified in the section28.1 of this Law: 

28.5.1. conduct exploration of radioactive minerals on the mine territory. 

28.6. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraph 15.1.6 of 

this Law shall have the following liabilities in addition to those specified in the section  28.2 of 

this Law: 

28.6.1. exploit radioactive minerals within particular mine tenure according to conditions and 

procedures specified in this Law; 

28.6.2. exploit minerals other than radioactive minerals existing in the mine tenure based on 

special license issued by the state administrative authority in charge of geology and mining 

issues; 

28.6.3. sell radioactive minerals extracted from the mine tenure and generated products by 

world market price; 

28.6.4. fulfill obligationsspecified in the sections  35.3-35.5, 36.1, 36.2, 39.1, 45.1, 45.2, 47.1, 

47.5, 47.6 and 48.7-48.10 of the Minerals law; 

28.6.5. prepare in coherence with approved form accurate information, report and plan 

stipulated in the section 48.6 of the Minerals Law and submit to the state administrative 

authority within the deadline specified in law. 

28.7. The holder of special license for conduct of activities specified in the paragraphs15.1.5 

and 15.1.6 of this Law may wholly or partly surrender by his own will the area under special 

license according to the procedures stipulated in the articles 54 and 55 of the Minerals Law with 

the permission and supervision of relevant authority. The state administrative authority shall 

approve the application form. 
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28.8. In the Guarantee Agreement the special license holder shall be obliged to truly and 

correctly  submit required information on quantity and amount of nuclear materials, and 

modification, loss, depreciation, transfer and shift made therein to the state administrative 

authority according to instructions within the specified deadline; 

28.9. The special license holder shall allocate monetary funds in the State Treasury as collateral 

of implementing his liabilities on protection of environment and prevention from nuclear and 

radiation accident. 

28.10. The Government shall determine the amount of monetary funds specified in the section 

28.9 of this Law considering the public interest and potential risk onto human health, 

environment and national security on the basis of the joint proposal made by the state 

administrative authority in charge of nuclear energy and the state central administrative 

authorities in charge of environment, finance and budget. 

 

CHAPTER FOUR 

DEPOSIT DEVELOPMENT AGREEMENT AND 

INVESTMENT AGREEMENT 

 

Article 29. Deposit development agreement 

29.1. The state administrative authority shall conclude a deposit development agreement with 

the holder  within 60 days after issuance of the special license for conduct of activities specified 

in the paragraph15.1.6 of this Law. 

29.2. The term of deposit development agreement shall be equal to the term of special license. 

29.3. The following items shall be obligatory reflected in the deposit development agreement: 

29.3.1. grounding for development of radioactive mineral deposit; 

29.3.2. the term of exploitation of radioactive mineral deposit, name and type, grade and 

reserves of radioactive minerals; 

29.3.3. technology, industrial capacity and quantity of product to extract reflected in feasibility 

study; 

29.3.4. terms and conditions of product sales; 

29.3.5. plan of environmental protection and reclamation, cost of its implementation; 

29.3.6. general plan of mine closure; 

29.3.7. rights, obligations and responsibilities of agreement parties; 

29.4. Provided the deposit development agreement is not concluded within the term specified in 

the section  29.1 of this Law the state administrative authority shall terminate the special license. 

 

Article 30. Investment agreement 

30.1. Provided an investor to  the special license holder company   for conduct of activities 

specified in the paragraphs  15.1.2, 15.1.5 and 15.1.6 of this Law makes a request by himself, an 
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investment agreement may be concluded with him for up to 10 years term in order to provide 

stable condition for conduct of activities during certain period of time. The agreement shall 

reflect issues specified in the paragraphs 29.1.1 – 29.1.9 of the Minerals Law. 

30.2. The Agreement specified in the section 30.1 of this Law may be extended for up to 10 

years term. 

30.3. The Government shall consent with relevant Standing Committee of the State Great 

Khural when concluding the agreement specified in the section 30.1 of this Law with investor. 

 

Article 31. Conclusion of investment agreement 

31.1. The investor shall submit  the request for agreement conclusion specified in the section 

30.1 of this Law and the draft agreement with enclosed information on amount of investment to 

make in the first 5 years, term, plant capacity, name and type of product, method and technology 

of deposit development, and feasibility study to the state administrative authority. 

31.2. The the special license holder for conduct of activities specified in the paragraphs15.1.3, 

15.1.4, 15.1.6 and 15.1.7 of this law shall enclose to the request for agreement conclusion and 

the draft agreement the decision of the Mineral professional council on registering reserves of 

the particular deposit in the state integrated register in addition to issues stipulated in the section 

31.1 of the same Law. 

31.3. The state administrative authority shall review the investor’s request, draft agreement and 

enclosed documents in conformity with section 31.1 of this law and provided they meet the 

requirements, inform the requesting person in written within 14 days. 

31.4. The state administrative authority shall review the investor’s request, draft agreement and 

enclosed documents within 3 months after receipt and conclude an agreement with the investor 

basing, if required, on additional clarification to be done in the period of up to extra 3 months 

mounting on comments and conclusions of relevant authorities and experts. 

31.5. After concluding the investment agreement in conformity with the section  30.1 of this 

Law the state administrative authority shall deliver notice about terms and conditions of this 

agreement to Mongolbank and other relevant authorities. 

 

CHAPTER FIVE 

REQUIREMENTS FOR ENSURING NUCLEAR AND 

RADIATION SAFETY 

 

Article 32. Ensuring nuclear and radiation safety 

32.1. It shall be prohibited to conduct activities connected with construction, modification, 

renovation, discharge from exploitation and transportation of nuclear materials without physical 

protection. 
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32.2. Relevant state administrative authority and state inspectors shall conduct control and 

evaluation of physical protection of exploitation of radioactive minerals and nuclear energy. 

32.3. The following basic requirements shall be implemented in ensuring radiation safety: 

32.3.1. not generate any irradiation without grounding; 

32.3.2. maintain irradiation dose at the minimum level of appropriate extent; 

32.3.3. not expose population, including employees dealing with radiation, to irradiation dose 

exceeding fixed limit. 

 

Article 33. Basic requirements for exploitation of nuclear materials 

33.1. It shall be prohibited to process, produce, acquire in any other way, possess and store 

nuclear materials for armament purpose on the territory of Mongolia. 

33.2. It shall be prohibited to pass through borders of Mongolia and transport nuclear material 

for armament purpose transit its territory. 

33.3. The state administrative authority shall provide registration and control of nuclear 

materials with professional management, and supervise their execution. 

33.4. The Government shall adopt the procedures on registration and control of nuclear material. 

 

Article 34. Basic requirements for exploitation of radioactive minerals 

34.1. It shall be prohibited to conduct exploration, exploitation, export, import, transportation of 

radioactive minerals, burial of radioactive waste and conduct land reclamation after exploitation 

of radioactive minerals without permission of the State general inspector. 

34.2. The citizen or company  conducting activities specified in the section  34.1 of this Law 

shall undertake measures for protecting human health and environment from negative impact by 

their own expense in the course of execution of such activities. 

 

Article 35. Basic requirements for exploitation of nuclear energy 

35.1. It shall be prohibited to produce nuclear energy without measuring instrument approved in 

accordance with the section  35.2 of this Law. 

35.2. The special license holder for conduct of activities specified in the paragraph15.1.2 of this 

Law shall have the measuring instruments stipulated in the section 35.1 of the same Law 

annually confirmed by the state administrative authority in charge of standardization. 

35.3. The special license holder  for conduct of activities specified in the paragraph15.1.2 of this 

Law shall report the volume of nuclear energy produced in the previous month within 10 

calendar days of each month to the state administrative authority. 

 

Article 36. Basic requirements for exploitation of radiation generator 

36.1. The following requirements shall be executed  in exploitation of radiation generator: 
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36.1.1. inform and get registered at radiation monitoring authority and central intelligence office 

within 3 work days after receipt of radiation generator; 

36.1.2. conduct activities connected with radiation at the special facility fully satisfying 

radiation safety standards and approved by the state inspector; 

36.1.3. conduct activities by meeting requirements of labor conditions at work location and safe 

operation rules in the course of exploitation of radiation generator; 

36.1.4. have bylaw on radiation safety operation, radiation protection program and contingency 

plan of measures to undertake during radiation accident, appropriate for specific characteristics 

of radiation related activities reviewed and approved by the state inspector, and duly comply 

with them; 

36.1.5. keep register of exploitation of radiation generator and submit result of inventory count 

made at the end of year, and internal audit report data within December 20th of each year to the 

state administrative authority; 

36.1.6. immediately inform radiation monitoring, emergency, intelligence and police authorities 

about accident and violation taken place during exploitation of radiation generator and 

undertake measures towards eliminating harms of accident and ensuring safety in conformity 

with related legislation; 

36.1.7. enroll employees dealing with radiation in training and re-training conducted in line with 

special programs licensed by radiation monitoring authority, and give appropriate certificate. 

36.1.8. provide with radiation measuring instrument meeting quality assurance and measuring 

requirements. 

36.2. It shall be prohibited to exlpoit radiation generator with no concrete name and type, 

characteristics, activeness rate, application purpose and methodology. 

 

Article 37. Basic requirements for exportation and importation of nuclear material and 

radiation generator 

37.1. The following requirements shall be met in exporting nuclear material and radiation 

generator: 

37.1.1. have the nuclear material under transfer  covered by international guarantee; 

37.1.2. the receiving country shall have all nuclear material and nuclear equipment under 

exploitation covered by international guarantee; 

37.1.3. prior transferring to a third country the nuclear material and radiation generator taken by 

transfer before, the state administrative authority shall be informed and appropriate permission 

taken from it. 

37.1.4. physical protection of nuclear material shall meet the requirements of Vienna 

Convention on physical protection of nuclear material; 

37.1.5. the country receiving nuclear material shall send confirmation of its use solely for 

peaceful purpose; 
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37.1.6. send information on the end-user to receive nuclear material, relevant evidence of and 

information on exploitation for peaceful purposes to the state administrative authority. 

37.2. The following requirements shall be met in importing nuclear material and radiation 

generator: 

37.2.1. not import nuclear material and radiation generator, equipment and technology  

prohibited by laws of Mongolia; 

37.2.2. importer of nuclear material and radiation generator shall have the license wholly 

meeting the requirements of legislation of Mongolia issued by an authorized organization in 

conformity with relevant legislation; 

37.2.3. the end-user of imported nuclear material and radiation generator shall send information 

notifying its administrative, management and technical capacities, and sufficient reserves and 

opportunities to safely exploit particular material to the state administrative authority. 

 

Article 38. Basic requirements for storing nuclear material and radiation generator 

38.1. Nuclear material and radiation generator shall be stored in the purpose-built storing 

facility stipulated in the special license. 

38.2. Ownerless or abandoned, acquired radioactive material shall be transferred free of charge 

to the special facility specified in the section 11.3 of this Law by the decision and under control 

of related authorized body. 

38.3. Radiation generator no longer meeting the technological and safe operation requirements, 

or not being exploited shall be stored at the special facility specified in the section 11.3 of this 

Law. 

 

Article 39. Basic requirements for transportation of nuclear material and radiation 

generator 

39.1. The procedure of safe transportation of radioactive material shall be complied with in 

transporting nuclear material and radiation generator. 

39.2. Inter-state transportation of nuclear material and radiation generator, instrument and 

equipment with radiation generator shall be executed in conformity with requirements of 

relevant international agreements, negotiations and rules. 

39.3. The Government shall approve the procedure on safe trasportation of radioactive minerals. 

 

Article 40. Basic requirements for selling and purchasing nuclear material and radiation 

generator 

40.1. Persons except those holding special license for conduct of activities specified in the 

paragraph 15.1.3 of this Law shall be prohibited to sell and purchase nuclear material. 
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40.2. Persons except those holding special license for conduct of activities specified in the 

paragraph 15.1.8 of this Law shall be prohibited to sell and purchase radiation generator, and 

instrument and equipment with radiation generator. 

 

Article 41. Basic requirements for passing nuclear material and radiation generator 

through state borders 

41.1. Persons except those holding special license for conduct of activities specified in the 

paragraph 15.1.4 of this Law shall be prohibited to pass nuclear material through  state border. 

41.2. Persons except those holding special license for conduct of activities specified in the 

paragraph 15.1.8 of this Law shall be prohibited to pass radiation generator, and instrument and 

equipment with radiation generator through state border. 

 

Article 42. Basic requirements for disposal, elimination and burial of nuclear and 

radioactive material 

42.1. International and national standards, rules and procedures shall be complied with in 

disposal, elimination and burial of nuclear and radioactive material. 

42.2. It shall be prohibited to conduct burial and disposal of nuclear and radioactive material 

without conclusion and special permission of the state inspector. 

42.3. The following basic requirements shall be met in elimination and burial of radioactive 

waste: 

42.3.1. international and national standards, rules and procedures shall be strictly adhered to in 

elimination and burial of radioactive waste; 

42.3.2. works on elimination and burial of radioactive waste shall be carried out by permission 

of related authorized organization and under control of the state inspector. 

42.4. The Government shall approve safe operation rules on management of waste derived from 

activities related to nuclear facility and radiation. 

 

Article 43. Basic requirements for occupational irradiation 

43.1. The employee dealing with radiation shall be covered by the individual dose control of 

occupational irradiation. 

43.2. The organization executing occupational irradiation control shall keep in archive the 

integrated record of individual dose for 50 years. 

43.3. It shall be prohibited to expose the employee dealing with radiation to irradiation 

exceeding the irradation dose limit specified by radiation safety standard. 

43.4. The employee dealing with radiation shall have the right to demand from administration of 

the organization, refuse to work and lodge complaint to the state administrative authority in 

respect of ensuring radial protection and safety requirements, and normal working conditions. 
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43.5. The employee dealing with radiation shall be under constant medical control of diseases 

deriving from occupation and rendered medical service. 

43.6. In case of need the pregnant woman dealing with radiation shall have the right to change 

her work conditions as specified in the article 107 of the Labor Law12. This change shall not 

become the grounding for dismissal. 

43.7. It shall be prohibited to recruit for work connected with radiation a person under age of 18. 

43.8. Work conditions of employees dealing with radiation involved in individual dose of 

occupational exposure control shall relate to abnormal labor conditions. 

 

Article 44. Basic requirements for medical irradiation 

44.1. The following basic requirements shall be put for medical irradiation: 

44.1.1. work in compliance with this Law, radiation safety standards and other related rules and 

regulations in conducting diagnosis and treatment by radiation generator; 

44.1.2. the person making diagnosis and treatment by radiation generator shall conduct regular 

adjustment and quality control over the instrument and equipment under use; 

44.1.3. acquire permission of parents, care taker and guardian when conducting diagnosis and 

treatment of children by radiation generator; 

44.1.4. prohibit exposure of patients to irradiation exceeding the dose limit specified in the 

radiation safety standards during treatment and diagnosis; 

44.1.5. protect other parts of the body of patients during treatment and diagnosis, and provide 

patient’s care takers and assisting staff with individual protection means; 

44.1.6. ensure conditions for not exposing other patients to unnecessary extra irradiation during 

radiation treatment and diagnosis. 

 

CHAPTER SIX 

PREVENTION FROM NUCLEAR AND RADIATION ACCIDENT, 

COMPENSATION OF DAMAGE 

 

Article 45. Prevention from nuclear and radiation accident 

45.1. The special license holder shall have the plan for prevention from nuclear and radiation 

accident, elimination of accident harmful aftermath and implementation of measures to ensure 

safety. 

45.2. The state administrative authority shall organize activities to determine reason and rate of 

radiation accident, and eliminate harms of accident in cooperation with related authorized 

bodies under supervision of the State Emergency Commission. 

                                                            
12 Labor Law of Mongolia was published in the 25th book of the State News of 
1999 
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45.3. The Government shall be responsible for expenses related to elimination of harms of 

nuclear and radiation accident affecting broad masses. 

 

Article 46. Compensation of damage caused by nuclear and radiation accident 

46.1. Provided human life, health, property and environment are damaged due to the breach of 

Nuclear Energy Law, the guilty person shall compensate the damage. 

46.2. In the event specified in the section  46.1 of this Law, the special license shall be 

invalidated . It shall not be issued again for the period of 30 years. 

 

CHAPTER SEVEN 

 

INTERNATIONAL GUARANTEE AND CONTROL OVER IMPLEMENTATION 

OF NUCLEAR ENERGY LEGISLATION 

 

Article 47. Use of international guarantee 

47.1. The special license holder  for conduct of activities specified in the paragraphs 15.1.1-

15.1.4 of this Law shall cooperate with the International Atomic Energy Agency in respect of 

using international guarantee in the following directions: 

47.1.1. Submit via the state administrative authority the information related to quantity, volume, 

modification, loss, depreciation and transfer of nuclear material as stipulated in the section  28.8 

of this Law within the fixed deadline; 

47.1.2. Extend assistance and support to inspection work of experts and inspectors of the 

International Atomic Energy Agency in line with the Guarantee Agreement and fulfill 

requirements related to elimination of violations revealed during the inspection and termination 

of activities breaching law. 

 

Article 48. Professional control over implementation of nuclear energy legislation 

48.1. The state administrative authority and authorized state inspector shall execute professional 

control over implementation of the legislation on nuclear energy at the extent of their power as 

specified in law. 

 

Article 49. Public control over implementation of nuclear energy legislation 

49.1. Citizens and juridical persons shall execute  public control over implementation of nuclear 

energy legislation at the extent of their power as specified in law. 

 

CHAPTER EIGHT 

MISCELLANEOUS 
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Article 50. Responsibility to be assumed by violator of nuclear energy legislation 

50.1. Provided the guilty person who violated nuclear energy legislation is not brought to 

criminal charge, the authorised state inspector shall impose the following  responsibility 

considering the character of the violation: 

50.1.1. A Tugrug penalty equal to 5-10 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the official and 10-15 times on the business  entity that violated requirements  related to 

ensuring nuclear and radiation safety specified in the article 5 of this Law and its activities shall 

be terminated temporarily or partly for up to 3 months and the special license shall be 

suspended; 

50.1.2. A Tugrug penalty equal to 1-3 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the citizen, 3-5 times on the official and 5-10 times on the company that did not submit 

necessary information and report or did not involve employee dealing with radiation in 

individual dose control of occupational irradiation; 

50.1.3. A Tugrug penalty equal to 5-10 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the citizen, 10-15 times on the official and 15-25 times on the company that conducted activities 

without license or in violation of clauses specified in the special license, did not take measures 

to eliminate harms caused by these activities, did not inform the state administrative authority 

and other relevant bodies of the radiation accident and violation cases. The income gained and 

product generated illegally shall be confiscated; 

50.1.4. In case of submittance of false information to the state administrative authority, change 

of the name and type of generator, cause of damages to population, society and environment, or 

creation of notorious conditions for cause of damages, repeated cause of notorious violations 

and non-elimination of revealed violations, the activities shall be terminated temporarily or 

partially and the special license shall be suspended; 

50.1.5. A Tugrug penalty equal to 5-8 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the official and 8-10 times on the company, if the liabilities specified in the article 28 of this 

Law were not implemented, and the damages shall be duly compensated; 

 

50.1.6.  A Tugrug penalty equal to 1-3 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the citizen, 3-5 times on the official and 5-10 times on the company who  illegally created 

obstacles in implementation of rights granted with legislation by the holder of special license; 

50.1.7. A Tugrug penalty equal to 10-15 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the holder of special license who concealed the volume of mined radioactive minerals, 

established false agreement for this purpose, or groundlesly sold radioactive minerals at low 

price, and lowered the sales income intentionally or intended to lower, and the price difference 

of the volume of mined radiaoctive minerals and sales income shall be calculated and 

compensated in favor of the state budget; 
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50.1.8. A Tugrug penalty equal to 5-10 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the official and 10-15 times on the company who intentionally destroyed sample, probe and 

primary material taken from exploration field; 

50.1.9. A Tugrug penalty equal to 3-5 times fold of minimum labor wage shall be imposed on 

the official and 5-10 times on the company who did not implement lawful demand of the state 

inspector, did not inform to and register the receipt of radiation generator with the state 

administrative authority within fixed deadline and did not extend special license in accordance 

with related procedure. 

50.2. The official and the state inspector who seriously breached their liabilities assumed by law 

through concealing   illegal act of the citizen and juridical person who violated legislation on 

nuclear energy, accepting bribe and exposing state, institutional and individual secrets protected 

by law shall face disciplinary, administrative, property and criminal charge in conformity with 

legislation. 

 

Article 51. Validation of law 

51.1.This law shall come into force from 15 August 2009. 

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE 

GREAT KHURAL OF MONGOLIA      D.DEMBEREL 
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モンゴル外国投資法 
 

1990 年承認、1993、1998、2001、2002 年改正 

第 1章 一般規定 

第 1条(法の目的) 

 この法の目的は、外国投資を奨励し、モンゴルにおける外国投資家の権利及び財産を保護

し、並びに外国投資に関する諸事項を規律するものとする。 

(この条は、2002 年 1 月 3 日付法律によって文言を修正された。) 

 

第 2 条(外国投資に関する立法) 

1 外国投資に関する立法は、モンゴル憲法、法律及びこれらの法令と整合性を有するその

他関連立法から構成される。 

2 モンゴルが締約国である国際条約がこの法と整合性を有しない場合には、国際条約の規

定が優先するものとする。 

 

第 3 条(定義) 

1 『外国投資』とは、モンゴル領域内に外国投資企業を設立することを目的としてまたは

モンゴルの既存企業と共同して操業することを目的として、外国投資家によって投資され

るあらゆる種類の有体財産及び無体財産をいう。 

2 『外国投資家』とは、モンゴルに投資を行う外国の法人または個人(モンゴルに永久的に

居住していない外国市民若しくは無国籍者または永久的に海外に居住しているモンゴル

市民)をいう。 

3 『モンゴル投資家』とは、モンゴルに投資を行うモンゴルの法人または個人(モンゴル市

民、移民またはモンゴルに永久的に居住している無国籍者)をいう。 

4 『投資協定』は、法人を設立せずに、具体的なプロジェクトの実施のために外国投資家

が締結するコンセッション、生産物分与(プロダクション・シェアリング)、マーケティン

グ、マネジメント、ファイナンシャル・リーシング及びフランチャイズ投資に関する取決

め及び(または)契約である。 

(この項は 2002 年 1 月 3日付法律によって追加された。) 

5 『ワンストップ・サービス』は、外国投資企業の設置に関する申請書その他関連書類を

受け付け、事業活動を開始するための証明書、ライセンス及び特別許可書を発給し、1ヶ

所で結論を出し評価を行うとともに、関連官庁によるこれら問題の決定を円滑化し、また、

投資家に必要な情報を提供し、コンサルティングサービスを提供する複合サービスである。 

(この項は 2002 年 1 月 3日付法律によって追加された。さらに 2008 年 5 月 29 日付法律によ

って修正された。) 

 

第 4 条(外国投資の分野) 

1 外国投資は、すべての生産分野及びすべてのサービス分野で、法令が禁止しているもの

を除き実施することができる。 

2 外国投資は、実施される生産または提供されるサービスの種類がモンゴルの法令によっ

て禁止されていない場合には、すべてのモンゴルの領域で実施することができる。 

 

第 5 条(外国投資のタイプ) 

 外国投資家は、次のタイプによって投資を行うことができる。 

(1) 自由に兌換可能な通貨及び投資によって獲得したトゥグルグの再投資 

(2) 動産及び不動産並びに所有権 

(3) 知的財産権及び工業所有権 

 

第 6条(外国投資の形態) 

 外国投資は、次の方法で行われるものとする。 

(1) 全額外資の事業体の設立(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 
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(2) モンゴル投資家との合弁事業体の設立 

(3) 外国投資家がモンゴルの法令に基づいてモンゴルの事業体の株式、持ち分その他証券を

購入することによる直接投資を行うもの 

(この号は、2002 年 1 月 3 日付法律によって文言を修正された。) 

(4) 天然資源を開発し及び加工するために、法令に基づく権利、コンセッション及び生産物

分与契約を取得することによるもの 

(この号は、2002 年 1 月 3 日付法律によって文言を修正された。) 

(5) マーケティング及びマネジメントのための契約を締結することによるもの 

(6) ファイナンシャル・リーシング及びフランチャイズを通じて投資を行うもの。 

(第 5、6項は、2002 年 1 月 3日付法律によって追加された。) 

 

第 7 条(株式またはその他証券) 

 外国投資家は、モンゴルの法令に従ってモンゴルの領域において操業するいかなる事業構

成体の株式またはその他の証券をも購入することができる。 

 

 

第 2 章 投資保護 

 

第 8 条(外国投資に対する法的保証) 

1 モンゴルの領域にある外国投資は、憲法、法律及びそれらの法に整合するその他立法に

よって保証され並びにモンゴルが当事国である国際条約によって保証される法的保護を

享受するものとする。 

2 モンゴルの領域にある外国投資は、不法に収用されないものとする。 

(“nationalized”という用語は、2002年 1月 3日付法律によって、この項から削除された。) 

3 外国投資家の投資は、公共目的のため若しくは公益のためにのみ、及び公平かつ十分な

補償の支払いに基づき、法の正当な手続きに従う場合にのみ収用されるものとする。 

4 モンゴルが締約国である条約に定めがある場合のほかは、補償額は収用時または収用公

告時の収用資産の額によって決定されるものとする。かかる補償は、遅滞なく支払われる

ものとする。 

5 緊急事態ないし戦争に起因して外国投資家が被る損失は、モンゴル投資家が被る損失と

同等に取り扱われるものとする。 

 

第 9 条(外国投資家に対する待遇) 

 モンゴルは、外国投資家に対して、投資の所有、使用及び処分に関して、モンゴル投資家

に対して与えられる待遇よりも不利でない待遇を付与するものとする。 

 

第 10 条(外国投資家の権利及び義務) 

1 外国投資家は、次の権利を享受するものとする。 

(1) 外国投資企業のエクイティに起因する投資の海外送金を含み財産を所有し、使用し及び

処分すること 

(この号は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正された。) 

(2) 外国投資を伴う事業体を経営しまたはその事業体の経営に参加すること 

(3) 法令に従って他の者に権利及び義務を譲渡すること 

(4) モンゴルは、外国投資家に対して、投資の所有、使用及び処分に関して、モンゴル投資

家に対して与えられる待遇よりも不利でない待遇を付与するものとする。 

 (この号は、2002 年 1 月 3 日付法律によって再編された。) 

(5) 法令によって確認されているその他権利 

2 外国投資家は、次の義務を有するものとする。 

(1) モンゴルの法を遵守すること、 

(2) 外国投資を伴う事業体の契約及び定款に記載された義務を果たすこと、 



 - 157 -  

(この小項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって再編され、2008 年 5 月 29 日付法律により修

正された。) 

(3) 自然環境の保護及び保存を確保するための措置を実施すること 

(4) モンゴル人民の慣習及び伝統を尊重すること 

 

 

第 3 章 外国企業の活動及び外国法人の駐在員 

(2008 年 5 月 29 日付法律により修正) 

 

第 11 条(外国投資企業) 

1 外国投資企業は、モンゴルの立法に従って設立された企業であって、エクイティの 25

パーセント以上が外国投資家の投資をもって構成されるもので、その資産額が 100 千 US

ドル、または、モンゴルトゥグルグ同等額であるものをいう。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって再編され、2008 年 5 月 29 日付法律により修正

された。) 

2 外国投資企業は、その登録日からモンゴル法人になるものとし、モンゴルの法令に従っ

て操業を行うものとする。 

 

第 12 条(外国投資企業の設立許可及び外国法人の駐在員) 

1 外国投資担当の国家行政機関は、申請及びその他の資料に基づき、外国投資の設立許可

及び外国法人の駐在員の設置許可を発行する。 

2 外国投資企業の設立申請にあたっては、以下を含まねばならない。 

(1) 投資者の名称、住所、国籍 

(2) 投資の形態、金額 

(3) 業種 

(4) 投資、運営、サービスのセクター 

(5) 準備工程、投資期間 

3 外国投資企業の設立申請では、以下の資料が添付されねばならない。 

(1) 投資者の紹介、パスポート、法人登録のコピー 

(2) 外国投資企業の定款または協定 

(3) 他の法人と名称が同一でないことの証明 

(4) 銀行による投資家の残高証明、資産保有証明 

(5) 技術、経済性の根拠 

(6) 外国投資企業の正式住所 

(7) ライセンスにかかるモンゴル法に基づいた許可 

4 外国投資担当国家行政機関は、申請及び付属書類を受理した日以降、14 日以内に関連官

庁と協議して、決定を出すものとする。 

(1) 法律との整合性 

(2) 環境インパクト 

(3) 標準、衛生にかかる要求事項との整合性 

(4) 技能・技術の評価 

5 前項における決定は、モンゴル政府が定めた規則に基づいてなされるものとする。 

6 外国法人の駐在員設置申請は、外国投資にかかる国家行政機関に申請されるものとし、

以下を含まねばならない。 

(1) 外国法人の名称、住所 

(2) 外国法人の国籍 

(3) 駐在事務所の住所及び場所 

(4) 駐在員の正式住所 

7 外国法人の駐在員設置申請では、以下の資料が添付されねばならない。 

(1) 外国法人の駐在員の紹介及び定款 

(2) 外国法人の駐在員証明書のコピー 
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(3) 銀行口座証明 

(4) 駐在員の履歴書 

(5) 駐在員の住所 

8 外国投資企業及び駐在員が許可を取得した場合、外国投資担当国家行政機関の長官によ

る承認に基づく、外国企業の設置及び外国法人の駐在員設置にかかる証明書を得ること

ができる。 

9 外国投資企業の協定または定款が変更される場合は、10 日以内に担当官庁に報告される

ものとし、証明書の修正は 14 日以内に決定されるものとする。 

10 外国投資担当国家行政機関が外国投資企業を設立する申請を却下した場合は、14 日以

内に理由を付して、返答をするものとする。 

11 外国投資担当国家行政機関は、外国法人の駐在員を設置する申請及び付属書類を受理し

た日以降、10 日以内に決定を行う。(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

 

第 13 条(有体財産及び無体財産の評価) 

1 外国投資企業の投資家は、通貨交換性を有する通貨及びトゥグルグ(現地通貨)に適用さ

れる同一の原則に従って事業体のエクイティを構成するために投資される財産及び知的

価値を有するアイテムの評価に関して交渉するものとする。投資家が必要であると認め

たときは、その評価は資産評価を行うことを認許されたモンゴルまたは外国の専門会社

によって行われるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって再編された。) 

