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（１） 日本及び日本関連： 

No.5583 菅首相のインドネシア訪問 ボゴール宮殿で歓迎式 菅首相イ訪問 

 日イの貿易投資拡大を目的にイ大使館主導でプラットフォーム立上げ 貿易投資・会議 

 9 月の自動車販売 4.9 万台 前月比 30.2%増 コロナ禍では最多 自動車メーカー 

 イオンモール３号店、10 月にスントゥル・シティにオープン イオンモール 

  5584 菅総理のインドネシア訪問 首脳会談と内外記者会見の要旨 菅総理イ訪問 

 菅総理のインドネシア訪問に対する国会議員の反応 同上・国会反応 

    エコノミスト 菅首相来イは日系企業のリロケート誘致に絶好のタイ

ミング 

同上・企業誘致 

 パティンバン港運営事業 事前資格審査 合格は CTCorp グループのみ 円借・港湾運営 

 コロナ禍 空気清浄機の需要急増 パナソニック前年比 190%増 パナソニック 

 ジョコウィ大統領、日本を含む 12名の新任大使を任命 Heri 大使任命 

 ギナンジャール元大臣他４名の元日本留学生、菅総理と面会 元日本留学生 

 イーレックス、パーム油大手 DSNグループと合弁、パーム核殻事業 イーレックス 

 

（２） 政治関連： 

No.5581 雇用創出オムニバス法案 国会と政府合意 労組 6-8 日反対デモ オムニバス法案 

 ジョコウィ大統領コロナ撲滅に大規模ロックダウンは必要ないと語る ロックダウン 

 ジョコウィ大統領 小規模小売業者に事業補助金を配布 事業補助金 

    レトノ外務大臣 外交官にバティック着用を推奨 外務省・バティック 

 マフフッド調整大臣 パプア事件真相解明チームを発足 パプア事件・特捜 

 ガトット前国軍司令官、カリバタ英雄墓地墓参の際にデモに遭う ガトット前司令官 

 国警長官、ヘリコプターによる学生デモの鎮圧を厳しく非難 警察 vs学生デモ 

 デンハーグ裁判所 インドネシアの独立英雄兵士を斬首した罪で蘭政

府に賠償を命 

蘭・戦後賠償 

   5582 全国で雇用創出オムニバス法案可決に対する抗議デモが発生 オムニバス法案 

 ジョコウィ大統領 雇用創出オムニバス法に関する偽情報に言及 同上 

   エコノミスト オムニバス法の行方に懸念 投資促進効果も疑問 同上 

 来年の最低賃金 賃金評議会据え置きを提言 業界団体は賛成 最低賃金（来年） 

 アニス・ジャカルタ特別州知事 大規模社会的制限を再び緩和 ジャカルタ・制限 

 プラボウォ国防大臣の訪米 米国入国ビザを発給 プラボウォ国防相 

   ＮＵ総裁 投資を促進するには労働者の権利も保護するべきだ オムニバス・NU 

 オムニバス法成立で、外国人・外国企業がマンション所有可能に オムニバス・不動産 

 ジョコウィ大統領、オムニバス法の施行細則、１カ月以内に準備を指示 オムニバス・細則 

 インドネシアとシンガポール、26日から相互訪問再開 外交・シンガポール 

 北ナツナ海で不法操業していたベトナム漁船が拿捕される 外交・ベトナム 
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  5583 菅首相のインドネシア訪問 ボゴール宮殿で歓迎式典 日・イ関係 

