
インドネシア通信 2019 年 10 月 記事総覧 

（No.5532–2日  No.5533–9日  No.5534–16日  No.5535-23日  No.5536-30日）  

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5532 8月自動車販売やっと 9万台本年累計 66万台で依然前年比二桁減 自動車 

 1‐8 月の完成車輸出 20.6 万台 前年比 27.7％増と好調  同上 

 1‐8月の二輪車販売好調国内 435 万台 4.4％増輸出 52 万台 43％増 二輪車 

 JKT-SBY 準高速鉄道プロジェクト日イ政府技術面の MOU 署名 ODA‐鉄道 

 MRT ジャカルタ、スマホで QR コードスキャンで乗車可能に ODA 地下鉄 

  5533 三菱自、PHEV アウトランダー50 台受注、11 月から納入 三菱自動車 

  5534 WEF 世界競争力ランキング 2019 イは 50 位、5 ランク低下 世界競争力 

 9 月の貿易収支 前月の黒字から一転 1.6 億米ドルの赤字 貿易収支 

  5535 東芝エネシステムズ ディエン地熱発電向け小型発電設備受注 東芝エネシス 

 クールジャパン機構ゴジェックに 5 千万ドル出資食や動画を展開 クールジャパン 

 マアルフ副大統領 就任翌日に日本へ天皇陛下即位の礼参列 天皇即位の礼 

 正副大統領就任式、日本政府 中山外務大臣政務官が出席 大統領就任式 

 ガイキンド、本年の自動車販売目標、100 万台に下方修正 自動車 

 MRT 駅構内のダイソー店舗で刃物を販売、MRT 当局が回収 ダイソー 

 

（２） 政治関連： 

No.5532 ジョコウィ大統領改正KPK法に対抗 法律代替政令公布を検討 KPK 法改定 

 KPK 収賄容疑者認定をしていた前青年・スポーツ大臣を逮捕 大臣・収賄 

   パプア州で暴動再発 死者 30 人 住民約 5 千人が避難 パプア・暴動 

 来年統一地方首長選挙、大統領の長男と娘婿、各々市長選に立候補か 大統領・家族 

   5533 2019-2024 期国会議員 575 人就任、与党連合 60.7％占める 新国会 

   メガワティ元大統領長女プアン氏国会議長に就任、女性初の議長  同上 

 与党連合 Perppu公布を強行するのは適切ではないとその理由は KPK 法改正 

 有識者ジョコウィは Perppu 公布しなければスハルトと同じ運命に  同上 

    KPK 法改正 学生の抗議デモ国民の 6 割が支持 世論調査  同上 

 スリ財務大臣、国営企業幹部の汚職犯罪は国家に対する裏切り 国営企業・汚職 

 インドネシアの国会議員の給与はどれくらいだろうか？ 国会議員・給与 

   5534 野党の入閣 民主党よりもグリンドラ党の可能性大と評論家 新内閣 

   ウィラント調整相刺され負傷 男女二人逮捕イスラム過激派か テロ 

 労働法見直し問題 改定草案 5 項目出回る 労組徹底反対を表明 労働法見直し 

 ジョコウィ大統領、世界に影響力を持つムスリム指導者 50 人に選出 大統領 

 インドネシア語の使用義務に関する大統領令を施行 公用語‐法令 



 労組全国組織、来年の最低賃金、8％引上げを要求か 最低賃金 

   5535 ジョコウィ大統領 2期目就任 人材開発に注力インフラ整備継続 新政権就任式 

 大統領 23 日組閣発表予定ゴジェック創業者やプラボウォ入閣か 新内閣 

 政府来年の最低賃金、8.51％アップに決定 政令 78 号を適用 最低賃金 

 KPK 地方政府首長等 4 人汚職容疑で逮捕、改正法施行前 1 カ月間に 汚職撲滅 

 対テロ特殊部隊 テロ容疑者 40 人逮捕 大臣襲撃事件以降 テロ対策 

 マアルフ副大統領就任翌日に日本へ 天皇陛下即位の礼に参列 副大統領 

 正副大統領就任式、日本政府 中山外務大臣政務官が出席 新政権就任式 

   5536 第 2 期ジョコウィ政権組閣 最大野党正副党首入閣大連立政権誕生 新内閣 

 第２期内閣経済閣僚に多くの政党出身者 エコノミスト懸念示す  同上 

 産業界第２期政権の経済閣僚チームを歓迎 事業環境改善を期待  同上 

 ジョコウィ第２期政権、省庁再編、新設はなく統合と名称変更のみ  同上 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）：  