2 自由な交換可能な通貨へのトゥグルグの交換は、モンゴル銀行によって設定されかつ評

価時に適用される交換レートで行われるものとする。 

 

第 14 条(外国投資を担当する国家行政機関の権限) 

1 外国投資を管轄する国家の中央行政機関は、外国投資に関して次の権限を有するものと

する。 

(1) 開発国の経済及び社会に関する政府の一般行動計画に従って投資政策を形成すること 

(2) 外国投資に関する立法を確実に実施し監督すること 

(3) 主導的な部門に関する提案及び外国投資の方向づけを行うこと 

2 外国投資を担当する国家の行政機関は、次の権限を有するものとする。 

(1) 外国投資に関する政策と立法を施行すること 

(2) 外国投資を増加させ、投資促進活動を組織し、投資家に関連情報を提供し、及び各国投

資家をプロジェクトテンダーに参加させること 

(3) 外国投資家に『ワンストップ・サービス』を提供すること 

(4) 労働、租税、関税、社会保障、外国人担当の行政機関から、外国投資企業にかかる統計

データを半年及び通年で、収集、準備すること 

(a) 投資金額・自社資産 

(b) 支払い税額 

(c) 支払い社会保障料 

(d) 職場数 

(e) 外国人許可 

(f) 輸出入の品目、形態、金額 

(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

(5) 外国投資企業及び外国法人の駐在員事務所の設立を承認すること(2008 年 5 月 29 日法

律により修正された。) 

(6) 外国企業の活動を一時的、または、永久に終了させること(2008 年 5 月 29 日法律によ

り修正された。) 

(7) 立法で定められたその他権限 

3 外国投資を担当する国家の行政機関は、この条第 2項(3)に定められたサービスのいくつ

かを提供するものとする。(2002 年 1 月 3 日付法律により再編された。) 

第 15 条(外国投資企業及び投資協定の登録) 
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1 外国投資を担当する国家の行政機関から証明書を受け取った外国投資企業は、｢国家租税

総局｣に登録されるものとする。(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

2 外国投資企業の投資協定または定款に対する修正は、外国投資を担当する国家の行政機

関による承認後、｢国家租税総局｣に登録されるものとする。(2008 年 5 月 29 日法律により

修正された。) 

3 外国投資を担当する国家の行政機関は、投資協定の申請書及び投資協定の公証済み謄本

に基づき、投資協定を登録し、申請の受理後 10 日以内に証明書を発給するものとする。(こ

の項は、2002 年 1 月 3日付法律によって再編された。) 

 

第 16 条(外国投資企業及び外国法人の支店の終了) 

1 外国投資企業の業務は、モンゴルの法令に定められた理由に基づき、休止または終了さ

れる。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって再編され、2008 年 5 月 29 日付法律により修正

された。) 

2 外国投資を担当する国家行政機関は、本法第 12 条 4項による承認を遵守していないとの

監督官庁の決定に基づき、外国投資企業の業務を中止または終了させることができる。

(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

 

第 17 条(外国投資企業の清算) 

1 外国投資企業がその業務を休止しまたは終了することを決議したときは、その決議を 14

日以内に外国投資を管轄する国家中央行政機関及び国家租税総局に提出するものとする。 

(この項は、2001 年 11 月 30 日付法律によって文言を修正され、2002 年 1 月 3 日付法律によ

って改正された。2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

2 投資協定期間が終了し及び(または)投資家が協定を破棄し若しくはモンゴルの法令に違

反したときは、投資協定は登録から抹消され、かつ承認証書は無効とされるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって追加された。) 

3 外国法人が清算する場合は、外国投資を担当する国家行政機関は、本法第 12 条 1項に規

定された証明書を無効とし、国家租税総局に通知するものとする。(2008 年 5 月 29 日付法

律により修正された。) 

4 本条第 1項にいう通知を受理したときは、国家租税総局は外国投資企業を国家の登録(登

記)から抹消し、その事実を公示するものとする。 

(この項は、2001 年 11 月 30 日付法律及び 2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008

年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

5 外国投資企業の業務が清算されるときは、当該外国投資家は当該企業の最終勘定精算の

完了後に、本法第 10 条第 4項にいう収益を送金する資格を有するものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって修正され、2008 年 5 月 29 日付法律により修正

された。) 

 

第 18 条(課税) 

1 外国投資企業は、モンゴルの税法に基づいて税を納付するものとする。(2008 年 5 月 29

日付法律により修正された。) 

2 外国投資企業に関連した税制上の優遇及び免除は、モンゴル法人所得税法、関税法、付

加価値税法、物品税法及び土地法に従うものとする。 

(この項は、1998 年 1 月 15 日付法律により削除され、2002 年 1 月 3日付法律によって追加

された。また、2008 年 5 月 20 日付法律により改正され、2008 年 5 月 29 日付法律により

修正された。) 

 

第 19 条(安定協定) 

1 200 万 US$以上またはそれに相当するモンゴル国通貨トゥグルグでモンゴルにおいて投

資プロジェクトを実施することを企図する投資家による要請がある場合には、モンゴル政
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府によって承認され租税政策問題を所掌する閣僚は、投資家との間で、事業活動を遂行す

るための安定的環境の法的保証としての安定性に関する取決めに署名することができる。 

2 安定協定の雛形は、モンゴル政府によって承認される。この取決めの雛形は、一定期間

における課税を安定かつ確実なものとするための規定を含み、並びに投資の目的及び額、

その実施期間及び終了根拠について定めるものとする。 

3 外国投資家によって実施されるプロジェクトのスタートアップ投資額が200万-1,000万

US$またはモンゴル通貨トゥグルグ相当額であるときは、安定協定は 10 年について署名す

ることができ、及びその額が 50 百万 US$またはモンゴル通貨トゥグルグ相当額を超えると

きは、15 年について署名することができる。(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

4 外国投資企業がモンゴルの法令に従って破産したものでなく、かつ各当事者が相互の合

意に基づいて契約を終了させたものでない場合に、安定協定期間の満了前に、投資家の一

方的なイニシアティブによって活動を終了させたときは、その投資家に付与されていた課

税軽減額及び免除額は投資家によって補償されるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正された。2008 年 5 月 29 日付法律により修

正された。) 

 

第 20 条(安定協定の締結) 

1 安定協定を締結することを希望する投資家は、租税政策問題を担当する国家中央行政機

関にその申請書と安定協定の草案を提出するものとする。 

2 租税政策問題を管轄する政府閣僚は受理後 14 日以内に申請書と取決め草案を検討し、明

確化を要しないときは申請人との間で安定協定を締結するものとする。明確化の追加が必

要でない場合には、申請人は 7事業日以内にそれを通知されるものとする。 

3 関係する諸機関はかかる安定取決めを通知されるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正された。) 

 

第 21 条(外国投資企業による土地の使用) 

(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

1 外国投資企業は、リースという方法により及びモンゴルの立法によって定められた条件

と手続きに従うことを条件として、対価を支払い土地を使用することができる。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律により修正

された。) 

2 いかなるリースも、使用の条件及び期間、環境には、その自然な状態を保護し保全する

ために必要とされる措置、並びに賃貸人及び賃借人の責任を含むものとする。 

3 外国投資企業及び外国法人の支店に対するリースは、以下の手続きに従って付与される

ものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正された。) 

(1) 全額出資外国企業による国有地の使用のためのリースは、モンゴルの土地所有者と外国

投資家によって締結され、かつ関連の地元の議会とその常務委員会によって認可される

ものとする。 

(2) モンゴルの投資家が参加する外国投資企業による国有地のリースは、モンゴルの土地所

有者と当該企業の長によって締結され、かつ関連の地元の議会とその常務委員会によっ

て認可されるものとする。 

(3) モンゴル投資家が参加者である外国投資企業による私有地のリースは、モンゴル土地所

有者と外国投資企業の長によって締結され、かつ所轄の国家当局によって認可されるも

のとする。 

4 外国投資企業の長によって発効する本条第 3項第 2号及び 3号にいうリースから生じる

義務は、モンゴル投資家と外国投資家がその事業体のエクイティへの出資に比例して分担

されるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正された。) 
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5 いかなるリースの存続期間も、外国投資企業の業務存続期間によって決定されるものと

する。リースの当初期間は、60 年を超えないものとする。リースは、原リースと同一の条

件に基づいて 40 年までの期間につき 1回延長することができる。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律により修正

された。) 

6 外国投資企業がリース満了前に解散されるときは、そのリースは同時に終了するものと

する。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律により修正

された。) 

7 リースされた用地は、特別の国家目的のために代替され、または取り戻されることがあ

る。この件に関する決定は、モンゴル政府によってのみ行われる。かかる行為の結果とし

て外国投資家が被る損害に対する補償は、遅滞なく支払われるものとする。補償額は、か

かる代替または移譲時の価額を基準に決定されるものとする。 

8 リースされた用地が公衆衛生、自然環境または国家安全保障の権益を損なうように使用

されるときは、そのリースは破棄されるものとする。 

 

第 22 条(金融、ローン、銀行取引及び検査) 

1 外国投資企業は、モンゴルの法令に従って金融、ローン、銀行取引及び外国通貨に関す

る活動を行うものとする。(2008 年 5 月 29 日付法律により修正された。) 

2 外国投資企業は、モンゴルの法令に従って会計帳簿及び財務諸表を作成するものとする。

(2002 年 1 月 3日付法律、2008 年 5 月 29 日付法律によって修正された。) 

3 外国投資企業及び外国法人の支店の会計帳簿及び金融及び事業取引は、モンゴルの法令

に従って国家の金融検査官または公認監査役によって監査されるものとする。外国の独立

監査機関は、必要があれば招聘されることがある。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律によって修

正された。) 

 

第 23 条(保険) 

 外国投資企業は、モンゴルの法令に従ってモンゴルの保険機関に付保することができる。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律によって修

正された。) 

 

第 24 条(労使関係及び社会保障) 

1 外国投資企業は、第一にモンゴル市民を雇用するものとする。外国市民は、特別または

高度の資質を要する職務のために雇用される。労働力の移入に関する問題は、モンゴルの

関連立法によって規律されるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律によって修

正された。) 

2 外国投資企業によって雇用されるモンゴル市民にかかる労働及び社会保障の事項は、労

働及び社会保障に関するモンゴルの法令によって規律されるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律によって修

正された。) 

3 外国投資企業によって雇用される外国市民は、モンゴルの法令に従って所得税を納付す

る義務を負い、納税後には自己の所得を海外へ送金することができる。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律によって修

正された。) 

 

 

第 4 章 雑 則 

 

第 25 条(紛争解決) 
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 外国投資家とモンゴル投資家との間の紛争及び外国投資、外国投資企業の業務、外国法人

の支店業務にかかる外国投資家とモンゴルの法人または自然人との間の紛争は、モンゴ

ルが当事国である国際条約に定めがない限り、モンゴルの裁判所によって、または紛争

当事者間の契約によって解決されるものとする。 

(この項は、2002 年 1 月 3 日付法律によって改正され、2008 年 5 月 29 日付法律によって修

正された。) 

 

第 26 条(この法律の発効) 

 この法律は、1993 年 7 月 1日に発効するものとする。 

 モンゴル国会議長 N・バガバンディ 

 国会事務総長 N・リンチンドルジ 
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Official Translation 

ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW OF MONGOLIA 

30 March 1995 

Ulaanbaatar 

Chapter One 

General Provisions 

 

Article 1. Purpose of this law 

The purpose of this law is to regulate relations between the State, citizens, business entities and 

organisations in order to guarantee the human right to live in a healthy and safe environment, an 

ecologically balanced social and economic development, the protection of the environment for 

present and future generations, the proper use of natural resources and the restoration of 

available resources. 

 

Article 2. Legislation on environmental protection 

1. The legislation on environmental protection is comprised of the Constitution of Mongolia, 

this law, and other relevant legislation which is consistent with them. 

2. If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this law then the 

provisions of the international treaty shall prevail. 

 

Article 3. Resources protected by law and relevant definitions 

1. This law shall protect the following conservation resources from any adverse effects in order 

to prevent ecological imbalance: 

(1) land and soil; 

(2) underground resources and mineral wealth; 

(3) water; 

(4) plants; 

(5) animals; 

(6) air. 

 

2. For the purposes of this law these terms have the following meaning: 

1) the term “environment” shall include the geosphere, water, biosphere, and atmosphere within 

the territory of Mongolia directly or indirectly affecting the lives and activities of human 

beings, and the relationships between them; 

2) the term “water” shall include surface and ground water resources including rivers, springs, 

ponds, mineral waters, and glaciers, as well as natural and manmade water courses within 

the territory of Mongolia; 

3) the term “plants” shall include natural and planted forests, trees, and all types of higher and 
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lower plants that grow within the territory of Mongolia; 

4) the term “animals” shall include any mammal, bird, amphibian, fish, reptile, crustacean, 

insect, mollusc, protozoon or other 

invertebrate that temporarily or permanently inhabits the territory of Mongolia; 

5) the term “air” shall mean the air strata above the territory of Mongolia; 

6) the term “adverse environmental impact” shall mean the result of any action (or non‐action) 

which has a polluting, detrimental, adverse, hazardous or destructive effect on nature and 

environment and its resources. 

3. All relationships in respect of the ownership, possession, and use of items referred to in 

paragraph 1 of this article are subject to regulation by the relevant laws of Mongolia. 

 

Article 4. The rights and duties of citizens in protecting the environment 

1. Citizens shall have the following rights in protecting the environment: 

1) to bring claims for compensation for damage to their property or health resulting from 

adverse environmental impact against the person responsible for causing the damage; 

2) to commence legal action against persons whose conduct may cause adverse environmental 

impact or jeopardise the enforcement of legislation on environmental protection; 

3) to establish non‐Governmental organisations and capital funds for protection of the 

environment; 

4) to obtain accurate information about the environment from relevant organisations; and 

5) to require relevant authorities to restrict or prohibit actions which may cause adverse 

environmental impacts and to prohibit the 

establishment of new business entities or organisations whose activities may cause adverse 

environmental impacts. 

2. Citizens shall have the following duties to protect the environment: 

1) to comply with legislation on environmental protection; 

2) to acquire and use traditional knowledge and skills to protect the environment and to educate 

their children on ecology; 

3) to prevent adverse environmental impacts and to restore or compensate for any damage or 

loss in the form of adverse environmental impacts arising from their conduct. 

 

Article 5. State environmental guidelines and principles 

1. In order to ensure the human right to live in a healthy and safe environment, the State shall 

prevent adverse environmental impacts and maintain ecological balance. 

2. In following its guidelines on environmental protection, the State shall act in accordance with 

the following principles: 

1) the creation of favourable environmental conditions for people to live, work, and rest; 

2) the development of an ecologically sustainable economy and maintenance of ecological 
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balance; 

3) the provision of conditions for the proper and scientifically‐sound use of natural resources; 

4) public access to activities and decisions in respect of environmental protection and the use of 

natural resources. 

 

Article 6. Ownership of natural resources 

1. The land, its underground resources, forests, water, animals, plants and other natural 

resources shall be protected by the State and the authority of the people and the land, its 

underground resources, their wealth, forests, water and animals, unless owned by citizens of 

Mongolia, shall be the property of the State. 

2. Unless otherwise provided by law, citizens, business entities, organisations, foreign citizens 

and legal persons may use natural resources upon the payment and collection of relevant fees in 

accordance with any contract, special permit, or licence. 

Chapter Two 

Environmental Assessments, Databanks, and Research 

 

Article 7. Environmental assessments 

1. Natural resource assessments and environmental impact assessments shall be conducted in 

order to preserve the natural State of the environment, to develop and carry out activities aimed 

at sustaining environmental balance, and to regulate the use of natural resources. 

2. Citizens, business entities, and organisations which intend to use natural resources for 

commercial purposes shall conduct the assessments referred to in paragraph 1 of this article at 

their own expense, or, if such assessment has previously been conducted, then they shall meet 

the costs incurred. 

3. Environmental assessments shall be conducted by business entities or organisations 

authorised pursuant to paragraph 4 of this article and approved by the central State 

administrative body in charge of the relevant natural resource. 

4. Business entities and organisations must obtain a licence to conduct natural resource 

assessments from the central State administrative body in charge of the protection and proper 

use of the relevant natural resource and authorisation to conduct environmental precise impact 

assessments shall be given by the central State administrative body in charge of nature and 

environment (hereinafter referred to as “central State administrative body”). 

5. Business entities and organisations meeting the following requirements shall be authorised to 

conduct such environmental assessments: 

1) adequately qualified staff; 

2) possession of necessary measuring and research tools, instruments, and equipment; 

3) approved methods and procedures for carrying out environmental assessments; 

4) possession of databanks for conducting assessments. 
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6. /This paragraph was annulled by the Law of 22 January 1998/ 

 

Article 8. Natural resource assessments 

1. The term “natural resource assessment” shall include quantitative and qualitative assessments 

and financial valuations of the natural resource in question. 

2. Natural resource assessments shall determine the quantity of natural resources and identify 

measures for the protection, proper use, and restoration of renewable resources and the results of 

such assessments shall be recorded and entered into the State Environmental Information 

Databank. 

3. The central State administrative body shall establish an economic value for natural resources 

in co-operation with relevant organisations taking into account the ecological and commercial 

value of the natural resources. 

4. The economic value shall form the basis for determining the level of payments and fees for 

resource use and the amount of compensation payable in the case of adverse environmental 

impacts and direct damage. 
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Unofficial Translation 

 

LAW OF MONGOLIA  

ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS 

 

January 22, 1998 

Ulaanbaatar city 

(Turiin Medeelel #3, 1998) 

CHAPTER ONE 

GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1. Purpose of this Law 

1.1 The purpose of this Law is to regulate relations concerning protection of the environment, 

prevention of the ecological misbalance, the use of natural resources, assessment of the 

environmental impact and decision-making on the start of a project. 

 

Article 2. Legislation on Environmental Impact Assessment 

2.1 The legislation on Environmental Impact Assessment shall consist of the Constitution of 

Mongolia, the Law of Mongolia on Environmental Protection, the present Law, and other 

legislative acts issued in conformity with these laws. 

2.2 If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this Law, then 

the provisions of the international treaty shall prevail. 

 

Article 3. Definitions of the Law 

3.1 In this Law the following terms shall have the following meaning: 

3.1.1 "Environmental Impact Assessment" shall mean prior identifying, minimizing and 

mitigating any possible adverse effects of production or service by citizens, business entities 

and organizations to the human health and the environment; 

3.1.2 "Project" shall mean construction of new, or renovation or extension 

work of existing production or service or facilities or any other activity toward the use of natural 

resources; 

3.1.3 "Project implementer" shall mean a citizen or a legal person responsible for the project 

implementation; 

3.1.4 "Risk assessment" shall mean prevention of possible risks of the 

production process or natural disaster during the project implementation, determination and 

mitigation of the consequences of the risks; 
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3.1.5 "Assessment expertise" shall mean a conclusion by an independent experts appointed by 

the organization which has screened the detailed assessment report on the environmental impact 

of the project. 

3.1.6 "Expert" shall mean a person authorized to assess the environmental impact of the 

project and issue the assessment conclusion. 

3.1.7 "Assessment specialist" shall mean a person authorized to participate in specific areas of 

detailed assessment of the environmental impact and to make assessment and evaluation. 

3.1.8 "Project sponsor" shall mean a citizen or a legal person sponsoring the project. 

 

CHAPTER TWO 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

 

Article 4. Screening of a project 

4.1 New projects as well as the renovation and expansion of existing industrial, service and 

construction activities and project which use natural resources in different ways shall be subject 

for screening. 

4.2 The screening shall be done prior to mining, procurement of a license of land possession 

or use as well as implementation of a project. 

4.3 The Citizens’ Representatives Khurals of aimags, the capital city, soums, districts, their 

Presidiums and local environmental inspectors shall verify the performance of the 

environmental impact assessment by a citizen, business entity or organization implementing the 

project. 

4.4 The project implementer shall submit a project description, the technical and economic 

feasibility study, the work drawings and other related documents to the state central 

administrative body in charge of nature and environment or the local administrative body for 

screening according to the classification contained in the appendix to this Law and a screening 

shall be conducted accordingly. 

4.5 The state central administrative body in charge of nature and environment shall approve 

methodological guidelines for the screening of projects. 

4.6 The expert shall perform screening of a project within 12 working days and shall make 

one of the following conclusions: 

4.6.1 the project may be implemented without conducting a detailed environmental impact 

assessment; 

4.6.2 the project may be implemented pursuant to specific conditions: 

4.6.3 a detailed environmental impact assessment is required; 

4.6.4 rejection of the project on the ground of non-conformity with the relevant legislation, or 

adverse impact of the equipment and technology on the environment, or absence of the project 

in the land management plan. 
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4.7 The state central administrative body in charge of nature and environment shall appoint an 

environmental impact assessment expert taking into consideration professional ability and work 

experience. If necessary, relevant specialists may be involved in the assessment work. 

4.8 If necessary, the state central administrative body in charge of nature and environment 

may extend the period indicated in Article 4.6 of this Law. 

 

Article 5. Detailed Environmental Impact Assessment 

5.1 The conclusions referred to in Article 4.6.3 of this Law shall define the scope of the work 

for the detailed environmental impact assessment. 

5.2 Detailed Environmental Impact Assessments shall be conducted by a business entity 

authorized to do so according to Article 9 of this Law. 

5.3 The authorized business entity shall develop Detailed Environmental Impact Assessment 

Report. 

5.4 The Detailed Environmental Impact Assessment Report shall include the following: 

5.4.1 Environmental Baseline data and indices; 

5.4.2 Project and technology alternative; 

5.4.3 Recommendations for minimizing and mitigating measures as well as eliminating of 

potential and significant adverse impacts; 

5.4.4 Analysis and calculation of the extent and distribution of adverse impact and its 

consequences; 

5.4.5 An estimation of accidents and risks; 

5.4.6 Environmental Protection Plan; 

5.4.7 Environmental Monitoring Program; 

5.4.8 Opinion of citizens and Presidiums of soum and district Citizens’ Representatives 

Khurals of the area of the project implementation; 

5.4.9 Other issues with regard to cultivated layer of the area of the project implementation and 

special nature of the project. 

5.4.10 Rehabilitation project. 

5.5 The draft Detailed environmental Impact Assessment Report shall be submitted to the 

project implementer for review and official comments. 

5.6 The costs of conducting Detailed environmental Impact Assessment Report and making 

conclusions and decisions shall be settled according to the contract between the project sponsor 

and the authorized business entity. 

5.7 The business entity that has conducted Detailed environmental Impact Assessment shall 

keep the original paper and reports of assessment specialists and prepare three copies of the 

Detailed environmental Impact Assessment Report; one copy of the report shall be submitted to 

the state central administrative body in charge of nature and environment and one copy - to the 
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project implementer. The business entity shall keep one copy of the report and all copies shall 

have equal legal validity. 

 

Article 6. Environmental Protection Plan and Environmental Monitoring Program 

6.1 The project implementer shall develop an Environmental Protection Plan and 

Environmental Monitoring program for the purpose of implementing the 

recommendations and conclusions of the detailed environmental Impact assessment and to 

monitor and control process and performance of its own activity. 

6.1.1 The Environmental Protection Plan shall include measures to minimize, mitigate and 

eliminate adverse impacts identified during the detailed environmental Impact assessment as 

well as determine the timeline and estimated budget for implementation of those measures; 

6.1.2 The Environmental Monitoring Program shall address the monitoring and study of 

changes in the environment as a result of project activity and reporting requirements, include 

monitoring schedule and methods as well as determine the timeline and estimated budget for 

implementation of those measures; 

6.2 The Environmental Protection Plan for a year and the Environmental Monitoring Program 

and the estimated budgets for their implementation shall be approved by the project screening 

organization. 

6.3 A project implementer other than mining license holder shall place, as a guarantee, a sum 

in the amount of no less than 50 percent of the total annual amount of the environmental 

protection measures in the local environmental protection account of the local soum or district 

and shall annually report on the implementation of the Environmental Protection Plan. The 

pecuniary guarantee of the environmental protection measures of the mining project shall be 

regulated by the legislation on mining. 

6.4 The Citizens’ Representatives Khural of Aimag and Capital City, Soum, District and their 

Presidiums, and local environmental inspector shall make a control over the implementation of 

the Environmental Protection Plan and the Environmental Monitoring Program. 

6.5 The screening organization shall resolve according to the relevant procedures the issue of 

refund the guarantee to the project implementer upon consideration of the report of 

implementation of the Environmental Protection Plan and results of the control mentioned in 

Article 6.4 of this Law. 

6.6 Regulations for development of the Environmental Protection Plan and Environmental 

Monitoring Program and procedure and guidelines of rehabilitation shall be approved by the 

state central administrative body in charge of nature and environment and the rehabilitation 

standards - by an organization authorized to do so under the relevant legislation. 

 

Article 7. Exprtise on the detailed environmental Impact Assessment 
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7.1 The business entity which conducted the detailed environmental impact assessment shall 

submit the detailed environmental impact assessment report and other related documents to the 

screening organization. 

7.2 The expert who has received the detailed environmental impact assessment report shall 

make assessment expertise within 18 working days. If necessary, the state central administrative 

body in charge of nature and environment may extend such term. 

If necessary, a conclusion on assessment expertise may be made by a certified laboratory of the 

environmental expertise. 

7.3 The state central administrative body in charge of nature and environment shall make a 

decision on whether to permit the implementation of the project upon the expert's conclusion on 

the statement on the detailed environmental impact assessment report taking into account 

citizens opinion of the area of the project implementation. 

7.4 Procedure of assessment expertise and guidelines for the assessment shall be approved by 

the state central administrative body in charge of nature and environment. 

7.5 The recipient organization of the detailed environmental impact assessment report shall 

ensure public access to the report. 

7.6 Relations concerning the establishment of the database of the environmental impact 

assessments shall be regulated by the Law on Environmental Protection. 

 

Article 8. Review 

8.1 If a project of a business entity or organization, which has been subject to the detailed 

environmental impact assessment, caused or has caused damage to the health of the population 

or the environment, the assessment shall be reviewed. 

8.2 The state central administrative body in charge of nature and environment shall appoint 

the review group of the relevant professionals each time. 

8.3 The state central administrative body in charge of nature and environment shall cover 

expenses of the review and shall later on reimburse these expenses from guilty person. 

8.4 The business entity, which conducted the detailed environmental impact assessment, and 

the project implementer shall promptly provide all required documents to the review. 

8.5 The state central administrative body in charge of nature and environment shall set the 

time for the review on the basis of consultation with the relevant parties. 

8.6 If it is determined by the review that the detailed environmental impact assessment was 

done incorrectly, then the authorized business entity shall conduct a reassessment sufficient to 

meet the requirements and the state central administrative body in charge of nature and 

environment may suspend the business entity's right to conduct further detailed environmental 

impact assessments for other projects during the suspension period. 
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8.7 If the review determines that additional studies are required, then all expenses for those 

studies shall be covered by the business entity which conducted the original detailed 

environmental impact assessment. 

 

Article 9. Issuing and revoking a license for conducting detailed environmental impact 

assessment 

9.1 A Mongolian business entity wishing to be licensed to conduct detailed environmental 

impact assessments shall submit an application to the state central administrative body in charge 

of nature and environment. 

9.2 The following documents shall be attached to the application on request for a license to 

conduct detailed environmental impact assessment: 

9.2.1 Introduction of activities of the applicant business entity; 

9.2.2 Reference of an assessment specialist. 

9.3 The Commission shall examine the competence of the applicant to conduct detailed 

environmental impact assessments and shall make a conclusion within 26 working days. 

9.4 The Commission shall be appointed by a decision of the state central administrative body 

in charge of nature and environment. 

9.5 The licensed business entity's main activity shall be conducting detailed environmental 

impact assessments. 

9.6 The license for conducting detailed environmental impact assessments shall be issued to a 

business entity based on the paragraph 5, Article 7 of the Environmental Protection Law. 

9.7 The state central administrative body in charge of nature and environment shall make a 

decision on licensing a business entity to conduct detailed environmental impact assessments 

for a period of two years based on the recommendation of the Commission appointed in 

accordance with the paragraph 9.4 of this Article. 

9.8 The licensed business entity shall submit an application for extension of its license and a 

report of its completed activities to the state central administrative body in charge of nature and 

environment at least 2 months prior to the expiration of the license. 

9.9 The Commission shall review the application and report and shall make its conclusion on 

the extension of the license. 

9.10 The state central administrative body in charge of nature and environment may decide to 

extend the term of the license for conducting detailed environmental impact assessments for a 

period of up to two years at a time upon the conclusion of the Commission. 

9.11 The licensed business entity whose detailed environmental impact assessment has been 

proven as incorrect as a result of an assessment expertise or a review shall be imposed 

administrative liability or its license shall be revoked by the state central administrative body in 

charge of nature and environment. In the event it is determined that an assessment specialist has 

performed the assessment expertise not properly as a result of an assessment expertise and 
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review the state central administrative body in charge of nature and environment may revoke 

his/her license for a period of up to two years 

9.12 The state central administrative body in charge of nature and environment shall issue and 

revoke a license of an assessment specialist to conduct environmental impact assessment. 

 

CHAPTER THREE 

RIGHTS AND DUTIES OF PARTICIPANTS IN ENVIRONMENTAL IMPACT 

ASSESSMENT 

 

Article 10. Rights and duties of a project implementer 

10.1 The project implementer shall have the following rights: 

10.1.1 to submit its request to conduct environmental impact assessment to an authorized 

business entity; 

10.1.2 to choose a licensed business entity to conduct detailed environmental impact 

assessment; 

10.1.3 to require the business entity conducting detailed environmental impact assessment to 

keep confidentiality of some information related to a technology and business activities of the 

project. 

10.2 The project implementer shall have the following duties: 

10.2.1 to provide authorized organizations and officials with documents related to the 

conducting of the detailed environmental impact assessment of the proposed project; 

10.2.2 to develop and implement environmental protection plan and environmental monitoring 

program and report its performance pursuant to a schedule. 

 

Article 11. Rights and duties of a licensed business entity authorized to conduct the 

detailed environmental impact assessment 

11.1 A licensed business entity shall have the following rights: 

11.1.1 to request the project implementer to provide necessary documents for conducting the 

detailed environmental impact assessment; 

11.1.2 if it is necessary for conducting the detailed environmental impact assessment, to have 

free access to the working place and to take samples; 

11. 1.3 to monitor implementation of the plan and the program described in the detailed 

environmental impact assessment, if necessary, to recommend to the state central administrative 

body in charge of nature and environment on the issue of continuation of the project. 

