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（１）日本及び日本関連： 

No.5596 20 年の直接投資 Rp826.3 兆 コロナ禍も 2.1%増 政府目標を達成 投資・通年統計 

 20 年４Q の FDI 日本、韓国に抜かれ５位に転落 通年では４位維持 同上・現法設立 

 PHC インドネシア 人工呼吸器の製造開始 ITB と共同開発 パナソニック 

    太平洋セメントと国営セメン・インドネシアグループ 資本提携 太平洋セメント 

5597 JICA 離島の漁港・水産施設整備に 30 億円の無償資金援助 JICA・無償援助 

5598 イの政府系投資ファンド 中国からいまだ参加表明ないのはなぜか？ JBIC 拠出 

 ミャンマーの軍事クーデター問題について日イ両外相が電話会談 茂木外相 

5599 1 月の自動車販売 5.3 万台 前月比 8%減 ただ５万台の水準は維持 自動車メーカー 

 東亜建設工 国営建設ワスキタ・カルヤの上場子会社と事業提携 東亜建設工業 

 さよなら＆ありがとう“ラジャ・ディーゼル、いすゞパンサー” いすゞパンサー 

 

（２）政治関連： 

No.5596 インドネシア政府 ミャンマーでの軍事クーデターに懸念 ミャンマー政変 

 ジョコウィ大統領 リスティヨ刑事局長を国家警察長官に任命 国家警察長官 

5597 インドネシア・マレーシア首脳会談:ミャンマーの軍事クーデターに言

及 

外交・マレーシ

ア 

    民主党問題:AHY 民主党党首とムルドコ大統領府長官の間でわだかま

り？ 

民主党・内紛 

    アニス知事 首都ジャカルタはロックダウン（都市封鎖）しないと明言 ロックダウン 

 ジョコウィ大統領 積極的に政府の活動を批判し意見するよう国民に求

める 

ジョコウィ大統

領 

    米国籍者が県知事に当選するという珍事が発覚 統一地方首長選 

5598 雇用創出法の施行細則規程（施行令）の進捗状況 雇用創出法 

    労働分野の政令案 公聴会終了も労働組合は依然反対表明 同上・ 

オムニバス法 

   ミャンマーの軍事クーデター問題について日イ両外相が電話会談 外交・ 

ミャンマー 

   ITB の反過激運動グループ 元ムハマディア会長を過激派人物と批判 イスラム教派 

 パレスティナのリヤド・アル・マリキ外相 インドネシアの支持を評価 外交・ 

パレスティナ 

5599 法務人権副大臣 汚職逮捕の社会大臣と海洋水産大臣は死刑に値すると

発言 

内閣・汚職 

 国会第一委員会のカタール訪問に批判の声 国会・ 

第一委員会 

  元ソロ市長 前職の溶接工に戻って社会貢献 元ソロ市長 
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（３）経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5596 20 年の直接投資 Rp826.3 兆 コロナ禍も 2.1％増 政府目標を達成 直接投資・通年 

 20 年４Q の FDI 日本、韓国に抜かれ５位に転落 通年では４位維持 同上・４Q 

   投資による雇用創出効果が低下傾向 エコノミスト 政府に警鐘 同上・雇用 

   ルトゥフィ商業大臣 本年の非石油ガス部門の輸出 6.3%増目指す 輸出・増（目標） 

    １月のインフレ 前月比 0.26％、前年比 1.55% 再び低下傾向に インフレ率・下 

5597 20 年のイ経済成長率マイナス 2.07% アジア通貨危機以降初のマイナ

ス 

成長率・見通し 

 ４Q にリセッション脱出できず エコノミスト 政府のコロナ対策失敗

と 

同上・実績 

    1 月の外貨準備、前年末より 21 億米ドル増、史上最高額 1,380 億米ド

ル 

外貨準備・増 

5598 イの政府系投資ファンド 中国からいまだ参加表明ないのはなぜか？ 政府系投資ファ

ンド 

 １月の貿易収支 19.6億米ドルの黒字 輸出は前年比 12.2%増 貿易収支・増 

 コロナ禍のインドネシア「下位中所得国」に転落 上位に復活は 22 年

か 

GDP・中所得国 

 自動車奢侈税 本年 3 月から 12 月まで段階的に減免 1500cc 以下の２

ＷＤ 

自動車税・減税 

5599 本年のコロナ・経済回復対策予算 Rp688.3 兆に引上げ 前年比 19%増 経済回復予算・

増 

 中銀 政策金利 3.5%に利下げ 史上最低水準更新 景気回復を後押し 政策金利・下 

 政府 コロナ禍の労働集約型産業に賃金支給額と支給方法の調整認め

る 

コロナ・賃金・

下 

 

（４）産業全般： 

No.5596 PHC インドネシア 人工呼吸器の製造開始 ITB と共同開発 医療器・合弁 

 太平洋セメントと国営セメン・インドネシアグループ 資本提携 セメント・合弁 

5597 国営企業省 EV 用電池製造国家プロジェクトのロードマップ策定 EV・電池製造 

   ジャカルタのホテル業界 PSBB の延長続くようでは死滅すると嘆いて

いる 

観光・ホテル 

 1 月の製造業 PMI 指数 52.2、3 か月連続 50 以上、ここ６年半の最高値 製造業 PMI指数 

5598 自動車奢侈税 本年 3 月から 12 月まで段階的に免除 1500cc 以下の２

ＷＤ 

自動車 

5599 1 月の自動車販売 5.3 万台 前月比 8%減 ただ５万台の水準は維持 同上 

   東亜建設工 国営建設ワスキタ・カルヤの上場子会社と事業提携 建設 

 さよなら＆ありがとう“ラジャ・ディーゼル、いすゞパンサー”  自動車 
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（５）インフラ関連： 

No. 5597 JICA 離島の漁港・水産施設整備に 30 億円の無償資金援助 漁港・水産施設 

5599 東ジャワ州トゥバン県の村民が突然、億万長者になり話題 製油所・土地 

 

（６）その他： 

No.5596 インドネシア医師協会 軽症のコロナ感染者は自宅療養に変えるよう

要請 

コロナ・現状 

 発足 95 周年を迎えた NU（ナフダトゥール・ウラマ） イスラム・NU 

   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 

 ジョコウィ大統領、２回目のコロナ・ワクチン接種を受ける 同上・ワクチン 

   マカッサル空港で迅速抗原検査を偽造発給した医師を逮捕 コロナ・その他 

   ポンティアナックとスマラン、今年の旧正月は獅子舞等の祝賀行事を

自粛 

同上 

 警察、謎の隕石を隠匿するよう発見者に命じる 隕石落下 

5597 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 

    ダンドゥット（大衆音楽）の王様ロマ・イラマの息子、麻薬で２度目の

逮捕 

ダンドゥット 

5598 医療関係者 中国正月の外出自粛を要請 コロナ感染者急増を懸念 コロナ・ 

中国正月 

 国鉄 吐息でコロナ感染を発見する検査機を主要８駅に設置 コロナ・国鉄 

 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 

 2020 年国勢調査によるジャカルタ特別州の人口 ジャカルタ・ 

人口 

 中国正月の自粛要請の効果なし 中国正月・ 

コロナ 

5599 ジャカルタ大洪水 集中豪雨でスディルマン通りも冠水 ジャカルタ・ 

洪水 

 コロナ・ワクチン接種者で初めての死者が出る コロナ・ワクチ

ン 

 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 

 ライオン・エアー、エンジントラブルで離陸直前にターミナルに引き

返す 

航空機・事故 

 東ジャワ州トウバン県の村民が突然、億万長者になり話題 土地成金 

 


