
インドネシア通信 2019 年 7 月 記事総覧 

（No.5520–3 日 No.5521–10 日 No.5522–17 日 No.5523－24 日 No.5524－31 日）  

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5520 トヨタ イで HEV など電動車の開発 4 年間で Rp28.3 兆投資 トヨタ 

 日・イ両政府特定技能労働者の送出し・受入れ協力覚書を締結 技能実習生 

 豊田通商、チカランに”アクシア“第 3 棟建設、家族帯同駐在員向け 豊田通商 

 ジョコウィ大統領に各国首脳から再選祝福の嵐、G20 サミット G20 サミット 

  5521 ゴジェック 三菱商と三菱自から資金調達 シリーズFの一環 三菱商・三菱自 

 阪急阪神不動産ジャカルタの中心部で複合施設の運営・管理に参入 阪急阪神不動産 

 今年の GIIAS (July18-28) 20 以上のニューモデルを発表 自動車業界 

  5522 マセラ鉱区ガス田開発 政府、インペックス改訂 POD を承認 インペックス 

 イオン環境財団とジャカルタ州政府共同でマングローブ植樹事業 イオン 

  5523 シャープ、全自動洗濯機をインドネシアで生産、タイから移管 シャープ 

   5524 ソフトバンク孫社長ジョコウィ大統領と面談 20 億㌦投資コミット ソフトバンク 

 上半期の自動車国内卸売販売 48 万台 前年比 13％減と低迷 自動車 

 上半期の完成車輸出 13.7 万台 前年比 21.8％増  同上 

 MRT ジャカルタ フェーズ 3 東西線 31.7 ㎞ 来年着工 MRT 地下鉄 

 MRT ジャカルタ南北線運行開始 4 カ月、そのパーフォーマンスは  同上 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5520 イ政府 G20 の機会に日本企業にビジネス投資誘致活動 投資 

 ルキタ商業相 世耕経産相と IJEPA の一般見直し協議 EPA-連携協定 

 世銀 イの本年の経済成長率予測 5.2％から 5.1％に下方修正 成長率 

 5 月の貿易収支 2.1 億米ドルの黒字ながら輸出は前年比 9％減 貿易収支 

 6 月のインフレ前月比 0.55％ラマダン・レバランのピーク過ぎる インフレ 

  5521 第２四半期経済成長率政府予測 5.02％-5.13％ 前年より減速 成長率 

 6 月の外貨準備 1,238 億米㌦ 海外資金流入で 35 億米㌦増 外貨準備高 

   5522 6 月 2 億㌦の貿易黒字 レバラン 9 連休で輸出前月比 21％減 貿易 

 人材育成と研究開発に対するスーパー減税 政令 9 日公布 投資ｰ減税 

  5523 政府と国会 本年通年の経済成長予測 5.2％に下方修正で合意 成長率 

   中銀利下げに踏切る 1 年 10 カ月振り 政策金利 5.75％に 政策金利 

 投資ネガティブリストの緩和輸出指向産業に焦点を（カディン） 外国投資 

 本年 3 月のジニ係数 0.382 過去 5 年 社会格差の改善続く 所得格差 

 電子マネーが益々普及、OVO 利用者 58％でトップ、次いで Go-Pay 電子マネー 

   5524 ソフトバンク孫社長ジョコウィ大統領と面談 20 億㌦投資コミット 投資 



 産業界の設備投資上期様子見から下期は実施に動くと カディン 投資 

 FDI の規制がイの経済成長低迷の要因の一つ バぺナス指摘 外国投資 

 イの税収率 11.5％ アジア大洋州 17 か国中最低 OECD 調査 税収 

 

