
インドネシア通信 2019 年 1 月 記事総覧 

（No.5497– ９日   No.5498– 16 日   No.5499 –23 日   No.5500 –30 日 ） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5498 カネカ 加工油脂製品新工場 ブカシに建設 50 億円投資 カネカ・三菱 

 JICA 中部スラウェシ地震の復興技術協力支援を開始 JICA 

 リチウムイオン電池材料製造工場起工、中国・イ・日本の合弁 阪和興業 

   5499 昨年の自動車国内販売 115 万台 目標達成 前年比 6.9％増 自動車産業 

 昨年の二輪車国内販売前年比 8.4％増 3 年振りに 600 万台超え 二輪車産業 

   5500 MUFG バンクダナモンと BNP の合併計画を発表 三菱 UFJ 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5497 2018 年のインフレ率 3.13％ 政府目標を達成 インフレ率 

 ルピア昨年 5.7％下落 年明け急反転一時 Rp13,900 台に 為替ｰルピア 

 インドネシア株式市場昨年 2.54％下落 年明け上昇気配 株式市場 

 12 月末の外貨準備 1,207 億米ドル 3 カ月連続の増加 外貨準備 

 2018 年の国家歳入 目標上回る 税収はわずかに未達 国家予算 

 スリ財務相 2018 年通年の経済成長率 5.15％と予測 成長率 

  5498 貿易収支 12 月も入超 昨年通年の貿易赤字 85.7 億米ドル 貿易 

 スリ財務相 19 年のイ経済 外的影響大も安定成長を確信 成長率 

 商業省 本年の非石油ガス部門輸出目標 前年比 7.5％増 輸出‐貿易 

 財務省 法人所得税率の引下げを検討 現行は 25％ 税金 

  5499 中銀 政策金利 6％に据置く 海外資金流入し通貨安定 金利 

 貧困人口 28 万人減少 貧困率 9.66％に低下 18 年 9 月調査 貧困率 

   5500 世界経済の成長下方修正も政府イの目標 5.3％成長は可能と 成長率 

 外国資金の流入が戻りルピア通貨は安定 強含みで推移 為替 ルピア 

 政府債務残高 昨年末 4,418 兆ルピアに達す 対 GDP 比 30％ 政府債務 

 米中貿易戦争イに新たな投資機会を創出輸出製造拠点が移設 投資 

 ジニ係数 0.384 に低下 社会の所得格差改善 18 年 9 月調査 ジニ係数 

 

（３） 産業全般： 

No.5497 12 月の製造業 PMI 4 ヶ月振りに上昇 景気拡大見通し 製造業 

 ガイキンド 本年の新車販売目標 昨年と同じ 110 万台 自動車 

 プルタミナ 非補助金燃料価格引下げ Rp100-250/ℓ 燃料 

   5498 賃貸オフィス市況 オーバーサプライで本年も弱含み 不動産 

 カネカ 加工油脂製品新工場 ブカシに建設 50 億円投資 食品 



 リチウムイオン電池材料製造工場起工、中国・イ・日本の合弁 電池 

  5499 金融庁 自動車・二輪車ローン頭金 0％認める 健全性が条件 自動車金融 

 昨年の自動車国内販売 115 万台 目標達成 前年比 6.9％増 自動車 

 昨年の二輪車国内販売前年比 8.4％増 3 年振りに 600 万台超え 二輪車 

   5500 政府 天然資源輸出の外貨 国内銀行口座に保管を義務付け 資源輸出 

 MUFG バンクダナモンと BNP の合併計画を発表 金融 

 2018 年の自動車輸出 26.5 万台 前年比 14.4％増 自動車 

 2018 年の二輪車輸出 63 万台 前年比 46.3％の大幅増 二輪車 

 農村用多目的国産車 本年から商業生産開始 初年度 3 千台 自動車 

 

（４） インフラ関連： 

No.5498 ジャカルタ空港鉄道 開通して 1 年乗車率低く利便性に問題 鉄道 

   

（５） 政治関連： 

No.5497 総選挙世論調査 PDIP トップ 9 月時点より得票率上昇 総選挙 

 スリ財務相に The Banker から“Finance Minister of Year 2019” の栄誉 内閣-財務相 

 インドネシア 1 月から国連安保理非常任理事国に 任期 2 年 国連安保理 

   5498 得票率世論調査 ジョコウィ組とプラボウォ組の差縮まる 大統領選 

 プラボウォ組スマトラではジョコウィ組を抜く 得票率調査   同上 

 プラボウォ氏選挙公約 5 項目を発表、選挙キャンペーン集会演説   同上 

  5499 大統領選 正副大統領候補の第 1 回公開討論会開催   同上 

 公開討論会ソーシャルメディア上での分析ジョコウィ組優勢   同上 

 最新の得票率世論調査プラボウォ組じりじり上昇 差縮める   同上 

 サンディアガ副大統領候補 全国千カ所以上で遊説地球 3 周分   同上 

 スリ・ムルヤニ財務相の世界銀行総裁就任の可能性は？ スリ財務相 

   5500 得票率調査 プラボウォ組ジャカルタ・バンテン地域で上回る 大統領選 

 Sprit-Ticket Voting ジョコウィ連合 24％プラボウォ連合 28％   同上 

 

（６） その他： 

No.5498 KPK 長官と副長官宅玄関先に爆発物 同日ほぼ同時刻に テロリズム 

   5499 外国人労働者 2018 年末時点で 9.5 万人 中国人が 3 割以上 外国人労働者 

  5500 シナルマス・グループ創業者のエカ・チプタ・ウィジャヤ氏死去 シナルマス 

 


