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（１） 日本及び日本関連： 

No. 見出し キーワード 

5600 1 月の二輪車販売 39.5万台 コロナ禍では最高 本格回復期待      二輪車メーカー 

 ＫＰＫ(汚職撲滅委員会) 南スラウェシ州知事を逮捕          ヌルディン知事 

5601 工業大臣 自動車メーカー日本本社に豪州向け輸出容認を要請すると  自動車メーカー 

    ITB と阪大 コロナワクチン共同研究の覚書に署名         大阪大学 

5602 アグス工業大臣訪日 梶山経産相は経団連、ジェトロ等と面談     アグス工業相 

来日 

 アグス大臣 自動車メーカー5 社と新規投資や輸出につき協議     自動車メーカー 

 2 月の自動車卸売販売 4.7 万台に減少 3 月からの奢侈税減免発表で    同上 

 3 月 11 日命令書のミステリー                    スカルノ大統領 

 国際食品・飲料展 Foodex Japan にインドネシア・パビリオン出展    食料飲料展示会 

5603 政府、自動車奢侈税の一時減免措置、対象車種拡大を検討       自動車メーカー 

5604 UAE インドネシアの政府系投資ファンド INAに 100 億米ドル拠出   JBIC 国際協力

銀行 

 

（２） 政治関連： 

No. 見出し キーワード 

5600 政府 雇用創出法の施行細則 政令 47 本と大統領令４本を公布 Omnibus 法 

 雇用創出法細則の大統領令で投資ポジティブリスト制定 同上（投資） 

    雇用創出法の労働分野政令４本 労働組合反対のまま成立 同上（労働） 

    20 年の貧困人口 前年比 276 万人増加 コロナ禍貧富の差拡大 貧困率・悪化 

    KPK(汚職撲滅委員会) 南スラウェシ州知事を逮捕 州知事・汚職 

 外国のマスコミ ミャンマーの軍事政権に対するインドネシアの姿勢を批

判 

外交・ 

ミャンマー 

    2024 年の総選挙：女性議員が国会議員の 30%を占めることが目標 国会議員・女性 

5601 大統領 宗教界の反発を受け酒類製造を投資開放分野から外す 投資禁止・種類 

    民主党臨時党大会でムルドコ大統領首席補佐官が新党首に選出される 民主党・内紛 

   ミャンマー問題に関する ASEAN 外相会議：インドネシア３点を提案 外交・ 

ミャンマー 

   ジョコウィ大統領：外国製品を嫌いになり国産品を愛そうと発言 外国品排斥 

 コロナ対策本部長ムハンマド昇天祭休日の郊外への外出を控えるよう要請 コロナ対策 

  ゴルカル：次期総選挙で連立与党の指導者となり、総選挙法見直しに反対

を表明 

ゴルカル・ 

総選挙 

  

5602 

アグス工業大臣訪日 梶山経産相や経団連、ジェトロ等と面談 工業大臣訪日 
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  大統領の任期と次期全国統一地方首長選挙 統一地方首長選 

