
インドネシア通信 ２０１８年 ７月 記事総覧 

（No.5472-4 日、 No.5473-11 日、 No.5474-18 日、 No.5475-25 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

5472 スズキ MPV 新型エルティガを 9 月から輸出開始   （自動車）  

 ジョコウィ大統領 河野外相を大統領宮殿に迎える （政治） 

 日本 インドネシアの離島 6 島の水産セクター開発事業に協力 （ODA） 

 縁日祭 多くのインドネシア人も参加 日イ友好の証  （友好関係） 

5473  ファミマ・インドネシア 100 店舗目をオープン   （コンビニ） 

5474  パティンバン港 7 月着工 19 年の一部運営開始目指す （ODA） 

5475   パティンバン港運営事業者入札 9 月 民間企業の参入も可能に （ODA） 

     

（２）経済全般 （投資、貿易も含む）： 

5472 中銀、6 月の政策金利 50 ポイント利上げし 5.25％に  （金利） 

 6 月インフレ レバラン月で 0.59％に上昇 前年比は 3.12％  （インフレ） 

 スリ財務相 本年第二四半期の経済成長率 5.2％可能と  （成長率） 

 韓国、合弁で電線工場建設、カラワンで 6 千万米ドル投資 （投資） 

5473 6 月の外貨準備 ルピア防衛で 31 億ドル減少 （外準） 

 利上げもルピア安止まらず 15 年以来最安値の Rp14,400 （為替） 

5474 OSS システム開始 事業認可の簡素化と迅速化の期待高まる （投資） 

 6 月 3 か月振りの貿易黒字 上期累計は 10.2 憶㌦の赤字 （貿易） 

 本年上半期の税収 Rp581.5 兆、前年比 14％増 （国家予算） 

 政府 本年度修正予算の編成なし 大きなブレはないと （国家予算） 

 中銀の利上げ効果 外国資金が流入 ルピアも落ち着く  （金利・為替） 

5475 中銀 政策金利 5.25％を維持 3 か月ぶりに据置き （金利） 

 政府 輸入制限強化を検討 貿易収支改善に取り組む （貿易） 

 ルピア安トレンドも輸出伸びず 原材料輸入依存が問題   （貿易・為替） 

 

（３）産業全般： 

5472 5 月の自動車国内販売 前月比微減も 10 万台維持  （自動車） 

5473  プルタミナ補助金なし石油燃料値上げ 原油高騰に対応 （燃料） 

 工業省 EV など低炭素車でトヨタと 6 大学で共同研究  （自動車） 

 ファミマ・インドネシア 100 店舗目をオープン （流通） 

 ジョグジャのサデン浜の漁民 荒波をものともせず出漁   （漁業） 

5474 6月二輪販売 長期休暇の影響で 36％減も上期は 300万台突破 （二輪） 

 工業省 村落向け国産商用車を 19 年から本格生産予定 （自動車） 



 屋上太陽光パネル 家庭の電力需要を満たす長期的なソリューション （電力） 

5475 6 月自動車販売 前月比 41％減も上期としては 55 万台超え （自動車） 

 二輪車輸出 上期 26.5 万台 前年比 43.5％増 （二輪） 

 

（４）インフラ関連： 

5472 日本 インドネシアの離島 6 島の水産セクター開発事業に協力 （港湾） 

5473 インドネシア初の風力発電 南スラで 75MW 再生可能エネ 14％に （電力） 

 スディルマン-タムリン通り 歩道拡幅整備 7 月末完成  （道路） 

5474 パティンバン港 7 月着工 19 年の一部運営開始目指す （港湾） 

5475 パティンバン港運営事業者入札 9 月 民間企業の参入も可能に （港湾） 

 

（５）政治関連： 

5472  統一地方首長選挙 27 日平穏無事に投開票実施される （統一地方選） 

 地方首長選 主な州の調査機関のクイックカウント結果 （統一地方選） 

 ジョコウィ大統領 河野外相を大統領宮殿に迎える （外交） 

5473 統一地方首長選 政党の勝敗と大統領選の行方  （統一地方選） 

 来年の総選挙 候補者登録開始 一部大臣が登録 （総選挙） 

 選挙管理委員会 汚職犯罪歴候補の総選挙登録認めず   （総選挙） 

 大統領選候補登録来月 ジョコウィ大統領 パートナー決定済みと （大統領選） 

5474 ジョコウィ氏 副大統領候補 5 人に絞り最終段階と （大統領選） 

 2019 年大統領選 PKB 党首ジョコウィ支援を言明 （大統領選） 

 スシ大臣が高校卒業証書受理、PDIP 祝福の花束贈呈  （内閣） 

5475 来年の国会議員選挙 現職閣僚 7 人が立候補登録 （総選挙） 

 大統領 選挙控え “扇動されることのないよう”国民に訴え （総選挙） 

 スハルト元大統領の子女 3 人 ブルカルヤ党から総選挙に立候補  （総選挙） 

 第 73 回独立記念日を祝し、スシ海洋水産相から特別な贈り物 （国際） 

 政府 エセロン I, II, III の上級公務員に官舎を用意 （公務員） 

 

（６）その他（主要記事のみ）： 

5472 ギャラップ調査 「安全な国」世界ランキング インドネシア 9 位 （安全） 

 QS 世界大学ランキング アセアンのトップ 10 に UI のみ （教育） 

5473 最高検察庁長官 シティ・アイシャ被告のマレーシア裁判に支援 （裁判） 

5475 国家警察 スラバヤ事件以降で 197 人逮捕、うち 20 人射殺 （テロ） 

 インドネシアの貧困率 9.82％に低下、史上初の一桁台へ （貧困率） 

 