11.2 A licensed business entity shall have the following duties: 

11.2.1 to use the existing reports and conclusions of previous research studies; 

11.2.2 to make amendments to the detailed environmental impact assessment report based on 

the comments on the report; 
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11.2.3 to ensure accuracy of the results of the detailed environmental impact assessment; 

11.2.4 to keep confidentiality of the technological and business related information of the 

proposed project. 

11.3 The risk associated with conducting detailed environmental impact assessment by a 

licensed business entity shall be regulated according to the legislation on insurance. 

 

CHAPTER FOUR 

MISCELLANEOUS 

 

Article 12. Liability for violation of the legislation 

12.1 Violators of the legislation on environmental impact assessment are subject to the 

criminal or administrative liability in accordance with the nature of the violation and the size of 

the damages. 

12.2 Where violation of the legislation on environmental impact assessment is not subject to 

the criminal liability, following administrative sanctions shall be imposed by a judge or by a 

state environmental inspector: 

12.2.1 if the project has been implemented without conducting environmental impact 

assessment and appropriate decision, illegal income shall be confiscated to the state and 

transferred to the soum or district budget. 

12.2.2 if project implementation activities do not meet the requirements defined in the 

environmental impact assessment report, project implementation shall be suspended until the 

rectification of the violation and fine of 50,000 tugrugs shall be applied to an official and 

250,000 tugrugs to a business entity or organization guilty of the violation 

12.2.3 if the project has been implemented and operated without an environmental protection 

plan and environmental monitoring program or does not implement environmental protection 

plan and environmental monitoring program or report its performance on time to the appropriate 

authority, a fine of 25,000-50,000 tugrugs shall be applied to an official and 250,000 tugrugs to 

a business entity or organization guilty of the violation. 

12.2.4 If a licensed business entity has conducted a detailed environmental impact assessment 

which has been found as incorrect as a result of an assessment expertise or a review, a fine of 

150,000 - 250,000 tugrugs shall be applied to that business entity. 

 

Article 13. Compensation for Damages 

13.1 Damage to the human health, property and environment caused by the implementation of 

a project without an environmental impact assessment or non-compliance with the requirements 

defined in the environmental impact assessment shall be compensated by guilty person. 
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13.2 In the event it is proved that the licensed business entity has conducted the detailed 

environmental impact assessment incorrectly, the related costs and direct losses shall be 

compensated by the business entity. 

 

CHAIRMAN OF THE 

STATE IKH KHURAL R. GONCHIGDORJ 
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Unofficial Translation 

LAW OF MONGOLIA ON VALUE-ADDED TAX  

(Newly drafted) 

June 29, 2006 

Ulaanbaatar city 

(Turiin medeelel #40, 2006) 

 

CHAPTER ONE 

GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1. Purpose of the law 

1.1 The purpose of this law is to regulate relations concerning imposition of value-added tax 

and to regulate payment and refund of value-added tax to/from the budget. 

 

Article 2. Legislation 

2.1 The Value-Added Tax Law shall comprise the General Taxation Law, this law, and other 

legal acts enacted in conformity with them. 

 

Article 3. Framework of the law 

3.1 The imposition of value-added tax on goods imported and exported and goods produced 

and sold, work performed, or services provided by a person or legal entity in the territory of 

Mongolia shall be subject to this law. 

 

Article 4. Definition of legal terminologies 

4.1 The terms used in this law shall have the following meanings: 

4.1.1 “Sales” means transfer of goods to ownership of others for payments and performance of 

work and provision of services for payments; 

4.1.2 “Goods” means all types of properties other than monetary assets; 

4.1.3 “Value-added tax receipt with uniform coding” means an accounting document with 

uniform coding issued by the tax authority that indicates the type, quantity, unit and total price, 

and amount of value-added tax imposed on goods sold, work performed, or services provided; 

4.1.4 “Economic activity” means a complete or partial sale of goods, performance of work, or 

provision of services for profit or non-profit purposes; 

4.1.5 “Person” means a citizen of Mongolia, foreign national, or stateless person specified in 

Article 5 of the Personal Income Tax Law; 

4.1.6 “Permanent resident or non-resident” refers to the concepts specified in Articles 6 and 7 

of the Personal Income Tax Law; 

4.1.7 “Legal entity” means an entity registered in accordance with Article 7 of the Law on 
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State Registration of Legal Entity and obtained the state registration certificate of a legal entity 

in accordance with paragraph 17.4 of the same law; 

4.1.8 “Service” means any activity other than sale of goods and monetary transactions; 

4.1.9 “Premise used for housing purpose” means a building put into use for the purpose of 

residential housing and that is subject to value-added tax under this law; 

4.1.10 “Day determined as a value-added taxpayer” means the first day of a month following 

the day on which the amount of sales revenue of a person or legal entity that earns income from 

its activities specified in Article 3 of this law has reached 10.0 million togrogs or more as 

reported in legal entity or personal income tax returns; 

4.1.11 “Goods received from foreign governments and non-government international or 

charitable organizations as humanitarian assistance or grant aid” means goods supplied for the 

purpose of removing damages resulted from force majeure or other equivalent disasters and 

goods received without payment from international humanitarian organizations as specified in 

agreements entered between the Government of Mongolia and foreign governments or 

international organizations; 

4.2 Goods, work, or services purchased domestically with funds (monetary assets) provided 

by foreign governments and international or charitable organizations as part of the humanitarian 

assistance or grant aid shall be included in subparagraph 4.1.11 of this law. 

 

CHAPTER TWO 

TAXPAYER AND REGISTRATION AND DE-REGISTRATION OF A TAXPAYER 

 

Article 5. Value-added taxpayer 

5.1 An entity that imports or exports goods and citizen and legal entity that produces or sells 

goods, performs work, or provides services in the territory of Mongolia shall be a value-added 

taxpayer. 

5.2 The paragraph 5.1 of this law shall apply to the representative office of a foreign legal 

entity with sales revenues of goods sold, work performed, or services provided in the territory of 

Mongolia of 10 million togrogs or more. 

5.3 A person who employs under a labor contract on a permanent or temporary basis shall not 

be considered a value-added taxpayer and salaries, wages, additional wages, benefits, and 

bonuses provided to the taxpayer shall not be subject to value-added tax. 

 

Article 6. Registration and de-registration of a value-added taxpayer 

6.1 An entity that qualifies for the conditions provided in subparagraph 4.1.10 of this law shall 

submit its application to register as a value-added taxpayer to a relevant tax authority within 3 

working days. 

6.2 The tax authority shall register the entity as a value-added taxpayer and issue the 
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certificate within 2 working days after receiving a request from the entity specified in 

subparagraph 4.1.10 other than those specified in subparagraph 7.1.3 and Article 13 of this law. 

6.3 The Chairman of the General Department of National Taxation shall approve the format of 

the certificate specified in paragraph 6.2 of this law. 

6.4 A person or legal entity that qualifies for the following conditions may be registered 

voluntarily as a value-added taxpayer: 

6.4.1 Sales revenue from primary production, work, and services subject to value-added tax 

has reached 80 percent of the income specified in subparagraph 4.1.10 of this law; 

6.4.2 Invested USD 2.0 million or more in Mongolia regardless of sales revenues from 

primary production, work, and services has reached the amount specified in subparagraph 6.4.1 

of this law. 

6.5 The revenue and investment specified in paragraph 6.4 of this law shall not only be 

certified by legal entity or personal income tax returns of the prior year but also be certified by 

the entity’s accounting practices in conformity with the Accounting Law and international 

standards. 

6.6 The period specified in paragraphs 6.1 and 6.2 of this law shall apply to the submission of 

the request for registering voluntarily as a value-added taxpayer and issuance of the certificate. 

6.7 If one or several legal entities own more than 66 percent of property or voting rights of 

two or more legal entities, the entities may be registered as a value-added taxpayer as a group. 

However, each legal entity included in the group shall be a value-added taxpayer as specified in 

this law. 

6.8 A permit in writing that allows registration as a group as provided in paragraph 6.7 of this 

law shall be obtained from the tax authority. 

6.9 One of the entities registered as specified in paragraph 6.7 of this law shall take the 

obligations of value-added taxpayer on behalf of the group and correspond with the tax 

authority. 

6.10 Each entity specified in paragraph 6.7 of this law may not be required to make 

value-added tax settlement nor submit the tax statement. However, the entities shall keep 

accounting books as provided in laws and be liable for its actions on the basis of a value-added 

taxpayer. 

6.11 If the amount of taxable income of a person or legal entity has not reached 10.0 million 

togrogs in legal entity or personal income tax returns in a one-year period following the 

registration as a taxpayer and the income may not reach 10.0 million togrogs in the subsequent 

years, the tax authority shall de-register the taxpayer and withdraw the certificate. 

6.12 The General Department of National Taxation shall publicize nationally a list of persons 

and legal entities registered or de-registered as value-added taxpayers to the public through the 

mass media and its website on a monthly basis. 

6.13 The de-registration of an entity shall not justify the entity to be relieved from obligations 
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derived from activities conducted while being a value-added taxpayer under the Value-Added 

Tax Law, or being registered as a value-added taxpayer again. 

 

CHAPTER THREE 

GOODS, WORK, AND SERVICES SUBJECT TO VALUE-ADDED TAX 

 

Article 7. Goods, work, and services subject to value-added tax 

7.1 Except as otherwise provided for in this law, value-added tax shall be imposed on the 

following goods, work, and services: 

7.1.1 All types of goods sold in the territory of Mongolia; 

7.1.2 All types of goods exported for the purpose of sale, consumption, or use outside the 

territory of Mongolia; 

7.1.3 All types of goods imported for the purpose of sale, consumption, or use in the territory 

of Mongolia; 

7.1.4 Work performed and services provided in the territory of Mongolia. 

7.2 If the total value of work performed and services provided by a foreign legal entity that 

does not reside in the territory of Mongolia and non-resident individual is 10.0 million togrogs 

or more, it shall be subject to subparagraph 7.1.4 of this law. 

7.3 The following activities shall be treated as “sale of goods:” 

7.3.1 To sell rights to conduct economic activities or specific businesses; 

7.3.2 When a taxpayer retains business assets upon the termination of trade, production, work, 

and services and the de-registration from the registry; 

7.3.3 To credit the tax from goods as specified in article 14 of this law; 

7.3.4 To pay off debts by transferring goods; 

7.3.5 When an individual who does not reside in the territory of Mongolia sells goods based 

on orders placed by a person or legal entity of Mongolia. 

7.4 The following activities shall be treated as “provision of services:” 

7.4.1 To provide electricity, heat, gas, water, sewer, postal, communications, and other 

services; 

7.4.2 To lease goods or allow one to possess or use them in other forms; 

7.4.3 To rent out rooms in hotels or similar places or allow one to possess or use them in other 

forms; 

7.4.4 To rent out rooms in houses or buildings or allow one to possess or use them in other 

forms; 

7.4.5 To lease immovable and movable property other than houses and buildings or allow one 

to possess or use them in other forms; 

7.4.6 To transfer, lease, or sell innovations, product designs, useful designs, copyrighted 

works, trademarks, know-how, and information on assets; 
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7.4.7 To issue lotteries, operate quizzes or gambling or provide intermediary services; 

7.4.8 To pay off debts by performing work or providing services; 

7.4.9 When an individual who does not reside in the territory of Mongolia performs work and 

provides services based on orders placed by a person or legal entity of Mongolia; 

7.4.10 To pay interest and fines to others due to misconduct; 

7.4.11 To credit the tax from work and services as provided in article 14 of this law. 

7.5 The following conditions shall be satisfied to impose tax on goods, work, and services 

specified in paragraph 7.1 of this law: 

7.5.1. An entity must be a value-added taxpayer as provided in articles 5 and 6 of this law; 

7.5.2. Sales must be made as part of economic activities. 

7.6. Subparagraph 7.5.1 of this law shall not apply to subparagraph 7.3.5 and 7.4.9 of the law. 

 

CHAPTER FOUR 

PROCEDURES FOR IMPOSING VALUE-ADDED TAX 

 

Article 8. Imposition of value-added tax 

8.1 Value-added tax shall be imposed based on the following procedures: 

8.1.1 At each time when goods, work, or services imported, exported, or sold; 

8.1.2 At final sale in the case of construction and assembly; 

8.1.3 At each time when the scheduled payment is made for a finance leased asset purchased 

or imported. 

8.2 “Industry Classification of All Economic Activities” shall be abided by to impose tax on 

income specified in article 7 of this law and exempt from tax as provided in article 13 of this 

law. 

8.3 “Classification” specified in paragraph 8.2 of this law shall be approved by the member of 

government in charge of finance. 

 

Article 9. Taxable amount of value-added tax 

9.1 The taxable amount of value-added tax shall be determined based on the following 

procedures: 

9.1.1 The taxable amount of value-added tax for imported goods shall be determined by 

adding customs duty, excise tax, and other taxes to customs value determined in conformity 

with the Customs Tariff Law of Mongolia;1 

9.1.2 The taxable amount of value-added tax for goods produced and sold, work performed, or 

services provided in the territory of Mongolia shall be determined based on fair market value 

and tariffs thereof; 

9.1.3 The taxable amount of value-added tax for the activities specified in subparagraphs 7.3.1 

and 7.3.2 of this law shall be determined based on fair market value and tariffs of the goods, 
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work, and services; 

9.1.4 The taxable amount of value-added tax for a person or legal entity that operates lotteries, 

quizzes, or gambling shall be determined by deducting the total pay-out from the total money 

paid by participants; 

9.1.5 If debt is paid off by transferring goods, performing work, or providing services, 

value-added tax shall be imposed on total value of such goods, work, or services. 

9.2 In the following cases, the tax authority shall use fair market value or tariffs to determine 

the taxable amount: 

9.2.1 Price or tariff of goods sold, work performed, or services provided is not available; 

9.2.2 Goods, work, or services are exchanged; 

9.2.3 Related parties sold goods, performed work, or provided services free of charge or at 

value lower or higher than fair market value. 

9.3 In case of the taxable amount is expressed in a foreign currency, it shall be converted into 

togrogs based on an exchange rate established by the Bank of Mongolia on a day specified in 

paragraph 10.2 of this law. 

1 ‘Customs Tariff Law,’ State Gazette, No. 9, 1999 

 

Article 10. Time of tax imposition 

10.1 The time of imposition of value-added tax on income of a person or legal entity 

registered as a taxpayer shall commence on the day of the certificate issued by the tax authority. 

10.2 The time of imposition of value-added tax on goods sold, work performed, or services 

provided shall be the earliest of the following: 

10.2.1 The day when the seller issues the receipt specified in subparagraph 4.1.3 of this law; 

10.2.2 The day when the seller receives payment for the sale of goods, work, or services; 

10.2.3 The day of purchase of goods, work, or services; 

10.3 The time of imposition of value-added tax on electricity, heat, gas, water, postal, 

communications, and other regular services shall be the earliest of the day of issuance of the 

receipt specified in subparagraph 4.1.3 of this law or the receipt of payment. 

10.4 The time of imposition of value-added tax on goods specified in subparagraph 7.3.2 of 

this law shall be the day of retention of the goods. 

10.5 The time of imposition of value-added tax on imported goods shall be the day when 

goods are declared to the customs authority. 

10.6 A retailer shall issue the receipt specified in subparagraph 4.1.3 of this law once a month 

and a wholesaler shall issue the receipt at each time of the sale. 

 

CHAPTER FIVE 

VALUE-ADDED TAX RATES 
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Article 11. Value-added tax rates 

11.1 Except as provided for in this law, value-added tax rate shall be 10 percent of the taxable 

amount of goods imported, produced or sold, work performed, or services provided. 

11.2 Value-added tax shall be imposed on goods, work, or services specified in article 12 of 

this law shall zero (“0”). 

 

Article 12. Application of the zero rate 

12.1 Value-added tax imposed on the following goods, work, or services exported shall be 

zero: 

12.1.1 Goods exported outside the territory of Mongolia for the purpose of sale and declared 

to the customs authority; 

12.1.2 Services of passenger and freight transport from the territory of Mongolia to a foreign 

country, from a foreign country to the territory of Mongolia, or from a foreign country to 

another country through the territory of Mongolia; 

12.1.3 Services provided in a foreign country (including tax-exempt services); 

12.1.4 Services provided to a foreign citizen or legal entity that was not present in the territory 

of Mongolia during the provision of the services (including tax-exempt services); 

12.1.5 Services provided to domestic or international aircrafts conducting international flights 

such as navigation, engineering and refueling 

services, cleaning, and in-flight provision of sales, meals, and drinks for passengers and 

aircrews. 

12.1.6 State medals and coins produced domestically upon the receipt of orders placed by the 

Government and Bank of Mongolia. 

12.2 Subparagraph 12.1.4 of the law shall not apply to services provided in direct relation to 

movable and immovable property located in the territory of Mongolia. 

12.3 Paragraph 12.1 of this shall apply to a person or legal entity, registered as a taxpayer, 

conducts export activities based on agreements entered with a foreign national and legal entity. 

12.4 The person or legal entity specified in subparagraph 12.1.4 of this law shall be 

considered absent in the territory of Mongolia in the following circumstances: 

12.4.1 Has a representative office in that country but not in Mongolia; 

12.4.2 Has no representative office in that country but resides or stays in a country other than 

Mongolia on a permanent basis; 

12.4.3 Has representative offices in both that country and Mongolia but the services are used 

primarily for the representative office in a foreign country. 

 

CHAPTER SIX 

EXEMPTIONS FROM VALUE-ADDED TAX 
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Article 13. Exemptions from value-added tax 

13.1 The following goods shall be exempted from value-added tax: 

13.1.1 Passengers personal items in amounts approved and permitted by the customs authority 

for tax-free entry; 

13.1.2 Goods imported for the use of foreign diplomatic missions, consular offices, the United 

Nations, and its specialized agencies residing in the territory of Mongolia on a permanent basis; 

13.1.3 Goods purchased, works performed, or services provided in the territory of Mongolia 

for the official use of a diplomatic missions and consular offices or for the personal use of their 

employees residing in Mongolia, if goods, works, and services purchased for the official use of 

a diplomatic missions and consular offices of Mongolia or for the personal use of their 

employees in foreign countries are exempted from tax in respective countries; 

13.1.4  Humanitarian and non-repayable aid goods obtained from governments and 

non-governmental organizations of foreign countries, international and charitable organizations; 

13.1.5 Custom appliances for developmentally challenged persons; 

13.1.6 Weapons and special equipments imported for armed forces, police, and state security 

and judicial enforcement agencies; 

13.1.7 Civil aviation aircrafts and spare parts; 

13.1.8 Income from sale of an apartment and its part used for residential purposes; 

13.1.9 Equipments, materials, raw materials, spare parts, gasoline, and diesel fuel imported for 

the purpose of oil exploration, extraction, and use under a product-sharing agreement entered 

with government in the oil industry; 

13.1.10 Blood, blood products, and organs for medical treatment purposes; 

13.1.11 Gaseous fuel and its containers, equipments, custom machinery, mechanisms, tools, 

and spare parts; 

13.1.12 Mongolian currencies printed in foreign countries by orders; 

13.1.13 Gold sold; 

13.1.14 Newspapers sold. 

13.2 Government shall approve the list of goods associated with subparagraph 13.1.11 of this 

law. 

13.3 Subparagraph 13.1.3 of this law shall not apply to one-time purchase of goods, work, or 

services costing less 10,000 togrogs. 

13.4 Subparagraph 13.1.6 of this law shall not apply to the purchase of non custom-made 

vehicles. 

13.5 Subparagraph 13.1.8 of this law shall not apply to newly built apartment or its part by 

purpose of sale. 

13.6 The following services shall be exempted from value-added tax: 

13.6.1 Currency exchange operations; 

13.6.2 Bank transactions concerning receipt and transfer of money, issuance of guarantee and 
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invoicing, and services for notes payable and savings deposit; 

13.6.3 Services concerning insurance, re-insurance, and property registration; 

13.6.4 Transactions concerning issuance, transfer and receipt of securities, stocks, and 

guarantees; 

13.6.5 Services concerning issuance of advances and loans; 

13.6.6 Transactions concerning issuance and transfer of interest for placement of monetary 

assets of social and health insurance funds; 

13.6.7 Services concerning payment of interest, dividend, fee for loan guarantee, and fee for 

insurance contract for bank or finance lease; 

13.6.8 Services concerning rental of an apartment and its part used for residential purpose; 

13.6.9 Services concerning of provision of education and professions specified in by-laws of a 

person or legal entity that hold licenses to provide educational and professional training; 

13.6.10 Health services; 

13.6.11 Services of religious organizations; 

13.6.12 State services provided by government and its affiliate and budgetary organizations; 

13.6.13 Public transport services specified in subparagraph 3.1.11 of the Road Transport 

Law;2 

13.6.14 Services provided (tour operator) for tourists such as receipt of tourists, promotion 

and planning of services, and collection of documents based on an agreement entered by a legal 

entity conducting tourism activities with foreign tourism organizations; 

13.7 Producers and work or service providers (other than importers) with annual sales 

revenues of 10.0 million togrogs or less shall be exempted from value-added tax. 

2 ‘Road Transport Law,’ State Gazette, No. 28, 1999 

13.8 Subparagraph 13.6.10 of this law shall not apply to the production, purchase, and sale of 

medicines, medicinal preparation, and medical devices or equipments. 

13.9 The services specified in subparagraph 13.6.14 of this law shall not apply to tourist 

camps, restaurants, tour transport, and hotel services. 

13.10 A tax refund principle shall be abided by when providing the tax exemptions specified 

in subparagraph 13.1.3 of this law to foreign diplomatic missions and consular offices and their 

employees. 

13.11 Goods, work, or services transferred free of charge or used for personal purposes other 

than for production shall not be exempted from value-added tax. 

 

CHAPTER SEVEN 

CREDIT AND REFUND OF VALUE-ADDED TAX 

 

Article 14. Credit of value-added tax 

14.1 The following value-added tax paid by a person or legal entity as provided in articles 7, 8, 



 - 186 - 

and 11 of this law during a period following its registration, as a value-added taxpayer, shall be 

credited against its value-added taxes due to the budget: 

14.1.1 Paid for goods purchased, work performed, or services provided for the purposes of 

production and services; 

14.1.2 Paid for goods, works, or services directly imported for the purpose of sale, production 

and services; 

14.1.3 If goods, work, or services are purchased with value-added tax at the time of 

registration as a value-added taxpayer, value-added tax paid shall be deducted from the total 

value; 

14.1.4 If a person or legal entity that runs animal husbandry or agricultural business sells 

unprocessed meat, milk, eggs, leather, or grains prepared or planted to domestic producers, it 

shall be assumed that value-added tax at the rate of 10 percent is already included in the price 

and the amount equal to 10 percent shall be deducted from the buyer’s value-added tax. 

14.2 Value-added tax credit shall not be granted to the primary raw materials specified in 

subparagraph 14.1.4 of this law resold through intermediaries after they have been imported or 

purchased. 

14.3 Value-added tax credit shall not be granted if value-added tax paid by a buyer to a vendor 

is not substantiated by invoices, receipts, or other accounting documents. 

14.4 Value-added tax paid in the course of import or purchase of the following goods, work, 

or services shall not be credited against total value-added taxes due by a buyer: 

14.4.1 Automobiles and its components and spare parts; 

14.4.2 Goods or services purchased for personal or employee uses; 

14.4.3 Goods, work, or services imported or purchased for the purpose of productions and 

services specified in article 13 of this law; 

14.5 Subparagraph 14.4.1 of this law shall not apply to a legal entity, a value-added taxpayer, 

that sells automobiles, automobile components and spare parts based on its contracts and 

procedures. 

14.6 If the amount of credit due in a given month as provided in paragraph 14.1 of this law 

exceeds total value-added tax due in the same period, the tax authority shall do the following: 

14.6.1 To credit against value-added tax due in the next month, quarter, or year; 

14.6.2 To credit against payments of other types of taxes due to the state or local budgets in 

conformity with laws; 

14.7 If part of goods, work, or services imported or purchased for production and service 

purposes is used for production or services subject to value-added tax and the remaining is used 

for production or service to be exempted from tax, only the part used for production or services 

subject to value-added tax shall be subject to credit. 

 

Article 15. Refund of value-added tax 
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15.1 In the case of excess payments or as otherwise provided in laws, value-added tax shall be 

refunded to a taxpayer in the following procedures: 

15.1.1 A taxpayer who has overpaid value-added tax shall submit a written request of refund 

to the tax authority upon the submission of tax report; 

15.1.2 The diplomatic missions and consular offices and their employees specified in 

Subparagraph 13.1.3 of this law shall submit a request for refund of value-added tax paid on 

domestic purchase goods, works, or services in a given month to the General Department of 

National Taxation by the 10th of the next month; 

15.1.3 A tax office shall review, confirm, and submit its opinion to the General Department of 

National Taxation within 15 working days following the receipt of request specified in 

Subparagraph 15.1.1 of this law; 

15.1.4 The General Department of National Taxation shall review the request and opinion 

submitted in subparagraphs 15.1.2 and 15.1.3 of this law, determine the refundable amount, and 

provide written notice to the taxpayer within 7 working days after it received the request and 

opinion, and submit its findings in addition the taxpayer’s name, registration number, bank 

account number, refundable amount, and total arrears to the state administrative unit in charge 

of finance within 2 working days. 

15.1.5 The state administrative unit in charge of finance shall pay a refund within 45 working 

days after it has received the findings specified in Subparagraph 15.1.4 of this law. 

15.2 Regulations concerning the value-added tax credit, refund, and bookkeeping of the 

transactions shall be approved by the member of government in charge of finance. 

15.3 The value-added tax refund shall be part of the state budget and not exceed 30 percent of 

total value-added tax revenue of the budget in a given month, quarter, or year. 

15.4 The entity specified in Paragraph 6.9 of this law shall be entitled to the value-added tax 

credit or a refund for the tax overpaid. 

15.5 If a taxpayer exports products of its own production, the refund shall be issued once a 

month from the state budget. For other taxpayers, the refund shall be issued once a quarter from 

the state budget. 

 

CHAPTER EIGHT 

PAYMENT OF VALUE-ADDED TAX TO THE BUDGET AND REPORTING 

 

Article 16. Imposition of value-added tax on goods, work, or services, and its payment to 

the budget and reporting 

16.1 A taxpayer shall transfer value-added tax imposed on goods, work, or services to the state 

treasury by the 10th of the next month in accordance with the following regulations and submit 

the tax report to the tax authority: 

16.1.1 A taxpayer shall pay tax imposed on goods sold, work performed, or services provided 
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in a given month to the budget; 

16.1.2 When a person or legal entity of Mongolia purchases goods, work, or services specified 

in subparagraphs 7.3.5 and 7.4.9 of this law from an entity that does not reside or stay in 

Mongolia, it shall impose and withhold value-added tax on value of the goods, work, or services 

and make payment to the budget. 

16.1.3 An entity that makes the payments shall pay value-added tax imposed on goods, work, 

or services included in the payment of the debt specified in subparagraphs 7.3.4 and 7.4.8 of this 

law. 

16.2 Value-added tax shall be imposed on goods imported and reported in conformity with the 

following procedures: 

16.2.1 The customs authority shall measures to impose value-added tax on imported goods 

specified in Subparagraphs 7.1.3 and 8.1.1 of his law in accordance with subparagraph 9.1.1 and 

Paragraph 11.1 of this law and make payment to the budget; 

16.2.2 The importer shall transfer the tax imposed as provided in subparagraph 16.2 of this 

law to the state treasury; 

16.2.3 The General Department of Customs shall prepare a monthly statement with respect to 

payment of value-added tax and submit it the state administrative unit in charge of finance by 

the 10th of the next month and annual statement by January 15 of the next year. 

16.3 The Chairman of the General Department of Customs shall approve the form used for 

valued-added tax imposed on goods specified in paragraph 16.1 of this law. 

16.4 The customs authority shall provide information requested by the tax authority on 

imposition of value-added tax on imported goods and its payment on a timely basis. 

 

CHAPTER NINE 

LIABILITIES FOR VIOLATORS OF LAWS AND REGULATIONS 

 

Article 17. Liabilities for violators of laws and legislations 

17.1 If it is determined that a person or legal entity obliged to be registered as provided in 

Paragraphs 6.1 and 6.2 of this law produces or sells goods, performs work, or provides services 

without registration and certificate obtained from tax authority and fails pay value-added tax, a 

state inspector shall ensure the payment of taxes due and impose the following liabilities: 

17.1.1 To impose interest equal to 0.3 percent of total value-added tax due; 

17.1.2 To impose penalty equal to no more than 50 percent of total value-added tax due. 

17.2 If it is determined that a person or legal entity registered as a value-added taxpayer did 

not impose value-added tax on goods produced or sold, work performed, or services provided or 

did not pay tax even though it is imposed, a state inspector shall impose liabilities as provided in 

Paragraph 17.1 of this law. 

17.3 If it is determined that one produces or sells goods, performs work, or provides services 
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without registration or certificate in accordance with paragraphs 6.1 and 6.2 of this law and does 

not pay the tax even though value-added tax is imposed, a state inspector shall impose liabilities 

as provided in Paragraph 17.1.1 of this law and fines not exceeding total tax due. 

 

CHAPTER TEN 

OTHER 

 

Article 18. Entry into force 

18.1 This law shall come into force as of January 1, 2007. 
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CHAIRMAN OF THE STATE 

IKH HURAL NYAMDORJ. TS 

REPEALING THE LAW 

Article 1. The following laws shall be considered repealed due to the approval of the 

Value-added Tax Law (newly drafted). 

1.1 The Law on Value-Added Tax Exemption of Citizen Identity Card Printing Materials and 

Equipments and its Spare Parts approved by the State Great Hural on October 18, 2001. 

1.2 The Law on Value-Added Tax Exemption approved by the State Great Hural on October 

18, 2001 concerning the implementation of the “Millennium Road” Project. 

1.3 The Law on Value-Added Tax Exemption of Import of Materials and Equipment as Part of 

“Creation of Aerial Fiber-Optical Cable Transmission Network between Bulgan and Moron” 

Project approved by the State Great Hural on October 9, 2003. 

1.4 The Law on Value-Added Tax Exemption of Import of Electricity by Western Electricity 

Transmission Network LLC from the Russian Federation approved by the State Great Hural on 

December 26, 2003. 

