
インドネシア通信 2018 年 11 月 記事総覧 

（No.5489 – 7 日 No.5490– 14 日 No.5491 –21 日 No.5492 –28 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5489 健康飲料市場益々拡大 健康な食生活意識が向上 （大塚製薬） 

   5490 介護人材、日本毎年 500 人必要、給与月額 Rp3,500 万 （介護） 

   5492 バスキ大臣 日本の協力事業は 根回しと信用が重要と （経済協力） 

 住友金属鉱山 ニッケル製錬所を検討、リチウムイオン電池材料 （住友金属鉱山） 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5489 来年度国家予算成立 歳出 11％増 経済成長目標 5.3％ （国家予算） 

 10 月のインフレ前月比 0.28％ 前年比でも 3.16％と安定 （インフレ） 

 3Q の直接投資 Rp174 兆 前年同期比 1.6％減 （投資） 

 3Q の外国投資 66.5 億㌦ 前年比 20％減、3.5 年間で最低 （同上） 

 ジョコウィ政権の 4 年間 マクロ経済と人間開発指標の推移 （マクロ指標） 

 世銀 ビジネスのし易さランキング イ 73 位に 1 ランク低下 （事業環境） 

 来年の最低賃金 26 州で決定 首都ジャカルタ Rp394 万 （最低賃金） 

 インドネシアの租税特赦プログラムの成功に国際 PR 協会表彰 （税金） 

 本年 1-9 月北スマ州の輸出、市況商品下落で前年比 4.73％減 （貿易） 

   5490 第３四半期の経済成長率 5.17％ 前期よりは減速 （成長率） 

 経済調整相 本年通年の経済成長率として 5.2％はまだ可能と （同上） 

 10 月の外貨準備高 前月比 3.5 億㌦増、減少に歯止め （外貨準備高） 

 経済調整相 投資ネガティブリストの改定は来週発表と （外国投資） 

 第３四半期の経常収支 赤字幅 対 GDP 比 3.37％に拡大 （経常収支） 

 本年８月時点の失業率 5.34％ 前年より 0.16 ポイント改善 （失業率） 

  5491 経済対策パッケージ第 16 弾 外資規制緩和や税優遇措置 （投資） 

 政府 DNI から 54 事業分野を外資に 100％開放 （同上） 

 10 月の貿易収支 18.2 億㌦の入超 再び大幅赤字に （貿易） 

 中銀 政策金利 25bp 利上げ 6％に 預金準備率も引上げ （金利） 

 世銀 インドネシアの経済成長を牽引するのは中間層と （成長率） 

 DNI から外資 100％に開放された 54 事業分野 （投資） 

   5492 政府 DNI の外資規制緩和を修正するも実施は一時延期 （同上） 

 ゴールドマンサックス 来年のイ経済成長 5％に減速予測 （成長率） 

 来年の主要都市最低賃金 カラワン県が全国最高 Rp423 万 （最低賃金） 

 

 



（３）産業全般： 

No.5489 インドネシアモーターサイクルショー開幕 各社新車発表 （自動車） 

 イの健康飲料市場益々拡大 健康な食生活意識が向上 （健康飲料） 

 1-9 月外国人旅行客 1,193 万人、マレーシアがトップ中国 2 位 （観光） 

   5490 国産初の電動バイク イ企業が 2019 年に 6 万台生産 （二輪） 

 介護人材、日本毎年 500 人必要、給与月額 Rp3,500 万 （技能実習生） 

 工業相、ロタン・工芸品業界に輸出を訴え （家具・工芸品） 

   5491 10 月の自動車販売 10.6 万台前月比 13.7％の大幅増 （自動車） 

 カラワンの企業ここ 2 年で 21 社移転、高い UMK で （最低賃金） 

 ドバイの SEAFEX2018 でインドネシア産ナマズ 1 千万㌦成約 （漁業） 

   5492 10 月二輪車販売 61 万台 月間 60 万台超えは 3 年ぶり （二輪） 

 10 月二輪車輸出 7.2 万台 前年比 73.4％の大幅増 （同上） 

 住友金属鉱山 ニッケル製錬所を検討、リチウムイオン電池材料 （非鉄金属） 

 大統領 インフラプロジェクト材料として生ゴム買上げを約束 （生ゴム） 

 

（４）インフラ関連： 

No.5491 スカルノ-ハッタ空港、OAG の国際メガハブ空港 10 位に （空港） 

   5492 トランスジャワ高速道年内完成予定 JKT-SBY10 時間 （道路） 

 バスキ大臣 日本の協力事業は根回しと信用が重要と （JICA） 

 

（５）政治関連： 

No.5489 政党得票率調査 ジョコウィ連合、主要 10 州のうち 9 州制す （大統領選） 

   5490 大統領選 得票率調査 ジョコウィ組が前回調査より上昇 （同上） 

 正副大統領 4 候補の人物評価 ジョコウィとサンディが上位 （同上） 

   5491 民主党 プラボウ陣営支援の態度が曖昧 その思惑は？ （同上） 

  5492 ジョコウィ支援の地方首長 汚職容疑で KPK 逮捕相次ぐ （同上） 

 

（６）その他： 

No.5491 ブルームバーグ版 世界のビリオネア 500 にイから 6 人 （富豪リスト） 

 来年の国民の祝日（16 日）と有給一斉取得日（4 日）決まる （祝日） 

 


