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（１） 日本及び日本関連： 

No. 見出し キーワード 

5605 日イ外相会談 日イ防衛相会談 第二回外務・防衛大臣（２＋２）会合 日イ外交 

（２＋２） 

 トヨタ EV スマートモビリティ・プロジェクトをバリで開始 トヨタグループ 

5607 三菱商事と Temasek 子会社がシナールマス・ランドと組んで TOD 開発 三菱商事・ 

都市開発 

5608 １Q の直接投資 前年比 4.3％増、FDI（海外）は 14%伸びる 日本 7 位

に転落 

日本・直接投資 

 

（２） 政治関連： 

No. 見出し キーワード 

5605 法務人権省 ムルドコを党首とする民主党の新執行部体制の認可を拒否 民主党・内紛 

 大統領 東カリマンタンに建設予定の新しい首都の外観予想図を公表 首都移転 

 4 月 12 日に全国 20 州で数千人の労働者が示威行動を予定 オムニバス法・

デモ 

 IS シンパの女性 国家警察本部を襲撃 イスラム過激派 

 パプア州知事、隣国 PNG に不法入国し強制退去される パプア州知事 

 インドネシア、マレーシアとフィリピンと共同でアブ・サヤフによる拉

致を防止 

近隣外交（馬・

比） 

5606 政府 電力料金を経済コストに基づくレベルに調整（値上げ）を検討 電力料金・上げ 

 奢侈是免除で 3 月の新車販売急増 工業省の聞き取り調査では約 70%増 税金・自動車 

 国会 一部省庁の改変を了承 投資調整庁は投資省に格上げ 省庁改変 

 民間調査機関（IPO）の意識調査結果：大統領満足度 56%副大統領は 36% 政権満足度 

 ドミニク英外相のインドネシア訪問とプラボウォ防衛大臣の韓国訪問 外交・英/韓 

5607 イスラーム政党連立構想の動き 政党再編の動き 

 ジョコウィ大統領 メルケル独首相に新型コロナの現状について電話報

告 

外交・ドイツ 

 教育文化大臣 教育基本法の見直しを要請 教育基本法 

5608 ミャンマー問題に関する ASEAN 臨時首脳会合 ミャンマー軍トップも参

加 

外交・ミャンマ

ー 

 大統領：新型コロナの”ヌサンタラ・ワクチン”問題に言及 コロナ・ワクチ

ン 

 研究技術相：政府は未来の電力確保のため原子力エネルギー開発準備を

継続 

原子力発電 

 政府、小売・モール事業にも税のインセンティブ供与を検討 経済回復政策 
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 インド人の入国禁止措置を発動 入国禁止措置 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No. 見出し キーワード 

5605 格付機関フィッチ  イの国債格付け「BBB 見通し安定的」を維持 国債格付・安定 

 3 月のインフレ依然低水準 前月比 0.08％ 前年比でも 1.37％ インフレ率・低 

 中銀、QR コード決済統一規格 QRIS は経済回復の”another game 

changer” 

中銀・電子決済 

5606 IMF 本年のイ経済成長見通し 4.3%に下方修正 世界経済は 6%に引上げ 成長見通し・下 

 エコノミスト 政府の２Q 成長予測 7%はあまりに高望みと 同上・２Q 

 3 月の外貨準備、17 億米ドル減の 1,371 億米ドル、4 カ月振りに減少 外貨準備・減 

 2021 年のハジ巡礼費用予想額 ハジ巡礼費用 

5607 3 月の貿易収支 US$15.7億の黒字 かつ輸出入ともに大幅増 貿易収支・大増 

5608 R&I イの外貨建て国債格付け 「BBB＋ 見通し安定的」を維持 国債格付・安定 

 スリ財務大臣 本年２Qの経済成長率 7%達成は可能と確信 経済成長率・上 

 中銀金融政策決定会合 政策金利 3.5%据置く 通年成長率は下方修正 金利・成長率  

（４） 産業全般： 

No. 見出し キーワード 

5605 3 月の製造業 PMI 指数 53.2 ここ 10年で最高 景気本格回復か 製造業・上昇 

 ゴジェックとトコペディアの合併協議 既に 3月初め合意済みか？ ゴジェック合併 

5607 ジャカルタ港のコンテナ荷役・保管料 15 日から最大 50%超値上げ 港湾物流・値上 

 3 月の自動車国内販売 8.5 万台 奢侈税免除で前月比 72.6%増 自動車販売・増 

 宅配大手の J&T Express ユニコーン企業に認定 インドネシアで 6 社目 宅配・ユニコー

ン 

 イ国際モーターショー、オンライン・オフラインのハイブリッド開幕 自動車・展示会 

5608 3 月の二輪車国内販売急増 50 万台の大台突破 コロナ禍で最多 二輪・（日本）・

増 

 

（５） インフラ関連： 

No. 該当なし  

 

（６） その他： 

No. 見出し キーワード 

5605～

5608 

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 

5606 フォーブス版 2021 年世界長者番付 イの資産家 21 人ランクイン 長者番付 
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 ひがしじゃわでマグニチュード 6.1 の地震発生 8 人死亡 自然災害・地震 

 タマン・ミニ・インドネシア・インダ（TMII）の国有化 タマン・ミニ 

 ジャカルタ警視庁、断食期間中の警備を強化 断食・警備 

5607 スカルノ・ハッタ国際空港での新型コロナ呼気検査（GeNoseC19）導入に

ついて 

コロナ呼気検査 

 ラマダン（断食月）期間中の新型コロナ・ワクチン接種について ラマダン・コロ

ナ 

 国軍兵士と警察官が集団暴行を受けて死傷する事件が 2件発生 国軍・暴行事件 

 小規模 PPKM（社会活動制限措置）の再延長 コロナ・ 

活動制限 

5608  バリ島北の沖合で消息不明だった海軍の潜水艦の沈没が確認される 海軍・沈没事故 

 ジャカルタの事務所内でクラスターが急増 在宅勤務の励行が喫緊の課

題 

コロナ・ 

クラスター 

 政府、レバラン帰省の禁止を繰り返し要請 レバラン・ 

コロナ 

 