1.5 The Law on Value-Added Tax Exemption of Some Materials, Machinery, Mechanisms, 

Equipments, Goods, Works, and Services approved by the State Great Hural on August 4, 2005. 

 

Article 2. This law shall come into force on the day of the entry of the Value-Added Tax 

Law (newly drafted) approved on June 29, 2006, into force or as from January 1, 2007. 

 

 

SPEAKER OF THE STATE 

GREAT HURAL OF MONGOLIA NYAMDORJ. TS 

REPEALING THE LAW 

 

Article 1. The Value-Added Tax Law approved on January 8, 1998, shall be considered 

repealed. 

 

Article 2. This law shall come into effect on the day of the entry of the Value-Added Tax Law 

(newly drafted) approved on June 29, 2006, into force or as from January 1, 2007. 

 

CHAIRMAN OF THE 

STATE IKH KHURAL TS.NYAMDORJ 
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Unofficial Translation 

LAW OF MONGOLIA  

ON PERSONAL INCOME TAX (Newly drafted) 

June 16, 2006 

Ulaanbaatar city 

(Turiin medeelel #38, 2006) 

 

CHAPTER ONE 

GENERAL PROVISION 

 

Article 1. Purpose of the law 

1.1 The purpose of this law is to regulate relations concerning imposition of tax on income of 

individuals and transference thereof to the budget. 

 

Article 2. Legislation 

2.1 The legislation on personal income tax (hereinafter referred to as “tax”) shall comprise the 

General Taxation Law,1 this law, and other laws and legal acts enacted in conformity with 

them. 

 

Article 3. Framework of the law 

3.1 This law shall regulate relations concerning imposition of tax on income of individuals 

other than sole proprietorships whose income from work and services cannot be determined on 

each occasion. 

 

Article 4. Definition of legal terminology 

4.1 The following terms used in this law shall have the following meanings: 

4.1.1 ”Income earned in a foreign country” is income earned by a taxpayer through 

employment, business operations, and ownership, use, transfer, and sale of rights to movable 

and immovable property in a foreign country; 

4.1.2 “Herdsman family” refers to a family that rears its private livestock on a regular basis 

and earns its primary income from its livestock benefits; 

4.1.3. “Individual with livestock” refers to an individual who owns livestock other than those 

specified in subparagraph 4.1.2 of this law; 

4.1.4 “Withholder” refers to an entity obliged to withhold tax imposed on taxpayer’s income 

in conformity with this law and transfer the withholding to the state and local budget. 

 

1 General Taxation Law – ‘Turiin medeelel’ bulletin, No. 1, 1993 
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CHAPTER TWO 

TAXPAYER 

 

Article 5. Taxpayer 

5.1 A citizen of Mongolia, foreign national and stateless person who resides in Mongolia and 

earns income subject to tax for the tax year or who is liable to pay tax under this law, even 

though the same income is not earned, shall be a taxpayer. 

5.2 A taxpayer specified in paragraph 5.1 of this law shall be classified as either a permanent 

resident taxpayer of Mongolia or non-resident taxpayer of Mongolia. 

 

Article 6. A permanent resident taxpayer of Mongolia 

6.1 The following individuals shall be permanent resident taxpayers of Mongolia: 

6.1.1 An individual with a residence in Mongolia; 

6.1.2 An individual who resides in Mongolia for 183 or more days in a tax year; 

6.1.3 A civil servant of Mongolia appointed to work overseas. 

6.2 The period specified in subparagraph 6.1.2 of this law shall be calculated based on the 

number of days of a calendar year from the day of entry into Mongolia and in case of multiple 

entries, it shall be determined based on the total days of taxpayer’s stays in Mongolia. 

6.3 A foreign national appointed at a foreign diplomatic mission, consulate, the United 

Nations, and their branches and his/her family members who reside in Mongolia shall not be 

considered residents of Mongolia. 

 

Article 7. A non-resident taxpayer of Mongolia 

7.1 An individual who has no residence in Mongolia and has not resided in Mongolia for 183 

or more days in a tax year shall be a non-resident taxpayer. 

7.2 Duration of a non-resident taxpayer’s stay in Mongolia shall be determined in conformity 

with paragraph 6.2 of this law. 

 

CHAPTER THREE 

TAXABLE GROSS INCOME AND EXEMPT INCOME 

 

Article 8. Taxable gross income 

8.1 The following income of a taxpayer earned in a tax year shall be subject to tax: 

8.1.1 Salaries, wages, bonuses, incentives, and other employment income similar to these; 

8.1.2 Income from activities; 

8.1.3 Income from property; 

8.1.4 Income from sale of property; 

8.1.5 Income of a herdsman family and individual with livestock; 
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8.1.6 Income from creation of scientific, literary, and artistic works, invention, product design 

and useful design, organizing and participating in sports competition, art performance, and other 

income similar to these; 

8.1.7 Income from remuneration for art performance, sports competition, and festival; 

8.1.8 Income from quizzes, gambling, and lotteries; 

8.1.9 Fringe benefits. 

 

Article 9. Determining taxable gross income 

9.1 The following procedures shall apply for determining taxable gross income: 

9.1.1 Income earned by a permanent resident taxpayer of Mongolia in the territory of 

Mongolia and in a foreign country in a tax year shall be subject to tax; 

9.1.2 Income earned by a non-resident taxpayer of Mongolia in the territory of Mongolia in a 

tax year shall be subject to tax; 

9.1.3 If a taxpayer or someone on behalf of the taxpayer makes an investment or accumulation, 

the taxpayer shall be obliged to validate that the source of such investment and accumulation is 

included in his/her taxable gross income. If the taxpayer fails to do so, taxable gross income for 

the tax year shall be include the total value of investment and accumulation; 

9.1.4 Taxable gross income earned in the form of goods, work, and services shall be 

determined on the basis of selling price of comparable goods, work, and services between 

non-related parties; 

9.1.5 If related parties have sold goods, performed work, rendered services, and transferred 

property below or above fair market value, the tax authority shall determine the value of such 

goods, work, and services based on value of transactions of similar goods, work and services 

between non-related parties. 

9.2 Income earned and expenses incurred in a foreign currency shall be converted to MNT 

based on the Bank of Mongolia’s exchange rate of that day. 

 

Article 10. Related party 

10.1 If the following relationships exist with a taxpayer, taxpayer shall be “a related party:” 

10.1.1 The parent, child, grandparent, grandson, or granddaughter of the taxpayer; 

10.1.2 The brother or sister of the taxpayer, or a child of a brother or sister; 

10.1.3 The spouse of the taxpayer, or a parent, child, brother, or sister of that spouse; 

10.1.4 A legal entity under the control of the taxpayer or the individuals specified in 

subparagraphs 10.1.1-10.1.3 of this law. 

 

Article 11. Salaries, wages, bonuses, incentives, and similar employment income 

11.1 Salaries, wages, bonuses, incentives, and similar employment income shall include the 

following income: 
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11.1.1 Base salary, additional wages, overtime pay, bonuses, incentives, vacation pay, pension, 

allowances, and other similar income a taxpayer earns in accordance with an employment 

contract entered with an employer; 

11.1.2 Allowances provided by an employer to an employee or employee’s family member 

and other similar income; 

11.1.3 Gifts provided by an employer to an employee or employee’s family member; 

11.1.4 Salaries, wages, bonuses, and incentives of members of a board of directors, control 

committee, part-time committee, other committees, and task force and other similar income; 

11.1.5 All types of bonuses and incentives issued by foreign and domestic business entities, 

citizens, and other entities; 

11.1.6 Wages, bonuses, additional wages, allowances, and other similar income from 

employment based on contracts entered into with legal entities or individuals other than 

taxpayer’s primary employment. 

 

Article 12. Income from activities 

12.1 The following income from provision of professional services and conducting production 

and trade activities on an individual basis without establishing a legal entity shall constitute 

income from activities: 

12.1.1 Income from professional services such as a medical practitioner, lawyer, advocate, 

architect, accountant, and teacher; 

12.1.2 Income from production and trade through performance of work, production and sale 

of products, and provision of services on an individual basis; 

12.2 Income from not regular business activities shall be included in income from activities. 

 

Article 13. Income from property 

13.1 The following income shall be included in income from property: 

13.1.1 Leasing income; 

13.1.2 Royalty income; 

13.1.3 Dividend income; 

13.1.4 Income from interest; 

13.1.5 Income from use of properties that are in a taxpayer’s possession and ownership by 

others. 

13.2 Leasing income shall include income earned by leasing movable and immovable 

property. 

13.3 Royalty income shall include the following payments: 

13.3.1 Payment for usage of copyrighted works specified in the Law on Copyright and 

Corresponding Rights2; 
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13.3.2 Payment for usage of invention, product prototype, and useful design specified in the 

Patent Law3; 

13.3.3 Payment for usage of trademark specified in the Law on Trademark and Geographic 

Specification4; 

13.3.4 Payment for transference of technology specified in the Law on Transfer of 

Technology5; 

13.3.5 Payment for usage of information related to production, trade, and scientific 

experiment; 

13.3.6 Payment for usage of other rights similar to those specified in subparagraphs 

13.3.1-13.3.5 of this law. 

13.4 Income from dividends specified in subparagraph 13.1.3 shall include monetary and 

non-monetary income and interest earned through profit sharing and income distribution by a 

legal entity with contributed capital. 

13.5 Income from interest specified in subparagraph 13.1.4 shall include loan interest, bank 

account balance, interest on a savings account, fee for issuing a guarantee, notes payable (bond), 

and interest and fines earned in accordance with law and contract. 

 

Article 14. Income from sale of property 

14.1 Income from sale of property shall include the following income: 

14.1.1 Income from sale of immovable property; 

14.1.2 Income from sale of movable property; 

14.1.3 Income from sale of stocks and securities; 

 

Article 15. Fringe benefits 

15.1 Fringe benefits shall include income from the following goods and services, not directly 

related to performance of employee’s duties, provided by an employer in addition to salaries, 

wages, bonuses, and incentives: 

15.1.1 Provision of free or discounted transportation or provision of cash for transportation; 

15.1.2 Provision of payment for utilities expenses and cash for housing and fuel; 

15.1.3 Provision of cash for meals and entertainment; 

15.1.4 Provision of a housekeeper, chauffeur, gardener, or other services; 

15.1.5 Waiver of an obligation to pay an amount owed to the employer or to any other person; 

15.1.6 Interest discount on a loan if the rate of interest is lower than the market rate for a loan; 

 

2 Law on Copyright and Corresponding Right – ‘Turiin medeelel’ bulletin, No. 7, 2006 

3 Law on Patent – ‘Turiin medeelel’ bulletin, No. 7, 2006 

4 Law on Trademark and Geographic Specification – ‘Turiin medeelel’ bulletin, No. 19, 2003 

5 Law on Transfer of Technology – ‘Turiin medeelel’ bulletin, No. 131, 1998 
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15.1.7 Other income similar to those specified in subparagraphs 15.1.1-15.1.6 of this law. 

15.2 The following fringe benefits provided by an employer to an employee to improve the 

employee’s working condition shall not be subject to gross taxable income: 

15.2.1 Provision of meals provided for all employees on equal terms in a canteen, cafeteria, or 

dining room operated by the employer at the workplace during working hours; 

15.2.2 Provision of a lounge or other services for employees who work at a remote workplace 

and provision of scheduled transportation for going to and returning from the workplace; 

15.2.3 Interest discount on a loan provided for purchase and construction of an apartment for 

an employee if the interest rate is lower that that of a commercial loan; 

15.2.4 Medical expenses. 

15.3 Fringe benefit specified in paragraph 15.1 of this law shall be determined by total costs 

incurred by the employer in providing such benefits. 

 

Article 16. Exempt income 

16.1 The following income shall be exempt from tax: 

16.1.1 Pension, benefits, payments, discounts, reimbursements, and one-time grant aid issued 

in accordance with laws of Mongolia; 

16.1.2 Payment to a donor; 

16.1.3 Per–diem expenses; 

16.1.4 Proceeds from insurance; 

16.1.5 Payments, interest, and penalties for government notes payable (bond) 

16.1.6 Costs of labor safety clothing and uniform, antidote drinks, and other similar supplies 

provided in accordance with laws; 

16.1.7 Aid provided by international organizations, foreign governments, legal entities, or 

individuals to the Government of Mongolia, local authorities, legal entities, and individuals in 

an emergency situation; 

16.1.8 Salaries and additional wages of individuals specified in paragraph 6.3 of this law; 

16.1.9 Income earned in a foreign country by a foreign citizen and his/her family members 

specified in subparagraph 16.1.8 of this law; 

16.1.10 Income of an individual who lost over 50 percent of working capacity due to 

development challenge; 

16.1.11 A Mongolian state prize, government prize, Mongolian people’s and honorary prize, 

and prize for scientific discovery; 

16.1.12 Income of an individual who built or purchased a private apartment for residential 

purpose for the first time from his/her income or a loan from banking and financial 

organizations not exceeding MNT 30.0 million. 

16.2 Exempt income shall not be included in gross taxable income. 
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CHAPTER FOUR 

DETERMINING TAXABLE INCOME 

 

Article 17. Determining taxable income from salaries, wages, bonuses, incentives and other 

similar income 

17.1 Taxable income of salaries, wages, bonuses, incentives and other similar income shall be 

determined as follows: 

17.1.1 Deducting social and medical insurance premium from income specified in 

subparagraph 11.1.1 and 11.1.6 of this law; 

17.1.2 Total income specified in subparagraphs 11.1.2-11.1.5 of this law. 

 

Article 18. Determining taxable income from activities 

18.1 Taxable income from activities shall be determined by deducting expenses specified in 

subparagraphs 12.1.1-12.1.3, 12.1.5-12.1.14, 12.1.17, 12.1.19-12.1.26 and principles specified 

in articles 12.2, 12.3, 12.5-12.8 and 13-15 of the Economic Entity Income Tax Law. 

18.2 If expenses specified in paragraph 18.1 are not documented, not related to the activities, 

or are expended for personal use of a taxpayer, they shall not be deducted from taxable income. 

18.3 Wages paid to taxpayer’s family members shall be pro-rated with social and medical 

expenses paid and included in expenses. 

18.4 If a taxpayer expended a portion of goods produced, work performed, or services 

rendered for his or his family needs, it shall not be included in expenses. 

18.5 If a taxpayer uses machinery, equipment, and facilities for family needs and business 

activities at the same time, the expense shall be calculated on a pro-rated basis. 

 

Article 19. Determining taxable income from property 

19.1 Taxable income from property shall be determined as follows: 

19.1.1 Deducting cost of leasing from total lease income; 

19.1.2 Total income from royalties; 

19.1.3 Total income from dividends; 

19.1.4 Total income from interest; 

19.1.5. Total income from use of property by others. 

19.2. In case a business entity with a taxpayer’s contributed capital is dissolved, the expense 

incurred in relation to contributed capital shall be deducted from sale proceeds of its remaining 

assets to determine the share received by the taxpayer. 

 

Article 20. Determining taxable income from sale of property 

20.1 Taxable income from sale of property shall be determined as follows: 
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20.1.1 Total proceeds from sale of immovable property; 

20.1.2 Deducting purchase price of stock from the selling price to determine income from sale 

of stock; 

20.1.3 Value of a prorated portion of stock for a taxpayer after deducting cost specified in 

subparagraph 20.1.2 of this law in case of joint ownership of stock; 

20.1.4 Deducting purchase price of securities from the selling price to determine the income 

from sale of securities; 

20.1.5 Deducting the purchase price and documented expenses incurred in relation to the 

purchase from the selling price to determine income from sale of movable property. 

 

Article 21. Determining taxable income of a herdsman family and individual with livestock 

21.1 Taxable income of a herdsman family and individual with livestock shall be determined 

by the number of livestock; 

21.2 The number of livestock shall be converted to a head of sheep. A cow or horse shall be 

commensurate with 5 sheep, camel with 2 sheep, and a goat with 1.5 sheep. 

21.3 The number of livestock subject to tax shall be determined based on the number of 

livestock counted at the end of the previous year. 

21.4 If livestock subject to tax in that year is reduced due to disaster specified in subparagraph 

4.1.2 of the Law on Disaster Management, the reduced number shall be deducted from the total 

number of livestock subject to tax based on certified document. 

 

Article 22. Determining taxable amount of other income 

22.1 Tax imposition on the following income shall be determined in the following principle: 

22.1.1 Taxable income from creation of scientific, literary, and artistic works, invention, 

product design and useful design and organizing and participating in sports competition, art 

performance, and other similar income shall be its total value; 

22.1.2 Taxable income from remuneration for sports competition, art performance, and 

festival shall be its total value; 

22.1.3 Taxable income from quiz, gambling, and lottery shall be determined by the total 

value; 

22.1.4 Taxable income of fringe benefit shall be determined by the total value. 

 

CHAPTER FIVE 

TAX RATE 

 

Article 23. Tax rate 

23.1 Total annual income determined as specified Articles 17-19 and subparagraphs 

20.1.2-20.1.5 and 22.1.4 of this law shall be taxed at the rate of 10 percent. 
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23.2 Income specified in the following provisions of this law shall be taxed at the following 

rates: 

23.2.1 Total income specified in subparagraph 20.1.1 of this law at the rate of 2 percent; 

23.2.2 Total income specified in subparagraphs 22.1.1-22.1.2 of this law at the rate of 5 

percent; 

23.2.3 Total income specified in subparagraph 22.1.3 of this law at the rate of 40 percent. 

23.3 Each head of sheep shall be taxed at the following tax rates as specified in paragraph 21.2 

of this law: 

No Administrative Unit Tax rate (in MNT) 

1 Capital City, Darkhan-Uul, Orkhon, Selenge, and Tuv aimags 100 

2 Arkhangai, Bayankhongor, Bulgan, Gobi-Sumber, Dornogobi, Dornod, 

Dundgobi, Umnugobi, Uvurkhangai, Sukhbaatar, Khuvsgul, and Khentii 

aimags 

75 

3 Bayan–Ulgii, Uvs, Khovd, Gobi-Altai, and Zavkhan aimags 50 
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Unofficial Translation 

LAW OF MONGOLIA  

ON ECONOMIC ENTITY INCOME TAX  

(Newly Drafted) 

June 29, 2006 

Ulaanbaatar city 

(Turiin medeelel #38, 2006) 

 

CHAPTER ONE 

GENERAL PROVISION 

Article 1. Purpose of the law 

1.1. The purpose of this law is to regulate relations concerning imposition of tax on economic 

entity income, transference thereof to the budget, and its reporting. 

 

Article 2. Legislation 

2.1. The legislation on economic entity income tax (hereinafter referred to as ‘tax’) shall 

comprise the General Taxation Law,1 this law, and other laws and legal acts enacted in 

conformity with them. 

 

Article 3. Framework of the law 

3.1. This law shall regulate relations concerning imposition of tax on income of the following 

economic entities: 

3.1.1. An economic entity formed under the laws of Mongolia and their subsidiaries and 

representative offices; 

3.1.2. A foreign economic entity that has a headquarter located in Mongolia; 

3.1.3. A foreign economic entity earning income in Mongolia and its representative office. 

 

Article 4. Definition of legal terminology 

4.1. The following terms used in this law shall have the following meanings: 

4.1.1. “Income earned in a foreign country” refers to a taxpayer’s income earned in a foreign 

country and income from activities, property, and sale of property as specified in paragraph 7.3 

of this law; 

4.1.2. “Goods” refers to movable and immovable property other than monetary assets; 

4.1.3. “Immovable property” is as defined in paragraphs 84.3 and 86.2 of the Civil Code2; 

1 General Taxation Law - ‘State Information’ Gazette No. 1, 1993 

2 ‘Civil Code,’ ‘State Information,’ No. 7, 2002 

4.1.4. “Intangible asset” refers to a non-material asset that has no physical substance, has a 

relatively long useful life, and gives its owner a right, preferential right, or exclusive right; 
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4.1.5. “Economic entity” refers to a company, partnership, cooperative, or an enterprise with 

state and local property registered with the state register and that conducts business activities, 

and other similar legal entity obliged to pay income tax; 

4.1.6. “Withholder” refers to an entity obliged to withhold tax imposed on taxpayer’s income in 

conformity with this law and transfer the withholding to the state and local budget; 

4.1.7. “Foreign currency exchange rate gain (loss)” refers to exchange rate gain (loss) derived 

from transactions such as a purchase of foreign currency and payment of receivables and 

payables in a foreign currency. 

 

Article 5. Taxpayer 

5.1. An economic entity that earns gross taxable income for the tax year or that is liable to pay 

tax under this law, even though the same income may not have been earned, shall be a taxpayer. 

5.2. A taxpayer specified in paragraph 5.1 of this law shall be classified as a permanent 

resident-taxpayer or non-resident taxpayer of Mongolia. 

5.3. A taxpayer that resides in Mongolia on a permanent basis shall include the following 

economic entity: 

5.3.1. An economic entity formed within the laws of Mongolia;  

5.3.2. A foreign economic entity that has its headquarter office located in Mongolia; 

5.4. A taxpayer that does not reside in Mongolia shall include the following economic entities: 

5.4.1. A foreign economic entity that conducts its business activities in Mongolia under its 

representative office; 

5.4.2. A foreign economic entity that earns income in Mongolia in forms other than that 

specified in subparagraph 5.4.1 of this law. 

5.5. A representative office shall include the following units that partially or wholly conduct 

business activities of a foreign economic entity specified in subparagraph 5.4.1 of this law: 

5.5.1. Branch (unit and section); 

5.5.2. Plant; 

5.5.3. Trade and service provider; 

5.5.4. Oil and natural gas well or a mine that extracts natural resource. 

 

Article 6. Related party 

6.1. If the following relation is present with a taxpayer, it shall be “a related party”: 

6.1.1. Holds 20 percent or more of the common stock; 

6.1.2. Has the right to receive 20 percent or more of the dividends or distributions; 

6.1.3. Has the right to appoint 20 percent or more of the management of the economic entity or 

is otherwise able to determine its policies. 

 

CHAPTER TWO 
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GROSS TAXABLE INCOME 

 

Article 7. Gross Taxable Income 

7.1. Income earned for the tax year in a territory of Mongolia and a foreign country by a 

taxpayer specified in paragraph 5.3 of this law shall be subject to tax. 

7.2. Income earned for the tax year from activities in the territory of Mongolia by a taxpayer 

specified in paragraph 5.4 of this law shall be subject to tax. 

7.3. The following income of a taxpayer shall be subject to tax: 

7.3.1. Income from activities; 

7.3.2. Income from property; 

7.3.3. Income from sale of property. 

7.4. Gross taxable income shall be determined by deducting exempt income. 

7.5. In case of the exchange of goods, works, and services, gross taxable income shall be 

determined in reference to value of similar goods, works, and services sold among non-related 

parties. 

7.6. An exchange rate established by the Bank of Mongolia for the day shall be used in 

converting income earned and expenses incurred in a foreign currency to togrogs. 

 

Article 8. Income from activities 

8.1. The following income from activities of a taxpayer shall be subject to tax: 

8.1.1. Income from primary and auxiliary production and sale of work and services; 

8.1.2. Income from sale of rights; 

8.1.3. Income from sale of shares and securities; 

8.1.4. Income from quizzes, gambling, and lotteries; 

8.1.5. Income from sale and rental of erotic publications, books, and video recording, and 

service of erotic performance; 

8.1.6. Income from goods, work, and service received from others free of charge; 

8.1.7. Income from sale of intangible assets; 

8.1.8. Income from technical, management, consulting, and other services; 

8.1.9. Income from interest and/or penalty for nonperformance of contract duties, and 

compensation for a damage; 

8.1.10. Realized gain from foreign currency exchange rate; 

8.1.11. Other income similar to those specified in subparagraphs 8.1.1-8.1.10 of this law. 

8.2. Income from sale of rights shall include income from transference of rights issued by an 

authority for purposes of conducting specific types of activities or ownership and use. 

8.3. Income from sale of an intangible asset shall include income from transference of intangible 

assets specified in subparagraph 4.1.4 of this law to others in forms specified in laws. 
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Article 9. Income from property 

9.1. The following property income of a taxpayer shall be subject to tax: 

9.1.1. Income from movable and immovable property leases; 

9.1.2. Royalty income; 

9.1.3. Dividend income; 

9.1.4. Interest income. 

9.2. Royalty income shall include the following payments: 

9.2.1. Payment for usage of copyrighted works specified in the Law on Copyright and 

Corresponding Rights;3 

9.2.2. Payment for usage of invention, product prototype, and useful design specified in the 

Patent Law;4 

9.2.3. Payment of usage of trademark specified in the Law on Trademark and Geographic 

Specification;5 

9.2.4. Payment for transference of technology specified in the Law on Transfer of Technology;6 

9.2.5. Payment for usage of information related to production, trade, and scientific experiment; 

9.2.6. Payment for usage of other rights similar to those specified in subparagraphs 9.2.1-9.2.5 

of this law. 

9.3. Dividend income specified in subparagraph 9.1.3 of this law shall include income in 

monetary and non-monetary forms and interest received from a joint stock economic entity 

through profit sharing and dividend distribution. 

9.4. Interest income specified in subparagraph 9.1.4 of this law shall include payment, discount, 

and premium paid to a taxpayer for transactions made with the purpose for using money such as 

loan interest, interest on balance of correspondent account, interest on savings account, payment 

for issuing guarantee, and interest on notes payable (bond). 

 

Article 10. Income from sale of property 

10.1. The following income of a taxpayer from sale of property shall be subject to tax: 

10.1.1. Income from sale of immovable property; 

10.1.2. Income from sale of movable property. 

3 Law on Copyright and Corresponding Right – ‘State Information’ Gazette No. 7, 2006 

4 Law on Patent – ‘State Information’ Gazette No. 7, 2006 

5 Law on Trademark and Geographic Specification – ‘State Information’ Gazette No. 19, 2003 

6 Law on Transfer of Technology – ‘State Information’ Gazette No. 131, 1998 

 

Article 11. Determining taxable income from goods sold and work 

and services provided among related parties 

11.1. If parties specified in article 6 of this law have sold or transferred goods, performed work, 

or rendered services among themselves below or above fair market value, the tax authority shall 



 - 205 - 

determine gross taxable income of such goods, work, and services based on value involving 

transactions of similar goods, work and services among non-related parties. 

11.2. The member of Government in charge of finance shall approve a methodology for using 

benchmark prices specified in paragraphs 7.5 and 11.1 of this law. 

 

CHAPTER THREE 

DEDUCTIBLE EXPENSE FROM GROSS TAXABLE INCOME 

 

Article 12. Deductible expense from gross taxable income 

12.1. Taxable income shall be determined upon deducting the following expenses from gross 

taxable income: 

12.1.1. Expenses of all types of inventories such as raw materials, primary and auxiliary 

materials, semi-processed products, steam, water, energy, fuel, petroleum, spare parts, and 

packaging and wrapping material; 

12.1.2. Salaries and base and additional wages on which social and health insurance premiums 

and personal income tax are imposed; 

12.1.3. Social and health insurance premiums; 

12.1.4. Employee bonuses, incentives, and allowances for housing, transport, meal, and fuel 

expenses; 

12.1.5. Depreciation and amortization expenses of non-current asset; 

12.1.6. Regular maintenance expenses; 

12.1.7. Loan interest; 

12.1.8. Realized loss from foreign currency exchange rate; 

12.1.9. Payment for work and services performed by others; 

12.1.10. Lease payments; 

12.1.11. Interest of finance lease payments; 

12.1.12. Subscription of professional newspapers and magazines; 

12.1.13. Mandatory and voluntary insurance premiums; 

12.1.14. Excise taxes, immovable property tax, windfall profits tax, custom duties on imported 

goods, material, and raw material other than noncurrent asset, tax on transport vehicle, and 

payment and fee for using land and natural resource as imposed and payable to the budget; 

12.1.15. Resource accumulated in loan risk funds of savings and loan cooperatives and a loss 

provision of other cooperatives; 

12.1.16. Resource accumulated in loan risk funds of a bank and non-banking financial 

institution; 

12.1.17. Advertising expenses; 

12.1.18. Employee training and retraining actual expenses; 

12.1.19. Per-diem expenses; 
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12.1.20. Expenses for seed, fertilizer, livestock and animal fodder, medication and injection, and 

plant protection activities; 

12.1.21. Transport expenses; 

12.1.22. Purchase cost of short-lived and low-valued assets; 

12.1.23. Labor safety expenses; 

12.1.24. Expenses for communication, stationary, cleaning, and security; 

12.1.25. Expenses for eliminating damages derived from disasters specified in subparagraph 

4.1.10 of the Disaster Management Law;7 

12.1.26. Normal wear and tear of inventory; 

12.1.27. Monetary resource accumulated for purpose of rehabilitating environment in 

accordance with subparagraphs 38.1.8 and 39.1.9 of the Minerals Law. 

12.2. Expense deductible from gross taxable income as specified in subparagraph 12.1.6 of this 

law shall not exceed of 2 percent of the book value of immovable property and 5 percent of the 

book value of other property, and the excess regular maintenance expense shall be accounted as 

capital maintenance. 

12.3. Voluntary insurance premium deductible from gross taxable income as specified in 

subparagraph 12.1.13 of this law shall not exceed 15 percent of taxable income of the economic 

entity. 

12.4. Expense deductible from gross taxable income as specified in subparagraph 12.1.16 of this 

law shall not include resource accumulated in a fund for performing loans of a bank and 

non-banking financial institution. 

12.5. Expense deductible from taxable income as specified in subparagraph 12.1.19 of this law 

shall be an actual amount, and it shall not exceed twice the civil servant norm for per-diem 

expense. 

12.6. The extent of damage specified in subparagraph 12.1.25 of this law 

shall be determined based on findings of the corresponding authority. 

12.7. Government shall approve the extent of loss specified in subparagraph 12.1.26 of this law. 

12.8. The following expense shall not be deductible from gross taxable income: 

12.8.1. Finance lease payment; 

12.8.2. Fine and penalty paid due to taxpayer’s fault, and compensation paid for damage to 

others. 

 

Article 13. Calculating depreciation and amortization expense 

13.1. Depreciation and amortization expense specified in subparagraph 12.1.5 of this law shall 

be calculated for taxpayer’s asset with a useful life of more than one year. 

