
インドネシア通信 2019 年 ５月 記事総覧 

（No.5513–８日  No.5514 –15 日  No.5515 –22 日  No.5516 –29 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5513 大和ハウスと JOIN の都市開発事業サクラ・ガーデンシティ始動 大和ハウス・JOIN 

 二輪カルテル問題、最高裁 ホンダとヤマハの上告を棄却 ホンダ・ヤマハ 

   5515 本年１Q の完成車輸出 7 万台 前年比 25.6％増と好調 自動車 

 パティンバン港 年内に自動車専用ターミナル一部完成予定 円借款 

 イ財務省サムライ債発行、アジア最大の 1,770 億円、20 年債も サムライ債 

   5516 4 月の自動車国内販売 8.4 万台 前年比 17.8％の大幅減 自動車 

 WSJ の CEO カウンシル東京、スリ財務相米中貿易戦争にコメント スリ蔵相訪日 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5513 本年第Ⅰ四半期の経済成長率 5.07％ 事前の予想下回る 成長率 

 本年１Q の直接投資 前年比 5.3％増に減速 FDI は 0.9％減 投資 

 4 月のインフレ前月比 0.44％に上昇 前年比では 2.83％ インフレ 

 中銀 政策金利 6％据置く 市場の予想通り 5 カ月連続 金利 

 世銀 イの経済成長見通し 5.2％を維持 経済展望 4 月版 成長率 

 JCR イの国債格付け投資適格を維持、見通しはポジティブに 国債格付け 

   5514 米中の貿易戦争激化 インドネシアの輸出更に悪化の懸念 貿易 

 4 月の外貨準備高 前月比 2 億米ドル減の 1,243 億米ドル 外貨準備高 

   5515 中銀 政策金利引続き 6％に据置く 内外の経済に警戒感 政策金利 

 4 月の貿易収支 25 億米ドルの大幅赤字 2013 年 7 月以降最大 貿易 

 製造業セクターの成長鈍化 イの経済成長加速の障害に 成長率 

 本年 1Q の工業団地販売上向く 大統領選後の製造業投資期待 投資 

 イ財務省サムライ債発行、アジア最大の 1,770 億円、20 年債も 債券 

   5516 5 月 22 日の暴動 インドネシア経済への影響は 経済見通し 

 エコノミスト 第２次ジョコウィ政権の経済問題の課題 新政権の課題 

 本年２Q の経済成長率予測 5.1-5.2％ 個人消費が牽引 成長率 

 WSJ の CEO カウンシル東京、スリ財務相米中貿易戦争にコメント スリ財務相 

（３） 産業全般： 

No.5513 大和ハウスと JOIN の都市開発事業サクラ・ガーデンシティ始動 不動産 

 二輪カルテル問題、最高裁 ホンダとヤマハの上告を棄却 二輪車 

  5514 インドネシア国際モーターショー取引額 前年比 13.6％増 自動車 

 本年 2 月調査の失業率 5.01％ 前年比 0.12 ポイント低下 失業率 

   5515 本年 1Q の工業団地販売上向く 大統領選後の製造業投資期待 工業団地 



 本年 1Q の完成車輸出 7 万台 前年比 25.6％増と好調 自動車 

 労働大臣通達、企業はレバラン手当ての支給を１週間前までに 給与 

   5516 4 月の自動車国内販売 8.4 万台、前年比 17.8％の大幅減 自動車 

  東南アジア最大の見本市ジャカルタフェア始まる、6 月末まで 見本市 

 

（４） インフラ関連： 

No.5515 パティンバン港 年内に自動車専用ターミナル一部完成予定 港湾 

   

（５） 政治関連： 

No.5513 ジョコウィ得票率 56.3％再選ほぼ確実に開票率は 7 日現在 70％ 大統領選 

 総選挙開票率 32％ PDIP19.98％でトップ与党得票率計 55.4％ 総選挙 

 首都移転候補地 ジョコウィ大統領 ジャワ島外を選択 首都移転 

 総選挙・大統領選、開票集計係員の過労死、4 日現在 440 人に 選挙 

   5514 決定まであと 1 週間開票率 81％ ジョコウィ組優勢変わらず 大統領選 

 プラボウォ候補 自宅に外国メディア集め選挙の不正を訴え  同上 

 総選挙 与党得票率 56.6％過半数超え 開票率 14日現在 42％ 総選挙 

 再選確実の現職ジョコウィ大統領レバラン明けに内閣改造か 内閣改造 

 インデフのエコノミスト 6 人の経済閣僚直ちに交代すべきと  同上 

 政治評論家 再選ジョコウィに民族和解挙国一致内閣を提案  同上 

 投票所係員の過労死 469 人、毒殺とのデマが流布、政治利用も 選挙・過労死 

 保健省、開票集計係員の死亡原因を調査、13 の病気が判明  同上 

  5515 KPU前倒しで 21日集計結果発表 現職ジョコウィ大統領再選 大統領選 

 プラボウォ陣営公式集計結果認めず、憲法裁に不正を訴えると  同上 

 選挙結果正式発表控え警察・国軍 3.2 万人動員し警備体制強化  同上 

 選挙結果発表の 22 日群衆がテロのターゲットになる危険  同上 

 米国大使館 22 日の KPU 公式集計結果発表を控え、在留米人に注意喚起  同上 

  5516 22 日の暴動一部始終 死者 7 人車 25 台放火 257 人逮捕  同上 

 デモ隊が暴徒化したのではなく別の集団による計画的な暴動  同上 

 プラボウォ陣営 24 日夜憲法裁に異議申立て裁定は 6 月 28 日  同上 

 専門家 憲法裁訴訟 1.7 千万の票差 逆転は極めて困難と  同上 

 安倍首相 再選のジョコウィ大統領に電話で祝辞  同上 

 総選挙の公式結果 PDIP 第Ⅰ党 連立与党議席数 60％超え 総選挙 

 情報通信省、暴動のフェイクニュース拡散で SNS へのアクセス制限 大統領選 

（６） その他： 

 5514 国家警察反テロ特殊部隊、東ジャカルタとブカシで容疑者逮捕 テロ 

 


