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報告書「世界の富の推移2021（The Changing Wealth of Nations 2021）」発表

報告書「世界の富の推移2021」発表

世界銀⾏は報告書「世界の富の推移2021（The Changing Wealth of Nations 2021）」の中
で、世界の富は全体として増加したが、将来の繁栄を犠牲にすると共に格差を助⻑している
と指摘しています。また、再⽣可能な⾃然資本が世界の富全体に占める割合は減少している
上、気候変動がさらなる脅威となっているとしています。

プレスリリース：http://wrld.bg/hStS30rYwIV

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112030
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112032
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112033


サービス部⾨の貢献：サービス主導型開発の可能性

過去30年間に、多くの途上国でサービス部⾨が製造部⾨よりも速いペースで成⻑を遂げてお
り、2019年、途上国のサービス部⾨は平均でGDPの55％、雇⽤の45％を占めています。報
告書「サービス部⾨の貢献：サービス主導型開発の可能性」は、開発途上国において経済に
占める製造業の割合が減少する中でのサービス主導型開発の可能性について検証していま
す。
 
報告書： http://wrld.bg/xVio30rXQpi 

⼈事が語る〜グローバルキャリア構築のための処⽅箋〜 第12
回「ドナー国政府と連携した採⽤プログラム」

今回の⼈事ブログでは、世界銀⾏グループと⽇本政府の連携により毎年実施しているミッド
キャリア（中途採⽤プログラム）とジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPOプロ
グラム）の担当者であるロザリオ・アナ・ゾリーラ ⼈事プログラムコーディネーターへの
インタビューを通じて、両プログラムを統括するドナーファンド採⽤プログラム（DFSP）
の詳細をご紹介します。また、DFSPで採⽤された⽇本⼈職員のその後の活躍や、これから
応募を検討される⽅々へのアドバイスなどもご紹介しています。

ブログ： http://wrld.bg/QKBf30rYwIR

世銀債動画：サステナブル・ディベロップメント・ボンド - 気
候変動アクション

世界銀⾏の気候変動⾏動計画（Climate Change Action Plan 2021-2025）では、これまで以
上にあらゆる分野の開発プロジェクトにおいて気候変動対策資⾦の提供を拡⼤していくと発
表しています。サステナブル・ディベロップメント・ボンドは、様々な分野の開発⽀援を⽀
えると同時に開発途上国の気候変動対策への⽀援にも貢献しています。

Youtube： https://youtu.be/pvO3Ec9NDag（英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112034
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112035
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112036


ブログ：中央アメリカにおける災害発⽣後の⼈道⽀援活動の課
題

中央アメリカでは災害が複数の国を同時に直撃することから、災害や緊急事態が発⽣した
際、地域内の国々が連携して対応し、相互⽀援するためのいくつかの協⼒枠組みを設⽴しま
した。世界銀⾏は⽇本―世界銀⾏防災共同プログラムや防災グローバル・ファシリティ
（GFDRR）を通じ、中⽶統合機構（SICA）や、とりわけ中⽶防災センターによるこうした
活動を、NASAとも協⼒して⽀援しています。

ブログ： http://wrld.bg/Bchc30rYwIY
 
「Voices - ヴォイス- からの最新情報を受け取る」にご登録いただくと、新しいブログが掲
載された際にメールでお知らせします。ご希望の⽅は以下のページの下⽅からご登録くださ
い。
 
Voices - ヴォイス-： http://wrld.bg/44E130rYwJb

IFC採⽤情報：ITアナリスト募集

国際⾦融公社（IFC）では、IFCのグローバルな業務を⽀えるITインフラやビジネス環境をサ
ポートするITアナリストを募集しています。職務及び応募に関する詳細は、下記リンクをご
参照ください。

勤務地：ワシントンDC本部
雇⽤契約期間：3年
応募条件：4年制⼤卒の場合、最低4年以上のIT関連の実務経験、修⼠取得者は2年以上の同
様の実務経験が必須。
応募締切：2021年11⽉12⽇午前8時59分（⽇本時間）
詳細・応募： http://wrld.bg/pMVx30rYwIO

MIGA採⽤情報：Legal Analyst募集

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112037
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112038
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112039


世界銀⾏グループの多数国間投資保証機関（MIGA）では現在 Legal Analystの募集を⾏って
おります。詳細は以下のページ「採⽤情報」よりご覧ください。

MIGA（⽇本語）： http://wrld.bg/swZT30rQSvY

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2021年秋版：新型コロナウイルス感染
症後の競争と確実な回復
世界銀⾏モーニングセミナー（第126回）

⽇時：2021年11⽉2⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉5⽇発表の半期経済報告「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2021年秋版：新
型コロナウイルス感染症後の競争と確実な回復」の執筆に携わったドロテ・シンガー世界銀
⾏ヨーロッパ・中央アジア地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミストが、同報告書の
主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/hZ8v30rX8IT

