
インドネシア通信 201９年 1２月 記事総覧 

（No.5541 – 4 日  No.5542 – 11 日 No.5543 – 18 日  No.5544 – 25 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5541  1-10 月完成車輸出 27.5 万台前年比 28％増年間 30 万台超確実 自動車 

 ソフトバンク リッポ-・カラワチとスマートシティ開発の共同事業 ソフトバンク 

  5542 JBIC 総裁ジョコウィ大統領と面談 政府系投資ファンド等を協議 国際協力銀行 

 ジャカルタ‐スラバヤ準高速鉄道 F/S 完了は来年 10 月見込み 円借‐鉄道 

 日本とインドネシア 現地通貨利用の促進で協力覚書を締結 金融協力 

 日本触媒インドネシア 全ての製品にハラル認証取得 日本触媒 

  5544 ユニ・チャーム・インドネシア IPO を実施 Rp1.25 兆調達 ユニ・チャーム 

 WEF男女平等度ランキング イは前年と同じ 85位日本 121位 男女平等度 

 

（２） 政治関連： 

No.5541  初の文民出身マフッド政治・法務・治安調整大臣誕生の舞台裏 新政権・組閣 

 世論調査、担当分野に最も的確な大臣はプラボウォ国防大臣と  同上 

 政府、産業廃棄物の輸入規制を強化、商業相令 84 号を公布 商業相令84号 

   5542 アイルランガ経済調整大臣 ゴルカル党首に無投票で再選 ゴルカル党 

 ジョコウィ大統領 ストレーツタイムズの Asian of the Year 2019 ジョコ大統領 

 国際腐敗防止デーKPK 汚職による国家損失防止額 Rp63 兆と 汚職撲滅委 

   5543 大統領任期の憲法改正議論 ジョコウィ大統領改正反対を言明 大統領任期 

 ジョコウィ大統領の汚職犯罪に対する死刑罰発言 議論噴出 汚職犯罪 

 スリ財務大臣”世界で最も影響力ある女性 100 人“に選出 スリ財務大臣 

 ルフット調整大臣“Menteri Segara Urusan”と揶揄される、その訳は ルフット調整相 

 国営企業大臣、BUMN 改革へ取組み、800 以上の子・孫会社を整理 トヒル国営企業 

 5544 ジョコウィ大統領 KPK 監督評議会の委員５人を発表 KPK 汚職撲滅 

 首都移転開発庁を来年１月に設置 スマートシティをコンセプトに 首都移転 

 港湾でのプンリ(違法徴収)いまだに常態化、政府取締効果なし 汚職・港湾 

（３） 経済全般（投資、貿易含む）： 

No.5541 投資許認可権限を BKPM に集中 大統領通達で全省庁に指示 直接投資 

 BKPM への投資許認可集中 産業界歓迎も各省庁のコミット必要と  同上 

 インデフ 来年のインドネシア経済成長率 4.8％に減速と予測 経済成長率 

 DBS のエコノミスト イ経済成長率 来年も 5-5.1％可能と  同上 

 11 月のインフレ率前月比 0.14％前年比でも 3.00％と適正水準 インフレ率 

 14 分野の外資規制撤廃 産業界 運輸分野の開放に懸念表明 外国投資 

   5542 JBIC 総裁ジョコ大統領と面談 政府系投資ファンド等を議 投資ファンド 



 投資税制優遇措置 対象大幅に拡大 新政令第 78 号を公布 直接投資 

 11 月の外貨準備高 1,266 億米ドル 前月とほぼ同水準 外貨準備高 

 イ全体の経済成長率減速もジャワとスマトラ以外の地域は加速 経済成長率 

 日本とインドネシア 現地通貨利用の促進で協力覚書を締結 国際金融 

   5543 世銀の四半期報告 イの経済成長予測 本年 5.0％来年 5.1％ 経済成長率 

 ADB イの経済成長予測 19 年 5.1％、20 年 5.2％に据置く  同上 

 ADB 研究所イの“中所得国の罠”回避には技術開発と人材開発 中所得国の罠 

 アイルランガ経済調整相オムニバス法は投資障害を排除すると確信 投資環境改善 

 11 月の貿易収支 13.3 億米ドルの赤字 年末控え消費財の輸入増加 貿易 

 5544 政府 本年通年の経済成長率 5.05－5.06％と予測 経済成長率 

 本年の経済成長率４Q が加速し通年で 5.1％成長は可能と中銀  同上 

 中銀 政策金利 5.00％に据置く 2 カ月連続 政策金利 

 アマゾン インドネシアにデータセンター建設 投資額 25 億㌦ 外国投資 

（４） 産業全般： 

No.5541 1-10 月完成車輸出 27.5 万台前年比 28％増年間 30 万台超確実 自動車 

 ソフトバンク リッポ-・カラワチとスマートシティ開発の共同事業 不動産開発 

 政府電動バイク開発を優先 2025 年までに年産 200 万台を目指す 二輪車 

 政府、産業廃棄物の輸入規制を強化、商業相令 84 号を公布 産業廃棄物 

   5542 日本触媒インドネシア 全ての製品にハラル認証取得 化学‐ハラル 

 マニュファクチャリング・インドネシア 2019 開催、1 千万米ドル商談期待 国際博覧会 

   5543 EC サイトでの取引 事業許可取得義務付け政令第 80 号/2019 公布 電子商取引 EC 

 ショッピ―”オンライン・ショッピングの日“の取引額が Rp1.3 兆 同上 E コマース 

 5544 11 月の二輪車国内販売 55 万台輸出 6.8 万台いずれも前月比減 二輪車 

 アマゾン インドネシアにデータセンター建設 投資額 25 億㌦ データセンター 

 ユニ・チャーム・インドネシア IPO を実施 Rp1.25 兆調達 ヘルスケア 

 今年の”オンライン・ショッピングの日“取引額 Rp9.1 兆 34％増 オンライン買い物 

 ゴジェックの生活関連出張アプリサービス事業、来年にかけ順次休止 ゴジェック 

（５） インフラ関連： 

No.5541 ジャカルタで最初のLRT,12月1日営業運転開始、料金Rp5,000 LRT 軽量鉄道 

   5542 ジャカルタｰスラバヤ準高速鉄道 F/S 完了は来年 10 月の見込み 準高速鉄道 

 第 2 チカンペック高架高速道 20 日から暫定運行 当面無料 高速道路 

  5543 米のインフラ投資ファンド GIP イに年間 30 億米ドル投資 投資ファンド 

 5544 第２チカンペック高架高速道、大型バス・トラック乗入れ禁止の理由 高速道路 

（６） その他： 

  5542 フォーブス誌イのビリオネア ハルトノ兄弟 11 年連続トップ 資産家ランキング 

 5544 WEF 男女平等度ランキング イは前年と同じ 85 位日本 121 位 男女平等度 



 