（３） 産業全般： 

No.5520 トヨタ イで HEV など電動車の開発 4 年間で Rp28.3 兆投資 自動車 

 5 月の自動車国内販売 8.4 万台で依然低迷 前年比 16.3％減  同上 

 1-5 月の自動車輸出累計 11.6 万台前年比 18.2％の増加  同上 

 日・イ両政府特定技能労働者の送出し・受入れ協力覚書を締結 特定技能 

 豊田通商、チカランに”アクシア“第 3 棟建設、家族帯同駐在員向け 不動産 

   5521 国営企業 3 社 共同で大型工業団地開発 スバンで 11,000h  工業団地 

 ゴジェック 三菱商と三菱自から資金調達 シリーズFの一環 モビリティー 

 阪急阪神不動産ジャカルタ中心部で複合施設の運営・管理に参入 不動産 

 政府系電子決済“Linkaja!” 運用開始、OVO と Go-pay に対抗 電子決済アプリ 

 今年の GIIAS (July18-28) 20 以上のニューモデルを発表 自動車 

 ヒュンダイ、インドネシアに自動車工場建設、2021 年操業予定  同上 

  5522 マセラ鉱区ガス田開発 政府、インペックス改訂 POD を承認 天然ガス開発 

 5523 工業団地での配送センターの需要増加、特に電子商取引関係 物流 

 台湾 EMS 大手ペガトロン バタム工場稼働 輸出拡大を期待 電子機器 

 台湾 EMS 大手コンパルもイ進出を検討 政府税優遇措置を準備  同上 

 ガイキンド国際オートショー開幕 販売回復のきっかけに 自動車 

 シャープ、全自動洗濯機をインドネシアで生産、タイから移管 家電 

   5524 上半期の自動車国内卸売販売 48 万台 前年比 13％減と低迷 自動車 

 上半期の完成車輸出 13.7 万台 前年比 21.8％増  同上 

 国際オートショーGIIAS 閉幕、来場者 47 万人超えの大盛況  同上 

 

（４） インフラ関連： 

No.5521 ジャカルタのプリオク港、週 7 日 24 時間業務体制に 輸出拡大 プリオク港 

  5522 プリオク港へのアクセス道路が常に渋滞 産業界改善を訴え  同上 

   5523 ジャカルタ-バンドン高速鉄道、カラワンまでは 15 分以下で 新幹線 

   5524 MRT ジャカルタ フェーズ 3 東西線 31.7Km 来年着工 地下鉄 

 MRT ジャカルタ南北線運行開始 4 カ月、そのパーフォーマンスは  同上 

 

（５） 政治関連： 

No.5520 憲法裁プラボウォ陣営の異議申立て棄却、ジョコウィ再選確定 大統領選 

 ジョコウィ大統領に各国首脳から再選祝福の嵐、G20 サミット G20 サミット 



  5521 ジョコウィ大統領 組閣で最重要視するのは仕事が出来る人物 新政権組閣 

 調査機関 LSI 2024 年大統領選候補 14 人＋αを予想 次期大統領選 

 ソフィアン・ワナンディ氏 今や労働法を見直す時であると 労働法 

  5522 ジョコウィとプラボウォ和解面談 13 日 MRT でやっと実現 大統領選 

 現内閣の中で交代が噂されている閣僚 関係者の予測 新内閣ｰ人事 

 第 2 次ジョコウィ政権の組閣 政治専門家が指摘する課題 新内閣ｰ課題 

 ジョコウィ大統領再選後初めての演説 5 つのビジョンを強調 新内閣-政策 

 産業界代表ジョコウィ大統領に労働法の見直しを訴え 労働法 

 ジョコウィとプラボウォの和解、困難な理由とは 大統領選 

 ジョコウィ大統領、組閣の絵は既に描き大臣の名前も意中にあり 新内閣-人事 

   5523 第 2 期ジョコウィ政権閣僚リストのフェイクニュース出回る  同上 

   5524 与党連合に亀裂？野党は PKS のみに？与野党連合再編の動き 新政権 

 第２次ジョコウィ内閣３人の女性閣僚の留任は間違いないと 新内閣ｰ人事 

 ジョコウィ大統領の唱える”求職支援カード“プログラムとは 雇用 

 来年のソロ市長選世論調査でジョコウィ大統領の息子二人が候補に ソロ市長選 

 

（６） その他： 

  5520 国家人権委、5 月 21-22 日暴動実態調査まだ 2 カ月必要、動画検討中 暴動 

   5521 国家警察、テロ組織ジェマア・イスラミア指導者含む 5 人を逮捕 テロ組織 

   5522 イオン環境財団とジャカルタ州政府共同でマングローブ植樹 環境 

 ミレニアル世代、投資よりも貯蓄を選択、仮想通貨取引所 Luno の調査 ミレニアル世代 

  5523 本年 3 月の貧困率 9.41％ 前年比 0.25 ポイント低下 貧困率 

 


