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（１） 日本及び日本関連： 

No.5549  JCR イの長期国債格付け BBB+ 見通し「安定的」に引上げ JCR 

   2019 年の直接投資実現額 前年比 12.2％増 外国投資は低迷 直接投資 

  5550 パナソニック・ゴーベル、セントラル水浄化機器を 4 月販売開始 パナソニック 

  5551 イ進出の日系企業 労働者の生産性に大半が不満 ジェトロ調査 ジェトロ調査 

 クルーズ船ダイアモンド・プリンセスのイ人乗務員 78 人全員健康か コロナウィルス 

  5552 LNG アバディ・インペックス PLN&国営肥料と長期契約の覚書締結 インペックス 

   MRT フェーズ２A 清水‐AdhiKaryaJV が契約調印 3 月着工 清水建設・JICA 

 日本人 コロナウィルス感染疑いで空港で国外退去処分 コロナウィルス 

 

（２） 政治関連： 

No.5549  ジョコウィ第 2 期政権 最初の 100 日間の成果、評価は？ ジョコウィ政権 

  5550 政権 100 日国民に最も評価された大臣はエリック国営企業相 新政権 評価 

  5551 ジョコウィ政権 100 日 大臣のパフォーマンス評価トップ 10  同上 

    政府、オムニバス法の雇用創出関連法案 12 日国会に提出 オムニバス法 

  5552 ジョコウィ大統領支持率 70.1％ 第 1 期時点の 57.5%超える 大統領支持率 

    オムニバス法案最低賃金 各州の成長率を適用、インフレ率は除外 オムニバス法 

    大臣の 100 日パフォーマンス、プラボウォ国防相がベスト？世論調査 大臣‐世論調査 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

   

No.5549 フィッチ イの長期国債格付け BBB 見通し「安定的」を維持                             国債格付け 

 JCR イの長期国債格付け BBB+ 見通し「安定的」に引上げ  同上 

 2019 年の直接投資実現額 前年比 12.2％増 外国投資は低迷 直接投資 

 1 月のインフレ 前月比 0.39％前年同月比 2.68% 依然安定 インフレ 

 REI 不動産分野への外国投資 本年大きく伸びると予測 不動産投資 

   5550 2019 年のイの経済成長率 5.02% 過去 3 年間で最低水準 経済成長率 

    インデフ 20 年の成長目標 5.3％には、製造業の 5.5％成長必要  同上 

 オムニバス法現行の法人税 25％ 21 年から段階的に 20%に引下げ 法人税 

 1 月末の外貨準備高 昨年より 25 億ドル増え 1,300 億ドル台に 外貨準備高 

  5551 イ進出の日系企業 労働者の生産性に大半が不満 ジェトロ調査 日系投資 

 ムーディーズ イの国債格付け現行の Baa2 見通し安定的を維持 格付け 

    1 月の貿易収支 8.7 億米ドルの赤字 輸出前月比 7.2%落込み 貿易  

 2019 年の経常収支 赤字が改善 対 GDP 比 2.72％に縮小 経常収支 

 コロナウィルス問題でインドネシアの経済成長率 5%割れの懸念 経済成長率 

 大統領 世銀ビジネス環境ランキング 40 位目指し 6 分野の改善指示 直接投資 
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  5552 米国、イを開発途上国の枠から除外 米向け輸出への影響懸念 対米輸出 

  バぺナス長官、トランプ大統領再選すれば世界経済の成長鈍化 対米貿易 

   中銀政策金利 4.75%に利下げ コロナウィルスへの経済対策 政策金利 

 

（４） 産業全般： 

No.5549 REI 不動産分野への外国投資 本年大きく伸びると予測 不動産 

 19 年の外国人訪問客 1,611 万人、前年比 1.9%の微増、目標は未達 観光 

   5550 工業相 本年の製造業成長率目標の 5.3％達成をあらため言明 製造業成長率 

 産業用ガス価格 6 米ドルに引下げ 4 月 1 日実施 特定 7 業種対象 産業用ガス 

   5551 政府 国内鉄鋼業の育成と強化により鉄鋼製品の輸入抑制目指す 鉄鋼業 

  5552 家電電子業界 中国からの部品調達に支障 コロナウィルスの影響 家電電子業界 

    LNG アバディ・インペックス PLN&国営肥料と長期契約の覚書締結 石油ガス・LNG 

 ジャカルタの賃貸マンション入居率 供給過剰で更に低下懸念 不動産 

  ジャカルタのオフィス賃貸料、世界ランキング 55 位、JLL 調査  同上 

 

（５） インフラ関連： 

No.5550 トランスジャカルタ、1 日当たりの乗客数、初めて 100 万人突破 首都圏バス 

   5551 スカルノハッタ空港鉄道 利用客増のため３つの戦略を準備 空港鉄道 

   5552 MRT フェーズ２A 清水ｰ AdhiKarya の JV が契約調印 3 月着工 MRT-地下鉄 

 

（６） その他： 

No.5549 イ政府、武漢にチャーター機派遣、238 人帰国、ナトゥナ島で隔離 コロナウィルス 

  中国のコロナウイルス感染拡大、インドネシア経済への影響大と  同上 

  5550 コロナウイルス感染拡大 イ経済への影響 0.1‐0.3％減速  同上 

 イはアジア主要国の中でコロナウイルス感染者が出ていない唯一の国  同上 

 5551 武漢からの帰国者 238 人、ナトゥナ島での経過観察終え帰郷、全員陰性  同上 

 クルーズ船ダイアモンド・プリンセスのイ人乗務員 78 人全員健康か  同上 

 イのコロナウィルス感染者ゼロ、気候と太陽光線が関係ある？  同上 

 5552 19 年の人間開発指数 71.92、前年より 0.53pt 上昇、10 年連続上昇 人間開発指数 

 


