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（１） 日本及び日本関連： 

No.5553  新型コロナウィルス イで初感染者 マ在住の日本人から感染か コロナウィルス 

   ジェトロ スポーツ健康産業の日イ企業ビジネスマッチング開催 ジェトロ 

   イの不動産開発事業 日本企業が積極的に事業拡大 その理由は 不動産会社 

   1 月の自動車販売依然低迷国内輸出共に前月比減且つ前年比減 自動車会社 

 丸紅リッポーG シロアム病院の株式 5%取得 健康医療産業に参入 丸紅 

   新首都プロジェクト 海外企業約 30 社が投資に関心示す ソフトバンク 

   JGC のイオンモール、周辺住民、投石で窓ガラス破壊、洪水が原因と イオン 

 バリ旅行の日本人男性帰国後コロナウィルス陽性、出発前から感染か コロナウィルス 

 クルーズ船 2 隻のイ人乗務員の帰国完了、計 257 人小スバル島で隔離  同上 

  5554 韓国、イタリア、イラン 3 か国からの入国を制限、日本は外れる  同上 

 ADB 浅川新総裁ジョコウィ大統領と面談 融資 27 億米ドルに拡大 ADB 浅川総裁 

 トヨタ 2022 年にハイブリッド車のインドネシア現地生産を開始 トヨタ 

 イの感染者 13 人増え 19 人に（9 日現在）感染源 3 つのクラスター コロナウィルス 

 ガイキンド、商用車に特化のモーターショー開催、3 月 5-8 日 自動車メーカー 

   5555 コロナで邦人に差別行為 石井大使の要請にゴーベル氏コメント コロナウィルス 

 イの日系企業数百社、労働省の技能実習プログラムを支援 技能実習 

  5556 日産 インドネシアの自動車生産から完全撤退 販売は継続 日産 

 

（２） 政治関連： 

No.5553 新首都プロジェクト 海外企業約 30 社が投資に関心示す 首都移転 

  5554 労働組合、雇用関連オムニバス法案反対大規模デモ 24-25 日予定 オムニバス法案 

   大統領は内閣改造を早期に行うべき、働きの悪い大臣が多いと 内閣改造 

   5555 ブディ・カルヤ・スマディ運輸大臣、コロナウィルスに感染 ブディ運輸相 

  5556 大統領 Lockdown は最後の選択肢 Social Distancing を徹底 コロナ対応 

    労働組合 23 日予定のオムニバス法案反対大規模デモを延期 オムニバス法案 

    労働省 海外移住労働者の派遣を一時中断 コロナ問題で 海外労働者 

 アグス・ハリムルティ・ユドヨノ、民主党の党首に選出 民主党・党首 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5553 コロナショック イ株価先週 1 週間で 7.3％下落ここ 3 年の最安値 株式・為替 

 エコノミスト 本年１Q の経済成長率 4.7％と予測 COVID-19 で 経済成長率 

 政府 コロナウィルス経済対策景気刺激策８パッケージを発表 経済対策 

 2 月のインフレ 前月比 0.28%前年比で 2.98%と依然低水準 インフレ 

 ジェトロ スポーツ健康産業の日イ企業ビジネスマッチング開催 直接投資 

   5554 政府、対コロナ景気刺激策第 2 弾を検討、更に Rp10 兆規模 景気刺激策 
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    財務副大臣、コロナショックでイの経済成長 0.3%減速と 経済成長率  

 2 月の外貨準備前月比 13 億米ドル減、コロナで海外資金一部流出 外貨準備高 

 ADB 浅川新総裁ジョコウィ大統領と面談、融資 27 億米ドルに拡大 ADB 融資 

   スリ財務相、イの生産コスト先進国の 2 倍、限界資本産出比率高いと 成長阻害要因 

   5555 政府、景気刺激策第 2 弾を発表 コロナショック対策として コロナ対応策 

    本年度の財政赤字コロナショックで対 GDP 比 2.5％に拡大懸念 国家予算 

 2 月の貿易収支 23.4 億米ドルの大幅黒字 コロナで中国輸入激減 貿易収支 

 コロナショック 株価下落・ルピア安止まらず Rp15,000 突破 株価・為替 

   5556 政策金利 前日に続き 25 ペースポイント利下げ 4.50％に 政策金利 

   中銀 利下げに加え 7 項目の金融政策を発表コロナショック対策 金融政策 

  スリ財務相 第１四半期のイの経済成長率 4.5-4.9％と予測 経済成長率 

   R&I イの外貨建て国債格付け BBB+見通し「安定的」に引き上げ 国債格付け 

 ルピア Rp16,000 を突破 ただ 1998 年や 2008 年とは状況が異なる 為替-ルピア 

 

（４） 産業全般： 

No.5553 イの不動産開発事業 日本企業が積極的に事業拡大 その理由は 不動産 

 1 月の自動車販売依然低迷 国内輸出共に前月比減且つ前年比減 自動車 

    丸紅リッポーG シロアム病院の株式 5%取得 健康医療産業に参入 ヘルスケア 

   5554 政府、6 月まで電気料金値上げしないと言明、経済情勢を考慮 電気料金 

    トヨタ 2022 年にハイブリッド車のインドネシア現地生産を開始 自動車 

   ガイキンド、商用車に特化のモーターショー開催、3 月 5-8 日  同上 

   5555 伝統薬ジャムの小規模事業者コロナウィルスで潤う、感染予防に効果と 製薬・飲食 

  5556 日産 インドネシアの自動車生産から完全撤退 販売は継続 自動車 

 

（５） インフラ関連： 

No.5555 ジャカルタの公共交通機関コロナ感染対策で運航制限 16 日から コロナウィルス 

 

（６） その他： 

No.5553 新型コロナウィルス イで初感染者 マ在住の日本人から感染か コロナウィルス 

  バリ旅行の日本人男性帰国後コロナウィルス陽性、出発前から感染か  同上 

   クルーズ船 2 隻のイ人乗務員の帰国完了、計 257 人小スバル島で隔離  同上 

 5554 韓国、イタリア、イラン 3 か国からの入国を制限、日本は外れる  同上 

  イの感染者 13 人増え 19 人に（9 日現在）感染源 3 つのクラスター  同上 

 最初の二人の濃厚接触者 3 人が陽性、感染者計 6 人（8 日現在）  同上 

 5555 イの感染者ここ 1 週間で急増 17 日現在 172 人死者は 7 人  同上 

  ジャカルタの公共交通機関コロナ感染対策で運航制限 16 日から  同上 



インドネシア通信 2020 年 3 月 記事総覧 

（No.5553：3 月 4 日，No.5554：3 月 11 日，No.5555：3 月 18 日，No.5556：3 月 25 日） 

 

3 

 本年の有給一斉取得日 4 日増やし 8 日に 4 連休が増える 有給取得日 

  5556 アグス知事 首都ジャカルタに非常事態を宣言コロナ緊急対応 コロナウィルス 

 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  同上 

 ジャカルタ州政府、モスクでの集団礼拝を禁止、聖職者も同意  同上 

 


