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（１） 日本及び日本関連： 

No.5612      

 

インドネシアにおける日本企業の不動産開発事業 その歴史と 

最近の動向（コンパス紙特集記事から）          

不動産開発事業 

 KDDI スマートシティ・プラットフォームのスタートアップ Qlue 社に出資 KDDI 

No.5613  GoToグループ ソフトバンク Gが筆頭株主に   ソフトバンク G 

5615 JAPEX プルタミナ等と共同で CO2回収・有効利用・貯留（CCUS）の事業

化調査実施で合意 

石油資源開発 

 三井物産 パイトン発電事業の持株 45.5%全てをタイの RATCH グループ

に売却 

三井物産・パイ

トン発電・売却 

 

（２） 政治関連： 

No.5611 ジョコウィ大統領 投資促進タスクフォースを設置 投資促進・新組織 

 民主党政治家：51人の KPK職員が解雇され KPKは無力になったと批判 汚職撲滅・法改正 

 インドネシア バイデン大統領のパレスティナ停戦プロセス努力を支持 外交・米/中東 

 総選挙委員会 2024年の総選挙を 2月 21日地方首長選挙を 11月 20日と提案 24年総選挙 

 国家テロ対策庁 1月から 5月までに 216人のテロ容疑者を逮捕したと発表 テロ対策 

 国家災害対策庁長官の交代 災害対策庁長官 

5612 調査機関 Parameter Politik Indonesia 52.7％は大統領の任期 3期に反対 大統領 3選問題 

 ジョコウィ大統領 漫画「躍進するインドネシアを放浪」を紹介 大統領・漫画 

 メッカ巡礼は今年も実施しない：新型コロナウィルスが原因 メッカ巡礼 

 メガワティ元大統領 ロシア政府から叙勲 メガワティ元大統領 

 プラボウォ防衛大臣、スカルノ像を防衛省の前庭に建立 プラボウォ防衛相 

 モクタル元外務大臣逝去 訃報モクタル元外相 

5613 SMRC調査結果：ジョコウィ大統領の勤務評価が 75.6％に下がる 大統領・勤務評価 

 ジョコウィ大統領 タンジュン・プリオーク港での不当徴収行為を摘発 大統領・汚職摘発 

 アニス・ジャカルタ特別州知事コロナ禍出の地方訪問を非難される アニス州知事 

 メガワティ元大統領、防衛大学（Unhan）から名誉教授の称号を授与される メガ元大統領 

 （6/8）政府 租税特赦の再導入を計画 早ければ本年下期から 租税特赦の計画 

5614 世銀 インドネシアにはミドルクラス・ジョブの場が不足と指摘 雇用創出・人材育成 

 ルフット海事・投資担当調整大臣「中国に立腹するのは止めよう」と語る ルフット大臣・中国 

 ジョコウィ大統領 6月 21日に還暦を迎える ジョコウィ大統領 

 次期国軍司令官候補ついての憶測 次期国軍司令官 

5615 ジョコウィ大統領、駐米大使を含む 33人の大使候補者名簿を国会に提出 各国大使候補者 

 インドネシア大学学生評議会「大統領はリップサービスの王様」と批判 大統領批判 

 海軍参謀長、LGBTの軍人は解任すると警告 海軍・LGBT対応 
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（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5611 スリ財務大臣 ２Qの経済成長見通し 7.1％～8.3％に上方修正 ２Q成長率・上 