13.2. A non-current asset shall have the following useful life and its depreciation and 

amortization expense shall be calculated based on the straightline method: 

7 Disaster Management Law - ‘State Information,’ Gazette No. 25, 2003 
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Non-current asset class Useful Life (in years) 

1 Building and construction 40 

2 Machinery and equipment 10 

3 Computer, computer parts, and software 3 

4 Intangible asset with undefined useful life 10 

5 Intangible asset with defined useful life (includes license for mineral exploration and 

extraction) 

Period in force 

6 Other non-current asset 10 

13.3. Expenditure for capital maintenance specified in paragraph 12.2 of this law shall be added 

to book value of an asset and depreciated over its remaining useful life. 

13.4. If an asset is used partially to earn gross taxable income, depreciation expense shall be 

prorated and deducted from gross taxable income. 

13.5. A license holder for mineral extraction shall depreciate its noncurrent asset used for 

production and social infrastructure at constant rate over useful life of the asset and account the 

expense as deductible expense specified in article 12 of this law every year. 

13.6. Depreciable value of mineral exploration and extraction license specified in paragraph 

13.2 of this law shall be the sum of its purchase price and fee paid for ownership and 

transference of such license. 

13.7. In the case of a taxpayer ceasing use of its own depreciable asset for the purpose of 

earning gross taxable income, the asset shall be assumed sold and be subject to tax for the book 

value or market value, whichever is higher. 

13.8. A lessor and lessee shall reach mutual agreement and record finance-leased asset under a 

contract in financial statements of one of the parties. 

13.9. Land and inventory reserve shall not be depreciable. 

 

Article 14. Interest expense deductible from gross taxable income 

14.1. Interest payment for a loan borrowed to carry out primary and auxiliary production, work, 

and services as specified in paragraph 8.1.1 of this law and to purchase property shall be 

deducted from gross taxable income. 

14.2. A deduction shall not be made in the case of interest paid for a loan borrowed from an 

individual who resides permanently in Mongolia and controls the taxpayer entity. The expense 

shall be considered a dividend to the individual and it shall be subject to tax. 

14.3. A deduction shall not be made in the case of interest paid to the extent that the interest is 

paid in respect of the part the total debt owed to the recipient that exceeds three times the value 

of the capital invested by the recipient in the taxpayer. 
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14.4. In the case of construction of building and installation of equipment are financed by a loan, 

the interest paid during the construction period shall be added to cost of the construction. The 

interest paid since the construction is finalized shall be deducted from gross taxable income. 

 

Article 15. Restriction on deductible expense 

15.1. Expense shall not be deducted from gross taxable income in the following cases: 

15.1.1. Expense incurred for earning exempt income specified in this law; 

15.1.2. Expense not documented by a taxpayer; 

15.1.3. Payment from which tax is not withheld but required to be withheld by this law. 

 

CHAPTER FOUR 

DETERMINING TAXABLE INCOME 

 

Article 16. Determining taxable income 

16.1. Economic entity income tax shall be imposed on a taxpayer’s taxable income in the tax 

year. 

16.2. Taxable income shall be determined by deducting expenses specified in article 12 of this 

law from gross taxable income specified in subparagraphs 8.1.1, 8.1.6-8.1.11, and 9.1.1 of this 

law and subparagraph 9.1.4 for a bank, non-banking financial institution, and savings and credit 

cooperative. 

16.3. Taxable income of the following income shall be determined by the total income: 

16.3.1. Dividend income; 

16.3.2. Royalty income; 

16.3.3. Income from the sale of immovable property; 

16.3.4. Interest income; 

16.3.5. Income from sale of rights; 

16.3.6. Income from sale or rental of erotic publication, book, and video recording, and service 

of erotic performance. 

16.4. In the case of liquidation of a joint stock economic entity in which a taxpayer is a 

shareholder, taxable dividend income shall be determined by deducting initial purchase price 

from income prorated to the taxpayer’s shares and contributed capital. 

16.5. In the case of a loan deducted from loan risk funds of banks and non-banking financial 

institutions and risk funds for savings and credit cooperative is repaid, the repaid amount in total 

shall be subject to tax as specified in this law. 

16.6. Taxable income from quizzes, gambling, and lotteries shall be determined by deducting 

documented expenses incurred in relation with earning the income and distributed prizes in 

monetary and goods form. 
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16.7. Taxable income of an economic entity that conducts insurance activities shall be 

determined by deducting a reserve fund established in the year and operating expenses from 

total income from operations. 

16.8. Taxable income from sale of share or securities shall be determined by deducting the 

purchase price from the selling price. 

16.9. Taxable income from sale of movable property shall be determined by deducting the book 

value of the property from the sales income. 

16.10. The following expenses shall not be deductible for a taxpayer that does not reside in 

Mongolia, but carries out its operation through its representative office: 

16.10.1. Expenses incurred outside the territory of Mongolia; 

16.10.2. Management and administrative expenses not related to earning the income. 

 

CHAPTER FIVE 

TAX RATE 

 

Article 17. Tax Rate 

17.1. If annual taxable income determined in accordance with paragraphs 16.2, 16.8, and 16.9 of 

this law is 0-3.0 billion togrogs, it shall be taxed at the rate of 10 percent. If annual taxable 

income exceeds 3.0 billion togrogs, it shall be 300.0 million togrogs plus 25 percent of income 

exceeding 3.0 billion togrogs. 

17.2. The following taxpayer’s income shall be taxed at the following rates: 

17.2.1. Dividend income at 10 percent; 

17.2.2. Royalty income at 10 percent; 

17.2.3. Income from quizzes, gambling, and lotteries determined in paragraph 16.6 of this law at 

40 percent; 

17.2.4. Income from sale or rental of erotic publication, book, and video recording and service 

of erotic performance at 40 percent; 

17.2.5. Income from sale of immovable property at 2 percent; 

17.2.6. Interest income at 10 percent; 

17.2.7. Income from sale of right at 30 percent; 

17.2.8. In the case of the representative office of a foreign economic entity transfers its own 

profit overseas, the transferred income at the rate of 20 percent; 

17.2.9. The following income of a taxpayer who does not reside in Mongolia earned in 

Mongolia shall be taxed at the rate of 20 percent: 

a) Dividend income received from an economic entity that is registered and operates in 

Mongolia; 

b) Loan interest and payment for issuing a guarantee; 
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c) Royalty income and interest on finance lease, payment for administrative expense, rent, 

management expense, and lease, and income from tangible and intangible asset lease; 

d) Income from goods sold, work performed, and service provided in the territory of Mongolia. 

 

CHAPTER SIX 

TAX EXEMPTION AND CREDIT 

 

Article 18. Tax exemption 

18.1. The following income of a taxpayer shall be tax exempt: 

18.1.1. Interest on government notes payable (bond); 

18.1.2. Income specified in paragraph 17.1 and subparagraph 

17.2.1 of this law derived from sale of its portion of product and earned by a taxpayer who does 

not reside in Mongolia but operates in the territory of Mongolia under a product-sharing 

contract in oil industry; 

18.1.3. Income of a cooperative earned from an excess of cost of intermediary services derived 

from sale of its member’s products. 

18.2. In the case of a taxpayer specified in subparagraph 18.1.2 of this law transfers tax-exempt 

income earned from the sale of its portion of products overseas, the income shall be exempt 

from tax specified in subparagraph 17.2.8 of this law. 

 

Article 19. Tax credit 

19.1. Tax imposed on income earned by an economic entity that produces or plants the 

following products only shall be subject to 50 percent tax credit: 

19.1.1. Cereals, potatoes, and vegetables; 

19.1.2. Milk; 

19.1.3. Fruits and berries; 

19.1.4. Fodder plants. 

19.2. Investment tax credit equal to 10 percent shall be granted for investment in priority sectors 

of Mongolia after January 1, 2007. 

19.3. Tax credit specified in paragraph 19.2 of this law shall be granted for investment in 

depreciable non-current asset for purpose of starting new production and services or expanding 

or renovating existing production and services in the priority sectors of Mongolia. 

19.4. The credit specified in paragraph 19.3 of this law shall not be granted for an asset 

purchased for the purpose of earning income other than that from primary business operations. 

19.5. If the credit specified in paragraph 19.2 of this law exceeds total tax imposed under 

paragraph 17.1 of this law in the tax year, the excess shall be credited in three subsequent 

profitable years. 
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19.6. The credit specified in paragraphs 19.1 and 19.2 of this law shall to be granted from the 

commencement of an economic entity’s primary operations. 

19.7. Government shall approve a list of priority sectors specified in paragraph 19.2 of this law. 

19.8. Tax credit shall be granted to an economic entity that employs handicapped citizens who 

lost over 50 percent of the working capacity based on the percentage of the handicapped citizens 

in the total number of the employees. 

19.9. Tax credit shall be granted to an economic entity that paid tax in a foreign country based 

on agreements not to impose double taxation on income and property and prevent tax 

avoidance. 

 

Article 20. Loss carryforward 

20.1. Tax statement loss is an excess of total expense specified in article 12 other than those 

specified in article 15 of this law deducted from gross taxable income. 

20.2. The loss specified in paragraph 20.1 of this law shall be deducted from taxable income of 

two subsequent years since the loss incurred. 

20.3. The annual amount of loss deductible from taxable income as provided in paragraph 20.2 

of this law shall not exceed 50 percent of taxable income in the tax year. 

20.4. The loss specified in paragraph 20.1 of this law shall not apply to tax statement losses 

incurred prior to January 1, 2007. 

 

CHAPTER SEVEN 

TAX IMPOSITION, PAYMENT TO THE BUDGET, AND REPORTING 

 

Article 21. Tax payment and reporting 

21.1. A taxpayer shall accurately determine its income and tax due based on quarter-to-date and 

year-to-date tax statements prepared under accrual accounting and make payment to the budget. 

21.2. “Tax year” is a calendar year in which income is earned and expenses are incurred. 

21.3. Corresponding tax authority shall deliver monthly and quarterly tax payment schedules for 

the tax year to taxpayers based on schedules approved by the state central administrative 

organization in charge of finance. 

21.4. A taxpayer shall pay the taxes due in advance by the 25th of each month in accordance 

with the payment schedule specified in paragraph 21.3 of this law and submit its quarterly tax 

statement by the 20th of the first month of the following quarter and annual tax statement by 

February 10th of the following year to the corresponding tax authority and make year end 

settlement. 

21.5. A withholder specified in subparagraph 4.1.6 of this law shall withhold taxes imposed on 

income specified in subparagraphs 17.2.1-17.2.3 and 17.2.7-17.2.9 of this law and transfer the 

withholding to the budget within 7 working days. 
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21.6. A withholder shall withhold tax imposed on income from sale of immovable property and 

transfer the withholding to the budget within 10 working days following the sale of the 

property. 

21.7. A withholder shall prepare and submit the withholding tax statement as specified in 

subparagraphs 21.5 and 21.6 of this law by the 20th of the first month of the following quarter 

on a quarter-to-date basis and annual statement by February 10 of the following year to the 

corresponding tax authority and make 

the payment to the budget. 

21.8. The state shall be entitled to mobilize dividend and its share of profit from its property 

entirely or partially. Government shall determine the amount at each time. 

 

CHAPTER EIGHT 

OTHER 
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Article 22. Entry into Force 

 

22.1. This law shall come into force as of January 1, 2007. 

 

CHAIRMAN OF THE 

STATE IKH KHURAL TS.NYAMDORJ 
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モンゴル労働法(1999 年) 

 

第 1 章 一般的規定 
 
第 1 条 本法の目的 
 
 本法の目的は、雇用契約、労働協約または団体交渉に基づき労働関係の当事者となる使

用者及び労働者の一般的な権利及び義務を規定し、集団的労使紛争、個別的労使紛争、労

働条件、労務管理、本法律の監督及び法律違反に対する罰則について規定を定め、もって

労使双方の公平を期することにある。 
 
第 2 条 労働法の制定 
 
第 2 条の 1 

 労働に関する法規は、モンゴル国憲法、本法律、及びこうした法律等に準拠するその他

の法規で構成される。 
 
第 2 条の 2 

 本法律が、モンゴル国の批准する国際条約に抵触する場合は、その国際条約の規定が優

先する。 
 
第 3条 定義 
 
第 3 条の 1 

 本法律で使用される以下の用語は次の意味を持つ。 
 
第 3 条の 1の 1 

 『使用者』とは雇用契約に基づき労働者を雇用する者を意味する。 
 
第 3 条の 1の 2 

 『労働者』とは雇用契約に基づき使用者に雇用される市民を意味する。 
 
第 3 条の 1の 3 

 『雇用契約』とは労働者と使用者の間の合意事項を意味する。この雇用契約に基づき、

労働者は使用者が本法律に準じて制定したところの内部労働規則に従い一定の作業を遂行

することを請け負い、使用者は労働者の作業結果に対し賃金を与えかつ本法律、労働協約、

その他関連の合意事項で定められた労働条件を確保することを請け負う。 
 
第 3 条の 1の 4 

 『労働協約』とは、使用者及び企業または組織の労働者の代表との間で交わされた合意

事項を意味する。労働協約の目的は、労働者の労働に係る諸権利及び法律上の諸利益を法

律で保証されたものより一層有利なものとし、本法律では直接言及されていない事項を定

めることにある。 
 
第 3 条の 1の 5 

 『団体交渉』とは、使用者、その使用者の労働者の代表、及び全国または地域レベルの

行政機関、もしくは、行政地区単位、経済部門または職業に関係した行政機関との間で交

わされた合意事項を意味し、労使双方の労働に係る諸権利及び法律上の関係諸利益を守る

ことを目的とする。 
 
第 3 条の 1の 6 

 『使用者の代表』とは、企業または組織の経営陣から権限を授与された者、またはその

設立綱領により使用者の権利と法律上の諸利益を代表することを請け負う組織体を意味す

る。 
 
第 3 条の 1の 7 
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 『労働者の代表』とは、労働者の権利と法律上の諸利益を代表し擁護することを請け負

う 労働組合、またはそうした労働組合がない場合は、労働者全員による集会で選ばれた

個々の代表のことを意味する。 
 
第 3 条の 1の 8 

 『個別的労使紛争』とは、雇用契約で結ばれた当事者間の紛争を意味し、労働に係る諸

権利及び法律上の関連諸利益について争われる。 
 
第 3 条の 1の 9 

 『集団的労使紛争』とは、労働協約または団体交渉の当事者を巻き込む紛争を意味し、

そうした労働協約または団体交渉の、交渉、実施、監視、あるいは監督内容について争わ

れる。 
 
第 3 条の 1の 10 

 『異常な作業条件』とはある職場の条件のことで、適用を受ける労働安全衛生要件を遵

守することができず、かつその条件による悪影響を取り除くことが不可能な職場条件を意

味する。 
 
第 3 条の 1の 11 

 『労働災害』とは、労働者が労働義務を行使する過程で事故に遭う、またはその他の産

業要素により悪影響を受ける事態を言う。 
 
第 3 条の 1の 12 

 『職業性疾病』とは、労働者が労働義務を行使する過程で遭遇する職場条件の悪影響の

ために罹患する疾患を意味する。 
 
第 3 条の 1の 13 

 『ストライキ』とは、集団的労使紛争に関係して労働者が行う行為のことで、労働者が

ある一定期間完全にあるいは部分的に働くことを自発的に中止することを意味する。 
 
第 4 条 労働法で規制される諸関係 
 
第 4 条の 1 

 本法律は以下に掲げる当事者間の雇用契約関係及びその他の労働関係を定める。 
 
第 4 条の 1の 1 

 モンゴル市民と国内企業、もしくは組織、またはモンゴル市民とモンゴル領土内で活動

している外国企業、もしくは組織との労働関係。 
 
第 4 条の 1の 2 

 モンゴル市民同士の労働関係、モンゴル市民と外国人の労働関係、またはモンゴル市民

と無国籍者の労働関係。 
 
第 4 条の 1の 3 

 国内企業(または組織)と外国人(または無国籍者)の労働関係。 
 
第 4 条の 1の 4 

 モンゴル領土内で活動している外国企業、外国の組織、外国人、及び無国籍者の間の労

働関係で、モンゴルが批准している国際条約で別段の定めがある場合を除く。 
 
第 4 条の 2 

 個人がある企業に対し財産あるいは労働を提供することを請け負いその個人と企業の間

で労働関係の合意がまだ成立していない場合、またはその個人が本法律を守ることに合意

している場合は、その個人と企業の労働関係につき本法律の諸規定を適用しなくてはなら

ない。 
 
第 5 条 使用者の権利と義務 
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第 5 条の 1 

 使用者は、労働者に雇用契約上の義務の履行を求め、本法律に基づき義務の履行を強制

するため、モンゴルの法律に従い内部労働規則を採択し施行する権利を有するものとする。 
 
第 5 条の 2 

 使用者は労働者に対し、仕事及び適度に快適な労働条件を提供し、その労働者の労働に

対し賃金を与え、また、本法律、雇用契約、ならびに内部労働規則で定められた使用者の

義務を履行するよう義務付けられている。 
 
第 6 条 労働者の権利と義務 
 
第 6 条の 1 

 労働者は、安全衛生要件を満たす労働条件を付与される権利、作業に対する賃金を受け

る権利、適用すべき内部規則で定められた休暇を取得する権利、代表または代表機関を通

じて権利と法律上の諸利益を守るため他の労働者と結集する権利、及び、適用される契約

書に規定された年金、社会保障、その他の給付金を受け取る権利を有する。 
 
第 6 条の 2 

 労働者は誠意をもって働き、仕事及び職務のうち法律で極秘と指定された事項の秘密を

守り、雇用契約、労働協約、内部労働規則、及び安全衛生規則の適用を受ける条項に厳格

に従い、これを遵守する義務を負う。 
 
第 7 条 差別、制限または特権の禁止 
 
第 7 条の 1 

 なんびとも労働を強要されてはならない。 
 
第 7 条の 2 

 国籍、人種、性別、出身または社会的な地位、財産、宗教、イデオロギーにもとづく差

別、制限の構築、または特権の樹立は、これを禁止する。 
 
第 7 条の 3 

労働者の割り当て作業または職務の性質上及び必要上、使用者がその労働者の権利と自

由を制限する場合、その使用者はそうした行為を正当化する根拠を示さなければならない。 
 
第 7 条の 4 

 使用者は労働者の雇用に際し、就業させる仕事の性質上関係ある場合を除き、労働者の

私生活、イデオロギー、配偶者の有無、政党員か否か、宗教、妊娠の有無について質問し

てはならない。 
 
第 7 条の 5 

 上記第 7 条の 4 に違反し使用者が労働者にかかる禁止事項の質問を行った場合、労働者

は返答する義務を負わない。 
 
第 2 章 労働協約と団体交渉(Collective Agreement and Bargaining) 
 
第 8 条 労働協約と団体交渉に関する基本原則 
 
第 8 条の 1 

 労働協約または団体交渉を締結するときは、次の基本理念に従わなければならない。 
 
第 8 条の 1の 1 

 公開性 
 
第 8 条の 1の 2 

 労働法の遵守 
 
第 8 条の 1の 3 
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 交渉当事者双方から同数の代表が出席していること 
 
第 8 条の 1の 4 

 当事者の交渉能力が同レベルにあること 
 
第 8 条の 1の 5 

 労働協約及び団体交渉の諸問題ついての充分な討議 
 
第 8 条の 1の 6 

 義務項目が自発的に遂行されること 
 
第 8 条の 1の 7 

 当事者の義務項目の限定性 
 
第 9 条 情報の提供 
 
第 9 条の 1 

 国の関係機関及び使用者は労働者の代表に対し、労働協約または団体交渉の交渉過程で、

要求されたすべての情報を提供する義務を負う。 
 
第 9 条の 2 

 交渉当事者は、労働協約または団体交渉の進展具合及び実施状況を監視する際には、そ

の所有するすべての情報を交換しなければならない。 
 
第 10 条 第 3者の関与の禁止 
 
第 10 条の 1 

 労働協約及び団体交渉を締結し実施する過程では、無関係な第 3 者が関与すること、当

事者の権利の行使を妨害すること、または、政府、非政府組織、宗教団体、政党、無関係

な市民、もしくは無関係な官吏が当事者の法律上の諸利益を制限することは、これを禁止

する。 
 
第 11 条 労働協約と団体交渉の開始 
 
第 11 条の 1 

 どのような者も、労働協約または団体交渉を修正、変更、及び作成するための交渉を開

始することができる。 
 
第 11 条の 2 

 労働協約及び団体交渉を求める当事者は、もう一方の当事者に対し、その意志を書面で

通知しなければならない。 
 
第 11 条の 3 

 使用者に代わって交渉を行う権利は、本法律第 3 条の 1 の 6 で規定されたとおり、使用

者を代表する者によって行使されなければならない。 
 
第 11 条の 4 

 本法律第 3 条の 1 の 7 に定められた使用者の代表は、使用者に代わって労働協約を作成

し団体交渉を行う権利を有する。 
 
第 11 条の 5 

 関係労働組合が、国レベル、地域レベル、もしくは行政管轄区レベル、または特定の経

済部門や特定の職業、または企業もしくは組織に複数存在する場合、係る労働組合は、そ

の構成員の人数に比例した代表者を通じ労働協約または団体交渉の話し合いと締結に参加

するものとする。 
 
第 12 条 交渉の実施 
 
第 12 条の 1 
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 交渉当事者双方は話し合いにより労働協約を作成し、団体交渉を行わなければならない。 
 
第 12 条の 2 

 交渉を開始する当事者は、交渉の主題及び求める労働協約または団体交渉の要求事項と

条件を盛り込んだ文書を作成するか、または、そうした契約、交渉の修正条項、もしくは

追加条項を明記した草案を作成しなければならない。及び、その草案に、交渉の時と場所

を示した通知書を添付し、相手方当事者あて配布しなければならない。 
 
第 12 条の 3 

 交渉に関する通知書を受け取った相手方当事者は、受領後 5 労働日以内に書面で回答し

なければならない。 
 
第 12 条の 4 

 交渉に関する通知書を受け取った相手方当事者は、次の期間内に交渉を開始する義務を

負う。 
 
第 12 条の 4 の 1 

 労働協約作成のための交渉に関する通知書、またはそうした契約事項の修正もしくは追

加に関する通知書の場合は、受領後 10 労働日以内。 
 
第 12 条の 4 の 2 

 団体交渉を成立させるための話し合いに関する通知書の場合は、受領後 15 労働日以内。 
 
第 12 条の 5 

 通知書を受け取った相手方当事者が、上記第 12 条の 3 及び第 12 条の 4 に明記された期

間内に回答しない場合、または交渉を開始しない場合、または交渉の過程で解決不能な問

題が発生した場合、こうした問題は本法律第 10 章の規定に基づいて処理されなければなら

ない。 
 
第 12 条の 6 

 交渉に参加している当事者双方は、交渉過程で得られた極秘情報、または業界の機密情

報守秘義務を負う。 
 
第 12 条の 7 

 交渉の過程で発生する費用、たとえば当事者双方合意の下にその交渉に参加している専

門家へ支払う報酬やその他の費用は、適用される労働協約及び団体交渉で定められた規則

に従い賄う。 
 
第 12 条の 8 

 組合の代表に選ばれた者、及び非組合の代表に選ばれた者が本来の職務に就いたまま交

渉に参加している場合、使用者は、その者の上司から前もって提出された許可書を受け取

ることなしにその者に罰則を課すこと、交渉の途中または交渉終結後 1 年以内にその者を

他の部署へ配置換えすること、及び当該期間中にその者の雇用を中止することはしてはな

らない。 
 
第 12 条の 9 

 当事者の代表全員が労働協約または団体交渉に署名した場合、その交渉は締結されたも

のとみなされる。 
 
第 13 条 労働協約と団体交渉の範囲 
 
第 13 条の 1 

 労働協約と団体交渉は、交渉に参加した全使用者及び全労働者に適用され、かつ、その

使用者と労働者の、労働に関する権利及び法的な利益を定める。 
 
第 14 条 労働協約と団体交渉の成立 
 
第 14 条の 1 
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 労働協約及び団体交渉を成立させる場合には、本法律第 12 条の規定を遵守しなくてはな

らない。 
 
第 14 条の 2 

 企業または組織におけるすべての部署の労働者の権利と義務、及びその使用者の権利と

義務は、単一の労働協約または団体交渉によって定められなければならない。 
 
第 14 条の 3 

 団体交渉を開始する人数に関わりなく、(※)当該レベル毎にひとつの団体交渉が成立す

る。 

(※)註：各レベルについては 20 条の 3 参照 
 
第 14 条の 4 

 使用者は労働協約または団体交渉の折衝過程で交渉当事者に対し、関連情報、文具、事

務機器、労働時間外に行われる会合のための部屋を提供し、交渉当事者が行う宣伝活動、

世論喚起活動、及び広告活動を支援する義務を負う。 
 
第 14 条の 5 

 労働協約は最低 1 年、団体交渉は最低 2 年の有効期限付きで成立させなくてはならない。 
 
第 15 条 労働協約と団体交渉の登録 
 
第 15 条の 1 

 使用者は労働協約または団体交渉締結後 10 日以内に、その企業が活動の本拠地としてい

る Soum(州)または行政区の知事に対し、その労働協約または団体交渉を送付し登録しなく

てはならない。 
 
第 15 条の 2 

 特定経済部門、特定地域、特定 Aimag(郡)、特定首都、または特定職業に働く労働者に

関する団体交渉は、団体協議締結後 10 日以内に、労働問題を担当する国の行政機関に登録

されなくてはならない。 
 
第 15 条の 3 

 特定 Soum(州)または特定行政区で雇用された労働者に関する団体交渉は、関係

Aimag(郡)、または首都の知事の事務所に対し、交渉締結後 15 日以内に登録されなければ

ならない。 
 
第 15 条の 4 

 本条で定められた労働協約もしくは団体交渉の登録機関は、登録用に送付された労働協

約及び団体交渉の受領後 10 労働日以内にその労働協約または団体交渉の再検討を行い、そ

れらが本法律を遵守しているものである場合、登録を行わなくてはならない。 
 
第 15 条の 5 

 労働協約もしくは団体交渉のうち、登録されていないもの、または本法律に抵触するも

の、または本法律に拠らず労働者の権利が制限されているものは無効とみなされ効力を持

たない。 
 
第 16 条 労働協約と団体交渉の履行 
 
第 16 条の 1 

 労働協約と団体交渉は、前述第 15 条で定められたように登録の完了をもって有効とされ

効力を発する。 
 
第 16 条の 2 

 企業または組織の在籍地の変更、もしくは管理機構の変更、組織変更は、これを労働協

約または団体交渉を終了する根拠としてはならない。 
 
第 16 条の 3 
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 企業もしくは組織が組織改正を行う場合、またはその所有者が代わる場合、労働協約も

しくは団体交渉の変更または修正に係る項目は、使用者と労働者の代表の間で交渉により

解決されなくてはならない。 
 
第 16 条の 4 

 企業または組織が労働法に基づき解散する場合、該当する労働協約または団体交渉の規

定条項も同様に消滅する。 
 
第 16 条の 5 

 労働協約または団体交渉の修正に関わる事項は、関係の契約書及び団体交渉の規定に従

い当事者間の合意により解決されなくてはならない。労働協約または団体交渉にそうした

修正事項の規定がない場合は、その労働協約または団体交渉を成立させる際用いられた交

渉手順に従わなくてはならない。 
 
第 17 条 当事者による労働協約と団体交渉の監視 
 
第 17 条の 1 

 労働協約の実施は、労使双方または労使双方の代表がこれを監視しなくてはならない。 
 
第 17 条の 2 

 Aimag(郡)、首都、Soum(州)、または行政区レベルで成立した団体交渉の実施については、

当事者または当事者の代表、及び労働問題を担当する国の行政機関、または該当

Aimag(郡)、該当首都、該当 Soum(州)、もしくは行政区の知事がこれを監視しなくてはな

らない。 
 
第 17 条の 3 

 当事者は監視を行う過程で、労働協約または団体交渉に関わる情報のうち所有するすべ

ての情報を交換しなければならない。 
 
第 17 条の 4 

 当事者は、2 年に 1 回、または労働協約あるいは団体交渉で定められた時期に、個別に

あるいは労使共同で労働協約または団体交渉の実施状況を評価し、その評価結果を労働者

全員に通知しなくてはならない。 
 
第 18 条 労働協約の規制を受ける諸関係 
 
第 18 条の 1 

 以下のことがらについては、本法律で特に定めがない限り、適用される労働協約で定め

なくてはならない。 
 
第 18 条の 1 の 1 

 労働者の基本賃金の額の設定、引き上げ並びに基本賃金の支給形式、支給日、特別給、

追加給、特別賞与、追加年金、特別手当、その他手当、支給額及び生産量の割り当て高の

設定と変更 
 
第 18 条の 1 の 2 

 特殊教育と再教育の必須項目、就業時教育、雇用保証条項 
 
第 18 条の 1 の 3 

 労働時間と休憩の時間割作成 
 
第 18 条の 1 の 4 

 妊娠女性、未成年者、身体障害者または機能損傷のある労働者等の労働者のための労働

安全衛生状況の改善 
 
第 18 条の 1 の 5 

 使用者の企業もしくは組織、またはその支店、営業所が、再編成される場合、あるいは

私有化される場合に、労働者の法的な権利と利益を守ること 
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第 18 条の 1 の 6 

