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（１） 日本及び日本関連： 

No.5545 1-11 月の自動車卸売販売 94 万台 19 年通年 100 万台超え確実に 自動車メーカー 

5546 ジョコウィ大統領 茂木外相にナトゥナ島開発投資呼びかけ 茂木外相 

 日イ外相会談 ナトゥナ島での共同事業強化で合意 ODA 

 ルフット調整大臣 日本に加え米国もナトゥナ開発に参加すると ナトゥナ島 

 1-11 月完成車輸出 30 万台突破 前年比 28％増の 30.7 万台 自動車メーカー 

 ソフトバンク孫 CEO ジョコウィ大統領に新首都への投資表明 ソフトバンク 

 日本政府中部スラウェシ地震津波災害復興に円借款 279.7 億円 ODA 円借款 

 茂木外務大臣 ジャカルタの MRT を視察、試乗 ODA-地下鉄 

   5547 19 年の自動車国内販売 103 万台（速報値）前年比 10.8％減 自動車メーカー 

 ホンダ二輪、昨年の国内販売 491 万台、本年は横這い予想 ホンダ 

   5548 12 月自動車販売 9 万台割れ 19 年通年 103 万台で前年比 10.5％減 自動車メーカー 

 昨年の自動車 CBU 輸出 33.2 万台前年比 25.5%増 CKD は 523％増  同上 

 昨年の二輪車販売（確定値）649 万台前年比 1.6％増本年は横這い 二輪メーカー 

 昨年の二輪車輸出 81 万台 前年比 29%増今年は 100 万台目標  同上 

 イオンモール、本年第２四半期に 2 カ所で開店、スントゥルとタンジュンバラット イオンモール 

 

（２） 政治関連： 

No.5545 中国船のナツナ海域 EEZ 侵入大統領断固たる態度取ると表明 排他的経済水域 

 ジョコウィ大統領マフィア・ミガス撲滅に注力石油輸入削減目指す 汚職撲滅 

  5546 ジョコウィ大統領 茂木外相にナトゥナ島開発投資呼びかけ 外国投資 

    ソフトバンク孫 CEO ジョコウィ大統領に新首都への投資表明 首都移転 

 KPK 収賄容疑で選挙管理委員を逮捕 PDIP 党員関与 汚職撲滅 KPK 

   5547 イ人海外労働者担当の政府機関 BNP2TKI を BP2MI に変更、機能強化 海外労働者 

   5548 腐敗認識指数 2019 インドネシアは 2 ポイント上昇し世界 85 位 汚職指数 

 KSPI 労組、オムニバス法案反対国会デモ、その理由は オムニバス法 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5545 政府 2020-2024 中期国家開発計画策定 経済成長目標 5.6-6.2％ 経済成長率 

 アピンド本年の製造業見通しはオムニバス法導入と DNI 改定次第 外国投資 

 2019 通年のインフレ率 2.72％ 過去 10 年で最低の水準 インフレ率 

 年末から年始にかけルピア高 Rp13,800-13,900/㌦の水準 為替-ルピア 

 19 年の海外資金の流入 Rp224.2 兆 ルピアの安定と外貨準備に寄与 為替-外貨準備 

 イ株価総合指数、19 年終値 6,299、年間で 1.7%上昇に留まる 株価総合指数 

   5546  ルフット調整大臣日本に加え米国もナトゥナ島開発に参加すると 外国投資 

 世銀 20 年の世界経済成長率予測 2.5％に上昇 イは 5.1％に 経済成長率 
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 19 年 12 月末の外貨準備高 1,292 億米ドル昨年 85 億米㌦増加 外貨準備高 

   5547 エコノミスト 19 年第 4 四半期のイ経済成長率 49.9％と予測 経済成長率 

 19 年の貿易収支 32 億米㌦の赤字 前年より 55 億米㌦改善 貿易収支 

    中銀 2020 年の貿易収支は黒字化すると  同上 

 税関総局 輸入小包の無税限度額３米㌦に引下げ 30 日から実施 輸入関税 

 貧困率 9.22％昨年比 0.44 ポイント低下 19 年 9 月調査 貧困率 

 19 年 9 月のジニ係数 0.380 3 月の 0.382 からわずかに改善 ジニ係数 

 専門家 貧困率の低下だけ貧困撲滅対策が成功とは言えない 貧困率 

  最も高いルピア預金金利（定期預金）は？ 中銀情報 銀行預金 

  5548 IMF 本年の世界成長予測 3.3％に下方修正 インドネシアは？ 経済成長率 

 中銀 19 年の経済成長率 5.1%と予測 20 年は 5.1‐5.3％と  同上 

 中銀 政策金利 5.00％を維持 3 カ月連続の据置き 政策金利 

 大統領 政府系ファンド設立最低 200 億㌦の海外資金調達可能と 海外資金調達 

 年明け以降ルピア高続く、イ経済の強固なファンダメンタルズ反映 為替‐ルピア 

 

（４） 産業全般： 

No.5545 工業省 本年の製造業成長目標 5.3% GDP の 17.59％目指す 製造業-成長率 

 アピンド 本年の製造業見通しはオムニバス法導入と DNI 改定次第  同上 

 政府 2020 年第Ⅰ四半期の電気料金値上げしないと言明 電気料金 

 1-11 月の自動車卸売販売 94 万台 19 年通年 100 万台超え確実 自動車 

 ジョコウィ大統領マフィア・ミガス撲滅に注力 石油輸入削減目指す 原油輸入 

 エコノミスト イの製造業、本年も依然低迷余儀なくされると 製造業-低迷 

   5546 1-11 月完成車輸出 30 万台突破 前年比 28％増の 30.7 万台 自動車 

 アフリカでトップの資産家イ製の村落用多目的車 1 万台買い付けると  同上 

 5547 19 年の自動車国内販売 103 万台（速報値）前年比 10.8％減  同上 

 19 年の完成車及び 1 部材・部品輸出額 81.6 億米㌦前年比 8%増  同上 

 19 年の二輪車販売速報値 国内 648 万台輸出 80 万台 二輪車 

 税関総局 輸入小包の無税限度額 3 米㌦に引下げ 30 日から実施 E コマース 

 ホンダ二輪、昨年の国内販売 491 万台、本年は横這い予想 二輪車 

   5548 12 月自動車販売 9 万台割れ 19 年通年 103 万台で前年比 10.5％減 自動車 

 昨年の自動車 CBU 輸出 33.2 万台前年比 25.5%増 CKD は 523％増  同上 

 昨年の二輪車販売（確定値）649 万台前年比 1.6%増本年は横這い 二輪車 

 昨年の二輪車輸出 81 万台 前年比 29%増今年は 100 万台目標  同上 

 イオンモール、本年第２四半期に 2 カ所で開店、スントゥルとタンジュンバラット リテール 
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（５） インフラ関連： 

No.5546 日イ外相会談 ナトゥナ島での共同事業強化で合意 ナトゥナ島 

 高速道路に交通違反電子取締システム導入、首都ジャカルタ州警 高速道路 

 茂木外務大臣 ジャカルタの MRT を視察、試乗 MRT 地下鉄 

 

（６） その他： 

No.5545 年末から年始に豪雨 首都圏で大洪水 死者 67 人に 自然災害-豪雨 

 5546 日本政府中部スラウェシ地震津波災害復興に円借款 279.7 億円 同上-地震津波 

 首都ジャカルタ州、レジ袋使用禁止条例、本年 7 月から実施 プラごみ 

 5548 テロの危険度ランキング 2019 イは 138 ヵ国中 35 位 テロ問題 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