 政府 富裕層に対する個人所得税 30％を 35％に引き上げ計画 個人所得税・増 

 中銀 政策金利を 3.50％に据え置く これで 3カ月連続 政策金利・不変 

5612 財務省 企業に対して代替ミニマム税（AMT）の導入を検討 新税導入計画 

 5月のインフレ前月比 0.32% 前年比 1.68% やっと上昇トレンドに インフレ率 

 デジタル課税（VAT)対象グローバル企業さらに 8社追加計 73社に デジタル課税 

5613 経済担当調整大臣２Q の経済成長率 8%台達成を確信と 多くの経済指標が

急速に改善 

経済成長率・上 

 5月の貿易収支 23.6億米ドルの黒字、13カ月連続黒字、貿易額は季節

的要因で前月比減 

貿易収支・増 

 5月の外貨準備 前月比 US$24億減の US$1,364億 依然高水準 外貨準備高・増 

5614 世銀 イの経済成長見通し 21 年 4.4% 22 年は 5%に上昇と予測 世銀レ

ポート 6月版 

経済成長見通し 

・上 

 中銀 政策金利 4カ月連続で 3.5%に据え置く 米連銀に追随 政策金利・不変 

5615 COVID-19感染急拡大 経済への影響は？エコノミストの見解 コロナ感染急拡大 

 中・低所得国の対外債務残高 インドネシアは 7位 世銀報告 対外債務残高 

 

（４） 産業全般： 

No.5611 4月二輪車国内販売 47.3万台 前月より 9.3％減も前年比 282％増 二輪国内販売 

 モルガン・スタンレー、インドネシアのオンショア株式事業から撤退 金融・証券 

5612 5月の製造業 PMI 指数 55.3 3カ月連続過去最高を更新 景気本格回復     製造業指数 OMI 

（上昇） 

 衛生基準を満たさない Nestle 製品に販売許可を与えた BPOM を 国会

が疑問視 

衛生基準（BPOM） 

5613 5 月の自動車国内販売 5.5 万台 前月比 31%減、レバラン月で稼働日数

1/3減が影響 

自動車国内販売 

 ジョコウィ大統領 バリ島は観光地として最も安全 観光再開に前向き 観光業・バリ 

 新型コロナで経営不振のガルーダ航空 70機の機材を 53機に縮小 航空・ガルーダ 

5614 自動車の奢侈税減免措置、100%免除を 3カ月延長、財務省も同意 自動車・減税 

 5 月の二輪車国内販売 25.5 万台 前月比 46%減 レバラン月で営業日数

減が影響 

二輪車販売・減 

5615 住宅販売の VAT減免措置 本年末まで延長 頭金もゼロに 住宅販売・税減免 

 イで初のEV搭載電池の主原料硫酸ニッケルと硝酸コバルト生産工場が

操業開始 

EV 電池原料（ニ

ッケル・コバルト） 
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（５） 社会： 

No.5611  気象庁：東ジャワの南海岸地帯 大地震と大津波が起きる可能性ありと警告 自然災害・可能性 

 インド駐在のインドネシア公使、新型コロナウィルスで死亡 コロナ・インド 

5611/5 インドネシアの COVID-19感染及びワクチン接種データ、アップデート コロナ・現状 

5613 大統領 7月から一日 100万回のワクチン接種を要請  

5614 変異株流入で感染リバウンド 一日一万人突破 スリ財務大臣経済回復

への影響を懸念 

コロナ・変異株 

 新型コロナ対策を強化 ジャカルタ市内の複数の道を夜間封鎖 コロナ・対策強化 

 新型コロナウィルス感染が急速に拡大 バンドンは県内外への規制を強化 コロナ・感染拡大 

 ジョグジャカルタ特別州 新型コロナウィルス感染拡大でロックダウ

ン実施を示唆 

コロナ・ロック

ダウン 

 インドネシアの祝祭日の変更 祝祭日の変更 

 5615 ジョコウィ大統領 市内を抜き打ち視察 ロックダウンには消極的 コロナ・活動制限 

 イスラーム保守強硬派団体 FPIのリジク・ハビブ指導者に 4年の禁固刑 イスラーム強硬派 

 6月 22日 ジャカルタ生誕 494年を迎える ジャカルタ首都 

 25日以降、香港、インドネシアからの旅客機の乗り入れを禁止 コロナ・移動停止 

 

 