 インフレ率または外貨交換率の低下に基づき賃金を調整すること 
 
第 18 条の 1 の 7 

 使用者の社会年金プログラムの負担額を決定すること 
 
第 18 条の 1 の 8 

 生態環境安全と労働安全衛生に関する基準及び要請事項を遵守すること 
 
第 18 条の 1 の 9 

 作業を行いつつ、訓練を受ける労働者の作業量の軽減措置を講じること 
 
第 18 条の 1 の 10 

 企業または組織による労働者のための住居の建設と利用、並びに幼稚園及び就学前デイ

ケアセンター、社会的文化的な目的のための建物の設立、並びに子供の多い労働者、所帯

主となる未婚の母親労働者または父親労働者、または障害児を持つ労働者の作業量軽減措

置、並びに職業性疾病、急性中毒、または、労働災害により健康障害を持つ労働者の生活

水準の改善、並びに、企業または組織に雇用されたのち障害者となった、あるいは高齢化

した労働者に関することがら 
 
第 18 条の 1 の 11 

 組合、その構成員、またはその他選出された労働者の代表に対し、組合活動を行う機会

と条件を与えること 
 
第 18 条の 2 

 労働協約で保障された労働者の権利を本法律で保障された労働者の権利より労働者にと

って有利なものとすることができる。 
 
第 18 条の 3 

 労働協約には、雇用契約、労使双方への通達、及び交渉を行う際の手順を作成し監視す

るための規定、並びに、2 者間及び 3 者間の労働関係を発展させるための規定が含まれな

くてはならない。 
 
第 19 条 団体交渉の規制を受ける諸関係 
 
第 19 条の 1 

 以下の労働に係る利害関係は、団体交渉により規定されるものとする。 
 
第 19 条の 1 の 1 

 労働利害関係についての諸方針、たとえば社会保障に関する権利や市民の働く権利と法

的な利益などに関する一般的なことがらは、全国レベルの団体交渉で決定されるものとす

る。 
 
第 19 条の 1 の 2 

 業務、特殊な技能を持った労働者の賃金、労働条件、労働組織、及び生産高の割り当て

に関する一般的なことがらは、産業部門レベルの団体協議で決定されるものとする。 
 
第 19 条の 1 の 3 

 最低賃金、補償、市民の働く権利、及び、関連の法的な利益に関する一般的なことがら

は、地域レベルの団体交渉で決定されるものとする。 
 
第 19 条の 1 の 4 

 管理部門労働者または地域単位の労働者の雇用と労働利害関係に関する一般的なことが

らは、Aimag(郡)レベル、首都レベル、Soum(州)レベル、または行政地区レベルの団体交渉

で決定されるものとする。 
 
第 19 条の 1 の 5 
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 特殊な職業に従事する労働者の労働関係一般項目は、専門職の報酬に関する協議で定め

られるものとする。 
 
第 20 条 団体交渉に参加する当事者 
 
第 20 条の 1 

 本法律第 3 条の 1 の 6 及び第 3 条の 1 の 7 で規定された労使双方の代表者に加え、国の

関連行政機関からの代表者も団体交渉に参加できる。 
 
第 20 条の 2 

 参加当事者により、団体交渉は 2 者による協議または 3 者による協議とすることができ

る。 
 
第 20 条の 3 

 議題の範囲、また参加当事者に基づき、団体交渉は次の種類のどれかに該当しなくては

ならない。国レベル；全国団体交渉または産業部門別団体交渉。行政単位レベルまたは地

域単位レベル；地域別団体交渉、Aimag(郡)別団体交渉、首都別団体交渉、Soum(州)別また

は行政地区別団体交渉。特定職業レベル；専門職の料率に関する団体交渉 
 
第 20 条の 4 

 団体交渉の種類に基づき、次の当事者が当該交渉に参加するものとする。 
 
第 20 条の 4 の 1 

 全国団体交渉；中央政府、使用者と労働者の権利及び法的な利益を代表し擁護する全国

組織の団体 
 
第 20 条の 4 の 2 

 産業部門別団体交渉；当該産業部門を担当する国の行政機関、使用者と労働者の権利及

び法的な利益を代表し擁護する団体 
 
第 20 条の 4 の 3 

 地域別団体交渉；或る地域の知事、使用者と労働者の権利及び法的な利益を代表し擁護

する組織のうち当該地域に所在するもの 
 
第 20 条の 4 の 4 

 Aimag(郡)別、首都別、Soum(州)別、または行政地区別団体交渉；当該地域の知事、使用

者と労働者の権利及び法的な利益を代表し擁護する関連組織 
 
第 20 条の 4 の 5 

 専門職の料率の取り決め；特定職業の諸問題を担当する国の行政団体、使用者と労働者

の権利及び法的な利益を代表する組織 
 
 
第 3 章 雇用契約 
 
第 21 条 雇用契約 
 
第 21 条の 1 

 次の基本項目は雇用契約で定めるものとする。 
 
第 21 条の 1 の 1 

 雇用される地位または役職 
 
第 21 条の 1 の 2 

 行うべき職務と作業 
 
第 21 条の 1 の 3 

 基本給と職務給 
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第 21 条の 1 の 4 

 労働条件 
 
第 21 条の 2 

 雇用契約に関わらないものが雇用契約の諸規定を一方的に修正することはこれを禁止す

る。 
 
第 21 条の 3 

 雇用契約に関する交渉の過程で先の本法律第 21 条の 1に規定された基本条件のすべてが

合意に至らない場合には、雇用契約は成立しないものとみなされる。 
 
第 21 条の 4 

 雇用契約は、本法律、該当労働協約、及び団体交渉を遵守するものでなくてはならない。 
 
第 21 条の 5 

 雇用契約の諸条件が、本法律または該当する労働協約あるいは団体協議により不利な場

合には、当該雇用契約条件は無効とされる。 
 
第 21 条の 6 

 雇用契約の当事者は、本法律第 21 条の 1に示された基本条件に加え、雇用契約の諸条件

に合意してもよい。 
 
第 21 条の 7 

 雇用契約は署名された日から有効とする。 
 
第 22 条 独立契約 
 
第 22 条の 1 

 所有権もしくはその所有権を授権された者または使用者は、特殊な才能、特殊な技能を

持った個人と、独立契約を結ぶことができる。 
 
第 22 条の 2 

 第 22 条の 1により成立する独立契約が関わるところの職務または役職についての一覧表

は、労働問題を担当する政府閣僚によって作成されるものとする。 
 
第 23 条 雇用契約の期間 
 
第 23 条の 1 

 雇用契約の期間は、期限付きまたは無期限のどちらでもよい。 
 
第 23 条の 2 

 雇用契約の期間は、遂行する職務内容に基づき当事者間で決定される。 
 
第 23 条の 3 

 雇用契約の期間が終了し、かつ、労使双方が契約の修了を望まず、労働者が作業を続け

る場合には、こうした雇用契約は、契約上に当初明記された期間につき延長されたとみな

される。 
 
第 24 条 雇用契約の成立 
 
第 24 条の 1 

 使用者は、労働者と文書による雇用契約を結び、契約書のコピー1 部を労働者に与えな

くてはならない。 
 
第 24 条の 2 

 使用者が、同一作業場に複数の労働者を雇う場合には、それぞれの労働者と個別に雇用

契約を結ばなくてはならない。 
 
第 24 条の 3 
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 雇用契約が文書で交わされていない場合、使用者は労働者に対し、いかなる作業、職務

の遂行も求めてはならない。 
 
第 25 条 独立した契約の成立とその内容 
 
第 25 条の 1 

 独立した契約は文書で交わされなくてはならない。 
 
第 25 条の 2 

 独立した契約の契約期間は 5年を超えてはならない。 
 
第 25 条の 3 

 独立した契約は、契約期間、労働者の行う作業、労働者の職務、独立した契約を履行す

る際の評価基準、労働者の管理下におかれる資産についての記述、所有に関する規定、こ

の資産の使用と譲渡、賃金、労働者の社会保障、労働者との利益配分措置、ならびに使用

者の義務項目を明記しなくてはならない。 
 
第 25 条の 4 

 独立した契約に基づいて行われた業績を評価した結果、その労働者が充分に職務を履行

したと認められる場合には、その独立した契約を延長することができる。 
 
第 26 条 複数の業務または職務への同時就労 
 
第 26 条の 1 

 労働者は一定の労働時間の範囲内で、雇用契約条項で認められるならば、使用者または

他の組織のために同時就労すること、使用者のために他の職務を兼任すること、または、

使用者の合意が得られる場合、欠勤者の職務を代行することができる。いずれの場合もそ

の労働者の作業量は増える可能性がある。 
 
第 26 条の 2 

 労働者は、第 28 条で定められた場合を除き、複数の使用者と複数の雇用契約を結ぶこと

ができる。 
 
第 27 条 関係当事者に関する禁止事項 
 
第 27 条の 1 

 国営企業または半官半民企業に働く労働者の家族または親戚は、その労働者の労働を管

理監督してはならない。 
 
第 28 条 複数の使用者の下での同時就労 
 
第 28 条の 1 

 国営企業の労働者で、その職務がその企業の財産処理に関わる者、またはこうした企業

の管理監督的な立場にある者は、類似の業務を行っている他のいかなる企業においても、

同時に類似の仕事に就くこと、または管理監督的な地位に就くことは、してはならない。 
 
第 28 条の 2 

 第 28 条の 1は、同時雇用(simultaneous employment)にも適用される。 
 
第 28 条の 3 

 使用者が本条に違反した結果生じる損失または損害は、すべて労働者の責任に帰するも

のとする。 
 
第 29 条 法的不適格による雇用契約破棄の期間 
 
第 29 条の 1 

 使用者と、法的資格を欠いている者または法的資格が制限されている者との間で交わさ

れる雇用契約は、その労働者が職務を中止した時点で失効するとみなされる。 
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第 30 条 雇用契約の特定条項の無効化 
 
第 30 条の 1 

 雇用契約の条項の一部失効が決定されても、その雇用契約のその他の条項の効力には影

響を及ぼさないものとする。 
 
第 31 条 雇用契約に規定されていない業務への就労の禁止 
 
第 31 条の 1 

 使用者は、本法律に規定されていない限り、労働者に対し、雇用契約条項に規定されて

いない業務への就労を求めてはならない。 
 
第 32 条 やむを得ない業務上の要求による労働者の他の業務への一時的転換 
 
第 32 条の 1 

 自然災害または労働災害を防止するため、並びに、その災害から派生する重大な事象を

取り除くため避けられない必要性が生じた場合、あるいは、予測できない状況により使用

者の組織活動が阻害された場合、使用者は労働者を契約に規定されていない他の業務へ 45

日を限度として転換させてもよい。 
 
第 33 条 休業期間中の労働者の他の業務への一時的転換 
 
第 33 条の 1 

 使用者は労働者の同意があれば、労働者をその休業期間中に、雇用契約に規定されてい

ないその組織内の業務、または他の組織内の業務に転換させることができる。 
 
第 34 条 健康上の理由による労働者の他の業務への転換 
 
第 34 条の 1 

 関係する労働医事専門家委員会によりその労働条件が労働者の健康に悪影響を与えてい

ると判断される場合、労働者の合意の上でその労働者はその組織内で、そうした労働条件

のない他の業務へ転換することができる。 
 
第 35 条 労働者が職務を遂行していない期間中の業務または地位の維持 

第 35 条の 1 

労働者は次の状況下では、与えられた職務を遂行していない場合でも職または地位を維持

するものとする。 
 
第 35 条の 1 の 1 

 労働者が、3か月を限度として国の組織に代わり特殊業務を行っている場合 
 
第 35 条の 1 の 2 

 労働者が年次休暇を取得している場合 
 
第 35 条の 1 の 3 

 労働者が健康診断を受けている場合、ドナーとして行動している場合、使用者の許可を

得て休職している場合、または医者の証明書により休職している場合 
 
第 35 条の 1 の 4 

 労働者が妊娠休暇、出産休暇、または乳幼児ケアのための休暇を取得している場合 
 
第 35 条の 1 の 5 

 労働者が、労働協約もしくは団体交渉に入るための協議や交渉を行っている場合、また

は、合法的に組織されたストライキを行っている場合 
 
第 35 条の 1 の 6 

 労働者が、軍事行動委員会から、軍務中のレポートを提出するよう求められている場合 
 
第 35 条の 1 の 7 
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 その他、本法律で規定されている場合、関連の労働協約で規定されている場合、及び雇

用契約で規定されている場合 
 
第 36 条 労働者の以前の業務または部署への復職 
 
第 36 条の 1 

 使用者は次の状況下では、労働者を以前の業務または部署へ復職させなくてはならない。 
 
第 36 条の 1 の 1 

 労働者が労働災害、中毒、職業性疾病のために障害を受け雇用契約が終了した場合、そ

の労働者は、そうした障害の回復後 1か月以内に復職できる。 
 
第 36 条の 1 の 2 

 裁判所により、その労働者は理由なく解雇され復職すべきと判断された場合 
 
第 36 条の 1 の 3 

 その他法律により定められた場合 
 
第 36 条の 2 

 労働者が従事していた職または地位が廃止された場合、使用者はその労働者との間で交

わされる合意に基づき、その労働者を雇用し類似の職または地位を与えなくてはならない。 
 
第 36 条の 3 

 労働者の職や地位が、第 40 条の 1の 1に従い廃止され、さらに、その後 3か月以内にそ

の職または地位が再び設置され、その地位を廃止したことが不合理であったと判断される

場合には、その労働者はその職または地位へ復職するものとする。 
 
第 37 条 雇用契約終了の根拠 
 
第 37 条の 1  

 雇用契約は次の場合には終了する。 
 
第 37 条の 1 の 1 

 契約当事者が終了させることに合意した場合 
 
第 37 条の 1 の 2 

 使用者または労働者の一方が死亡した場合 
 
第 37 条の 1 の 3 

 契約期間が失効し、当事者がその契約を延長させないことを選ぶ場合 
 
第 37 条の 1 の 4 

 権限のある組織が法律に基づき雇用契約の終了を要請した場合 
 
第 37 条の 1 の 5 

 誤って解雇された労働者が、その前職または以前の地位へ復職した場合 
 
第 37 条の 1 の 6 

 労働者が軍務に就くよう要請された場合 
 
第 37 条の 1 の 7 

 労働者が裁判で有罪とされ、その量刑のために職務を遂行することができない場合 
 
第 37 条の 1 の 8 

 使用者または労働者の提案により雇用契約を終了させる場合 
 
第 38 条 雇用契約の終了 
 
第 38 条の 1 次の場合には雇用契約を終了させることができる。 
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第 38 条の 1 の 1 

 労働者から提案された場合 
 
第 38 条の 1 の 2 

 使用者から提案された場合 
 
第 39 条 労働者の意思による雇用契約の終了 
 
第 39 条の 1 

 本法律及び雇用契約に規定されている場合を除き、労働者は使用者に対し雇用契約の終

了を 30 日前に通知することにより離職する権利を有する。この場合、雇用契約は終了した

ものとみなされる。 
 
第 39 条の 2 

 雇用契約は、終了させるに足る妥当な根拠がある場合には、または、使用者と労働者双

方が終了させることに合意した場合には、本法律第 39 条の 1に規定された時限より前に終

了させることができる。 
 
第 40 条 使用者の意思による雇用契約の終了 
 
第 40 条の 1 

 次の根拠が存在する場合には使用者の意思で雇用契約を終了させることができる。 
 
第 40 条の 1 の 1 

 使用者の企業もしくは組織、その支店もしくは職場単位が解散した場合、または、従業

員数が縮小された場合 
 
第 40 条の 1 の 2 

 労働者が専門の資格や能力に欠け、または健康上の理由でその仕事や地位に必要な要件

を満たすことが出来ないと判断された場合 
 
第 40 条の 1 の 3 

 労働者が 60 歳に達し年金受給資格を得た場合 
 
第 40 条の 1 の 4 

 労働者が使用者の懲戒規程に繰り返し違反した場合、または労働者が雇用契約の規定に

より自動的に労働関係が終了するような重大な違反を犯した場合 
 
第 40 条の 1 の 5 

 使用者の資産または資金を担当する労働者が不正を働き、その結果使用者の信頼を失っ

た場合 
 
第 40 条の 1 の 6 

 労働者が、選抜され、使用者の組織内における他の有給業務に任命された場合 
 
第 40 条の 1 の 7 

 その他、雇用契約に明示された場合 
 
第 40 条の 2 

 正当な理由なく解雇された労働者が裁判所の判断により復職した場合、使用者はその解

雇された労働者の業務を代行すべく雇用された新しい労働者との雇用契約を終了し、さら

に可能であれば、その使用者はそうした新人労働者に別の業務を与えなくてはならない。 
 
第 40 条の 3 

 使用者は、その事業が解散する場合を除きいかなる場合も、職や地位が確保されている

労働者との雇用契約を終了してはならない。 
 
第 40 条の 4 
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 企業または組織の所有権の移転、または経営権の移転は、これを雇用契約終了の根拠と

してはならない。 
 
第 40 条の 5 

 第 40 条の 1 の 1 または第 40 条の 1 の 2 にもとづく雇用契約の終了については、遅くと

も終了させる 1 か月前までに労働者に対し通告を行わなければならない。企業または組織

が、解散による雇用契約の終了をすべての労働者に通告する場合は、労働者の代表に対し、

遅くとも解散の 45 日前までに通告し、しかる後、使用者とその労働者の代表者は、本法律

に規定された適切な交渉に入るものとする。 
 
第 41 条 独立契約終了の根拠 
 
第 41 条の 1 

 独立契約は、本法律で先に規定された根拠に加え、次の根拠が存在する場合には使用者

の意思で終了させることができる。 
 
第 41 条の 1 の 1 

 使用者が、労働者に対する評価に基づき、その労働者は正当な理由もなく、独立契約に

対し満足すべき業績を上げていないと判断する場合 
 
第 41 条の 1 の 2 

 労働者が、第 28 条の規定に違反して、重複雇用契約、または他の使用者との間に独立契

約を結んでいる場合 
 
第 41 条の 1 の 3 

 組織または企業の所有権が、その使用者から他の使用者へ移転した時 
 
第 41 条の 1 の 4 

 労働者が労働者の管理下に置かれた所有者の資産を効率悪く、または無駄に取り扱った、

または契約に基づき労働者へ移転された所有者の資産を労働者が浪費した、または、労働

者が所有者から付与された権限の越権行為を行った事実が立証できるとき 
 
第 41 条の 2 

 第 41 条 1 の 3による雇用契約終了の場合、使用者は労働者に対し、雇用契約終了の少な

くとも 2 か月前にはその旨通知し、労働者の平均給与 3 か月分を下回らない額に相当する

金額を支払わなくてはならない。 
 
第 42 条 解雇補償 
 
第 42 条の 1 

 使用者は労働者に対し、第 37 条の 1 の 6、または第 40 条の 1 の 1、または第 40 条の 1

の 2、または第 40 条の 1 の 3 に規定された根拠に基づきその雇用契約が終了した場合には、

労働者の平均給与の少なくとも 1 か月分に相当する額を追加給として支払わなくてはなら

ない。 
 
第 42 条の 2 

 大量の労働者の雇用契約が大規模に終了した場合、使用者から労働者へ支払われる追加

給については、使用者と労働者の代表の間で合意がなされなくてはならない。 

 

第 43 条 雇用の終了と労働者の職務の転換  
 
第 43 条の 1 

 使用者は、労働者との雇用契約を終了させる場合、その労働者の職務を遂行すべく雇用

された新しい労働者へ前労働者の職務を移転するための時間を設け、先の労働者雇用終了

決定書の上に記載しなくてはならない。 
 
第 43 条の 2 
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 雇用契約は、先の労働者が新しい労働者へ職務の移転を完了させた時点をもって終了し

たとみなされる。 
 
第 43 条の 3 

 使用者は契約の終了した労働者に、終了決定書と労働者の社会年金記録を与え、さらに

法律上の規定があれば、終了当日に終了賃金を与えなくてはならない。 
 
第 43 条の 4 

 労働者の要請があれば使用者は労働者に対し、その者の職種、業務、専門分野、地位、

賃金について記載された人物証明書を与えなくてはならない。 
 
第 44 条 一時的停職 
 
第 44 条の 1 

 監督官庁からの合法的な要請があれば、労働者の職務や地位の維持を一時的に中断し、

その労働者への賃金の支払いを停止することができる。 
 
第 45 条 職場での訓練 
 
第 45 条の 1 

 使用者は労働者に対し、専門技能を身に付ける機会を与え再教育訓練を行わなくてはな

らない。 
 
第 45 条の 2 

 職場における理論的かつ実際的な訓練は労働時間内に行うことができる。 
 
第 46 条 社会保険 
 
第 46 条の 1 

 法による定めがない場合、使用者は雇用契約に基づき雇用された労働者に社会保険、健

康保険を与えなければならない。さらに、法の定めるところにより保険料を給与から毎月

控除しなくてはならない。 
 
第 46 条の 2 

 使用者は雇用契約成立後、各労働者に対し社会保険、健康保険の記録帖を開示しなくて

はならない。また、適用される規則に拠り、毎月の社会保険、健康保険の保険料控除と関

係費用についての記録を保存しなくてはならない。 
 
第 46 条の 3 

 労働者が季節労働に従事し、該当する季節にフルタイムで働く場合、その労働者のオフ

シーズンの社会保険料、健康保険料は、法で定めるその職業に対する最低賃金に基づき、

使用者が、その労働者に代わって支わなくてはならない。 
 
第 46 条の 4 

 雇用契約により外国企業または組織で働く労働者の社会保険、健康保険の保険料控除及

び費用については、法の定めるところにより徴収が行われ支払われなくてはならない。 
 
 
第 4 章 賃金 
 
第 47 条 賃金 
 
第 47 条の 1 

 賃金は、基本給、追加給、特別給、及び特別賞与で構成される。 
 
第 48 条 賃金規制 
 
第 48 条の 1 

 最低賃金は法律で定められる。 
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第 48 条の 2 

 特定の職業及び特定の業務の料率及び生産ノルマを示す規範文書は、使用者及び労働者

の権利と法律上の利益を代表し保護するところの国内団体からの申し出に基づき、労働問

題を担当する中央行政機関で作られる。 
 
第 48 条の 3 

 使用者は、適用される法律、労働協約、及び団体交渉に基づき、つぎの規則を採択しな

くてはならない。 
 
第 48 条の 3 の 1 

 業務と地位の一覧表 
 
第 48 条の 3 の 2 

 業務と地位の規範文書 
 
第 48 条の 3 の 3 

 生産ノルマ 
 
第 48 条の 3 の 4 

 基本給及び、追加給、特別給、特別賞与を受けるための資格基準 
 
第 49 条 賃金支払いの原則と形態 
 
第 49 条の 1 

 賃金は、業績またはその他の基準により時間給で支払うことができる。 
 
第 49 条の 2 

 同一の業務を行う男性労働者及び女性労働者には同一額の賃金を支払わなくてはならな

い。 
 
第 49 条の 3 

 特殊性、知識、または専門性を求められる業務に対しては、相対的に高い賃金を支払わ

なくてはならない。 
 
第 50 条 追加給 
 
第 50 条の 1 

 労働者は基本賃金に加え業績により追加給を受け取ることができる。 
 
第 50 条の 2 

 追加給は労働者の基本賃金に基づき計算されなくてはならず、つぎの場合に決定され支

払われなくてはならない。つまり、労働者が基本職務の他に同時に他の業務または地位に

も就いた場合、休職労働者の代わりに働いた場合、または業務内容説明書に記載されてい

ない職務を追加で行った場合、または定常勤務時間外に働いた場合。 
 
第 50 条の 3 

 追加給は、適用される労働協約に基づき決定され労働者の合意を得なくてはならない。 
 
第 51 条 特別給 
 
第 51 条の 1 

 特殊な条件のもとに行われた作業または専門知識を必要とする作業に対する特別給は、

関連の労働協約の規定に従い、その労働者の業務内容説明書を考慮に入れ、決定され、支

払われなくてはならない。 
 
第 52 条 祝祭日労働に対する追加給 
 
第 52 条の 1 



 - 231 - 

 労働者が祝祭日に働き、その祝祭日労働日数に相当する休暇日数を与えられない場合、

その労働者はその労働の対価として、その者の平均賃金を 2 倍した支払い額を受け取るも

のとする。 
 
第 53 条 時間外または週休日の労働に対する追加給 
 
第 53 条の 1 

 労働者が時間外または週休日に働き、その日数に相当する休暇を与えられない場合、そ

の労働者はその労働の対価として、その者の平均賃金の少なくとも 1.5 倍に相当する追加

給を受け取るものとする。 
 
第 53 条の 2 

 第 53 条の 1に定める追加給に関する取り決めについては、該当する労働協約及び雇用契

約が優先する。 
 
第 54 条 夜間労働に対する追加給 
 
第 54 条の 1 

 労働者が夜間に勤務し、その夜間労働時間に見合った休養時間を通常勤務時間内にもら

えない場合、適用される労働協約及び雇用契約に従い特別給を受け取るものとする。 
 
第 55 条 有給休暇中の賃金 
 
第 55 条の 1 

 有給休暇中の労働者に対しては、有給休暇給が支払われなくてはならない。 
 
第 55 条の 2 

 有給休暇給の額は、その労働者が働く年の平均賃金に基づき、適用される労働協約また

は雇用契約の中で決定される。 
 
第 56 条 休業中の賃金  
 
第 56 条の 1 

 労働者が、休業中に、自らの過失ではなく使用者の事業との関連で他の業務へ転換する

ことができない場合、その労働者は、適用される労働協約に示された額を受け取るものと

する。 
 
第 56 条の 2 

 労働協約で定められる休業期間中の賃金は、その労働者の基本給の少なくとも 60％に相

当する額とし、また、業務内容説明書の記載事項により受け取り可能な最低賃金を下回っ

てはならない。 
 
第 56 条の 3 

 労働者が自らの行為を原因として休業した場合、その労働者には休業期間中の賃金を受

ける権利は与えられない。 
 
第 56 条の 4 

 労働者が休業期間中に使用者のために他の業務を行う場合、その労働者はその業務内容

に準じて支払いを受けるものとするが、その支払い額はいかなる場合も前述の平均賃金を

下回ってはならない。 
 
第 57 条 やむを得ない理由により他の業務に一時的に転換された労働者の賃金 
 
第 57 条の 1 

 第 33 条により労働者が他の業務に転換され、その転換により、新しい業務の賃金がそれ

までの賃金を下回る場合、その労働者は、新しい業務の賃金に加え、新旧賃金の差額を受

け取る権利を有する。 
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第 58 条 18 歳未満の労働者の賃金 
 
第 58 条の 1 

 18 歳未満の労働者の賃金は作業単位または時間給単位で計算することができ、さらに、

18 歳未満の労働者の短縮された労働時間は労働時間とみなされ、この短縮時間に対し基本

時間給を支払わなくてはならない。 
 
第 59 条 職務の転換中の賃金 
 
第 59 条の 1 

 労働者がある使用者から他の使用者へ職務の転換を行う間は、前使用者がひきつづき賃

金を支払わなくてはならない。 
 
第 59 条の 2 

 職務転換が使用者側の事由により予定された期限内に終了しない場合、その使用者はこ

の職務転換を完遂させるまでその労働者に対し賃金を支払い続けなくてはならない。 
 
第 59 条の 3 

 職務転換が労働者側の事由により予定された期限内に終了しない場合、その労働者はこ

の職務転換を完遂させるまでの間の賃金を受ける資格を失うものとする。 
 
第 60 条 賃金支払いの時期 
 
第 60 条の 1 

 労働者への賃金は、少なくとも月 2回定められた日に支払われなくてはならない。 
 
第 60 条の 2 

 賃金は、時間給、日給、または週給計算に基づいて支払うことができる。 
 
第 60 条の 3 

 労働者からの要請があれば、前払いを行ってもよい。 
 
 
第 61 条 賃金の形態 

 
第 61 条の 1 
 基本給、追加給、特別給、及びその他の賃金は現金で支払われなければならない。 
 
第 62 条 賃金変更の通知 
 
第 62 条の 1 

 使用者が労働協約の規定に基づき労働者の賃金の額または支払い形態の変更を決定する

場合、その使用者は労働者に対し変更実施日の少なくとも 10 日前までに通知し、関係する

雇用契約条項を修正しなくてはならない。 
 
第 63 条 賃金からの控除 － 控除額の制限 
 
第 63 条の 1 

 労働者の賃金からの控除は次の場合に限り行うことができる。 
 
第 63 条の 1 の 1 

 使用者は労働者に対しその労働者が自分で発生させた損失または損害を弁済しなくては

ならないと要求することができ、この場合この弁済額はその労働者の月平均賃金を上限と

しこれを超えてはならない。 
 
第 63 条の 1 の 2 

 法律で定めるその他のケース 
 
第 63 条の 2 
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 労働者の月間賃金からの控除額は、控除措置 1 件につき(源泉徴収される所得税を除い

た)賃金の 20％を超えてはならないが、児童扶養手当の支払いが行われている場合、また

は控除措置が複数行われる場合、こうした控除額の総額はその労働者の月間賃金の 50％を

超えてはならない。 
 
第 63 条の 3 

 労働者が使用者からの控除請求または控除額の計算に異議がある場合、その労働者は関

係する労使紛争調停委員会に苦情を申し立てることができる。 
 
第 63 条の 4 

 労働者の月平均賃金を超える控除額に対する苦情申し立ては、法廷に対し行わなくては

ならない。 
 
第 63 条の 5 

 使用者が労働者の賃金から違法に控除を行った場合、その労働者は、関係する労使紛争

調停委員会に対し異議申し立てを行うことができる。 
 
第 64 条 地位が維持されている労働者への特別手当と支払い 
 
第 64 条の 1 

 労働者が、第 35 条の 1の 3により健康診断を受けている場合またはドナーとして献血行

為を行っている場合、第 35 条の 1の 5により労働協約の作成または団体交渉に関わってい

る場合、または、第 35 条の 1 の 1 及び第 35 条の 1 の 6 が定める場合、その労働者は引き

続き月平均賃金を受け取る資格を有するものとする。 
 
第 64 条の 2 

 第 35 条に定める場合の手当て及び支払いについては、第 64 条の 1 に定める場合を除き、

本法律、関係する法律、労働協約及び団体交渉、及び雇用契約の条項を適用するものとす

る。 
 
第 65 条 他の場所へ配置転換された場合の補償 
 
第 65 条の 1 

 労働者が他の Aimag(郡)、都市、Soum(州)、または Khoroo にある他の団体へ配置転換さ

れた場合、その労働者と家族が要する交通費及び日当は転換先の組織が負担するものとす

る。 
 
第 66 条 妥当な理由による欠勤期間中の支払い 
 
第 66 条の 1 

 労働者が、自然災害、社会騒乱、またはその他妥当な理由により職場へ赴くことができ

ない場合、その労働者はその欠勤期間中その者の基本給の 50％を受け取る資格を有する。 
 
第 66 条の 2 

 その労働者が、第 66 条の 1に定めるあらゆる自然災害または社会騒乱がもたらす不安状

態の秩序を回復させる活動に参加する場合、その労働者はその者の基本給を受け取る資格

を有する。 
 
第 67 条 労働時間短縮中の賃金 
 
第 67 条の 1 

 第 71 条の 1、第 71 条の 2、及び第 71 条の 4 に定める労働者の短縮労働時間は、労働時

間とみなされ、その労働者は、その者の平均賃金に基づいた賃金を受け取る資格を有する。 
 
第 67 条の 2 

 労働者が第 71 条の 3 及び第 71 条の 5 により労働時間の短縮を受けた場合、その労働者

はその者の過去 6 か月にわたる賃金の平均に基づき計算された額を受け取る資格を有する。 
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第 68 条 健康に反しない他の業務に転換された労働者の賃金における差異 
 
