
インドネシア通信 2019 年 9 月 記事総覧 

（No.5528–4 日  No.5529–11 日  No.5530–18 日   No.5531-25 日）  

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5528 日本国際水産品・技術見本市 イの輸出成約 4,262 万米ドル シーフード 

 1‐7 月の完成車輸出 16.94 万台 前年比 23.1％増と好調 自動車 

 ハニフ労働相 愛媛県知事と面談、人材育成の協力関係を強化 愛媛県 

  5529 日本、中小企業のデジタル化協力を提案 アセアン経済大臣会合 中小企業 

    JKT‐SBY 準高速鉄道 中国が食指 運輸相日本を優先すると JKT-SBY 鉄道 

 中銀総裁、日本の投資家にイへの投資に確信が持てる理由説明 中銀東京支店 

  5530 三菱ケミカル ポリエステルフィルム生産増強 1.3 億米ドル投資 三菱ケミカル 

   5531 日本触媒 2 億米ドルの増設投資にタックスホリデーの適用 日本触媒 

 地場産業 CP 高級屋根材グラッサ現地生産ケイミューが技術協力 ケイミュー 

 トヨタとガジャマダ大学、産学連携で研究開発、産業競争力を強化 トヨタ 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5528 スリ財務相 本年通年の経済成長率 5.08％にとどまる見込みと 成長率 

 8月のインフレ前月比 0.12％と低水準前年比では 3.49％に上昇 インフレ率 

  5529 事業環境 インドネシアはベトナムに劣る 世銀報告 外国投資 

 8 月の外貨準備 1,264 億米ドル 前月比 5 億米ドルの微増 外貨準備高 

 中銀総裁、日本の投資家にイへの投資に確信が持てる理由説明 中銀総裁 

  5530 世銀 イの経済成長率予測 2020 年以降 5％未満に減速 成長率予測 

   BKPM 企業が問題指摘しているインドネシア投資の主な障害 5つ 外国投資 

 8 月の貿易収支 0.8 億米ドルと僅かに黒字貿易額は前年比二桁減 貿易 

 インドネシアでの事業投資、外国企業に任期ないのは何故か 外国投資 

 ミレニアル世代も定年退職に備えた投資を長期的に考えておく 投資信託 

  5531 OECD イの経済成長予測 19 年＆20 年共に 5％に下方修正 成長率予測 

 中銀 政策金利 25bp 引下げ 5.25％に 3 カ月連続の利下げ 政策金利 

 日本触媒 2 億米ドルの増設投資にタックスホリデーの適用 外国投資 

 中銀、車と住宅ローンの頭金比率規制を緩和 12 月から実施 金融・ローン 

 タバコ税来年から 23％引上げ経済専門家の批判と政府の説明 税収 

 

（３） 産業全般： 

No.5528 ESDM ニッケル鉱石の全面輸出禁止を前倒し来年 1 月から 鉱業ｰニッケル 

 電気自動車用電池インドネシアでの製造に 10 億米ドル超の投資 EV 電池 

 日本国際水産品・技術見本市 イの輸出成約 4,262 万米ドル 水産品 



 1‐7 月の完成車輸出 16.94 万台 前年比 23.1％増と好調 自動車 

    1‐7 月の二輪車 国内販売及び輸出ともに好調に推移 二輪 

 グーグル オンライン広告利用者から PPｎ徴収税収拡大期待 オンライン広告 

 ハニフ労働相、愛媛県知事と面談、人材育成の協力関係を強化 人材育成 

 ゴジェック、フォーチュン誌‘世界を変える 50 社’に再び選出 デジタル経済 

   5529 製造業の強化、6 つの戦略的政策を発表 政府と中銀連携 製造業 

 イで初の電気自動車展 45 企業・団体出展 EV 普及活動の一環 電気自動車 

 日本、中小企業のデジタル化協力を提案 アセアン経済大臣会合 デジタル経済 

  5530 三菱ケミカル ポリエステルフィルム生産増強 1.3 億米ドル投資 石油化学 

 シナルマス BSD シティでイノベーション・ラボ施設を開発 不動産 

   5531 日本触媒 2 億米ドルの増設投資にタックスホリデーの適用 石油化学 

 地場産業 CP 高級屋根材グラッサ現地生産ケイミューが技術協力 住宅建材 

 トヨタとガジャマダ大学、産学連携で研究開発、産業競争力を協会 自動車 

 中国系自動車メーカー2 社近々CBU の輸出を開始、アセアン諸国に  同上 

 

（４） インフラ関連： 

No.5529 JKT-SBY 準高速鉄道 中国が食指 運輸相日本を優先すると JKT-SBY 鉄道 

   5531 第２チカンペック高架高速道路 本年 11 月開通予定 高速道路 

 

（５） 政治関連： 

No.5528 首都移転世論調査反対 39.8％賛成 35.6％ジャカルタ市民殆ど反対 首都移転 

 大統領首席補佐官 パプア暴動の扇動者はベニ・ウエンダと パプア暴動 

  5529 KPK 法改訂法案 国会主導で審議 KPK の弱体化懸念 汚職関連法 

 大統領外国投資規制の廃止と許認可手続きの一層の簡素化を指示 外資規制 

    政府税制改革法案を策定、国会提出を準備 改革のポイントは 税制改革 

   製造業の強化 6 つの戦略的政策を発表 政府と中銀連携 製造業強化 

 労働省 外国人が就労可能な役職を拡大 より弾力的対応に 労働法 

 KSPI, 政府は労働法の見直しではなく最賃システムの見直しを  同上 

   5530 大統領 KPK 改定法案審議には同意 しかし内容には一部反対 KPK 法改定 

 ICW KPK 法改訂により KPK を強化するという大統領発言は詭弁  同上 

 KPK 新長官に南スマトラ州警本部長選任される 2019‐2023 任期  同上 

 KPK 法の改定は、天然資源分野の“資源マフィア”を利すると  同上 

   5531 改正 KPK 法成立独立機関から行政機関の一つに KPK 弱体化  同上 

 エコノミスト KPK 法の改正は事業投資の障害になると懸念  同上 

 KPK 法の改正等民主化後退に反発 学生デモ全国規模に拡大 国会/デモ 

 PDIP の若手国会議員、ジョコウィ大統領の大臣就任の誘いを断る？ 新内閣 



（６） その他： 

   5528 2020 年の国民の祝日・有給一斉取得日決定、 合計 20 日 来年の祝日 

   5529 ジャカルタの車両ナンバーによる交通規制、対象区域を拡大 交通規制 

   5530 スマトラ・カリマンタンで煙害深刻 フライト中止、学校休校も 煙害 

 東ティモール、住民投票実施の功績讃え故ハビビ大統領の名前

を橋に命名 

東ティモール 

 


