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（１） 日本及び日本関連： 

No.5589 東京ガス イのガス配給事業会社 2社に出資 海外事業を強化 東京ガス 

 北スマトラ州カロ県から菊の花 2万５千本、日本向けに初輸出 菊の花・初輸入 

5590 日本 イの政府系ファンドに 40 億米ドル拠出予定 米国の 2倍 JBIC・経産省 

   5591 トヨタ経済調整大臣とバーチャル会談 電気自動車開発に 20億米ドル

投資 

トヨタ 

 トヨタ バリ島で EV スマートモビリティ・プロジェクトを計画  同上 

    5592 紙・パ対日輸出拡大のカギは SDGsへの取組み 日イバーチャル会議 紙パ製品輸入 

 11 月の自動車国内販売 5.4 万台 前月比 9.8％増 コロナ禍では最多 自動車メーカー 

 コロナ禍 日本への看護師・介護士派遣再開 第 1 陣 114 人出発 看護師・介護士 

 パティンバン港 20 日ソフトオープン、大統領バーチャルで式典出席 建設業・自動車 

 

（２） 政治関連： 

No.5589 海洋・水産大臣 ロブスター幼体の輸出汚職容疑で逮捕 汚職・大臣逮捕 

 大統領 12月 9 日の統一地方首長選挙投票日を正式に公休日と決定 統一地方首長選 

 アニス知事、FPI の集会に関連して中央ジャカルタ市長と環境局長を更

迭 

ジャカルタ知事 

    汚職撲滅委員会（KPK） チマヒ市長を逮捕 汚職・市長逮捕 

  5590  KPK ユリアリ社会大臣をコロナ対策支援必需品に関する収賄疑惑で拘

束 

汚職・大臣逮捕 

 マスフッド調整大臣 西パプア暫定政府独立宣言は政府転覆行為と非

難 

パプア・内紛 

    全国統一地方首長選挙、予定通り 9 日に実施 統一地方首長選 

 マスフッド調整大臣の実家、FPI 支持者のデモに遭う イスラム強硬派 

    労働組合同盟（KPB）、ジャカルタ特別州議会議員の歳費増加を批判 州議会議員・歳

費 

  5591 全国統一地方首長選挙の実施 統一地方首長選 

   ジャカルタ警視庁 リジーク・シハブ FPI 指導者を逮捕 イスラム過激派 

 プラボウォ国防大臣 米国の ASEAN支持を評価 米・ASEAN 外交 

 2002 年バリ島爆弾テロ事件の首謀者を逮捕 イスラム過激派 

 リスマ・スラバヤ市長、新しい社会大臣候補と噂される 新・社会相候補 

  マフウッド調整大臣、統一地方選挙でクラスターは発生していないと

発言 

統一地方首長選 

  5592 内閣改造論が浮上 内閣改造 

 大統領 コロナ・ワクチン接種費用を無料にすると発表 コロナ・ワクチ

ン 

 開発統一党の新党首 執行部役員の 2024年国会議員選挙出馬を禁止 開発統一党 PPP 
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 大統領の長男ギブラン、コロナ支援物資汚職に関与したとの Twitter

が拡散 

汚職疑惑 

   警視庁、FPI 指導者の釈放を求める”1812 行動”グループの首都入り

を阻止 

イスラム強硬派 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5589 政府債務 対 GDP 比 37.8％に拡大  コロナ禍国民を守る”苦い薬と“ 政府債務・拡大 

