
インドネシア通信 2018 年 10 月 記事総覧 

（No.5484 – 3 日 No.5485 – 10 日 No.5486 – 17 日 No.5487 – 24 日 No.5488 – 31 日 ） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5484 べイプ(液体タバコ)10 月から日本向け等に輸出開始 （タバコ） 

   5485 国営水産 2 社 冷凍水産物輸出に注力 日本や米国向け （水産物） 

 三菱自動車 イ工場生産能力 4 割増 40 億円追加投資 （三菱自動車） 

 イ人の海外旅行増加 アウトバウンド関連ビジネス益々拡大 （インバウンド） 

 JAL ターミナル２から３に移転、１０月２６日から （JAL） 

  5487 日本の不動産ディベロパー インドネシア市場に積極進出 （不動産） 

 ジャカルタ‐スラバヤ準高速鉄道 PJ 本年 11 月 F/S 完了予定 （円借‐鉄道） 

   5488 ジョナン・エネ鉱相 インペックス面談マセラ案件加速で合意 （Inpex） 

 MUFG 国営建設フタマ・カルヤに Rp4.5 兆協調融資 （MUFG） 

 DOWA の産廃処理会社 PPLi 東ジャワに処理場建設を計画 （DOWA） 

 MRT 南北線第２期円借款 700 憶円 交換公文調印 （円借款） 

 日本、インドネシア人の熟練工や老人ケア人材に注目 （技能実習生） 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5484 本年通年のインドネシア経済成長率 ADB も 5.2％と予測 （成長率） 

