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（１） 日本及び日本関連： 

No.5569 トヨタ・インドネシア イの自動車市場 本年後半から回復見込み トヨタ 

5570 ＢＫＰＭ長官 インドネシアにリロケートの外国企業７社の詳細明らかに パナソニックetc 

 日野、トコペディアのＥＣサイトでトラック・バスを販売 日野自動車 

  5571 シェル マセラ鉱区のＬＮＧ開発事業からの撤退意向を表明 インペックス 

 日イ両国の海上保安庁 バーチャル合同訓練実施  協力関係を強化 海上保安庁 

   5572 ２Ｑの直接投資 前期比８．９％減 前年比も４．３％減 コロナで減少 民間投資 

 ６月の貿易統計 輸出入共に前月比増 2 ヶ月連続の貿易黒字 日・イ貿易 

 ６月の自動車卸売販売１．３万台 前月の３．６倍 制限緩和で始動 自動車メーカー 

 ６月の完成車輸出８，７３１台 前月比３３．５％増、輸出も回復の兆し  同上 

 三菱地所レジデンス ジャカルタ郊外で戸建て開発 富裕層向け 三菱地所 

 ＭＲＴ南北線フェーズ２、７月末着工、２４日からタムリン通り交通規制 ＭＲＴ２期工事 

 

（２） 政治関連： 

No.5569 大統領 コロナ対応で閣僚に強い不満と苦言 内閣改造も示唆 コロナ対応策 

 政府 法人税引下げ本年より実施 ２５％から２２％に、２０２２年には２０％ 法人税引下げ 

 世銀 インドネシアの税収率（Tax to GDP）新興国で最低 税収率・世銀 

 ＢＫＰＭ（投資調整庁）ＰＴＳＰの窓口業務を再開、衛生規律順守のもとで ＢＫＰＭ業務再開 

 本年、失業者４０３－５２３万人、貧困層３０２－５７１万人増加懸念 失業者大幅増加 

5570 首都ジャカルタ ＰＳＢＢ移行期を２週間延長７月１６日まで 大規模社会制限 

 内閣改造 留任可能性大の閣僚５人 更迭閣僚は？評論家予測 内閣改造 

 大統領 中国からの工場移転受入れ工業団地の予定地を視察 工場移転（中国） 

 世銀 イの地方分権化は成功と評価 ただ取組むべき課題があると 地方分権 

 ジャカルタ州政府、スーパー等でのレジ袋使用を禁止、７月１日から 環境対応 

   5571 パンチャシラ関連法案 学生や社会団体の反対デモ多発 共産党復活を危惧 共産党復活危惧 

 政治評論家 内閣改造あればＡＨＹには入閣のチャンスありと 内閣改造の動き 

 日イ両国の海上保安庁 バーチャル合同訓練実施 協力関係を強化 日イ 安全保障 

5572 大統領 コロナ感染対策と経済回復対策を統括する新組織設置 コロナ対策委員会 

 首都ジャカルタのＰＳＢＢ移行フェーズ 1 ３０日までさらに延長 ジャカルタＰＳＢＢ 

 世論調査 国民の６０．６％がＰＳＢＢの終了に賛成 2 ヶ月前とは逆転 大規模社会制限 

 コロナ対策 ジョコウィ大統領への信頼度 まだ高いが以前よりは低下 政権信頼度 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5569 スリ財務大臣 インドネシア経済 景気後退入りとの認識示す 景気後退 

 ＩＭＦ 本年のイ経済成長率予測 ０．５％から－０．３％に 下方修正 経済成長率 

 モルガン・スタンレー イ経済の本格回復 本年４Ｑ或いは来年１Ｑから  同上 
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5570 ＢＫＰＭ長官 インドネシアにリロケートの外国企業７社の詳細明らかに 民間直接投資 

 世銀 インドネシアを「上位中所得国」のカテゴリーに引上げ 所得別格付け 

 政府 サムライ債１，０００億円を発行 コロナによる財政赤字を補填 国債（財政赤字） 

    ６月のインフレ率 前月比０．１８％ 前年比では１．９６％と低水準 インフレ率 

  5571 スリ財務大臣 ２Ｑの経済成長率 －５．１％まで落込むと懸念 経済成長率 

 ６月の外貨準備高 １２億米ドル増の１，３１７億米ドル スクーク債発行が寄与 外貨準備高 

    イｰ豪包括的経済連携協定（IA-CEPA）5 日から発効 輸出拡大を期待 イ豪経済連携協定 

 デジタル課税 対象グローバル企業６社を公表  ８月１日から課税 デジタル課税 

   5572 ２Q の直接投資 前期比８．９％減 前年比も４．３％減 コロナで減少 民間投資 

 ６月の貿易統計 輸出入共に前月比増 ２ヶ月連続の貿易黒字 貿易 

 中銀 政策金利さらに２５ポイント利下げ 史上最低の４．００％に 政策金利 

 

（４） 産業全般： 

No.5569 トヨタ・インドネシア イの自動車市場 本年後半から回復見込み 自動車産業 

5570 ５月の二輪車国内販売２．２万台 前年比９６％減 輸出も９３％減 同上・二輪車 

 日野、トコペディアのＥＣサイトでトラック・バスを販売 同上・E コマース 

   5571 シェル マセラ鉱区のＬＮＧ開発事業からの撤退意向を表明 LNG・天然ガス 

 中古車市場 正常時の３０－４０％に戻る 新車市場より先に回復 中古車・自動車 

 デジタル課税 対象グローバル企業６社を公表 ８月１日から課税 デジタル産業 

   5572 ６月の自動車卸売販売１．３万台  前月の３．６倍 制限緩和で始動 自動車産業 

 ６月の完成車輸出８，７３１台 前月比３３．５％増 輸出も回復の兆し  同上 

 三菱地所レジデンス  ジャカルタ郊外で戸建て開発 富裕層向け 不動産開発 

 ビオ・ファルマ、中国の新型コロナワクチン第３相治験、８月開始 医薬品 

 

（５） インフラ関連： 

No.5570 大統領 中国からの工場移転受入れ工業団地の予定地を視察 工業団地 

   5572 MRT 南北線フェーズ２、７月末着工 ２４日からタムリン通り交通規制 地下鉄延伸 

 

（６） その他： 

No.5569 ブルームバーグ版世界長者番付５００ インドネシア財閥の５人ランクイン 世界長者番付 

 ＳＭＲＣ調査 国民の７９％が政府のニュー・ノーマル導入に賛成 コロナ対応策 

 豪州メディア ＣＯＶＩＤ－１９次のホット・スポットはインドネシアと コロナ現状 

 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 

5570 ５月の外国人訪問客１６．３万人 前年比８６．９％減 外国人訪問客 

 インドネシアのコロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

  5571 感染者累計７万人突破 陸軍士官学校で大規模クラスター発生 コロナ感染者数 
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 インドネシアのコロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

 イ在住外国人の感染状況、感染者３３４人、うち死亡者９人  同上 

 トバ湖 ユネスコの世界ジオパークに認定、イで５カ所目 観光-トバ湖 

   5572 インドネシアのコロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

 