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：回復する成⻑―財政の制約下での
コロナ後のダイナミックな経済復興
世界銀⾏モーニングセミナー（第127回）

⽇時：2021年11⽉4⽇（⽊）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉6⽇発表の半期経済報告「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告―回復する成
⻑：財政の制約下でのコロナ後のダイナミックな経済復興」をとりまとめたウィリアム・マ
ロニー世界銀⾏ラテンアメリカ・カリブ海地域担当チーフエコノミストが同報告書の主なポ
イントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/KzFK30rX8IU

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,711203a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,711203b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,711203c


｢京都：クリエイティブ都市｣レポート発表イベント
クリエイティブ都市イベントシリーズ 第2回

⽇時：2021年11⽉9⽇（⽕）午後4時〜午後5時（⽇本時間）
内容：京都におけるクリエイティブスペースの創設者を迎え、議論します。また、地域やコ
ミュニティの変⾰におけるクリエイティブネイバーフッドや空間の役割を検証します。
詳細： http://wrld.bg/3bz330rXKyy

中東・北アフリカ地域経済報告2021年10⽉―過信：経済・保健の不備による
中東・北アフリカ地域の新型コロナウイルス感染症への対応の遅れ
世界銀⾏モーニングセミナー（第129回）

⽇時：2021年11⽉16⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉7⽇発表の半期経済報告「中東・北アフリカ地域経済報告2021年10⽉―過信：経
済・保健の不備による中東・北アフリカ地域の新型コロナウイルス感染症への対応の遅れ」
の執筆チームのレイチェル・ユティン・ファン世界銀⾏中東・北アフリカ地域担当チーフエ
コノミスト室エコノミストとハー・グエン同エコノミストが、同報告書の主なポイントをご
説明します。
詳細：http://wrld.bg/Rj7l30rX8IX

 

世界銀⾏東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」を開設
しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
YouTubeチャンネル： http://ow.ly/NNRf30rLQpe

 

主なニュース

ケニア：気候変動の影響からの回復を強化

世界銀⾏理事会は10⽉26⽇、ケニアにおける気候変動対策を地域社会に普及させるためのプ
ログラムに、国際開発協会（IDA）からの1億5,000万ドルの融資を承認しました。このプロ
グラムを通じ、地域主導型の気候変動に対する強靭性強化対策が提供され、主に⼲ばつや洪

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,711203d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,711203e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,711203f


⽔など気候変動の影響を受けた農村地域のコミュニティが受益者となります。

プレスリリース： http://wrld.bg/LqYh30rYFxi （英語）

ネパール：⾼等教育プログラムによる優秀な⼈材育成を

10⽉26⽇、ネパールの⾼等教育セクターを強化し優秀な⼈材を育成することを⽬的とした
6,000万ドルのプログラムの実施が始まりました。この5年間のプログラムは、⾼等教育の質
および労働市場との関係の強化や、社会的・経済的に不利な⽴場にある学⽣への質の⾼い⾼
等教育とスキルへのアクセスの公平な提供を⽬的としています。

プレスリリース： http://wrld.bg/Cl8V30rYFxl （英語）

アフリカ地域：気候変動の影響による国内移住

第26回気候変動枠組条約締約国会議（COP26）に先⽴ち10⽉27⽇に発表された報告書「⼤
きなうねり アフリカ（仮題）」は、アフリカ⼤陸では気候変動が原因で2050年までに8,600
万⼈が⾃国内での移住を余儀なくされる懸念を指摘し、環境に配慮した強靭で包括的な開発
への取組みが気候変動の規模を縮⼩する可能性を強調しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/TTOM30rYFxg （英語）

リンクが表⽰できない場合、お⼿数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀⾏東京事務所
東京都千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀⾏東京事務所フェイスブック
世界銀⾏東京事務所ツイッター
世界銀⾏東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112040
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112041
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112042
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112043
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112044
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112045
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112046
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112047
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112048
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14c6f2db,71116cc,7112049


世界銀⾏東京事務所Eニュース

【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 765号】第104回世銀・IMF合同開発委員会コミュニケ、
「⼀次産品市場の⾒通し」2021年10⽉版発表、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第765号 2021年10⽉22⽇ 発⾏

「⼀次産品市場の⾒通し」2021年10⽉版発表

第104回世銀・IMF合同開発委員会コミュニケ

10⽉15⽇、第104回世界銀⾏・IMF合同開発委員会が開催され、開発をめぐる諸問題につい
て、世界銀⾏と国際通貨基⾦（IMF）に勧告が⾏われました。委員会は、過去最⼤の危機対
応を⾏った世界銀⾏グループを評価するとともに、新型コロナウイルス感染症や気候変動、
債務・財政持続可能性などの課題への対応を提⾔しました。

