
インドネシア通信 2019 年 11 月 記事総覧 

（No.5537– 6 日  No.5538 – 13 日 No.5539 – 20 日  No.5540 – 27 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5537 9 月の国内自動車販売 9.3 万台 前年比横ばい累計では 12％減 自動車 

   5538 3Q の FDI 前年比 17.8％増 日本投資初めて中国に抜かれる 直接投資 

 9 月の完成車輸出 24 万台 前年比 28％増 ただ商用車は減少 自動車 

 出光興産 チカランに潤滑油製造第２工場 正式オープン 出光興産 

 曙ブレーキとアストラの合弁会社 アジア市場にビジネス拡大 曙ブレーキ 

   5539 BKPM 新長官輸出指向型産業への投資を要請 石井大使面談 石井駐イ大使 

 アグス工業大臣 就任最初の海外出張 日本と韓国 日本企業 

 BKPM 長官特使を派遣 日本の投資企業からの信頼回復に注力 BKPM 来日 

  5540 日イ協会会長の福田元首相一行ジョコウィ大統領と面談 日イ協会訪問 

 日イ協会訪問団 ルフット海洋・投資調整大臣等とも面談  同上 

 10 月の自動車国内販売 9.6 万台前年比 9.5％減 依然低迷 自動車販売 

 首都圏の住宅開発 日本の住様式をコンセプトにした住居が増加 住宅・不動産 

 訪問団面談後、大統領、交通インフラ案件のスピードアップを指示 インフラ協力 

 

（２） 政治関連： 

No.5537 副大臣 12 人任命 第 1 期より大幅増加省のパーフォーマンス強化 新内閣 

 大統領 KPK 改正法の法律代替政令 憲法裁の結論前には公布しない KPK 改正法 

 

5538 

 

5539 

 

 

5540 

来年度州最低賃金出そろう 首都ジャカルタ州 Rp427 万で最高 

ゴジェック創始者ナディムが教育文化大臣を引き受けた背景 

KPK 監督者評議会メンバーにアホック元ジャカルタ州知事の噂 

ジョコウィとプラボウォの合体 政治に永遠の敵はないと評論家 

ナスデム党 与党連合に留まりジョコウィ政権を支えると 

アホック元ジャカルタ州知事、国営企業のマネジメントに就任か 

ジョコウィ大統領ミレニアル世代の若者 7人大統領特別スタッフに 

国営企業大臣、アホック氏をプルタミナのコミサリス会長に任命 

最低賃金 

新内閣 

KPK 汚職委 

ジョコ新政権 

 同上 

国営企業 

大統領スタッフ 

国営企業省 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5537 第 3 四半期の経済成長率 5.02％前期より減速するも 5％台維持 経済成長率 

 BKPM 第 3 四半期の直接投資 前年比 18.4％増 直接投資 

 10 月のインフレ率 前月比 0.02％ 前年比では 3.13％で安定 インフレ率 

 経済調整大臣 経済分野の優先政策はオムニバス法とCADの改善 経済優先政策 

  5538 経済調整大臣府経済分野の優先政策 15 項目（quick wins）策定 優先政策 



 政府 DNI の改定に代わって投資ポジティブリスト作成を検討 外国投資 

 ３Q の FDI 前年比 17.8％増 日本投資初めて中国に抜かれる  同上 

 10 月の外貨準備 24 億ドル増え 1,267 億ドル 2 カ月振りの増加 外貨準備 

 本年 8 月時点の失業率 5.28％ 前年より 0.6 ポイント低下 失業率 

 外国のエコノミスト、インドネシアの“経済成長率 5％で安定”疑問視 経済成長率 

 5539 BKPM 新長官輸出指向型産業への投資を要請 石井大使面談 直接投資 

 アグス工業大臣 就任最初の海外出張 日本と韓国  同上 

 10 月の貿易収支 1.6 億米ドルの出超 僅かながら黒字回復 貿易 

 許認可手続きの煩雜さによる投資の喪失 1,230 億米ドルにも 直接投資 

 BKPM 長官特使を派遣 日本の投資企業からの信頼回復に注力  同上 

  5540 CORE イの経済成長率 本年 5.1％来年 4.9‐5.1％と予測 経済成長率 

 中銀 政策金利 5 カ月振りに据置く一方預金準備率は引下げ 政策金利 

 在イ米商工会議所長イの FDI 拡大に向けて 4 つの構造改革を提案 外国投資 

 西ジャワ州の市・県最低賃金決定 カラワン県が最高 Rp459 万 最低賃金 

 エコノミスト来年のイ経済成長率 4.9％に減速と本年は 5.0％予想 経済成長率 

 

（４） 産業全般： 

No.5537 産業用ガス料金の値上げ ESDM 新大臣が待ったをかける ガス価格改定 

 9 月の国内自動車販売 9.3 万台 前年比横ばい累計では 12％減 自動車 

 10 月の製造業 PMI 指数 47.7 インドネシアの製造業低迷続く 製造業 

 ニッケル鉱石 イ当局 突然の禁輸即日実施発言とその背景 非鉄金属 

 国営航空機製造会社、ネパールに軍用機 CN235-220 納入 航空機製造 

   5538 1-9 月の完成車輸出 24 万台前年比 28％増ただ商用車は減少 自動車 

 BKPM 中国の家具製造企業 59 社中部ジャワに工場移転を計画 家具製造 

 出光興産 チカランに潤滑油製造第 2 工場正式オープン 燃料 

 曙ブレーキとアストラの合弁会社アジア市場にビジネス拡大 自動車部品 

 オートバイの普及率、インドネシア世界 No.1、二人に一台の割合 二輪 

  5539 国営ガス PGN 中国国営石油シノペックと LNG の輸出契約 LNG-ガス 

 イ最大の食品国際見本市開幕 世界 30 か国の企業が出展 食品・飲料品 

 米タイム誌の世界をリードする‘次世代の 100人’にゴジェックのナディム スタートアップ 

  5540 10 月の自動車国内販売 9.6 万台 前年比 9.5％減 依然低迷 自動車 

 １‐10 月二輪車販売国内 551 万台で 3.5％増輸出 68 万台 35％増 二輪車 

 首都圏の住宅開発 日本の住様式をコンセプトにした住居が増加 住宅開発 

 

 

 



（５） インフラ関連： 

No.5541 訪問団面談後、大統領交通インフラ案件のスピードアップ指示 交通インフラ 

   

（６） その他： 

  5539 メダン市警本部で爆発事件 1 人死亡 6 人負傷 自爆テロか テロ事件 

 対テロ特殊部隊全国でテロ容疑者掃討作戦 46 人逮捕 2 人射殺  同上 

 


