
インドネシア通信 2019 年 2 月 記事総覧 

（No.5501– 6 日   No.5502－13 日   No.5503 –20 日   No.5504 –27 日 ） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5501 工業省と経済省 EV 開発普及セミナー開催 日本の経験紹介 電気自動車 

 海洋水産省 ジェトロと水産事業商談会 日本企業 13 社参加 ジェトロほか 

 インドネシア SMBC と地場中堅銀行 BTPN2 月 1 日合併 三井住友銀行 

    ユーロカーズ マツダ車の組立工場建設を検討 目下 F/S 中 マツダ 

 5502 国際交流基金 日本文化ウィーク開催 2 月 12‐23 日 国際交流基金 

  5503  EU 各国大使 MRT 試乗。欧州よりも”bagus”と称賛 MRT 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5501 2018 年のインドネシア経済成長率 5.17％ 安定成長を維持 成長率 

 18 年の直接投資 Rp721 兆 前年比 4％増、FDI は 8.8％減 投資 

 1 月のインフレ前月比 0.32％前年比も 2.82％ 非常に安定 インフレ 

  5502 18 年のイ経済成長 5.2％未達は輸入増が成長率の足かせに 成長率 

 インドネシアついに”上位中所得国“の仲間入り 国民所得増加 国民所得 

 18年の経常収支赤字311億ドル赤字幅拡大 対GDP比 2.98％ 経常収支 

 1 月の外貨準備 6 億ドル減の 1,201 億ドル対外債務返済が影響 外貨準備 

   5503 1 月の貿易収支 11.6 億㌦の入超 4 カ月連続の赤字 貿易 

 ムーディーズ 2019-20 年のイ経済成長率 5％未満と予測 成長率 

 中銀 個人消費の堅調は今年も持続し経済成長を牽引すると 個人消費 

 政府完成車輸出手続きの簡素化・迅速化を実施 輸出促進対策 投資 

 工業相海外自動車メーカー二社 イに計９億㌦の投資を計画  同上 

   5504 2023 年にインドネシアは世界 6 位の経済大国に- IMF 予測 GDP 

 スリ財務相-インドネシアは”中所得国の罠“から脱却できると 中所得国の罠 

 中銀、政策金利 6％に据置く 12 月以降 3 か月連続 金利 

 政府 職業訓練と研究開発活動に所得税特別控除を検討 税金 

（３） 産業全般： 

No.5501 工業省と経産省 EV 開発普及セミナー開催 日本の経験紹介 EV 関連 

 海洋水産省 ジェトロと水産事業商談会 日本企業 13 社参加 水産漁業 

 インドネシア SMBC と地場中堅銀行 BTPN2 月 1 日合併 金融 

 ユーロカーズ マツダ車の組立工場建設を検討 目下 F/S 中 自動車 

 18 年の外国人訪問客 1,581 万人 目標未達も前年比 12.6％増 観光 

   5502 国営製鉄クラカタウ豪州・マレーシア向け HRC の輸出拡大目指 製鉄 

 プルタミナ石油燃料価格引下げ価格設定新規定に基づく調整 燃料 

 インドネシア、世界の最も美しい国 6 位にランキング 観光 



   5503 政府完成車輸出手続きの簡素化・迅速化を実施 輸出促進対策 自動車 

 工業相 海外自動車メーカー2 社 イに計９億㌦の投資を計画  同上 

 コールドチェーン産業今年は二桁成長予測 対日鮮魚輸出増 コールドチェーン 

 パーム椰子油は他の植物油より環境に優しい（国際自然保護連） パーム油 

   5504 1 月の自動車国内販売 8.1 万台 前年比 15.3％の大幅減 自動車 

 1 月の二輪車国内販売前年比 17.9％増 輸出も 76％増と好調 二輪車 

 エコノミスト、柔軟性に欠ける労働法は製造業発展の障害と 製造業 

（４） インフラ関連： 

   5503 第２チカンペック高速 本年５月仮オープン可能見込み 高速道路 

 EU 各国大使 MRT 試乗。欧州よりも”bagus”と称賛 MRT 

 LRT ジャカルタ、フェーズ１、２月末商業運転開始予定 LRT 

 ジョコウィ大統領インフラ整備の後 次は人材育成に注力と 人材育成 

   5504 LRT ジャボデベック進捗率 58.3％本年半ばに試運転 LRT 

（５） 政治関連： 

No.5501 公開討論会後の世論調査 候補者変更したのはわずか 2.9％ 大統領選 

 KPU 汚職犯罪歴の候補者 49 人公表、中央・地方議会統一選挙 総選挙 

 スシ大臣、フォーリンポリシー誌の「世界の頭脳トップ 100」に スシ海洋水産相 

  5502 最新の世論調査ジョコウィ組優勢不変もミレニアル世代は差縮小 大統領選 

 大統領選世論調査 直近 2回の 4調査機関による得票数の動向   同上 

 アホックPDIPに入党、大統領選ジョコウィ組にプラスかマイナス？ アホック元知事 

  5503 第２回公開討論会大統領候補激しい応酬 前回よりも高評価 大統領選 

 ジョコウィ大統領インフラ整備の後 次は人材育成に注力と   同上 

   5504 LIPI 政治評論家討論会でジョコウィが攻撃的、その背景は   同上 

 総選挙政党得票率調査 PDIP のイスラム票 急落 総選挙 

 エコノミスト柔軟性に欠けるイの労働法は製造業発展の障害 労働法 

 大統領選、得票率差わずか 3.93％の世論調査結果発表される 大統領選 

 公開討論会後の得票率、大きな影響なくせいぜい 2-3％程度と   同上 

（６） その他： 

No.5501  春節を迎え、亥年の有望なビジネスは？ 風水専門家によれば 風水専門家 

   5502 腐敗認識指数 2018 イは前年より 7 ランクアップ世界 89 位に 腐敗指数 

 フェイスブック、サラセン G 関連のアカウント削除、フェイク等 フェイスブック 

   5503 パーム椰子油は他の植物油より環境に優しい（国際自然保護連） 環境 

 デポック市、生徒がバレンタインデーを祝うことを禁止 宗教 

   5504 本年の公務員のレバラン手当てと 13 カ月目の給料、5 月中支給 公務員給与 

 