 中銀 政策金利 25bp 利上げし 5.75％に 2 か月連続の利上げ （金利） 

 9月のCPI前月比-0.18％ 2か月連続のデフレ 前年比は 2.88% （インフレ） 

   5485 Rp15,000 を突破 中銀はまだ安全圏であると強調 （為替・ルピア） 

 ９月の外貨準備高 31 億㌦減の 1,148 億ドルで再び大幅減 （外貨準備） 

 AEOI の運用開始 国税総局に海外口座情報が大量に入る （納税申告） 

 IMF イのタックスレシオ 15％以上に引き上げるべきと （税収） 

 IMF-世銀年次総会 2018 バリでの受入れ準備完了 （IMF-世銀総会） 

   5486 バリ IMF-世銀総会 ジョコウィ大統領スピーチに大称賛 （IMF-世銀総会） 

 IMF-世銀年次総会 インドネシアの経済効果を Rp1.13 兆と （IMF-世銀総会） 

 IMF インドネシアの経済成長、本年・来年 5.1％に下方修正 （成長率） 

 9 月、3 か月ぶりに貿易黒字 ただ輸出入とも前月比で減 （貿易） 

 世銀とADBインドネシアの被災地復興に各々10億㌦資金供与 （災害復興資金） 

   5487 中銀 政策金利 5.75％に据置く ルピア比較的落着きへ （金利） 

 労働省 来年の州最低賃金（UMP）8.03％Up に決定 （最低賃金） 

 政府 RP15,000 に変更を国会に提案 来年度国家予算案指標 （国家予算） 

 政府 不動産の PPｎBM と PPｈ22 廃止検討 不動産業促進 （税金） 

  5488 中銀 第 3 四半期の経済成長率 5.1％に減速と予測 （成長率） 



 外資と合弁設立の現地企業に税優遇 外国投資促進 （外国投資） 

 タックスホリディ改定後 6 カ月で 8 社に供与 総額 Rp161 兆 （投資・税金） 

（３） 産業全般： 

No.5484 8 月の二輪車国内販売 56.8 万台 引続き好調 （二輪） 

 べイプ(液体タバコ) 10 月から日本向け等に輸出開始 （タバコ） 

   5485 国営水産 2 社 冷凍水産物輸出に注力 日本や米国向け （水産業） 

 三菱自動車 イ工場生産能力 4 割増 40 億円追加投資 （自動車） 

 イ人の海外旅行増加 アウトバウンド関連ビジネス益々拡大 （旅行） 

 世界的な魚の需要の高まりから、政府は養殖ナマズの輸出推進 （水産業） 

   5486 9 月自動車販売 9.3 万台 前月比 8.9％減も前年比では 6.3％増 （自動車） 

 政府 “プレミアム”ガソリン値上げ発表後 1 時間で撤回 （燃料） 

 未加工鉱石輸出許可取得者、条件のスメルター建設大半が遅れ （鉱物資源） 

 国営農園 PTPN III、エジプト向けパーム油輸出成約の可能性 （パーム油） 

   5487 日本の不動産ディベロパー インドネシア市場に積極進出 （不動産） 

 二輪車国内販売 1‐9 月累計 472 万台前年比 8.8％増 （二輪車） 

 二輪車輸出 1‐9 月累計 43.9 万台 前年比 41.8％増 （二輪車） 

 KPK メイカルタ開発の収賄容疑でブカシ県知事を拘束 （不動産） 

   5488 ジョナン・エネ鉱相 インペックス面談マセラ案件加速で合意 （LEGO） 

 自動車 CBU 輸出 1-9 月累計 18.8 万台 前年比 10.4％増 （自動車） 

 DOWA の産廃処理会社 PPLi 東ジャワに処理場建設を計画 （産廃） 

 インドネシア貿易博 2018 成約 84.5 億ドル 目標の 5 倍 （貿易博覧会） 

 スシ大臣 持続可能な漁業により今年の水産品輸出は伸びる （漁業） 

 

（４） インフラ関連： 

No.5486 国営企業 14 社 インフラ投資資金 135 億㌦調達契約調印 （国営企業融資） 

 LRT ジャボデベック第１期工事 来年６月完成予定 （LRT‐軽鉄道） 

   5487 ジャカルタ‐スラバヤ準高速鉄道 PJ 本年 11 月 F/S 完了予定 （鉄道） 

   5488 MUFG 国営建設フタマ・カルヤに Rp4.5 兆協調融資 （道路） 

 MRT 南北線第 2 期円借款 700 億円 交換公文調印 （MRT） 

（５） 政治関連： 

No.5484 大統領選世論調査 ジョコウィ組優勢も一部地域では僅差 （大統領選） 

 総選挙 政党の得票率世論調査 ゴルカル党 2 位に上昇 （総選挙） 

 故グス・ドゥル ファミリー、ジョコウィ陣営支援を正式表明 （大統領選） 

 商工会議所会頭・青年企業家協会会長ジョコウィ陣営選対に参加 （大統領選） 

 プラボウォのイメージチェンジ The New Prabowo キャンペーンを展開 （大統領選） 

   5485 SMRC 世論調査 ジョコウィ大統領の支持率 73.4％ （大統領選） 



  5486 スリ財務相、東アジアパシフィックのベスト財務大臣の栄誉 （財務相） 

   5487 ジョコウィ政権 4 年 国民の満足度高いも宿題まだ 4 つあり （大統領選） 

 総選挙監視機関、大統領候補者討論会、大学キャンパスでは不可と （大統領選） 

  5488 ジョコウィｰカラ政権の 4 年間インフラ整備の実績 （大統領選） 

（６） その他： 

No.5484 中部スラウェシで地震 M7.4 津波 3ｍ 死者 1,234 人に （自然災害） 

 世界幸福度ランク、インドネシアはアセアン 6 位ギャラップ調

査 

（幸福度ランク） 

   5485 中部スラウェシ地震津波災害 死者 2,010 人に液状化も （自然災害） 

 アジアパラ競技大会開催、ジョコウィ大統領手話交え挨拶 （アジアパラ大会） 

   5486 中部スラウェシ災害復興計画 バぺナスと JICA 共同で策定 （災害復興） 

   5487 BNPB,中部スラ地震津波被害 Rp13.82 兆、死者 2,256 人 （自然災害） 

 WEF 世界競争力ランキング 2018 発表、インドネシアは 45 位 （世界競争力） 

   5488 ライオンエア―、カラワン沖で墜落、乗客乗員 189 人絶望 （事故） 

 