第 68 条の 1 

 妊娠をしている労働者または授乳中の労働者が、第 107 条の 1 の定めるところにより健

康を理由として配置転換され、その者の賃金が配置転換先の仕事内容のため減額となった

場合、その労働者は配置転換先の賃金に加え以前の賃金と新しく受け取る賃金との差額を

受け取る資格を有する。 
 
第 68 条の 2 

 労働者が第 34 条の定めるところにより健康を理由として転換され、その者の賃金が転換

先の仕事内容のため減額となった場合、その労働者は転換先の賃金に加え過去 6 か月間の

平均賃金と新しく受け取る賃金との差額を受け取る資格を有する。 
 
第 69 条 不当な解雇または転換に対する支払い 
 
第 69 条の 1 

 労働者が第 32 条の 1及び 2の定めるところにより前職または以前の地位に復職した場合、

その労働者は休職期間または減額された賃金額を受け取っていた期間について、以前の平

均賃金または、以前の賃金と減額された賃金との差により生じた差額を受け取る資格を有

する。 
 
 
第 5 章 労働時間及び休憩 
 
第 70 条 労働時間 
 
第 70 条の 1 

 週の労働時間は 40 時間を超えてはならない。 
 
第 70 条の 2 

 通常の労働日の労働時間は 8時間を超えてはならない。 
 
第 70 条の 3 

 連続する労働日 2日間の完全休養時間は 12 時間を下回ってはならない。 
 
第 71 条 労働時間の短縮 
 
第 71 条の 1 

 14 歳から 15 歳の労働者の週当たり労働時間は 30 時間を、16 歳から 17 歳の労働者の労

働時間は 36 時間を超えてはならない。 
 
第 71 条の 2 

 労働基準団体または専門の団体が行った職場の評価によりある権限をもつ組織がその職

場の異常な労働条件につき決定を行った場合、使用者はこの決定に従い労働時間の調整を

行わなくてはならない。 
 
第 71 条の 3 

 労働者の労働時間は、関係する労働医事専門家委員会からの命令があれば短縮されなく

てはならない。 
 
第 71 条の 4 

 労働者が専門訓練コースまたは再訓練コースに参加している場合、使用者はその者の労

働時間を短縮しなくてはならない。 
 
第 71 条の 5 

 身体障害者または矮小体躯の労働者の労働時間は、その者の意見を考慮した上で作業の

内容に応じて短縮してもよい。 
 
第 72 条 夜間労働時間 
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第 72 条の 1 

 現地時間午後 10 時から午前 6時までの間を夜間労働時間とする。 
 
第 73 条 総労働時間 
 
第 73 条の 1 

 作業の内容により一日労働時間または週労働時間規程に従うことが不可能な場合は、働

いた総労働時間に基づき労働時間を計算してもよい。 
 
第 73 条の 2 

 第 73 条の 1により計算される総労働時間は、その労働者が通常の 1日あたり労働時間ま

たは週労働時間に基づき働いたと仮定される総労働時間を超えてはならない。 
 
第 73 条の 3 

 政府は労働時間を計算する際に用いられる規則を公表しなくてはならない。 
 
第 73 条の 4 

 許可された総労働時間計算業務を行うことにより労働者の休暇の権利を制限する、また

は源泉徴収されている社会保険支払い期間の計算に不利な影響を与えることはしてはなら

ない。 
 
 
第 74 条 時間外労働に関する制限 
 
第 74 条の 1 

 使用者の意思で、一日当たりの労働時間が関係する国内労働規則で定められた一日当た

りの労働時間を超えた場合、その労働は時間外労働とみなされる。 
 
第 74 条の 2 

 関係する労働協約または雇用契約で別段の合意がない限り、労働者に時間外労働を強制

することは禁止されるが、次の場合を除く。 
 
第 74 条の 2 の 1 

 使用者が労働者に対し国家の防衛と保安に必要な業務を要請した場合、または国民の生

命あるいは健康を維持するために必要な業務を要請した場合 
 
第 74 条の 2 の 2 

 自然災害、社会動乱、または労働災害を未然に防ぐための作業が必要な場合、または、

そうした現象が起こった結果修復作業が必要とされる場合 
 
第 74 条の 2 の 3 

 水道、電気、暖房の供給、輸送、または通信施設の妨害を防ぐために作業が必要とされ

る場合 
 
第 74 条の 2 の 4 

 緊急かつ予見できない状況が起こり、企業または組織またはその支所の正常な機能を妨

害する事柄を遅滞なく未然に防ぐため作業が必要とされる場合 
 
第 74 条の 3 

 労働者に二つの連続した作業シフトに就くよう強制してはならない。 
 
第 75 条 休憩及び食事時間 
 
第 75 条の 1 

 労働者に食事及び休憩のための休憩時間を与えなくてはならない。 
 
第 75 条の 2 

 休憩時間の開始と終了については関係する内部労働規則で定めなくてはならない。 
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第 75 条の 3 

 労働者が作業の特性のため、休み時間をとることが出来ない場合、使用者はその者に対

し食事のための機会を別途与えなくてはならない。 
 
第 76 条 祝祭日 
 
第 76 条の 1 

 祝祭日は次のとおりと定める。 
 
第 76 条の 1 の 1 

 元旦 ： 1 月 1 日 
 
第 76 条の 1 の 2 

 白い月の日(White Monday)(2 日間)－太陰暦による第一春月の初め 
 
第 76 条の 1 の 3 

 母と子供の日 ： 6 月 1 日 
 
第 76 条の 1 の 4 

 ナーダム祭典。モンゴル人民革命記念日 ： 7 月 11、12,13 日 
 
第 76 条の 1 の 5 

 人民共和国宣言記念日 ： 11 月 26 日 
 
第 77 条 週休日 
 
第 77 条の 1 

 土曜日及び日曜日を公休日とする。 
 
第 77 条の 2 

 労働者が作業の特性により土曜日及び日曜日に公休を取得できない場合、その者に対し

その週の他の日に 2日間連続した休暇を与えなくてはならない。 
 
第 78 条 祝祭日及び週休日の労働の制限 
 
第 78 条の 1 

 使用者は労働者に対し次の場合を除き祝祭日または週休日に労働を行うよう要請しては

ならない。 
 
第 78 条の 1 の 1 

本法律 74 条の 2 の 1、第 74 条の 2 の 2、第 74 条の 2 の 3、及び第 74 条の 2 の 4 で定める

場合 
 
第 78 条の 1 の 2 

 連続生産を続けなければならない場合、市民サービスに関連した作業、緊急を要する修

理作業、または延期できない積み込み作業及び積み下ろし作業を行う場合 
 
第 78 条の 2 

 労働者は祝祭日及び公休日に働くことに関し使用者と合意してもよい。 
 
第 78 条の 3 

 第 78 条の 2の場合、その労働者に対し別の休日を与えるか、または年次有給休暇に新た

な休暇を加えてもよい。 
 
第 79 条 有給休暇とその期間 
 
第 79 条の 1 

 労働者には年次有給休暇を取得する権利を与えなくてはならない。 
 
第 79 条の 2 
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 基本年次有給休暇は 15 労働日とする。 
 
第 79 条の 3 

 18 歳未満の労働者の基本年次有給休暇は 20 労働日とする。 
 
第 79 条の 4 

 労働者は年次有給休暇を一年の異なる時期に取得してもよい。 
 
第 79 条の 5 

 通常の労働条件の下で働く労働者には、基本年次有給休暇に加え、雇用期間の長さに応

じ次の有給休暇が与えられる。 
 
第 79 条の 5 の 1 

 勤務年数 6～10 年 ： 3 労働日 
 
第 79 条の 5 の 2 

 勤務年数 11～15 年 ： 5 労働日 
 
第 79 条の 5 の 3 

 勤務年数 16～20 年 ： 7 労働日 
 
第 79 条の 5 の 4 

 勤務年数 21～25 年 ： 9 労働日 
 
第 79 条の 5 の 5 

 勤務年数 26～31 年 ： 11 労働日 
 
第 79 条の 5 の 6 

 勤務年数 32 年以上 ： 14 労働日 
 
第 79 条の 6 

 関係する労働協約で定めるところの異常な労働条件のもとで働く労働者には、基本有給

休暇に加え雇用期間の長さに応じ次の有給休暇が与えられる。 
 
第 79 条の 6 の 1 の 1 

 勤務年数 6～10 年 ： 5 労働日以上 
 
第 79 条の 6 の 1 の 2 

 勤務年数 11～15 年 ： 7 労働日以上 
 
第 79 条の 6 の 1 の 3 

 勤務年数 16～20 年 ： 9 労働日以上 

 
第 79 条の 6 の 1 の 4 
 勤務年数 21～25 年 ： 12 労働日以上 
 
第 79 条の 6 の 1 の 5 

 勤務年数 26～31 年 ： 15 労働日以上 
 
第 79 条の 6 の 1 の 6 

 勤務年数 32 年以上 ： 18 労働日以上 
 
第 79 条の 7 

 公務員の補足有給休暇については関係の法律で定める。 
 
第 80 条 休暇の付与 
 
第 80 条の 1 

 労働者から申し出があった場合、使用者はその者に休暇を与えてもよい。 
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第 80 条の 2 

 この休暇期間中の給与支払い規準は、関係する内部労働規則、労働協約、及び雇用契約

で定められなくてはならない。 
 
 
第 6 章 労働条件、安全衛生基準 
 
第 81 条 労働条件の分類 
 
第 81 条の 1  

 労働条件は、通常作業条件及び異常作業条件に分類されなければならない。 
 
第 81 条の 2  

 使用者は、作業場の条件を評価するために、権限ある専門機関と連携しなくてはならな

い。 
 
第 81 条の 3  

 異常作業条件のもとで作業する労働者を対象とした労災年金の設立に関する規定は、法

律で採択されるものとする。 
 
第 82 条 労働安全衛生基準の確立 
 
第 82 条の 1  

 基準の作成にあたる団体は、中央政府の労働問題を担当する機関と協力の上、関連法令

を遵守しつつ、この労働安全衛生基準を定めなくてはならない。 
 
第 82 条の 2  

 労働安全衛生の一般規定は、中央政府の労働問題を担当する機関の承認を受けなくては

ならない。 
 
第 83 条 一般的な職場の要件 
 
第 83 条の 1  

 作業をする場では、生産技術に係る必須要件が満たされ、安全衛生についての関連要件

が遵守されなくてはならない。 
 
第 83 条の 2  

 作業場における有害もしくは危険を伴う化学的、物理的、または生物学的条件は、第 82

条の 1に定める団体が作成する労働安全衛生基準値を超えてはならない。 
 
第 83 条の 3  

 労働者が働く作業場では、該当衛生基準の定める設備が備えられなくてはならない。 
 
第 84 条 工場の建物と施設の要件 
 
第 84 条の 1 

 工場の建物及び設備を設計する場合、あるいはこうした建物の建設、改築、拡張、使用

権委譲を願い出る場合は、労働安全衛生を担当する関連の専門機関の承認及び許可を得な

くてはならない。 
 
第 85 条 工場の建物または施設が共同所有されている場合の要件 

第 85 条の 1 

 二人以上の所有者が工場の建物または設備を共有する場合、その所有者は、次の要件を

満たしていることを確認しなくてはならない。 
 
第 85 条の 1 の 1  

 所有者は、協力して安全規定を作成し実行しなくてはならない。 
 
第 85 条の 1 の 2 
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 危険有害化学物質、毒性物質、爆発物、放射性物質、生物学的に活性を有する物質が製

造過程で扱われる場合、こうした建物、設備の所有者は、所有者間で情報を交換し、該当

安全規定を遵守するべく対策を講じなくてはならない。 
 
第 85 条の 2 

 第 85 条の 1に定める要件が満たされない場合、工場の建物または設備の共同所有は禁止

される。 
 
第 86 条 機械と設備に関する要件 
 
第 86 条の 1  

 機械､設備を使用する際は該当する安全規定を遵守し、こうした機械､設備についての技

術マニュアルを整備しなくてはならない。 
 
第 86 条の 2  

 機械､設備を設置する場合、及び、こうした機械、設備の主要部分が修理された後引き続

き使用される場合は、関係した専門の監督団体の検査、承認を受けなくてはならない。 
 
第 86 条の 3 

 リフト機械及び輸送用機械、圧力容器、パイプ、導管については、関連規定に従って定

期的に検査を受け、安全の承認を受けなくてはならない。 
 
第 86 条の 4  

 電気設備を設置する際は、該当作業文書で示された手順に沿って行わなくてはならない。

また、その使用にあたっては、該当するすべての使用安全規定を遵守しなくてはならない。 
 
第 87 条 特殊作業衣と保護具の要件 
 
第 87 条の 1 

 使用者は、作業上必要であれば、該当安全衛生要件に従い、適正な特殊作業服及び保護

具を労働者に対し与えなくてはならない。 
 
第 87 条の 2  

 使用者は、こうした特殊作業服及び保護具を、洗浄、殺菌、修繕しなくてはならない。 
 
第 88 条 化学物質、中毒性物質、爆発性物質、放射性物質、及び生物学的活性を持つ物質

に関する要件 
 
第 88 条の 1 

 使用者は、化学物質、毒性物質、爆発物、放射性物質、または生物学的に活性な物質が

生産の過程で使用される場合、労働監督機関及び関係専門機関に通知し、こうした権威あ

る機関が作成した関連の規制を遵守しなくてはならない。 
 
第 89 条 防火要件 
 
第 89 条の 1  

 使用者は、国内火災安全規則を採用し、遵守しなくてはならない。 
 
第 89 条の 2  

 火災警報システム及び消火器を備えた企業及び組織は、こうした設備を常に作動できる

状態にし、こうした設備を使えるよう労働者を訓練しなくてはならない。 
 
第 89 条の 3  

 使用者は、生産の過程で発生する火災を防ぐため、あらゆる防止策を講じなくてはなら

ない。 
 
第 90 条 不良な気象条件下における労働に関する要件 
 
第 90 条の 1 



 - 240 - 

 使用者は、屋外で働く労働者、あるいは暖房設備のない屋内作業所で働く労働者のため、

該当労働基準に従い、休憩時間に休息を取り身体を暖めることのできる特別で快適な場所

を設置し、設備を整えなくてはならない。 
 
第 91 条 良好な労働条件の提供 
 
第 91 条の 1  

 使用者は、労働者にとって好ましい作業条件を整え、生産の過程で発生する化学的要因、

物理的要因、生物学的要因が、労働者の安全衛生、自然環境に悪い影響を与えることのな

いよう、手段を講じなくてはならない。 
 
第 91 条の 2 

 使用者は、異常な作業条件の下で作業する労働者に対し、保護具、特殊作業服、解毒剤

及び食品等を支給しなくてはならない。 
 
第 91 条の 3 

 使用者は、該当安全衛生要件を満たすために使われるお金の額を、年次作業計画書及び

労働協約の中に明記しなくてはならない。 
 
第 92 条 健康診断 
 
第 92 条の 1  

 使用者は、管轄機関が公布した規定に基づき、職業性疾病防止のため、労働者が必要か

つ作業遂行上関係のある健康診断を定期的に受けられるよう手配しなくてはならない。 
 
第 92 条の 2  

 第 92 条の 1にある健康診断に係る費用は、使用者が負担しなくてはならない。 
 
第 93 条 労働安全衛生の責任を負う部門または委員会(council) 
 
第 93 条の 1  

 企業あるいは組織は、安全衛生問題を担当する専従を一人雇うか、または使用者と労働

者の代表からなる協議会を設置しなくてはならない。 
 
第 93 条の 2 

 労働安全衛生要件を定める規則は、労働問題を担当する中央行政府機関が取り決めなく

てはならない。 
 
第 94 条 生命及び身体に悪影響を及ぼす条件下での労働の停止 
 
第 94 条の 1 

 作業の過程で、生産に係る安全規定が無視され、労働者の生命身体に脅威を与えるよう

な事態が発生した場合には、労働者は作業を中止し、その状況を使用者に通知しなくては

ならない。 
 
第 94 条の 2 

 使用者は本法第 94 条の 1に示された安全規定無視の状況を改善するため、ただちに対策

を講じなくてはならない。 
 
第 95 条 労働災害、職業性疾病、急性中毒の記録 
 
第 95 条の 1 

 使用者は、労働災害でけがをした労働者を使用者の費用でただちに病院へ運び、事故の

原因と結果に対する対策を講じなくてはならない。 
 
第 95 条の 2 

 使用者は、中央政府が採択した規則に基づき、すべての労働災害を調査し報告し、その

事故原因を究明する非責任の常設委員会を設置しなくてはならない。 
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第 95 条の 3 

 その委員会による事故調査結果は、国の労働監督官によって承認されなくてはならない。 
 
第 95 条の 4 

 使用者が第 95 条の 2 及び第 95 条の 3 に定める規定に従わない場合、あるいは、労働者

がその事故原因調査の結果に不満ある場合には、その労働者は、国の労働監督官庁に対し、

その旨意見を述べることができる。 
 
第 95 条の 5 

 使用者は、本法第 95 条の 4により行われた苦情を配慮した結果定められた取り決めを、

実行する義務を負わなくてはならない。 
 
第 95 条の 6 

 事故を起こした企業または組織は、その事故調査、報告に係る費用を負担しなくてはな

らない。 
 
第 95 条の 7 

 職業性疾病、急性中毒の発生は労働災害と同義とみなされ、該当する労働監督官庁がそ

うした事態を調査し報告し、適正と思われる対策を講じなくてはならない。 
 
第 95 条の 8 

 使用者は、労働災害、職業性疾病、急性中毒の発生に関して持っている、あらゆる情報

を提供しなくてはならない。 
 
第 95 条の 9 

 職業性疾病あるいは急性中毒、または労働災害の発生を隠蔽してはならない。 
 
第 95 条の 10 

 労働災害、職業性疾病、または急性中毒に係る調査及び登録に関する規定は中央政府の

承認を得なくてはならない。 
 
第 96 条 職業性疾病 
 
第 96 条の 1  

 健康問題を所轄する中央行政府は、職業性疾病のリストを公表しなくてはならない。 
 
第 96 条の 2  

 職業性疾病を定義する基準は、関連専門機関が定めなくてはならない。 
 
第 97 条 労働災害、急性中毒、または職業性疾病を原因とする損害の補償 
 
第 97 条の 1 

 労働者が、労働災害、職業性疾病、または急性中毒のための傷害保険によって補償され

ると否とに関わらず、その者が労働災害、職業性疾病、もしくは急性中毒の被災者になっ

た場合、または死亡した場合には、使用者は、こうした労働者､またはその遺族に対し、次

に示す方法で補償を行わなくてはならない。 
 
第 97 条の 1 の 1 

 労働者が労働災害あるいは職業性疾病、または急性中毒を原因とし働く能力の半分まで

を失った場合には、月平均賃金に相当する金額を 9 か月以上補償しなくてはならない。ま

た、働く能力をすべて失った場合には、月平均賃金に相当する金額を 18 か月にわたり補償

しなくてはならない。  
 
第 97 条の 1 の 2 

 労働災害、急性中毒、または職業性疾病を原因とし死亡した労働者の家族に対しては、

その死亡した労働者の月平均賃金を 36 か月にわたって補償しなくてはならない。 
 
第 97 条の 2 
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 第 97 条の 1による補償は、負傷した労働者が社会保険法(Social Insurance Law)やその

他の法の下で権利を与えられている年金や給付金に影響するものではない。 
 
第 97 条の 3 

 補償額を最低生活基準の上昇にスライドさせるための取り決めは、労働協約で定めなく

てはならない。 
 
第 98 条 労働医事専門家委員会 (Labor and Medical Examination Commission) 
 
第 98 条の 1  

 作業の結果被災した労働者の被災原因及び損傷の程度は、労働医事専門家委員会が決定

しなくてはならない。 
 
第 98 条の 2  

 労働医事専門家委員会を設置するための許可証は、中央政府が認証しなくてはならない。 
 
第 99 条 労働安全衛生基準に違反した企業及び組織の業務停止及び終了 
 
第 99 条の 1  

 企業活動あるいは組織の活動が、労働者の健康と安全に有害な影響を与えていると認め

られる場合には、関連の労働監督官庁あるいは国の調査官が使用者に対し、そうした状況

を改善するための適切な対策を講じるよう指示することができる。 
 
第 99 条の 2 

 使用者が、第 99 条の 1にある危険な状況を改善しない場合には、関係労働監督官庁ある

いは国の監督官が、状況が改善されるまでの間、その使用者の企業活動の一時停止を命令

したり、あるいは永久にその企業活動の停止を命令することができる。 
 
第 7 章 女性の雇用 
 
第 100 条 妊娠女性及び 3歳未満の子供を持つ母親(及び単身の父親)の解雇禁止 
 
第 100 条の 1 

 使用者は、その使用者の企業または組織が消滅した場合、または、第 40 条の 1の 4に定

める場合を除き、妊娠女性または 3歳未満の幼児を持つ女性を解雇してはならない。 
 
第 100 条の 2 

 本法律第 100 条は、3歳未満の幼児を持つ単身の父親にも適用される。 
 
第 101 条 女性の就労が禁じられた業務 
 
第 101 条の 1 

 女性の就労が禁じられた業務の一覧表については、労働問題を担当する政府閣僚の承認

を得なくてはならない。 
 
第 102 条 夜間及び時間外労働ならびに出張の制限 
 
第 102 条の 1 

 使用者は、妊娠女性、8 歳未満の子供を持つ母親、または 16 歳未満の子供を持つ単身の

母親に対し、その者の事前の同意を得ずに夜間労働、時間外労働、または職場の存在する

地域から離れた地域への出張を要請してはならない。 
 
第 102 条の 2 

 本法律 102 条の 1は、16 歳未満の子供を持つ単身の父親にも適用される。 
 
第 103 条 授乳及び育児時間の付与 
 
第 103 条の 1 

 6 か月未満の幼児または 1 歳未満の双生児を持つ女性に対し、労働者に与えられる通常

の休憩時間に加え、育児及び授乳のための 2 時間の休憩時間を与えなくてはならない。6
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か月から 1 歳の子供を持つ女性、または 1 歳以上でも関係する医療当局から特別な養育が

必要と判断される子供を持つ女性に対し、通常の休憩時間に加え、1 時間の休憩時間を与

えなくてはならない。 
 
第 103 条の 2 

 本法律第 103 条の 2は、子供を持つ単身の父親にも適用される。 
 
第 103 条の 3 

 授乳及び育児のための追加休憩時間は、その労働者の労働時間とみなされ、労働時間と

して計算される。 
 
第 104 条 出産休暇 
 
第 104 条の 1 

 母親に対し 120 日間の出産休暇を与えなくてはならない。 
 
第 104 条の 2 

 第 104 条の 1 に定める出産休暇は、死産をした女性、または妊娠 196 日目以降に病院で

の措置により中絶した女性、または生育可能な子供を妊娠 196 日以前に出産した女性に対

しても与えなくてはならない。 
 
第 104 条の 3 

 女性労働者が死産した場合、または妊娠 196 日目以降に病院での措置により中絶した場

合、その女性に対し、適用される規則に準じ病気休暇を取得する権利を与えなくてはなら

ない。 
 
第 105 条 新生児を養子縁組した労働者の休暇 
 
第 105 条の 1 

 新生児を養子縁組した母親に対し、その子供が生後 60 日に達するまで、出産した母親と

同じ休暇を与えなくてはならない。 
 
第 105 条の 2 

 本法律第 105 条の 1は、新生児を養子縁組した単身の父親にも適用される。 
 
第 106 条 育児休暇 
 
第 106 条の 1 

 3 歳未満の幼児を持つ母親労働者から育児休暇の要請がある場合、使用者はこれを与え

なくてはならない。 
 
第 106 条の 2 

 育児休暇終了の時点で、または終了前でも母親労働者からそうした要請がある場合は、

使用者はその母親に対し休暇取得以前の業務または部署に復職することを許可しなくては

ならない。その業務または部署が消滅している場合、または人員が削減されている場合、

使用者はその母親を別の業務または部署に就かせなくてはならない。 
 
第 106 条の 3 

 第 106 条の 1 及び第 106 条の 2 は、3 歳未満の子供を持つ単身の父親または 3 歳未満の

子供を養子縁組した単身労働者にも適用される。 
 
第 107 条  妊娠女性もしくは授乳期間中の女性の労働時間短縮または他の業務への転換 
 
第 107 条の 1 

 妊娠女性もしくは幼児に授乳中の女性については、関係する医療当局が適当と判断する

場合は、その労働時間を短縮するか、または健康に害のない他の仕事に転換させなくては

ならない。 
 



 - 244 - 

第 108 条 女性への重量物制限 

第 108 条の 1 

 女性労働者は、労働問題を担当する政府閣僚によって設定された重量制限値を超える荷

を持ち上げ、または運ぶことはこれをしなくてもよい。 
 
 
第 8 章 年少者、障害者、矮小体躯者、高齢者の雇用 
 
第 109 条 年少者の雇用 
 
第 109 条の 1 

 16 歳に達した者は雇用契約を締結する権利を有する。 
 
第 109 条の 2 

 15 歳に達した者は、第 109 条の 5 に規定される場合を除き、その者の両親または保護者

の同意があれば雇用契約を締結してもよい。 
 
第 109 条の 3 

 14 歳に達した者は、職業訓練及び業務経験を得ることを目的とした雇用の契約を締結し

てもよいが、その者の両親または保護者、及び労働問題を担当する国の監督機関の同意が

得られる場合に限られる。 
 
第 109 条の 4 

 使用者は、年少者の知的発達や健康に悪影響を与える業務に年少者を就業させてはなら

ない。 
 
第 109 条の 5 

 年少者を就業させてはならない仕事に関する一覧表は、労働問題を担当する政府閣僚が

作成する。 
 
第 110 条 年少労働者の健康保持 
 
第 110 条の 1 

 年少労働者を雇用する場合は、その者の健康診断受診後、関係する医療当局の承認を条

件とし、さらに、その者が 18 歳に達するまで、2 年おきに健康診断を行わなくてはならな

い。  
 
第 110 条の 2 

 年少労働者に残業を命じること、または公休日あるいは週末に労働するよう命じること

は禁止される。 
 
第 110 条の 3 

 年少労働者を異常作業条件の下で作業させてはならない。 
 
第 110 条の 4 

 年少労働者に対し、労働問題を担当する政府閣僚によって設定された重量制限値を超え

る重量のある荷の持ち上げまたは運搬を要請することは禁止される。 
 
第 111 条 障害者及び矮小体躯者の雇用 
 
第 111 条の 1 

 労働者 50 人以上を雇用する使用者は、その労働者の少なくとも 3％に当たる部分に障害

者または矮小体躯者を雇用しなくてはならないが、その使用者の事業の性質に鑑み、こう

した者たちを排除することが正当とされる場合はこの限りではない。 
 
第 111 条の 2 
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 企業または組織が第 111 条の 1 に基づき障害者または矮小体躯者の雇用を行わない場合、

その企業または組織は、雇用するべきであった人員一人ずつにつき、毎月国に対し支払い

を行わなくてはならない。 
 
第 111 条の 3 

 第 111 条の 2に述べられた支払いの額は、政府によって決定される。 
 
第 111 条の 4 

 第 111 条の 2 に述べられた支払い金は別会計として国庫に収められ、障害者及び矮小体

躯者の社会保険給付と権利保護のための費用にのみ用いられる。 
 
第 111 条の 5 

 使用者は、障害者もしくは矮小体躯者の身体条件が特定の作業活動の妨げになる場合、

または、職場ですでに形成されている作業環境に相反する場合を除き、こうした障害者ま

たは矮小体躯者の雇用を拒否してはならない。 
 
第 112 条 高齢者の労働 
 
第 112 条の 1 

 年金を受給している高齢者も労働者として作業を行うことができる。 
 
第 112 条の 2 

 高齢者に対し、年金受給の事実をその者の報酬を制限する根拠としてはならない。 
 
第 112 条の 3 

 使用者は高齢者の要請があればその者の労働時間を削減し、またはその者を健康に悪影

響のない仕事に転換させることができる。 
 
 
第 9 章 外国人、及び外国の企業または組織に勤務するモンゴル市民の雇用 
 
第 113 条 外国人の雇用 
 
第 113 条の 1 

 使用者は、雇用契約に基づき外国人を雇用することができる。 
 
第 113 条の 2 

 本法及び他の適用されるべき法律に基づき、モンゴルに在住する外国人を雇用する際の

雇用規則は、政府によって採択される。 
 
第 113 条の 3 

 第 113 条の 1及び第 113 条の 2は国籍を持たない者にも適用される。 
 
第 114 条 外国の企業または組織に勤務するモンゴル市民の雇用 
 
第 114 条の 1 

 モンゴル領土内で事業活動を行う外国の企業及び組織は、モンゴル市民を雇用すること

ができる。 
 
第 114 条の 2 

 使用者は、第 114 条の 1 で述べられた雇用を行う場合、本法に基づき雇用契約を締結し

なくてはならない。 
 
第 114 条の 3 

 雇用契約に基づき労働者を雇用する外国の企業または組織は、労働問題を担当する関係

官庁または官吏に対し、その労働者の賃金及び、その他の類似の収入について報告しなく

てはならない。 
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第 10 章 集団的労使紛争に関する規制 
 