No.5532 来年度国家予算成立本年比 3.2％増財政赤字 GDP 比 1.76％に抑制 国家予算 

 ADB イの経済成長予測 19 年 5.1％、20 年 5.2％に下方修正 成長率予測 

   9 月の CPI 前月比 0.27％のデフレ前年比では 3.39％のインフレ 物価指数 

  5533 経済学者、イはまだリセッションではないがならないとは限らない 景気低迷 

 イはアセアンの中で米中貿易戦争の利用に負けた国であると 外国投資 

   第３四半期の製造業 PMI 指数低水準、経済成長への影響は 製造業・成長率 

   ９月の外貨準備 1,243 億米ドル 前月より 21 億米ドル減少 外貨準備高 

  5534 法の不確実性は依然イの外国投資誘致の主要な障害であると 外国投資 

 WEF 世界競争力ランキング 2019 イは 50 位、5 ランク低下 世界競争力 

 エコノミスト 本年のイの経済成長率 5％を下回る見込みと 経済成長率 

   外資の製造業イよりもベトナムを投資先として選択する理由 外国投資 

 9 月の貿易収支 前月の黒字から一転 1.6 億米ドルの赤字 貿易 

   5535 世銀に続き IMF も本年のイ経済成長率 5.0％に下方修正 経済成長率 

   5536 エコノミスト第 3 四半期の経済成長 5％達成困難と政府５％を確信  同上 

 政策金利 5％に利下げ 4 カ月連続 中銀経済の安定維持目指す 政策金利 

 世銀ビジネスのし易さランキング、前年と同じ 73 位、労働法が問題 外国投資 

 

（４） 産業全般： 

No.5532 8月自動車販売やっと 9万台本年累計 66万台で依然前年比二桁減 自動車 

 1‐8 月の完成車輸出 20.6 万台 前年比 27.7％増と好調  同上 

 1‐8 月二輪車販売好調国内 435 万台 4.4％増輸出 52万台 43％増 二輪車 

  5533 自動車部品産業 自動車生産落ち込みでマイナス成長見込み 自動車部品 



    三菱自、PHEV アウトランダー50 台受注、11 月から納入 自動車 

  5534 イのデジタル経済 本年400億米ドルの見込み アセアン最大 デジタル経済 

   5535 ハラル製品認証法 17 日施行 飲食品認証取得猶予 5 年間 ハラル認証 

 東芝エネシステムズ ディエン地熱発電向け小型発電設備受注 地熱発電 

    クールジャパン機構ゴジェックに 5 千万ドル出資食や動画を展開 配車アプリ 

 ガイキンド、本年の自動車販売目標、100 万台に下方修正 自動車 

  5536 ガイキンド 国内低迷も完成車輸出は目標の 30 万台達成見込み  同上 

   自動車 奢侈税の改定と電気自動車の奢侈税決定 政令公布 電気自動車 

 インドネシア貿易博 2019、取引額 109.6 億米ドル、前年比 29％増 貿易博覧会 

 

（５） インフラ関連：  

No.5532 JKT-SBY 準高速鉄道プロジェクト日イ政府技術面の MOU 署名 鉄道 

    MRT ジャカルタ、スマホで QR コードスキャンで乗車可能に 地下鉄 

   5534 高速通信網パラパ・リング完成 全土繋がる 総延長 12,148 ㎞ 高速通信網 

   5535 MRT 駅構内のダイソー店舗で刃物を販売、MRT 当局が回収 MRT 地下鉄 

 

（６） その他： 

   5532 マルク州アンボンで 6.5M の地震、死者 30 人家屋崩壊 2,700 戸 地震 

 


