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（１） 日本及び日本関連： 

No.5576 安倍総理の辞任に対するインドネシアの反応 安倍総理退陣 

 NEC とイのローソン デジタル技術活用の実証実験 店舗運営効率化 NEC/ローソン 

 ジャカルタ首都圏で新型コロナ感染者急増 日系企業でも感染者確認 日 

系現法・コロナ 

 PEI、日本証券金融の出資受入れ、証券金融分野の協力関係強化 日本証券金融 

  5577 ルピアと円の直接決済スキーム構築  中銀と日本の財務省 円ルピア決済 

 マルク産の生鮮マグロ 2.22 トン 日本向けに輸出 対日マグロ輸出 

   5578 メドコグループ ガス火力発電事業分野で関西電力と戦略的提携 関西電力 

 海外在住のインドネシア人の新型コロナ感染者数 新型コロナ感染 

   5579 8 月の自動車販売 3.7 万台  前月比 47％増  日産単月で 2 位に躍進 自動車メーカー 

  5580 運輸相 パティンバン港 外資との共同運営 ただ外資はマイナーと 港湾・円借款 

 ガルーダ マナドｰ成田貨物便開設 農水産品の日本向け輸出拡大 空輸・成田貨物便 

 

（２） 政治関連： 

No.5576 安倍総理の辞任に対するインドネシアの反応 日イ関係（政治） 

 ジョコウィ大統領と習近平国家主席 電話会談 中国・イ関係 

 メガワティ PDIP 総裁、ジョコウィ大統領の辞任要求に呆れる メガワティ総裁 

   5577 全国統一地方首長選挙の立候補者登録始まる 統一地方首長選 

 政府 電気自動車と自動運転車の普及を促進 国産電気自動車 

 インドネシア外交：レトノ外務大臣発言 外交政策 

 豪州の東南アジア専門家 ジョコウィ大統領の横顔を本に ジョコウィ大統領 

 マレーシア政府、インドネシア人の入国禁止措置発令 マ・入国禁止措置 

 アブドゥル・ガフル元青年・スポーツ大臣逝去 訃報・ガフル元大臣 

 ジョコウィ大統領、閣僚に新型コロナに集中せよと発破をかける コロナ対応策 

  5578 アニス首都ジャカルタ州知事 PSBB 緩和措置の取り消しを発表 大規模社会制限 

 レトノ外相 ASEAN が協力して人身売買を取り締まることが重要と訴え ロヒンギャ難民 

 大統領の給料カットを提案  新型コロナウィルス経費の為に 官僚機構改革 

 中国の沿岸警備艇 リアウ諸島州北ナトゥナ海域に侵入 経済水域・対中 

  5579 カラ前副大統領 コロナのワクチンが出来るまで統一地方首長選は延期 統一地方首長選 

 ICW 多数の元警察幹部が KPK の委員であるのは問題と指摘 汚職撲滅委員会 

 マフウッド政治・法務・治安調整大臣 法務関係者の印象は劣悪と批判 司法界悪評 

 教育文化大臣「歴史の授業の廃止などない」と言明 ナディブ教育相 

 スハルト元大統領の次男、出国禁止令の解除を求め財務大臣訴える スハルト次男 

  5580 ジョコウィ大統領 統一地方首長選挙日程の変更はないと言明 統一地方首長選 
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 統一地方首長選挙のキャンペーン始まる  同上 

 レトノ外相 年内に 20-30 百万回分のコロナワクチンを確保 ワクチン外交 

 MPR 副議長 ガトット前国軍司令官は次期大統領を狙っている？ 前国軍司令官 

 KPK 委員長 私用でヘリコプターを利用し内規違反の判決を受ける 汚職撲滅委員会 

 インドネシア代表、バヌアツはパプア問題に介入するなと国連で発言 パプア問題 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5576 スリ財務相 ３Q の成長率（-）2％～0％と予測 リセッションを懸念 経済成長率 