第104回世銀・IMF合同開発委員会コミュニケ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc13
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc15


英語： http://wrld.bg/uT2j30rXtsE
⽇本語（ポイント、財務省）： http://ow.ly/kT2a30rXmVj

「⼀次産品市場の⾒通し」2021年10⽉版発表

世界銀⾏は、半期に⼀度発表する「⼀次産品市場の⾒通し」最新版の中で、2021年のエネル
ギー価格は前年⽐で平均80％以上⾼騰し、2022年も⾼い⽔準が続くものの、供給懸念が緩
和されて2022年後半には下落し始めるとの⾒通しを⽰しました。農業や⾦属など⾮エネルギ
ー価格は、今年⼤幅に上昇した後、2022年は下落するとみられます。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/QVC830rXPMw 

気候変動対策に取り組む財務⼤⾂連合による第6回閣僚級会合

10⽉12⽇、世界銀⾏グループ・IMFの2021年年次総会の⼀環として、気候変動対策に取り組
む財務⼤⾂連合による第6回閣僚級会合が開催され、各国の財務⼤⾂が、マクロ経済政策の
観点から気候政策の策定と実施における共通の課題について⾒解を⽰したほか、アントニ
オ・グテーレス国連事務総⻑、デイビッド・マルパス世界銀⾏グループ総裁、クリスタリ
ナ・ゲオルギエバ国際通貨基⾦（IMF）専務理事が、さらなる取組みの必要性を呼びかけ、
国際機関による気候変動対策⽀援を紹介しました。

プレスリリース： http://wrld.bg/94xR30rXtt6

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

世界銀⾏「低炭素・気候変動対応型都市に向けた世界銀⾏知識共有シリー
ズ」第4回：気候変動に対応したスマートなまちづくり
第13回アジア太平洋都市サミット サイドイベント

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc16
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc17
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc18
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc19


⽇時：2021年10⽉27⽇（⽔）午後12時30分〜午後1時50分（⽇本時間）
内容：⽇本における都市緑地の実践と政策的取組みと、気候変動に対応したスマートなまち
づくりにおける⺠間セクターの参加（オーストラリアの経験と東アジア・太平洋地域の都市
への適⽤）をテーマに掲げ、気候変動に対応した都市開発を推進する国内外の優れた事例や
政策、⺠間セクターを巻き込んだ取組みなどをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/75Qk30rWLKQ

持続可能な都市をデザインする低炭素化の取組み
第10回アジア・スマートシティ会議：世界銀⾏セッション

⽇時：2021年10⽉28⽇（⽊）午後3時10分〜午後4時10分（⽇本時間）※
内容：TDLCによる世界銀⾏セッションでは、都市開発専⾨官が途上国の事例をもとにスマ
ートシティ開発の概要をご説明します。また、スマートシティ開発のソリューションや政策
に関する⽇本の事例もご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/tc3o30rWYec
※イベントは⽇本時間午前10時30分より開始。世界銀⾏セッションの開始時間は変更となる
場合がございます。

南アジア経済報告（SAEF）：ギアを⼊れ替えるーデジタル化とサービス業主
導型開発
世界銀⾏モーニングセミナー（第125回）

⽇時：2021年10⽉29⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉7⽇発表の半期経済報告「南アジア経済報告（SAEF）：ギアを⼊れ替える―デ
ジタル化とサービス業主導型開発」をとりまとめた、ゾー・レイユ・シェ世界銀⾏南アジア
地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミスト、ヴァレリエ・マーサー＝ブラックマン同
上級エコノミスト、シッダールダ・シャルマ同上級エコノミストが同報告書の主なポイント
をご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/oEVO30rX8IR

ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2021年秋版：新型コロナウイルス感染
症後の競争と確実な回復
世界銀⾏モーニングセミナー（第126回）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc1a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc1b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc1c


⽇時：2021年11⽉2⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉5⽇発表の半期経済報告「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2021年秋版：新
型コロナウイルス感染症後の競争と確実な回復」の執筆に携わったドロテ・シンガー世界銀
⾏ヨーロッパ・中央アジア地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミストが、同報告書の
主なポイントをご説明します。
詳細：http://wrld.bg/hZ8v30rX8IT

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：回復する成⻑―財政の制約下での
コロナ後のダイナミックな経済復興
世界銀⾏モーニングセミナー（第127回）

⽇時：2021年11⽉4⽇（⽊）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉6⽇発表の半期経済報告「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告―回復する成
⻑：財政の制約下でのコロナ後のダイナミックな経済復興」をとりまとめたウィリアム・マ
ロニー世界銀⾏ラテンアメリカ・カリブ海地域担当チーフエコノミストが同報告書の主なポ
イントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/KzFK30rX8IU