 保健省 アストラ・ゼネカ社のワクチン引き続き使用すると明言 コロナワクチン 

 保健省 変異株 N439K は昨年 11 月以降国内で既に確認を公表 コロナ・現状 

 3 月 11 日命令書のミステリー スカルノ、スハ

ルト大統領 

 パプア州で武装犯罪グループ、スシ・エアーのパイロットと乗客を拉致 パプア州・騒乱 

5603 OECD インドネシア経済調査 2021 雇用創出法の最大活用を期待 外国投資環境 

 ジョコウィ大統領：ミャンマー問題解決のアセアン首脳会議開催は急務 外交・ 

ミャンマー 

 ICW 年次報告：2020 年の汚職総額は前年度の４倍 政府汚職・増 

 PDIP:ルトゥフィ商業大臣のコメ輸入政策を批判し大統領を見習えと訴え

る 

コメ輸入・商業

相 

 運輸大臣の「レバラン休暇の帰省を禁止しない」発言に賛否両論 ブディ運輸大臣 

 プラボウォ国防大臣、国産初の潜水艦を海軍へ引き渡す式典に出席 軍備・潜水艦 

5604 EV 用電池製造の国営持株会社 IBC正式発足 総投資額 US$170億 国営持株会社 

 大統領の任期を３期にすることに賛成か否かの世論調査結果 大統領の任期 

 ジョコウィ大統領 インフラ建設の意義に言及 インフラ建設 

 保健大臣：高齢者のワクチン接種が喫緊の課題 コロナワクチン 

 レバラン帰省の禁止 コロナ・ 

移動禁止 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No. 見出し キーワード 

5600 2 月のインフレ 1.38% 前月比では 0.10% 1 月より更に低下 インフレ・低下 

5601 経済調整大臣 本年のイ経済 4.5‐5.3%成長に回復を確信 経済成長・上昇 

   IMF イのコロナ・経済回復対策を称賛 専門家 まだ評価は性急すぎと 経済回復対策 

   商業大臣 本年の商業省行動方針 主要３戦略を発表 商業省・貿易 

    2 月末の外貨準備 US$1,388億、前月比 US$８億増、史上最高を更新 外貨準備高・増 

5602 OECD 本年のインドネシア経済成長見通し 4.9%に上方修正 経済成長・上昇 

 2 月の貿易収支 US$20 億の黒字 輸出入共に前年比増 経済回復基調に 貿易収支・増 

5603 中銀 政策金利 3.5%に据え置く 米国金利の上昇懸念 中銀・政策金利 

   政府 物流効率化エコシステム第１号をバタムで立ち上げ 物流システム 

 政府 ハイブリッド車の奢侈税引き上げ方針 フル EV 優遇が鮮明に 税金・自動車 

 政府、自動車奢侈税の一時減免措置、対象車種拡大を検討 同上 

5604 スリ財務大臣 本年第１四半期のイ経済 まだマイナス成長の見込みと 経済見通し 

   世銀 本年のイ経済成長見通し 昨年 12 月の予測 4.4%を据え置く 成長率・上昇 

 UAE インドネシアの政府系投資ファンド INA に 100 億米ドル拠出 政府系ファンド 
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 自動車奢侈税の減免 2,500cc まで拡大を正式決定 4 月から実施 自動車奢侈税 

 金･銅鉱山フリーポートと中国の青山集団、合弁で銅精錬所建設を計画 米・中合弁投資 

（４） 産業全般： 

No. 見出し キーワード 

5600 1 月の二輪車販売 39.5万台 コロナ禍では最高 本格回復期待 二輪車・増 

5601 工業大臣 自動車メーカー日本本社に豪州向け輸出容認を要請すると 自動車・輸出 

   ITB と阪大 コロナワクチン共同研究の覚書に署名 医療・コロナ 

5602 アグス大臣 自動車メーカー５社と新規投資や輸出につき協議 自動車 

 2 月の自動車卸売販売 4.7 万台に減少、3 月からの奢侈税減免発表で 同上 

 韓国人社長 従業員の給料払わずに雲隠れ 韓国会社・逃亡 

    国際食品・飲料展 Foodex Japan にインドネシア・パビリオン出展 食料・飲料 

5603 政府 物流効率化エコシステム第 1号をバタムで立ち上げ 物流 

 政府 ハイブリッド車の奢侈税引き上げ方針 フル EV 優遇が鮮明に 自動車・EV優遇 

 2 月の二輪車国内販売 37.8万台に減少 輸出は８万台と好調 二輪車・減 

5604 EV 用電池製造の国営持株会社 IBC正式発足 総投資額 US$170億 EV バッテリー 

 自動車奢侈税の減税 2,500cc まで拡大を正式決定 4 月から実施 自動車 

 フリーポートと中国の青山集団、合弁で銅精錬所建設を計画 銅精錬所 

 プルタミナの石油製油工場で大規模火災発生 石油精製・火事 

 

（５） インフラ関連： 

No. 見出し キーワード 

5600 ジョコウィ大統領、ジョグジャカルタ‐ソロ間の電車路線開通式に出席 電車・ョグジャ 

5604 ジョコウィ大統領 インフラ建設の意義に言及 スラウェシ・ 

空港 

 

（６） その他： 

No. 見出し キーワード 

5600 パプア州インタン・ジャヤ地区で治安当局と武装グループの衝突が再発 パプア・衝突 

 インドネシアの新型コロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ・現状 

   酔った警察官がカフェで発砲、４人が死傷 警察・不祥事 

 東ジャワ州で 12 名のテロリストを逮捕 テロ 

5601 インドネシアの新型コロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ・現状 

   ジャカルタ警視庁、大統領宮殿周辺を通る車両のマフラー検査を実施 警察・交通規制 

5602 インドネシアの新型コロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ・現状 

 BSD でドイツ人夫妻が元使用人に殺害される 殺人事件 

    Citylink 航空、技術的トラブルで離陸後に空港に引き返す 航空機・事故 

   若者が選ぶ次期大統領ベスト 17：１位アニス、２位ガンジャル、プラボウ 民間アンケート 



インドネシア通信 2021 年 3月 記事総覧 

(No.5600;3月 3 日、No.5601;3 月 10日、No.5602;3 月 17 日、No.5603;3月 24 日、No.5604;3月 31 日) 

 

4 

 

5603 ォ５位 

   インドネシアの新型コロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ・現状 

 インドネシアのバドミントン・チーム、全英オープン出場停止 バドミントン 

5604 マカッサルの教会の前で爆発事件が発生 イスラム過激派 

 インドネシアの新型コロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ・現状 

 ２人のインドネシア人女性、NY で米国人青年グループに殴打される 暴力事件‐在米 

 


