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（１） 日本及び日本関連： 

No.5586 Blok M モール、栄枯盛衰物語 ブロックエム 

5587 RCEP インドを除く 15 ヵ国首脳 TV 会議で合意 イに期待と不安 包括的経済連携 

 アセアン‐日本首脳 TV会議 ジョコウィ大統領 日本との連携強化を訴え 対 ASEAN 外交 

   エアコンの輸入承認遅れ問題  JJC が商業大臣に改善要望書 JJC（ジャカルタ） 

 JOIN とシナールマス合弁設立 日本企業の TOD 事業を支援 JOI官民ファンド 

   5588 10 月の自動車国内販売 4.9 万台 前月比わずか 1%増 回復が鈍化 自動車メーカー 

 10 月の完成車輸出 前月比 23%増の 2.6 万台 累計で 7 割まで回復  同上 

 

（２） 政治関連： 

No.5585 ポンペオ国務長官のインドネシア訪問 対米外交 

 ジョコウィ大統領 雇用創出オムニバス法の署名に躊躇？ オムニバス法 

 来年の UMP 労働省は本年と同額据置きを決定するも 5 州で引上げ UMP 最低賃金 

    ジョコウィ大統領 マクロン大統領の発言はイスラームを侮辱と非難 大統領・イスラーム 

 メガワティはミレニアム世代を理解していない！ メガワティ元大統領 

 ジョコウィ大統領”若者よ、農民になることは恥ずかしい事ではない“ 大統領・農業 

   5586 コロナ禍 失業者前年比 267 万人もの大幅増 失業率 7%超え 労働-失業者増 

 米国通商代表部 インドネシアの特恵関税適用を正式に延長 対米貿易・ネゴ 

    雇用創出オムニバス法の施行に対する世論の反応 オムニバス法 

 米国大統領選挙結果に対する評価 米国大統領選挙 

   ジョコウィ大統領 バイデンとカマラ・ハリスに祝意を伝える 対米外交 

 ジャカルタの大規模社会制限 11月 22 日まで延長 コロナ・ジャカルタ 

 イスラーム擁護戦線の指導者リジーク・シハブの帰国問題 イスラーム過激派 

 闘争民主党、マシュミ党の再結成を歓迎 闘争民主党・動き 

  5587 アセアン日本首脳 TV 会議 ジョコウィ大統領日本との連携強化を訴え ASEAN‐日本 

 ジョコウィ大統領「2020年は大変厳しい年」と EAS で語る 東アジアサミット 

 ジャカルタ警視総監と西ジャワ州警察本部長の更迭 警察幹部更迭 

 労働組合 憲法裁判所裁判官の叙勲に疑問を投げ掛ける オムニバス法 

 国家人権委員会 パプア州インタン・ジャヤ事件の報告書を政府に提出 パプア人権問題 

   ガトット元国軍司令官の勲章授与拒否問題 国軍幹部・叙勲 

   5588 ジョコウィ大統領 G20首脳会談にオンライン参加 G20 首脳会談 

 西ジャワ州の UMK 決定 カラワン県 4.44％アップ 依然最高額 21 年最低賃金 

 国軍司令官、ソーシャル・メディアのプロパガンダに要注意と発言 国軍 vsメディア 

 ジャカルタ軍管区司令官：要すれば FPI を解散させると発言 国軍 vs FPI 
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（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5585 ４Q のイ経済成長率 エコノミストの多くはまだマイナス成長と予測 経済成長率・下 

 10 月のインフレ前月比 0.07％ 4 カ月振り 前年比は 1.44％ 10 月・インフレ 

   5586 第 3 四半期のインドネシアの経済成長率 マイナス 3.49％ 経済成長率・下 

   エコノミスト リセッション入りもパニックになる必要はないと リセッション・始 

  10 月の外貨準備、15 億米ドル減の 1,337 億米ドル、2 カ月連続の減少 外貨準備高・減 

 OIC 諸国向け輸出好調、ハラル産品の世界の生産・供給センター目指す 貿易・輸出 増 

   5587 RCEP インドを除く 15 カ国首脳 TV 会議で合意 イに期待と不安 包括的経済連携 

   10 月の貿易収支 36.1億米ドルの黒字 輸入大幅減続く 貿易収支・増 

 バイデン効果でルピア、株価共に上昇、ファイザーワクチンも影響 為替・株価 上 

   5588 中銀 政策金利 25bp利下げ 3.75％に 史上最低水準 政策金利・下げ 

 コロナショックで債務再編 753 万社 Rp933 兆 過去最大 コロナ・債務返済 

 

（４） 産業全般： 

No.5585 電子商取引 巣籠り需要とデジタル化で急増 前年比倍増見込み E コマース・増 

 トリニタン 低品位ニッケル鉱製錬事業に進出 EV 電池材料狙う ニッケル製錬 

   9 月の二輪車国内販売 38万台 前年の 7 割弱まで回復 輸出は 9割まで 二輪車・増加 

   5587 エアコンの輸入承認遅れ問題 JJCが商業大臣に改善要望書 家電輸入問題 

 JOIN とシナールマス合弁設立 日本企業の TOD 事業を支援 不動産開発 

5588 10 月の自動車国内販売 4.9 万台 前月比わずか 1%増 回復が鈍化 自動車・国内販売 

 10 月の完成車輸出 前月比 23%増の 2.6 万台 累計で 7 割まで回復 自動車・輸出 

 ３Q のイのスマホ市場 中国のベンダーが独占 4社で 79%占める 電子・スマホ 

 

（５） その他： 

No.5585 インドネシアの新型コロナウイルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

 1 日、Umrah巡礼（ウムロ：季節外れのハジ巡礼）が再開 ハジ巡礼再開 

   大統領、インドネシアのコロナ死亡率が高いと認める コロナ・死亡率 

 11 月から来年 1 月にかけてラ・ニーニャ現象による洪水に要注意 自然災害・洪水 

  5586 インドネシアの新型コロナウイルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

   ジョコウィ大統領、2032年五輪誘致に向け特別委員会の設置を指示 五輪誘致 2032年 

 Blok M モール、栄枯盛衰物語 Blok M 衰退 

   5587 インドネシアの新型コロナウイルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

 リジーク・シハブ・イスラーム擁護戦線（FPI）指導者の帰国 イスラム過激派 

 一日当たりのコロナ感染者数記録を更新、10月末の長期連休の影響 コロナ現状・増 

 マフフッド調整大臣、集会について多数の苦情を受ける コロナ・集会 

 教育文化大臣、非常勤教師と講師に 180 万ルピアの奨励金を給付 コロナ・支援金 

  5588 ジャカルタの PSBB 12月 6 日まで延長 一日の感染者最多記録を更新 コロナ・ジャカルタ 
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 内務大臣令 新型コロナ予防策に怠慢な地方の首長は解任 コロナ・地方自治 

 中部ジャワ州の未成年結婚件数が急増 未成年結婚・増 

 インドネシアの新型コロナウイルス感染者データ、アップデート コロナ現状 

 ジョコウィ大統領、年末年始の長期休暇の短縮を要請 年末年始休暇 

 教育文科省 2021年 1 月から自治体による対面授業の再開を許可 コロナ・学校授業 

 


