
インドネシア通信 2019 年 3 月 記事総覧 

（No.5505 – 6 日 No.5506 – 13 日 No.5507 – 20 日 No.5508 – 27 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5505 レプソル・三井石油開発 南スマトラで大規模ガス田発見 三井石油開発 

 四国電力と三井 水力発電事業に参画 現地企業の 30％取得 四国電力・三井 

 京急・伊藤忠・シナルマス開発のマンション本格始動 京急・伊藤忠 

 ジェトロ日系企業実態調査 労賃・製造コストの上昇が問題 ジェトロ 

 パレパレ市 偕行会・学研と提携 医療と教育の向上目指す 偕行会・学研 

 花王の国際子ども環境絵画コンテスト 環境意識向上の取組 花王 

 日本政府観光局、ジャパン・トラベルフェア開催、地方の紹介 観光 

   5506 インドネシアと日米の 3 か国 LNG ワークショップを始めて開催 LNG 

 ブリジストンの正規販売店“TOMO” 30 年間で 300 店舗 ブリヂストン 

  5507 財務省 2018 年の大口納税 24 法人を表彰、うち 4 社は日系企業 自動車会社 

 MRT の一般無料試乗始まる 「まるで外国にいる気分」と MRT-地下鉄 

 築地モデルのジャカルタ新魚市場 他地域の魚市場の手本に 築地魚市場 

   5508 MRT フェーズ１完成、24 日開業式典、イで初めての地下鉄 円借款 

 完成車輸出好調 1-2 月 4.5 万台 前年比 23.1％増 自動車 

 1-2 月の二輪車輸出絶好調 12.2 万台で前年比 58.8％増 二輪車 

 イのフィリップモリス 日本にタバコ初輸出 免税店向け タバコ 

 技能実習修了生 ”特定技能“ビザで日本で働くことが可能に 技能実習生 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5505 2 月の CPI 前月比 0.08％のデフレ前年比は 2.57％のインフレ 消費者物価 

   5506 OECD 世界経済成長予測を再び下方修正 イは 5.3％を維持 成長率 

 2 月の外貨準備 1,233 億米ドル前月比 32 億米ドルの大幅増 外貨準備高 

 2 月の製造業 PMI 指数 50.1 前月の 49.9 から上向く 製造業指数 

   5507 2 月は 3.3 億米ドルの貿易黒字 ただ輸出入共に二桁の減少 貿易 

 BCA のエコノミスト本年上期の個人消費 5％超えると予測 個人消費 

 財務省 2018 年の大口納税 24 法人を表彰、うち 4 社は日系企業 税金 

 BKPM 既に 3 社にタックスホリデー供与 OSS 申請案件 投資 

 2019 年度国家公務員の基本給 5％上げ、1 月に遡り 4 月に支給 公務員給与 

   5508 中銀 政策金利 6.0％を維持 これで 4 カ月連続の据置き 政策金利  

 中銀 第Ⅰ四半期の経済成長 5.2％と予測。国内消費が牽引と 成長率 

 

 



（３） 産業全般： 

No.5505 レプソル・三井石油開発 南スマトラで大規模ガス田発見 石油・ガス 

 四国電力と三井 水力発電事業に参画 現地企業の 30％取得 発電 

 京急・伊藤忠・シナルマス開発のマンション本格始動 不動産 

 ジェトロ日系企業実態調査 労賃・製造コストの上昇が問題 日系企業 

   5506 イの港湾競争力 周辺国より弱い 物流コスト依然割高 物流 

 インドネシアと日米の 3か国LNGワークショップを初めて開催 燃料-LNG 

 オーストリア KTM の二輪車組立工場 本年下期に操業開始 二輪車 

 国際家具展開幕 世界市場の引合い旺盛でイの家具輸出好調 家具 

   5507 自動車販売年明けて 2 ヶ月依然低迷前年比 14％減の 16.4 万台 自動車 

 二輪車販売好調続く 2 カ月で 110 万台突破 前年比 19％増 二輪車 

 築地モデルのジャカルタ新魚市場 他地域の魚市場の手本に 水産 

   5508 完成車輸出好調 1-2 月 4.5 万台 前年比 23.1%増 自動車 

 1-2 月の二輪車輸出絶好調 12.2 万台で前年比 58.8％増 二輪車 

 イのフィリップモリス 日本にタバコ初輸出 免税店向け タバコ 

 

（４） インフラ関連： 

No.5505 トランス・ジャワ高速道開通、航空機とどちらが安いか 高速道路 

   5507 MRT の一般無料試乗始まる 「まるで外国にいる気分」と MRT-地下鉄 

   5508 MRT フェーズ 1 完成、24 日開業式典、イで初めての地下鉄   同上 

 ジョコウィ大統領、交通インフラ整備等に 10 年間で 571 兆ルピア 交通インフラ 

 

（５） 政治関連： 

No.5505 外国の調査機関 ジョコウィ組が 58％で再選されると予測 大統領選 

 大統領選世論調査 得票率差約 20％依然ジョコウィ組優勢   同上 

 AHY 政治演説、民主党の中立的立場暗に示唆、総選挙を視野に   同上 

 NU 中央指導部、大統領選には中立だがマアルフ組へ投票は否定せず   同上 

   5506 得票率差 27.8％に拡大 ジョコウィ組勝利に近づく LSI 調査   同上 

   5507 第 3 回公開討論会 副大統領候補のみで冷静な討論に終始   同上 

 KPK 与党連合 PPP の党首を収賄容疑で逮捕宗教省人事で便宜 政治家汚職 

 公開討論会、ソーシャルメディア上の評価ではマアルフ氏優勢 大統領選 

  5508 コンパス世論調査得票率差 11.8％に縮小予断許さない状況と   同上 

 総選挙得票率調査 PDIP とグリンドラ党トップ２、議席困難 7 党 総選挙 

 調査機関LSI棄権票増加を予想 ジョコウィ組には不利に作用 大統領選 

 浮動票が 33.8％という異常な世論調査結果が発表される   同上 

 



（６） その他： 

   5506 フォーブス版ビリオネア 2019 イのトップ依然ハルトノ兄弟 ビリオネア 

 金正雄暗殺事件裁判、マレーシア起訴取下げアイシャさん釈放 金正雄暗殺 

 運輸省、ボーイング 737MAX8 型機の運航を一時停止 航空 

 ジョコウィ大統領、ラッシュの通勤列車でボゴール宮殿に帰宅 ジョコ大統領 

   5507 北スマトラでテロリスト拘束 妻と子供は立てこもり自爆 テロリスト 

   5508 世界で最も住みやすい都市ウィーン 10 年連続、ジャカルタ 142 位 住環境 

   

   

   

   

 