 マフフッド調整大臣 景気の後退は経済危機ではない 景気後退 

 8 月の CPI 前月比 0.05％のデフレ 前年比では 1.32％のインフレ インフレ率 

 PEI、日本証券金融の出資受入れ、証券金融分野の協力関係強化 証券金融 

   5577 ルピアと円の直接決済スキーム構築 中銀と日本の財務省 ルピア・円決済 

 補助金対象外の電気料金 10-12 月期 一部引下げ 電気補助金・減 

    8 月の外貨準備 1,370 億ドル コロナ禍 5 カ月連続増 史上最高を更新 外貨準備高・増 

   5578 政府 来年度の経済成長目標 5.0％に修正で国会と合意 経済成長率目標 

 経済学者ハティブ・バスリ氏 イ経済は U 字回復余儀なくされると 経済回復予測 

    国会主導の中銀法改正案 中銀の独立性維持に大きな懸念 中銀の独立性 

 8 月の貿易収支 23.3 億ドルの黒字  5 月以降 4 カ月連続の貿易黒字 貿易 

    グローバルデジタル企業への PPN 課税、更に 12 社追加、計 28 社に 税務・デジタル 

   5579 ADB 本年のイ経済成長率予測 －1.0％ アジア全体では－0.7％ 経済成長率 

 OECD 20 年の世界経済見通し－4.5％に上方修正 イは－3.3％  同上 

   ジャカルタの PSBB 再発動 経済への影響リセッションは避けられないと 大規模社会制限 

 中銀 政策金利 4.00％に据え置く ルピア通貨の安定を重視 金利と為替 

 アイルランガ経済調整大臣  143の外国企業がイに工場移転を検討と 直接投資（外資） 

 ルピア年初から 6.4％の下落、年末には Rp15,000‐15,500/㌦と 為替・ルピア 

 5580 財務相 第３四半期マイナス成長回避できず リセッション確実と リセッション 

 政府 本年のイ経済成長率見通し（－）1.7％~（－）0.6％に下方修正 経済成長率 

 

（４） 産業全般： 

No.5576 7 月の二輪車販売 29 万台に回復 前年比ではまだ 45％の減少 二輪車販売 

 NEC とイのローソン デジタル技術活用の実証実験 店舗運営効率化 小売り・DX 

 バリ 外国人観光客受入れ 9 月再開をキャンセル 年内困難と 観光業 

   5577 政府 電気自動車と自動運転車の普及を促進 電気自動車 

 イの EC 利用者 本年末には 1.37 億人に 前年比 15％増 E コマース・増 

 マルク産の生鮮マグロ 2.22 トン 日本向けに輸出 漁業・マグロ  
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 EC 最大手 Shopee、コロナ禍２Q の取引急増、前年比 130％増 E コマース・増 

   5578 メドコグループ ガス火力発電事業分野で関西電力と戦略的提携 発電事業 

  5579 8 月の自動車販売 3.7 万台 前月比 47%増 日産単月で 2 位に躍進 自動車 

  5580 物流エコシステムの構築 物流コスト GDP の 17%まで削減目指す 物流 

 ガルーダ マナドｰ成田貨物便開設 農水産品の日本向け輸出拡大 農水産品 

 商業省、今年のインドネシア貿易博はバーチャル開催 トレードエクスポ 

 

（５） インフラ関連： 

No. 5580 運輸相 パティンバン港 外資との共同運営 ただ外資はマイナーと パティンバン港 

 

（６） その他： 

No.5576 ジャカルタ首都圏で新型コロナ感染急増 日系企業でも感染者確認 新型コロナ現状 

 汚職撲滅委員会 「災害時に汚職に手を染めた者は死刑」 汚職撲滅委員会 

 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、来年 1 月新型コロナのワクチン投与を開始 コロナワクチン 

 ジャカルタ特別州の警察署、国軍兵士の襲撃を受ける事案発生 国軍・警察内紛 

  5577 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、閣僚に新型コロナに集中せよと発破をかける  同上 

   5578 ウラマ（イスラーム教導師）礼拝中に刺される イスラム教関連 

 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 

 2021 年のインドネシアの祝祭日 来年の祝祭日 

 海外在住のインドネシア人の新型コロナ感染者数 海外コロナ感染者 

 コンパス紙元編集主管ヤコブ・ウタマ氏逝去 訃報ヤコブ氏 

   5579 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 

 Citilink,新型コロナウィルス感染者を搭乗させ運輸省から罰則を受ける  同上 

 インドネシア東部地区空港でのコロナ検査料の値下げ  同上 

  5580 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  同上 

 陸軍兵士、ポケットマネーで治療費を払えない貧しいベビーを救済 ボランティア活動 

 スカルノ・ハッタ国際空港でセクハラ事件発覚 セクハラ事件 

 