 世銀 雇用創出オムニバス法成立を改革への大きな一歩と称賛 オムニバス法案 

 一周年を迎えた第二次ジョコウィ政権に対する評価 ジョコウィ政権 

 コンパス紙の過去一年間のジョコウィ政権に対するアンケート調査結果 同上 

 ASEAN 人権問題議員連盟も雇用創出オムニバス法の撤回を要請 オムニバス法案 

 ジョコウィ大統領 コロナワクチンに関する情報提供は慎重にと指示 コロナワクチン 

 ユドヨノ元大統領、抗議デモの黒幕説を否定 オムニバス法案 

 MUI 議長、大統領の任期を再選なしの一期 7 年～8 年を進言 大統領任期 

 ジョコウィ大統領、アチェ州知事を解任 アチェ州知事解任 

   5584 菅総理のインドネシア訪問 首脳会談と内外記者会見の要旨 日イ首脳会談 

 菅総理のインドネシア訪問に対する（インドネシア）国会議員の反応 同上・国会反応 

 イ労働組合連合（KSPI）11月 2 日に大規模抗議デモを予定 オムニバス反対デモ 

 汚職撲滅委員会（KPK）委員長の５つの問題点 汚職撲滅委員会 

 ジョコウィ大統領、日本を含む 12名の新任大使を任命 新大使任命式 

 ギナンジャール元大臣他４名の元日本留学生、菅総理と面会 菅総理訪イ 

 第二次ジョコウィ政権の閣僚に対する国民の満足度調査結果 ジョコウィ政権 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5581 来年度の国家予算 国会で承認成立 財政赤字幅 GDP比 5.7%に拡大 国家予算 

 世銀 本年のイ経済成長予測 マイナス成長に下方修正 経済成長率 

 9 月も前月比 0.05%のデフレ３ヶ月連続 前年比では 1.42%のインフレ 9 月・インフレ 

  5582 9 月の外貨準備 1,352 億ドル 海外資金の流出で 6 ヶ月振りの減少 外貨準備高 

  中銀 政策金利 4.00%を維持 8 月以降３ヶ月連続据え置き 中銀・政策金利 

 財務大臣 政府系投資ファンド年内設立を目指す 初期資金 Rp75 兆 政府系投資ファンド 

   5583 日イの貿易投資拡大を目的にイ大使館主導でプラットフォーム立上げ 日イ貿易・投資 

   9 月の貿易収支 24.4億米ドルの出超  ５カ月連続の黒字 貿易収支 

 IMF、本年のイ経済成長率予測、マイナス 1.5%に下方修正 経済成長率・下 

   5584 エコノミスト 菅首相来イは日系企業のリロケート誘致に絶好のタイ

ミング 

日系企業・誘致 

 マッキンゼー イ経済 本来は他国より早期回復可能のはずと 経済回復状況 

    ３Ｑの直接投資 前期比 8.9%増 前年比でも 1.6%増 回復の兆し 直接投資現状 

 

（４） 産業全般： 

No.5581 二輪車販売 6 月以降回復傾向続く 8月は前月比 8.5%増 二輪車販売 

 原材料の輸入関税免除、33 産業分野、コロナ禍の製造業支援 輸入関税減免 

  5583 国営企業連合でＥＶバッテリー製造計画 中・韓参画狙う 日本は？ EV バッテリー 

    9 月の自動車販売 4.9 万台 前月比 30.2%増 コロナ禍では最多 自動車販売 
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 イオンモール３号店、10 月にスントゥル・シティにオープン リテール 

5584 コロナ禍 空気清浄機の需要急増 パナソニック前年比 190%増 家電・空気清浄機 

 イーレックス、パーム油大手 DSNグループと合弁、パーム核殻事業 再生可能エネルギー 

 

（５） インフラ関連： 

No. 5584 パティンバン港運営事業 事前資格審査合格は CTCorpグループのみ パティンバン港 

 

（６） その他： 

No.5581 政府 ＰＣＲ検査費の上限を 90 万ルピアに設定 コロナ・PCR検査 

 インドネシアの新型コロナウィルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

  5582  同上 同上 

 バリ島の５分の１の人は新型コロナウイルスに感染しないと確信して

いる？ 

コロナ・バリ島 

  5583 インドネシアの新型コロナウイルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

  5584 インドネシア国内 23 州でポリオ感染のリスクが依然高い ポリオ感染状況 

 インドネシアの新型コロナウイルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

    西ジャワ州の名称をスンダ州に変更する案が浮上 西ジャワ州名称変更 

 


