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（１） 日本及び日本関連： 

No.5561  1Q の直接投資前年比８%増 外国投資落込むも国内投資は増加 直接投資 

  5562 1Q の二輪車販売国内 157 万台前年比 6.6%減輸出 21.5 万台 18%増 ホンダ・ヤマハ 

  5563 日本向け PKS(パーム核殻)輸出拡大見通し バイオマス発電用 バイオマス発電 

   イオン、病院に防護服寄贈モール周辺住民にはスンバコとマスクを配布  イオン 

   5564 駐日イ大使候補決まる 大統領、国会に適正審査と承認を申請 新駐日大使 

   4 月の自動車卸売販売の確定値 7,871 台生産は 2.1 万台で 80％減 自動車会社 

   4 月の完成車輸出コロナ禍でも 1.1 万台 前年比では 47％減  同上 

 

（２） 政治関連： 

No.5561 大統領 雇用法案の国会審議を延期 労働組合４月３０日のスト中止 オムニバス法案 

   政府 中小零細企業支援策法人税免除など５パッケージを発表 企業支援策 

   ジャカルタ州知事 大規模社会制限措置を５月 22 日まで延長 ジャカルタ現状 

    首都ジャカルタの感染者数が減少傾向 PSBB 導入の効果か 同・制限措置 

  5562 政府 PSBB の段階的緩和措置（出口戦略）を検討 大規模社会制限 

    トランプ ジョコウィ大統領に工業用地要請 中国から工場移転 米・イ首脳会談 

    滞在許可期限切れも再入国可能にイミグレ特例措置 6 日付通達 入国滞在許可 

 労働省レバラン手当分割払いや支払延期認める 労使合意条件に レバラン手当 

 本年 2 月調査の失業率 4.99％、コロナショックで大幅上昇懸念 失業率 

  5563 政府 国家経済回復プログラム策定 コロナ災害からの経済復興 経済プログラム 

 国営企業 25 日から段階的に事業再開 The New Normal の下で 国営企業 

 政府 PSBB はまだ緩和しないが経済回復には最大限取組む 大規模社会制限 

  5564 駐日イ大使候補決まる 大統領、国会に適正審査と承認を申請 新駐日大使 

 コロナ禍のレバラン 東洋最大のモスク閑散 大統領も帰省せず レバラン-大統領 

 運輸省・警察 レバラン帰省取締 高速道通過車両は前年比 62％減 帰省禁止令 

 大統領及び全閣僚、今年はレバランのオープンハウス行わない オープンハウス 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5561 本年第Ⅰ四半期のイの経済成長率 コロナショックで 2.97％ 経済成長率 

 4 月のインフレ 2.67％ ラマダンだが低水準購買力の低下懸念 インフレ 

    １Q の直接投資前年比８％増 外国投資落込むも国内投資は増加 直接投資 

   5562 INDEF 1Q の経済成長急落 政府のコロナ初期対策遅れが原因 経済成長率 

 UI の経済学者 ２Q の経済成長率マイナス 0.5-1.0％と予測  同上 

    スリ財務相 本年のイ経済 2 つのシナリオを予測マイナス成長も 経済成長率 

    4 月の外貨準備 69 億米ドル増加 グローバル債発行が寄与 外貨準備高 

  5563 4 月の貿易収支 3.5 億米ドルの赤字 貿易額は輸出入共に減少 貿易  

 コロナからの経済回復 アジア諸国 4 グループに モルガンスタンレー コロナの影響 
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  5564 中銀 政策金利 4.5％に据置き 景気刺激よりも金融安定を優先 政策金利 

    Kadin 顧問 国家経済回復プログラムは民間企業に差別的と 回復プログラム 

   LIPI 調査 コロナ禍企業の 41％はここ３カ月で破綻 コロナ影響度 

 

（４） 産業全般： 

No.5561 繊維産業 コロナで解雇・自宅待機が約 70% 189 万人に達す 繊維産業 

  5562 1Q の二輪車販売国内 157 万台前年比 6.6％減輸出 21.5 万台 18％増 二輪車 

   5563 4 月の自動車卸売販売激減 僅か 7,871 台（速報値）前年比 90%減 自動車販売 

    日本向け PKS(パーム核殻)輸出拡大見通し バイオマス発電用 パーム・発電 

    ILO 調査 コロナの影響でイ企業の 3 社に 2 社は操業停止状態 コロナの影響 

  5564 4 月の自動車卸売販売の確定値 7,871 台生産は 2.1 万台で 80％減 自動車 

    4 月の完成車輸出 コロナ禍でも 1.1 万台 前年比では 47％減  同上 

   コロナ感染の最中 イーコマースのブリブリ 取引前年比 50％増 イーコマース 

 コロナ収束後の外国人観光客の回復 日本、韓国、台湾に期待 観光業 

 

（５） インフラ関連： 

 ―  

 

（６） その他： 

No.5561 イのコロナ感染今がピークで 6 月には収束と予測 SIP の研究者 コロナ感染 

  インドネシアのコロナウィルス感染者データ、アップデート  同上 

   ’高温多湿・日光でコロナ死滅‘の米報道、感染防止対策は緩めないと  同上 

  ‘帰省’（Mudik）と‘田舎に帰る’（Pulang Kampung）の違いは？  同上 

 5562 外国メディアのコロナ感染・死者数 実態は政府発表より多いと  同上 

  インドネシアのコロナウィルス感染者データ、アップデート  同上 

  レバラン関連の有給日、更に変更か、7 月末の犠牲祭時期も候補に レバラン休日 

 5563 コロナ感染で貧困者 200 万人、失業者 422 万人増加 バぺナス予測 コロナ感染 

   イオン、病院に防護服寄贈モール周辺住民にはスンバコとマスクを配布  同上 

   インドネシアのコロナウィルス感染者データ、アップデート  同上 

 5564 13 日の感染者 689 人、感染発生以来最多、検査数増加の影響？  同上 

 インドネシアのコロナウィルス感染者データ、アップデート 同上 

 ジャカルタ近郊通勤電車、1 両当たりの乗客数 max70 人に制限 同上 

 