 コロナ禍の経済状況イは G20 の中で中国に次いでベスト２ IMF 報告

書 

経済状況・中位 

   コロナ対策福祉予算の執行率 87% ４Q の経済成長に好影響期待 政府予算・執行 

   11 月のインフレ 前月比 0.28%に上昇するも前年比ではまだ 1.59% インフレ・低位 

   5590 日本 イの政府系ファンドに 40 億米ドル拠出予定 米国の 2倍 政府系ファンド 

 OECD 2021年のインドネシア経済成長予測 5.3％から 4.0％に下方修正 経済成長率・下 

 11 月の外貨準備高 1,336 億米ドル、前月より 1億米ドルの微減 外貨準備高・微

減 

   5591 スリ財務大臣 ４Q はほぼゼロ成長と予測 中銀やエコノミストは？ 経済成長率・下 

 ADB 本年のイ経済成長予測ｰ 2.2％に下方修正 21 年も 4.5%に引下げ  同上 

 11 月も 26.2億米ドルの貿易黒字 6カ月連続 パーム油・石炭・鉄鋼が

貢献 

貿易黒字 

 11 月の消費者信頼感指数 92.0、前月の 79.0から大きく上昇 消費者信頼感指

数 

   5592 スリ財務大臣 本年４Qと通年の経済成長率予測を急遽下方修正 経済成長率・下 

 本年のイ経済成長率予測 世銀もマイナス 2.2％に下方修正  同上 

 中銀 政策金利を 3.75％に据置く 今年一年では 1.25％の利下げ 政策金利 

 

（４） 産業全般： 

No.5589 東京ガス イのガス配給事業会社 2 社に出資 海外事業を強化 ガス供給会社 

 北スマトラ州カロ県から菊の花 2万５千本、日本向けに初輸出 農業・植物輸出 

   ルフット調整大臣 外国人観光客を脅かすような行動は慎むべしと 観光・旅行業 

   5590 11 月のインドネシア製造業 PMI 50.6に上昇 景気回復が期待される 製造業・PMI 

 タンジュン・プリオク港とパティンバン港の相乗効果で物流の効率化

期待 

物流・港湾整備 

 10 月の二輪車販売前月比 17％減 回復傾向が鈍化 輸出は増加 二輪車販売・減 

 パティンバン港カ―ターミナル、自動車積み込みの試験運用を実施 自動車 

  5591 トヨタ経済調整大臣とバーチャル会談 電気自動車開発に 20 億米ドル

投資 

自動車・EV 

 トヨタ バリ島で EV スマートモビリティ・プロジェクトを計画 EV 自動車・観光 
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   5592 紙・パ対日輸出拡大のカギは SDGｓへの取組み 日イバーチャル会議 紙・パルプ 

 11 月の自動車国内販売 5.4 万台 前月比 9.8％増 コロナ禍では最多 自動車販売・増 

 コロナ禍 日本への看護師・介護士派遣再開 第 1 陣 114 人出発 人材派遣・対日 

 

（５） インフラ関連： 

No. 5590 タンジュン・プリオク港とパティンバン港の相乗効果で物流の効率化

期待 

首都圏・新港 

 パティンバン港カータミナル、自動車積み込みの試験運用を実施 パティンバン港 

  5592 パティンバン港 20 日ソフトオープン、大統領バーチャルで式典出席  同上 

 

（６） その他： 

No.5589 中部スラウェシ州シギ県で住民４人が虐殺される事件が発生 テロ・過激派 

 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 

   海外在留インドネシア人の新型コロナウイルス感染者数  同上 

 アチェ州で少女を強姦した罪で公開処刑が行われる アチェ・公開処

刑 

  5590 新型コロナ感染地域の急増を憂慮 大統領が一層の感染防止を指示 コロナ・地域増 

   中国シノバック製のコロナ・ワクチン 第１便 120 万回分到着 コロナ・ワクチ

ン 

 ジャカルタ特別州 PSBB移行期間を 12 月 21 日まで延長 コロナ・ジャカ

ルタ 

 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 

   5591 イの資産家番付 2020 コロナ禍もハルトノ兄弟 13 年連続トップ 資産家番付 

 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 

 MUI, コロナ・ワクチンがハラルかどうか書類審査を行う ワクチン・ハラ

ル 

 西ジャワ州知事、新年祝賀行事の実施を禁止 新年祝賀行事 

  5592 年末年始 ジャカルタへの来訪を含め活動制限が強化される コロナ・活動制

限 

 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 

 ガジャマダ大学教授・Nature 誌で世界に影響を与える 10 人の学者に

選出 

デング熱・研究 

 ライオン・エア－、ランプン空港着陸時に滑走路を外れて着陸、負傷者

なし 

航空機事故 

 


