
インドネシア通信 ２０２０年６月 記事総覧 

（No.5565：6 月 3 日，No.5566：6 月 10 日，No.5567：6 月 17 日，No.5568：6 月 24 日） 

 

1 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5565  大統領バンドン新幹線スラバヤまで延伸を提案 日本参画前提に 新幹線延伸 

  5567 4 月の二輪車国内販売 13.4 万台 前年比 79.3％減輸出も 80％減 ホンダ 

   本年の二輪車販売見通し 昨年の 40-45％減 ローン縮小も影響  同上 

   中国からの工場移転受入れ工業団地開発、ブレべスからバタンに変更 民間投資 

   5568 5 月のイ自動車産業 4 月よりさらに悪化 生産・出荷共に激減 自動車メーカー 

 政府、ディアスポラ債発行を計画、コロナ対策等の資金調達 国債発行 

 

（２） 政治関連： 

No.5565 保健省 New Normal 下 業務現場で守るべき衛生規定を策定 コロナ衛生規定 

   入国時の検疫強化 陰性証明ないと隔離 PCR 検査保健相新通達 コロナ入国条件 

   大統領 国軍・警察を動員 コロナ対策 衛生規律の順守を徹底 コロナ衛生規律 

    首都ジャカルタ及び首都圏５市・県の PSBB ６月４日まで延長 大規模社会制限 

  5566 アニス知事 首都の PSBB 継続するも移行期間として段階的に緩和  同上（首都） 

    政府 コロナ経済対策予算 Rp677.2 兆に増額 財政赤字更に拡大 コロナ経済対策 

    商業省 New Normal 社会の小売り等商業活動の衛生規律を発表 コロナ衛生規律 

 政府 国民住宅積立基金（TAPERA）設立 労働者の住宅購入を支援 住宅積立基金 

 政府 今年のメッカ大巡礼（ハジ）コロナ感染下、中止決定 メッカ大巡礼 

  5567 ジョコウィ大統領の支持率 66.5％ 依然高い水準だが低下傾向 大統領支持率 

 政府、トラベル・バブル締結検討 中国 日本 韓国 豪州の 4 か国と 入国許可緩和 

  5568 世論調査 ジョコウィ政権満足度 67.4%内閣改造 75.6%が賛成 ジョコウィ政権 

   ビジネスの複雑性世界ランキング 1 位インドネシア TMF 調査 投資環境煩雑 

 

（３） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5565 工業相 2Q の製造業成長見通し 2.7％ コロナ２Q で収束が前提 製造業成長率 

 5 月のインフレ レバランにも拘わらず前月比 0.07％の低水準 インフレ率 

    １Q の経常収支赤字幅対 GDP 比 1.4％に縮小 貿易黒字が貢献 経常収支赤字 

    世銀 コロナ感染対策資金 2.5 億米ドルをインドネシアに供与 世銀融資 

 米企業 27 社 中国から工場移転 ブレべス工業団地受入れを準備 米国直接投資 

   5566 世銀 本年のイ経済成長 コロナでゼロ成長まで落込むと予測 経済成長率 

    財政政策庁 本年のイ経済成長率 2.3％達成はまだ可能と 経済成長率 

   5 月の外貨準備高 26 億㌦増え 1,305 億ドル  海外資金が流入 外貨準備高  

 対米ドルルピア Rp13,000 台回復 ここ 1 週間で 5%高 株価も回復 為替・ルピア 

  5567 エコノミスト２Q の経済成長率-3％と予測 個人消費落込む 経済成長率 

    インデフ 個人消費に加え投資の落込みも通年ゼロ成長の要因 同上・投資 

   5 月の貿易統計 輸出入ともに大幅減少ながら貿易収支は黒字 貿易 

 BKPM 海外直接投資の誘致でベトナムに勝てない 6 つの理由 直接投資 

 中国からの工場移転受入れ工業団地開発、ブレベスからバタンに変更  同上 



インドネシア通信 ２０２０年６月 記事総覧 

（No.5565：6 月 3 日，No.5566：6 月 10 日，No.5567：6 月 17 日，No.5568：6 月 24 日） 

 

2 

 5568 ADB 本年のイ経済成長率予測-1％に下方修正 東南アは-2.7％ 経済成長率 

 財務省 通年の経済成長見通し ‘-0.4%～ｰ 1.0％’に下方修正  同上 

 スリ財務相 本年２Q の経済成長率‐3.8％まで落ち込むと  同上 

 経済学者 オムニバス法成立すれば COVID-19収束後 6％成長可能  同上 

 中銀 政策金利を利下げ 25 ベースポイント下げ 4.25％に 政策金利 

 税務総局、デジタル課税予定通り 7 月実施、米 USTR 調査開始 税務 

 政府、ディアスポラ債発行を計画、コロナ対策等の資金調達 国債 

 

（４） 産業全般： 

No.5565 カルベ・ファルマ 韓国企業と COVID19 ワクチンの臨床試験、6 月 医薬品 

  5567 4 月の二輪車国内販売 13.4 万台 前年比 79.3％減輸出も 80%減 二輪車 

    本年の二輪車販売見通し 昨年の 40-45％減 ローン縮小も影響  同上 

    政府、トラベル・バブル締結検討 中国 日本 韓国 豪州の 4 か国と 観光 

   5568 5 月のイ自動車産業 4 月よりさらに悪化 生産・出荷共に激減 自動車 

 

（５） インフラ関連： 

No.5565 米企業 27 社 中国から工場移転 ブレベス工業団地受入れを準備 工業団地 

 大統領 バンドン新幹線スラバヤまで延伸を提案 日本参画前提に 新幹線延伸 

  5566 首都圏 LRT コロナで工事遅延、フェーズ１完成予定 2022 年 6 月に LRT 軽量鉄道 

   5567 中国からの工場移転受入れ工業団地開発、ブレベスからバタンに変更 工業団地 

 

（６） その他： 

No.5565 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 コロナ感染 

 スラバヤの 100 歳女性、COVID19 から回復、イで最年長の回復者  同上 

5566 4 月の外国人訪問客 16 万人 外国人原則入国禁止で前年比 87%減 外国人訪問客 

  YouGov 調査 イ国民の過半数が政府のコロナ対策に不信感 コロナ対策 

  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 コロナ現状 

5567 コロナ感染死者数 2 千人突破 感染者 3.5 万人超 以前感染が拡大  同上 

  コロナ禍 最も安全な国世界ランキング 1 位スイス  イは 97 位  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 

   世銀 インドネシアとフィリピン、COVID-19 ピークアウトはまだ  同上 

  5568 COVID-19 インドネシアの感染者・死亡者数アセアン最多  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 

 


