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（１） 日本及び日本関連： 

No.5557  トヨタ・インドネシア 自動車生産 50%削減 コロナ感染対策 トヨタ 

   AISI 本年の二輪車販売 コロナ感染の影響で目標達成は困難 ホンダ 

   2019 年のインドネシアの二輪車販売台数 世界第 3 位の市場規模 二輪メーカー 

   ユニクロ インドネシアの全店舗を 2 週間閉鎖 コロナ感染対策 ユニクロ 

   5558 ２月の自動車販売８万台割る 前年比 3.1％減コロナ影響じわり 自動車会社 

   2 月の完成車輸出 3 万台 コロナ感染禍 前年比 32％の増加 同上 

   四輪・二輪メーカー軒並み操業一時停止 コロナショックで 同上 

 2 月の外国人訪問客 コロナで前月比 30％減 日本人は逆に 22%増 同上 

   5559 トヨタ・グループも工場操業を一時停止 大規模社会制限に協力 トヨタ他 

  5560 3 月の自動車国内販売 7.7 万台 コロナの影響で前年比 15％減 自動車会社 

 カルベ・ファルマ 日本との合弁検査機関で PCR 検査無償で実施 豊田通商 

 

（２） 政治関連： 

No.5557 ジョコウィ大統領 ’市民緊急事態‘ 措置導入準備を表明 コロナ対策 

   ジョコウィ大統領がロックダウンを選択しない理由 同上 

   工業省 自動車メーカーに人工呼吸器の製造を要請 同上 

    政府 貧困層・インフォーマル労働者に現金給付 コロナ被害救済 同上 

5558 大統領レバラン帰省禁止しないが自粛を要請感染拡大を懸念 同上 

   保健省 大規模社会制限措置の大臣令公布 Covid19 感染対策 同上・保健省令 

    習近平国家主席 ジョコウィ大統領に電話 コロナ対策協力申し出 同上・中国 

   5559 首都ジャカルタ大規模社会制限措置導入 出来る事出来ない事は 大規模社会制限 

 西ｼﾞｬﾜ州の首都圏５地域でも大規模社会制限を実施 １５日から 同上・西ｼﾞｬﾜ 

 政府２０年度国家予算の修正予算を編成 COVID-19 経済対策 国家予算・修正 

  5560 政府レバラン帰省の禁止を正式に発表 地方での感染爆発防止 コロナ対策 

 ジョコウィ大統領 コロナウィルス感染を’国家災害‘に指定  同上 

 首都ジャカルタ州の大規模社会制限 実施 1 週間の評価 大規模社会制限 

 コロナショックで労働者の解雇・自宅待機が 194 万人 16 日現在 コロナ・失業 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5557 スリ財務相 イ経済成長 コロナ感染２Q で終息すれば 3%は可能と 経済成長率 

 海外資金 コロナショックで 3 月初めからすでに Rp104.7 兆流出 外資流出 

   5558 政府 追加経済対策 Rp405.1 兆を決定 コロナショック対策 コロナ対策 

 3 月のインフレ率前年比 2.96％ 3 カ月連続の 3%弱の低水準 インフレ率 

 世銀 コロナショック禍 本年のイ経済成長率 2.1％と予測 経済成長率 

   5559 政府 グローバル債発行 総額 43 億米ドル 過去最大規模 国債（最大） 

    中銀 本年の経済成長率最悪 2.3％と予測 ２Q が底で 1.1％と 経済成長率  
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 ADB 本年のイ経済成長率 2.5％と予測 東南ア全体では 1.0％ 同上 

 3 月の外貨準備高 94 億米ドルの大幅減 ルピア防衛で市場介入 外貨準備高 

  5560 IMF 本年のイ経済成長率 0.5%と予測 世界経済はマイナス 3%と 経済成長率 

    中銀 政策金利 4.5％に据置く ルピアの安定を最優先 政策金利 

    3 月の貿易収支 7.4 億米ドルの黒字 2 カ月連続の貿易黒字 貿易収支 

 中銀 預金準備率引下げ銀行の流動性確保、量的緩和政策 銀行‐金融 

 

（４） 産業全般： 

No.5557 トヨタ・インドネシア 自動車生産 50%削減 コロナ感染対策 自動車 

 AISI 本年の二輪車販売 コロナ感染の影響で目標達成は困難 二輪車 

    2019 年のインドネシアの二輪車販売台数 世界第 3 位の市場規模 同上 

    ユニクロ インドネシアの全店舗を 2 週間閉鎖 コロナ感染対策 流通・リテール 

    エアーアジア、4 月 1 日から国内・国際全便運休 新型コロナ対策 航空 

  5558 2 月の自動車販売 8 万台割る 前年比 3.1％減コロナ影響じわり 自動車 

    2 月の完成車輸出 3 万台 コロナ感染禍 前年比 32％の増加 同上 

   四輪・二輪メーカー軒並み操業一時停止 コロナショックで 同上 

 イ人企業家コロナ検査キット開発 セルフで 10 分で判定可能 医療器 

 2 月の外国人訪問客コロナで前月比 30％減 日本人は逆に 22％増 観光 

  5559 ガイキンド 本年の自動車販売前年比 40％減の 60 万台と予想 自動車 

  5560 3 月の自動車国内販売 7.7 万台 コロナの影響で前年比 15％減 同上 

 カルベ・ファルマ 日本との合弁検査機関で PCR 検査無償で実施 医療 

 

（５） インフラ関連： 

 ―  

 

（６） その他： 

No.5557 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 コロナウィルス 

  中国、インドネシアにコロナ検査器などの医療器具を支援 同上 

  5558 政府 外国人の入国を禁止 コロナ感染拡大防止 4 月 2 日から 同上 

  コロナウィルス感染者データ アップデート 同上 

 5559 レバラン祝日の有給一斉取得日年末に移行 レバラン帰省を自粛 レバラン祝日 

  コロナウィルス感染者データ アップデート コロナウィルス  

  WHO 感染爆発地域が欧米から東南・南アジアに移行と注意喚起 同上 

  コロナの潜伏期間 インドネシアでは 2 週間ではなく平均 5-6 日 同上 

  5560 イのコロナ感染者増加続く 21 日現在 7 千人突破 東南ア最多 同上 

   中央政府のコロナ対応、国民の評価割れる 52％が早い 41%は遅いと 同上 

 ジャカルタ州政府 コロナの迅速検査 55,992 人中 2,129 人が陽性 同上 

 