第 115 条 集団的労使紛争の開始、及び要求の提出と対応 
 
第 115 条の 1 

 労働者の代表者は、第 12 条の 5に基づく労働協約及び団体交渉による話し合いでは解決

不可能な問題につき、集団的労使紛争の手続きを開始する権利を有し、さらに、このよう

な契約事項の遵守を求める諸要求項目を提出する権利も有するものとする。 
 
第 115 条の 2 

 一方の当事者から争議の場に持ち出される諸要求項目は、書式の形でもう一方の当事者

に送付されなければならない。 
 
第 115 条の 3 

 諸要求項目のコピー1部は、関係する地域の知事あて送付されなければならない。 
 
第 115 条の 4 

 このような緒要求項目を受け取った当事者は、もう一方の当事者に対し、労働日 3 日以

内に書式で回答しなければならない。 
 
第 116 条 集団的労使紛争の調停 
 
第 116 条の 1 

 集団的労使紛争は以下の方法で調停し解決を図るものとする。 
 
第 116 条の 1の 1 

 仲裁人を用いる。 
 
第 116 条の 1の 2 

 労働仲裁裁判所で解決を図る。 

第 116 条の 2 

 双方の当事者は、第 116 条の 1に記載された調停方法への参加を拒否してはならない。 
 
第 116 条の 3 

 労働者の代表者は、労働者の諸要求項目を掲げて集会、及び合法的なデモを組織する権

利を有するものとする。 
 
第 116 条の 4 

 労働者の代表者、調停者、及び労働仲裁裁判所の委員は、集団的労使紛争を解決すべく、

こうした調停の過程であらゆる努力を傾けなければならない。 
 
第 117 条 集団的労使紛争解決への調停者の導入 
 
第 117 条の 1 

 使用者が、使用者に提出された要求項目に対し、第 115 条に記載された期限内に回答し

ない場合、または、その使用者の回答が労働者の代表者に受け入れられないものである場

合、調停者が招かれ、その集団的労使紛争の調停プロセスに参加するものとする。 
 
第 117 条の 2 

 双方の当事者がその調停者を指名することについて同意できない場合、Soum(州) または

地域の知事がこうした調停者の指名を行うよう求められる。 
 
第 117 条の 3 

 関係の Soum(州)または地域の知事は、こうした要請を受け、労働日 3 日以内に調停者を

指名するものとする。 
 
第 117 条の 4 

 双方の当事者は、知事が指名した調停者の受入れを拒否する権利を有しない。 
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第 117 条の 5 

 調停者の参加を得て集団的労使紛争を解決する時に適用される緒規則は、政府の承認を

受けなくてはならない。 
 
第 117 条の 6 

 調停者は、紛争当事者に対し、その集団的労使紛争に関する書類及び情報を提供するよ

う求める権利を有する。 
 
第 117 条の 7 

 紛争当事者及びその調停者は、その問題を考察した上、その問題が解決されたのかまた

は合意に達しなかったのか、調停者の指名後労働日 5 日以内に書式で結論を出すものとす

るが、どちらの場合も、この仲裁プロセスは完了したものとみなされる。 
 
第 118 条 労働仲裁裁判所による集団的労使紛争の審理 
 
第 118 条の 1 

 双方の当事者が合意に達せず仲裁プロセスが完了した場合、関係の領域の知事は、労働

日 3 日以内に労働仲裁裁判所を設立し、その集団的労使紛争を審理するための調停委員を

指名しなければならない。 
 
第 118 条の 2 

 この労働仲裁裁判所は 3 名の調停委員で構成され、その集団的労使紛争に参加している

双方の当事者から選任された者が各 1 名、及び関係する Soum(州) または地域の知事から

選任された者が 1名とする。 
 
第 118 条の 3 

 双方の当事者は、知事が選任した調停委員を拒否する権利を有しない。 
 
第 118 条の 4 

 その集団的労使紛争に参加している当事者の代表者は、労働仲裁裁判所の委員となる資

格を有しない。 
 
第 118 条の 5 

 労働仲裁裁判所は、設立後労働日 5 日以内に、その集団的労使紛争について双方の当事

者の代表と話し合い、勧告案を提案しなければならない。 
 
第 118 条の 6 

 集団的労使紛争の双方の当事者が労働仲裁裁判所の勧告案の受入れに合意する場合、双

方の当事者は、この勧告案の趣旨に基づき和解案を締結しなければならない。 
 
第 118 条の 7 

 双方の当事者は、第 118 条の 6により合意された和解案を実施する義務を負う。 
 
第 118 条の 8 

 議会は、労働及び社会合意に関する全国三者委員会が作成した緒提案に基づき、労働仲

裁裁判所の設立を許可する条例を採択しなければならない。 
 
第 119 条 ストライキ権の行使 
 
第 119 条の 1 

 労働者の代表者は、次の状況にある場合、ストライキを行う権利を有する。 
 
第 119 条の 1の 1 

 使用者が、第 116 条の 1に規定された和解方法に参加しない場合。 
 
第 119 条の 1の 2 

 使用者が、調停者の参加を伴う話し合いを経て合意された和解案に従わない場合。 
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第 119 条の 1の 3 

 使用者が、労働仲裁裁判所が作成した勧告案の受入れに基づく和解案に従わない場合。 
 
第 119 条の 1の 4 

 労働仲裁裁判所が集団的労使紛争を検討したにも拘わらず、その勧告案が受け入れられ

なかった場合、または、裁判所の結論が出なかった場合。 
 
第 119 条の 2 

 労働者はストライキに自発的に参加するものとする。 
 
第 119 条の 3 

 労働者をストライキに参加するよう強制すること、ストライキに参加しないよう強制す

ること、ストライキを続けるよう強制すること、または、ストライキを中止するよう強制

することは、特に法律の定めがない限り禁止される。 
 
第 119 条の 4 

 使用者の代表者がストライキに参加すること、または、ストライキを組織することは禁

止される。 
 
第 120 条 ストライキまたは労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否 
 
第 120 条の 1 

 ストライキは、労働者の権利及び法律上の利益を代表し守る組織の集会、または、すべ

ての労働者による集会の場で決定されなくてはならない。 
 
第 120 条の 2 

 企業もしくは組織の労働者、または、労働者の権利及び法律上の利益を代表し守る組織

の構成員による集会は、労働者、または、労働者の権利及び法律上の利益を代表し守る組

織の構成員の圧倒的多数(三分の二)の出席を得た場合、定足数に達したものとみなされる。 
 
第 120 条の 3 

 集会に出席した者の過半数が、ストライキの提案を承認した場合、ストライキは宣言さ

れる。 
 
第 120 条の 4 

 ストライキを宣言する声明書には次の項目が含まれなくてはならない。 
 
第 120 条の 4の 1 

 ストライキの原因となった問題点。 
 
第 120 条の 4の 2 

 ストライキ開始の日時、ストライキ予定期間、ストライキ参加者の概算予測数。 
 
第 120 条の 4の 3 

 ストライキを組織し統合する責任者の氏名、及び、和解交渉に参加する労働者の代表者

の構成図。 
 
第 120 条の 4の 4 

 ストライキ期間中に国民の健康と安全を確保するための緒計画についての説明。 
 
第 120 条の 5 

 ストライキを組織する者は、使用者に対し、ストライキを決定したことについて、スト

ライキ開始の少なくとも労働日 5日前までに通告しなくてはならない。 
 
第 120 条の 6 

 使用者が労働者の要求を受け入れることが不可能と思った場合は、使用者はストライキ

に参加している労働者が作業場に立入ることを一時的に拒否することができる。(ロックア

ウト) 
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第 120 条の 7 

 ストライキ中に使用者が他の労働者をその職場へ臨時採用することを防ぐため、労働者

の代表者は人が企業または組織へ立入ることを拒むことが出来る。(ピケ) 
 
第 120 条の 8 

 使用者は、ストライキまたは労働者が作業場へ立入ることを一時的に拒否することによ

って影響をこうむると思われる顧客、納入業者、及びその他関係者に対し、少なくともス

トライキの労働日 3日前までにストライキを通知しなくてはならない。 
 
第 120 条の 9 

 第三者がストライキを組織することに係ること、労働者が作業場へ立入ることの一時的

拒否に係ること、和解交渉に参加すること、または合意を拒否する側の当事者がその自由

意志を行使することを妨げることは禁止される。 
 
第 120 条の 10 

 ストライキ参加者は、どのようなストライキ中においても、その争点を解決するべく最

大限の努力を払わなくてはならない。 
 
第 120 条の 11 

 ストライキまたは労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否を組織する団体は、関係官

庁の援助を得て、公秩序、国民の健康と安全、財産の保護を確保するための手段を講じな

くてはならない。 
 
第 121 条 ストライキを組織、停止、または終了できる当事者 
 
第 121 条の 1 

 ストライキは、労働者の代表者だけが組織することができる。 
 
第 121 条の 2 

 ストライキを組織する者は、労働者の集会を開く権利、労働者の権利及び法律上の利益

に関する情報を使用者から得る権利、及び、紛争点について労働者に助言するための専門

家を招く権利を有する。 
 
第 121 条の 3 

 ストライキを組織する者は、ストライキを停止する権利を有する。 
 
第 121 条の 4 

 停止されていたストライキが再開された場合、第 116 条の 1 に記載された労働仲裁裁判

所は、その事実を,ストライキの決議がなされたものとはみなさない。 
 
第 121 条の 5 

 ストライキの復活決議がなされた場合、その復活させる日の少なくとも労働日 3 日前ま

でに、使用者に対し、ストライキを復活させる旨通知しなくてはならない。 
 
第 121 条の 6 

 ストライキは、双方の当事者が和解合意案に署名した場合、または、そのストライキが

違法であると宣言された場合には、終結したものとみなされる。 
 
第 122 条 ストライキの禁止、延期、または一時的停止 
 
第 122 条の 1 

 ストライキを組織することは、国家の防衛、国家の安全保障、または、公秩序を担当す

る組織においては禁止される。 
 
第 122 条の 2 

 団体争議に関する交渉が進められている間、または、調停者、労働調停委員、あるいは

労働仲裁裁判所がその紛争を考察している間は、ストライキを組織することは禁止される。 
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第 122 条の 3 

 ストライキにより人命及び健康に対し直接の脅威が発生した場合、労働仲裁裁判所は、

ストライキを最大 30 日間延期させる権利、または、既にストライキに入っている場合は、

同様の期間ストライキを一時的に停止させる権利を有する。 
 
第 122 条の 4 

 公共の電気と暖房、公共水道、公共輸送、国際通信、都市間の通信、または鉄道による

交通を担当する企業におけるストライキが、国家の安全保障、人権または個人の自由を脅

かす場合、政府は、14 日間を限度とし、労働仲裁裁判所が本件に関して結論を下すまで、

そのストライキを延期することができる。 
 
第 123 条 違反なストライキ及び作業場への立入拒否 
 
第 123 条の 1 

 次の場合、集団的労使紛争の結果組織されるストライキは、違法とみなされる。 
 
第 123 条の 1の 1 

 第 119 条の 1の規定条項に違反した場合。 
 
第 123 条の 1の 2 

 ストライキが、第 122 条の 1に定める団体で組織された場合。 
 
第 123 条の 1の 3 

 ストライキが、第 18 条及び第 19 条に記載された労働協約が定めるところの利害関係と

関連のないことがらについて組織された場合。 
 
第 123 条の 2 

 そのストライキを組織することまたは労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否を法律

違反と考える者は、裁判所に提訴することができる。 
 
第 123 条の 3 

 裁判所は、ストライキまたは労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否が法律違反かど

うか判断しなくてはならない。 
 
第 123 条の 4 

 裁判所が、そのストライキまたは労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否は法律違反

であると判断した場合、双方の当事者はただちに行動を中止しなくてはならない。 
 
第 124 条 集団的労使紛争の解決に関与した労働者の権利の保証 
 
第 124 条の 1 

 集団的労使紛争の解決に関連して調停者または労働調停委員として働く労働者は、紛争

の解決にあたる間、主たる仕事を欠勤することを許され、かれらの平均賃金を引き続き受

け取る資格を有する。 
 
第 124 条の 2 

 使用者が、集団的労使紛争の和解交渉で労働者の代表者として活動するすべての労働者

に対し、その者を解雇すること、転勤させること、または、懲罰を課すことは禁止される。 
 
第 124 条の 3 

 使用者が、非合法とされないストライキに参加するすべての労働者に対し、その者を解

雇すること、転勤させること、または、懲罰を課することは禁止される。 
 
第 124 条の 4 

 集団的労使紛争の和解交渉で一方の当事者がストライキに参加している労働者に対し、

報酬を与えることを決定することができる。 
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第 124 条の 5 

 ストライキまたは労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否が裁判所により非合法とさ

れた場合で、ストライキには不参加の労働者がそのストライキまたは労働者が作業場へ立

入ることの一時的拒否のため職務を遂行できなかった場合、その者は平均賃金と等しい額

の支払いを受け取る資格を有する。 
 
 
第 11 章 個別的労使紛争 
 
第 125 条 個別的労使紛争の解決 
 
第 125 条の 1 

 労使間の個別的労使紛争は、それぞれの管轄区域内で労働調停委員会または労働調停裁

判所により解決されなくてはならない。 
 
第 126 条 労使紛争解決委員会による労使紛争の解決 
 
第 126 条の 1 

 労使紛争解決委員会は、法律により労働調停裁判所の管轄事項とされるものを除き、ま

ず始めに労使紛争を調査し解決しなくてはならない。 
 
第 126 条の 2 

 労使紛争解決委員会の条例は、政府により認可されなくてはならない。 
 
第 127 条 労使紛争解決委員会の決定に対する不服申し立て 
 
第 127 条の 1 

 使用者または労働者の一方が労使紛争解決委員会の決定に同意しない場合、かかる使用

者または労働者は、その決定を、決定が発せられてから 10 日以内に、関係の Soum(州)の

裁判所または地方裁判所に上告する権利を有する。 
 
第 128 条 裁判所による労使紛争の決着 
 
第 128 条の 1 

 次の労使紛争は裁判所により判断される。 
 
第 128 条の 1の 1 

 第 127 条により行われた上告。 
 
第 128 条の 1の 2 

 使用者による不正解雇または不正な職務転換につき労働者から出された不服申し立て。 
 
第 128 条の 1の 3 

 労働者の職務不履行を原因とする経営上の損失または損害につき使用者から出された損

害賠償要求。 
 
第 128 条の 1の 4 

 職務遂行中に受けた肉体上の損傷または健康被害につき労働者から出された損害賠償要

求。 
 
第 128 条の 1の 5 

 第 69 条の記載事項に関わる紛争。 
 
第 128 条の 1の 6 

 市民の間の雇用契約に関わる紛争。 
 
第 128 条の 1の 7 

 労働者からの苦情で不正な懲罰に関わるもの。 
 
第 128 条の 1の 8 
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 労働者からの苦情で、雇用契約上の規定に労働法または適用される労働協約の要件に合

致しないものが含まれているというもの。 
 
第 128 条の 1の 9 

 労働者からの苦情で、使用者の内部的労働規則が労働法に抵触するというもの。 
 
第 128 条の 1の 10 

 財産及び労働力を併合して労働にあたることを誓約した者の間の紛争で、法律または適

用される契約上で特に取り決めのないもの。 
 
第 128 条の 1の 11 

 その他の紛争で、適用される法律に基づき裁判所の所轄とされるもの。 
 
第 129 条 労使紛争に関する不服提出の期限 
 
第 129 条の 1 

 不服の申し立てについてはすべて、第 129 条の 2 に定める場合を除き、雇用契約上の一

方の当事者が紛争事項を認識した時点または認識すべき時点から 3 か月以内に労使紛争解

決委員会に対しおこなわなくてはならない。 
 
第 129 条の 2 

 不当解雇または不当な配置転換に係る不服の申し立てはすべて、使用者からそうした決

定を受けたのち 1か月以内に労働者が適切な裁判所に対し行わなくてはならない。 
 
第 129 条の 3 

 かかる裁判所は、本項に定める制限期間が過ぎた場合でも、しかるべき理由があってそ

の不服の申し立てを定められた期限内に行うことができなかった場合には、その制限期間

を延長することができる。 
 
 
第 12 章 内部的労働規則、懲戒、及び賠償責任 
 
第 130 条 内部的労働規則 
 
第 130 条の 1 

 使用者は、労働者の代表から出される提案または提議を考慮の上、法律を勘案しながら、

企業内における労働規則を作成し実施しなくてはならない。 
 
第 130 条の 2 

 係る内部的労働規則は、労働組織、使用者及び労働者の権利義務、従わない場合の懲戒

規定を示すものでなくてはならない。 
 
第 130 条の 3 

 懲戒に係る特別な規則については、国の関係機関が承認し実施することができる。 
 
第 131 条 懲戒処分 
 
第 131 条の 1 

 使用者、またはその者の法的な代理人、または権限を有する官吏は、関連の雇用契約違

反または内部的労働規則違反を犯した労働者に対し、議決により次の種類の懲戒を課さな

くてはならない。 
 
第 131 条の 1の 1 

 係る労働者へ警告文を発する。 
 
第 131 条の 1の 2 

 3 か月を限度として、かかる労働者の賃金の 20％を給与から控除する。 
 
第 131 条の 1の 3 

 係る労働者を解雇する。 
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第 131 条の 2 

 懲戒処分は、労働者が規律違反を犯したのち 6 か月以内に限り、また、その違反が発覚

してから 1か月以内に限り課すことができる。 
 
第 131 条の 3 

 ひとつの規律違反に対し複数の懲戒処分を課すことは禁止される。 
 
第 131 条の 4 

 懲戒処分が課せられてから 1 年を過ぎた場合、期間終了とみなされ、係る懲戒処分は記

録から削除されなくてはならない。 
 
第 132 条 賠償責任を課す根拠 
 
第 132 条の 1 

 労働者が作業の過程で過失により組織に損失または損害を与えた場合、係る労働者に対

し、懲戒処分または管理上の処分または刑事罰がすでに課せられている場合でも、労働者

に賠償責任を課すことができる。 
 
第 132 条の 2 

 係る損失の額または損害の額は実際の損失に基づいて決定され、逸失利益はこれを含ま

ない。 
 
第 132 条の 3 

 労働者は、機械の試験中または操作中に発生した避けられない損失または損害について

は責任を負わない。 
 
第 132 条の 4 

 使用者が、労働者に責任のある資産の関連安全規則を遵守しないことにより発生した損

失または損害については、労働者は責任を負わない。 
 
第 133 条 限定された賠償責任 
 
第 133 条の 1 

 第 135 条に定める場合を除き、過失によりその組織に損失または損害を与えた労働者に

対して課せられる賠償責任の限度は、係る労働者の月平均賃金を超えてはならない。 
 
第 134 条 独立契約に基づく賠償責任 
 
第 134 条の 1 

 第 135 条に定める場合を除き独立契約にもとづく労働者は、過失により損失または損害

を発生させた場合、その使用者に対しかかる損失または損害を弁償しなければならない。

ただし、いずれの場合も、その弁償の額はかかる労働者の平均賃金 6 か月分を超えてはな

らない。 
 
第 135 条 全面的な賠償責任 
 
第 135 条の 1 

 労働者に対し次の場合は全面的な賠償責任が課せられる。 
 
第 135 条の 1の 1 

 その労働者が損失または損害を引き起こした刑事責任を負う、と裁判所が判断した場合。 
 
第 135 条の 1の 2 

 作業の過程で使用者へ損失または損害を与えた労働者に対し全面的な賠償責任を課すこ

とが法律で定められている場合。 
 
第 135 条の 1の 3 
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 労働者が、弁護士の委任状または類似の文書により前もって渡された資産または高価な

品目を返却しない場合。 
 
第 135 条の 1の 4 

 作業工具、個人用保護具、特殊作業衣、その他労働者に管理責任のある作業関連の資産

について、保管責任のある労働者が過失により保管せず維持しない場合。 
 
第 135 条の 1の 5 

 酒気または麻薬の影響を受けた労働者が、非作業時に、組織に対し損失または損害を与

えた場合。 
 
第 135 条の 2 

 資産を横領または着服し損失または損害を発生させた場合の労働者の賠償責任に係る規

則は、法律によってのみ制定される。 
 
第 135 条の 3 

 使用者は、全面的な賠償責任を課す職務または地位について一覧表を作成しなくてはな

らず、また、使用者と労働者は係る責任が課されることにつき協定を結ばなくてはならな

い。 
 
第 135 条の 4 

 全面的な賠償責任について、使用者と労働者の間で協定が結ばれておらず、また、係る

責任について雇用契約上に記載がない場合は、労働者に対し全面的な賠償責任を課しては

ならない。 
 
第 136 条 損失または損害の程度の確定 
 
第 136 条の 1 

 組織がこうむった損失額または損害額は、かかる資産の帳簿価格から累積減価償却費を

差し引いたものでなくてはならない。 
 
第 136 条の 2 

 資産が横領されたり、または、故意に破壊されたり、傷つけられた場合、その損失また

は損害の額はかかる資産の市場価格とする。 
 
第 136 条の 3 

 二人以上の労働者が発生させた損失または損害については、賠償責任の種類及び各人の

過失の程度に応じてその責任が配分される。 
 
 
第 13 章 労働の管理と組織化 
 
第 137 条 労務管理のシステム 
 
第 137 条の 1 

 労務管理のシステムは、労働問題を担当する中央行政機関、雇用及び監督に関係する組

織、Aimag(郡)、首都、及び地域の雇用事務所、並びに関係 Soum(州)の労働監督官または

関係官吏で構成されるものとする。 
 
第 137 条の 2 

 労働問題を担当する中央行政機関は、労働問題を担当する政府職員の監督下にあり、そ

の監督の下に行動しなくてはならない。また、地方の行政組織は、関係知事の監督下にあ

り、その監督の下に行動しなくてはならない。 
 
第 137 条の 3 

 労働問題を担当する中央行政機関は、地方の行政組織に対し、行政上の専門的な助言を

与えなくてはならない。 
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第 137 条の 4 

 知事は、上位下位を問わず、各自の権限の範囲内において労働管理システムを施行しな

くてはならない。 
 
第 138 条 労働及び社会的合意のための全国三者委員会(National Tripartite Committee 

of Labour and Social Compromise) 
 
第 138 条の 1 

 労働及び社会的合意に関する全国委員会は、政府、労働者、及び使用者の権利と法律上

の利益をそれぞれ代表し、保護する国家レベルの組織であり、政府内部に創設される。 
 
第 138 条の 2 

 この三者の代表者の数は同数でなくてはならない。 
 
第 138 条の 3 

 この全国委員会の規程は、労働者・使用者の権利と法律上の利益を代表する国内団体の

同意の上、政府の承認を得なくてはならない。 
 
第 138 条の 4 

 首相は、任期を 6 年とするこの全国委員会の議長及び副議長を指名し、この委員会の構

成について承認を与えなくてはならない。全国委員会の副議長は、三者の合意を前提に、

任期を 2年として三者の中から指名される。 
 
第 138 条の 5 

 全国委員会は次の権利を行使しなくてはならない。 
 
第 138 条の 5の 1 

 労働問題に関する国の政策を発展させ施行する際に指導的な役割を果たすこと、及び三

者の社会的合意システムを発展させること。 
 
第 138 条の 5の 2 

 市民の労働権、及び関連する経済利益、社会的な利益、法律上の利益を守る趣旨に沿い、

団体争議を解決すること。 
 
第 138 条の 5の 3 

 社会的合意について国内の合意事項の実施を監視すること、及び、関係する経済・社会

政策問題に取り組むこと。 
 
第 138 条の 5の 4 

 法律に述べられたその他の権利。 
 
 
第 14 章 労働法の監督 
 
第 139 条 労働法の施行の監督 
 
第 139 条の 1 

 労働法の施行については、次の機関が監督しなくてはならない。 
 
第 139 条の 1の 1 

 Ih Khural 州、政府、すべての特別地区レベルの長官、労働法の監督を履行する組織、

労働問題を担当する組織、及び法律により権限を与えられたその他の組織または職員は、

それぞれの管轄権内で国レベルの労働問題を監督しなくてはならない。 
 
第 139 条の 1の 2 

 地方知事及び監督事務所は、Aimag(郡)、首都、Soum(州)、または地域レベルの労働問題

を監督しなくてはならない。 
 
第 139 条の 1の 3 
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 労働者の権利と法律上の利益を代表し擁護する組織、非政府組織、及び一般市民は、そ

れぞれの管轄権内で労働法の施行を監督しなくてはならない。 
 
第 140 条 労働監督の手続 
 
第 140 条の 1 

 労働監督を行う国の事務所は、労働問題を担当する内閣のメンバーの指導のもとに作業

をおこなわなければならず、また、地方労働監督事務所及び州の労動監督官は、該当する

地域長官、知事の指導のもとに作業をおこなわなくてはならない。 
 
第 140 条の 2 
 
 労働監督の手続については、中央政府により承認された、州の労働検査規則に従い行わ

なくてはならない。 
 
第 140 条の 3 

 州の労働検査規則は、政府の承認を受けなくてはならない。 
 
 
第 15 章 その他 
 
第 141 条 労働法違反に対する罰則 
 
第 141 条の 1 

 刑事責任を問われない労働法違反については次の罰金が課される。 
 
第 141 条の 1の 1 

 労働者に法律違反の状態で働くよう求めた場合、判事(a judge)は幹部職員に対し 5,000

トゥグリグ以上 30,000 トゥグリグ以下の罰金、また、企業または組織に対し 100,000 トゥ

グリグ以上 250,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 2 

 職業性疾病、労働災害、または急性中毒事故の隠ぺいがおこなわれた場合、労働監督官

または判事は、幹部職員に対し 10,000 トゥグリグ以上 50,000 トゥグリグ以下の罰金、ま

た、企業または組織に対し 100,000 トゥグリグ以上 250,000 トゥグリグ以下の罰金を課さ

なくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 3 

 経歴、社会的な地位、国籍、人種、性別、財産、宗教、もしくは所属する政治団体に基

づき雇用に関係する差別が行われた場合、または、労働者に制限を課したり特権を与えた

りした場合、または、市民を雇用する際、もしくは雇用に引き続いて発生する労働関係に

おいて、労働者の権利と自由が職務内容に関係なく制限された場合、判事は幹部職員に対

し 5,000 トゥグリグ以上 25,000 トゥグリグ以下の罰金、また、企業または組織に対し

50,000 トゥグリグ以上 100,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 4 

 障害者もしくは矮小体躯者であっても、その身体的条件が作業の遂行の妨げにならない

場合、またはその身体的条件がその職場の作業条件と相容れないものとはならない場合で、

その障害者もしくは矮小体躯者が身体的条件を理由として雇用を拒否された場合、判事は

幹部職員に対し 5,000 トゥグリグ以上 25,000 トゥグリグ以下の罰金、企業または組織に対

し 50,000 トゥグリグ以上 100,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 5 

 第 111 条の 2 に示された支払いを企業または組織が決められた期日におこわなかった場

合、労働監督官または判事はこうした企業に対し 50,000 トゥグリグ以上 100,000 トゥグリ

グ以下の罰金を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 6 
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 幹部職員が女性労働者もしくは年少労働者に対し、その者が行うことが禁止されている

職務を遂行するよう求めた場合、または、規定量を超えている荷を持ち上げ運搬するよう

求めた場合、または、18 歳未満の労働者に対しその者の精神的な発達や健康に悪影響のあ

る職場で働くよう求めた場合、または、異常な作業条件のもとにある職場で働くよう求め

た場合、または、第 74 条に違反し残業、公休日の労働、週末労働を強制した場合、労働監

督官は幹部職員に対し 15,000 トゥグリグ以上 30,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなくて

はならない。 
 
第 141 条の 1の 7 

 適用される労働安全衛生規則を企業または組織が遵守しない場合、州の労働監督官は、

かかる企業または組織に対し 150,000 トゥグリグ以上 200,000 トゥグリグ以下の罰金を課

し、さらに、企業または組織が建物または施設を共同所有しながら第 85 条に規定された要

件を満たさない場合、州の労働監督官または判事はかかる企業に対し 50,000 トゥグリグ以

上 100,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなければならない。 
 
第 141 条の 1の 8 

 幹部職員が、労働協約及び雇用契約に関する討議にしかるべき時機に参加しなかった場

合、時機を得た方法でその討議を開始しなかった場合、または、紛争を仲裁者(an 

intermediary)もしくは労働調停者(a labor arbitration)に付することを理由なく拒否し

た場合、判事はかかる幹部職員に対し 10,000 トゥグリグ以上 50,000 トゥグリグ以下の罰

金を課さなければならない。 
 
第 141 条の 1の 9 

 幹部職員が集団的労使紛争の解決に携わる労働者の代替労働者を雇用した場合、または

違法に懲罰処分を行った場合、または違法に業務を変更した場合、または集団的労使紛争

の解決にたずさわる労働者の代表を解雇した場合、判事はかかる幹部職員に対し 10,000 ト

ゥグリグ以上 50,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなければならない。 
 
第 141 条の 1の 10 

 当事者でない市民または幹部職員が法律に反して労働協約及び団体交渉の話し合いまた

はストライキの組織化を妨げた場合、または労働者が作業場へ立入ることの一時的拒否を

行った場合、集団的労使紛争に参加している者の選択の自由を干渉した場合、判事は係る

市民または幹部職員に対し 5,000 トゥグリグ以上 20,000 トゥグリグ以下の罰金を課し、さ

らに、企業に対し 50,000 トゥグリグ以上 100,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなければな

らない。 
 
第 141 条の 1の 11 

 幹部職員または企業もしくは組織が、雇用契約書なしに労働者を雇用した場合、州の労

働監督官はかかる幹部職員に対し 5,000 トゥグリグ以上 20,000 トゥグリグ以下の罰金を課

し、さらに、企業または組織に対し 50,000 トゥグリグ以上 100,000 トゥグリグ以下の罰金

を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 12 

 使用者の要求に基づき、幹部職員がその職務と地位が保全されている労働者の雇用契約

を違法に破棄した場合、企業または組織の解散の場合を除き、判事はかかる幹部職員に対

し、5,000 トゥグリグ以上 25,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 13 

 幹部職員が労働者の賃金の支払いを遅延させる、または適切な時期に支払いを行わない、

または労働者の過失によらない不就労時間に関わる賃金を支払わない、または法律で定め

るところの額より低い額しか支払わない場合、判事はかかる幹部職員に対し 5,000 トゥグ

リグ以上 15,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 1の 14 
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 市民、幹部職員、または企業、もしくは組織が、第 122 条の 1 の規定に違反し、ストラ

イキが禁止されている場所でストライキを組織した場合、判事はかかる市民または幹部職

員に対し 40,000 トゥグリグ以上 50,000 トゥグリグ以下の罰金、企業または組織に対し

100,000 トゥグリグ以上 200,000 トゥグリグ以下の罰金を課さなくてはならない。 
 
第 141 条の 2 

 第 141 条の 1 の 6 の規定に違反した結果、労働者の健康が損なわれた場合、その損失ま

たは損害は民法の損害規定に準じて補償されなくてはならない。 
 
第 141 条の 3 

 使用者が労働者の賃金支払いを遅延させた、または適切な時期に支払わなかったと判断

される場合、判事は遅延 1 日につき 1 日の賃金の 0.3％に相当する罰金を課さなくてはな

らず、またその罰金は労働者に支払われなくてはならない。 
 
第 142 条 本法の発効期日 
 
第 142 条の 2 

 本法律は 1999 年 7 月 1 日をもって効力を発するものとする。 
 
出所：仮訳、国際安全衛生センター 
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