｢京都：クリエイティブ都市｣レポート発表イベント
 クリエイティブ都市イベントシリーズ 第2回

⽇時：2021年11⽉9⽇（⽕）午後4時〜午後5時（⽇本時間）
内容：京都におけるクリエイティブスペースの創設者を迎え、議論します。また、地域やコ
ミュニティの変⾰におけるクリエイティブネイバーフッドや空間の役割を検証します。
詳細： http://wrld.bg/3bz330rXKyy

中東・北アフリカ地域経済報告2021年10⽉―過信：経済・保健の不備による
中東・北アフリカ地域の新型コロナウイルス感染症への対応の遅れ
世界銀⾏モーニングセミナー（第129回）

⽇時：2021年11⽉16⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉7⽇発表の半期経済報告「中東・北アフリカ地域経済報告2021年10⽉―過信：経
済・保健の不備による中東・北アフリカ地域の新型コロナウイルス感染症への対応の遅れ」
の執筆チームのレイチェル・ユティン・ファン世界銀⾏中東・北アフリカ地域担当チーフエ
コノミスト室エコノミストとハー・グエン同エコノミストが、同報告書の主なポイントをご

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc1d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc1e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc1f


説明します。
詳細： http://wrld.bg/Rj7l30rX8IX

 

世界銀⾏東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」を開設
しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
YouTubeチャンネル： http://ow.ly/NNRf30rLQpe

 

主なニュース

モザンビーク：温室効果ガス排出削減の成果に連動した⽀援

モザンビークは、持続可能な農業の採⽤や、森林資源利⽤の監視、荒廃した⼟地の回復な
ど、温室効果ガス排出削減活動への取組みが評価され、2019年以降の128万トンのガス排出
量を削減するために、世界銀⾏の森林炭素パートナーシップ基⾦（FCPF）から640万ドル
の⽀援を受けています。同国は、森林伐採、劣化の抑制によりガス排出量を削減した成果に
対し、世界銀⾏から資⾦を受けた最初の国となりました。

プレスリリース： http://wrld.bg/4OV430rXQpH （英語）

フィリピン：473万回分のワクチンの購⼊と配布を⽀援

フィリピンでは、政府が調達した1,300万回の新型コロナウイルス感染症ワクチンのうち、
10⽉19⽇時点で世界銀⾏の追加⽀援によって473万回分が国内に届けられ、残りは12⽉まで
に輸送される予定です。この追加⽀援は、ワクチンの購⼊だけでなく、検査数の増加や隔離
能⼒の向上などの公衆衛⽣⾯の改善にも貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/IIQa30rXQpJ （英語）

ラオス：感染危機からの回復に向けビジネスと貿易を後押しするプロジェク
トを拡⼤

世界銀⾏とラオス政府は10⽉19⽇、新型コロナウイルス感染症による経済的影響から企業を
回復させるための650万ドルの追加⽀援に合意しました。このプロジェクトは、起業と経営

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc20
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc21
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc22
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h149d911e,7061d19,706cc23


に必要となるプロセスの改善や、貿易の促進、企業の競争⼒向上などを図り、雇⽤の維持と
創出により経済回復を推進するため、脆弱な企業に迅速かつ直接的な⽀援を提供します。

プレスリリース： http://wrld.bg/xF0h30rXQpK （英語）

⻄バルカン地域：経済回復には雇⽤創出と環境に配慮した変⾰が鍵

10⽉21⽇に発表された⻄バルカン地域の経済報告書では、同地域は2021年の予想よりも早
い回復を⽰し、GDP成⻑率は2020年に3.1％の縮⼩を⾒せた後、2021年に5.9％になると予
測しています。ただし、回復には脆弱性が残るため、環境に配慮した取組みを進めるととも
に、雇⽤創出や経済改⾰などの主要な課題に取組むための政策アプローチが必要だとしてい
ます。

プレスリリース： http://wrld.bg/FUQX30rXQpN （英語）

リンクが表⽰できない場合、お⼿数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀⾏東京事務所
東京都千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀⾏東京事務所フェイスブック
世界銀⾏東京事務所ツイッター
世界銀⾏東京事務所インスタグラム
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世界銀⾏東京事務所Eニュース

【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 764号】新報告書「国際債務統計（IDS）2022」、中
東・北アフリカ地域半期経済報告最新版発表、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第764号 2021年10⽉15⽇ 発⾏

新報告書「国際債務統計（IDS）2022」 

低所得国の債務、2020年は過去最⾼の8,600億ドルに増加

世界銀⾏は新報告書「国際債務統計（IDS）2022」の中で、新型コロナウイルスによる感染
危機が貧困・脆弱層に与える影響を緩和し、回復軌道に乗せるため、各国政府は⼤規模な財
政・⾦融政策と財政刺激パッケージを講じたが、結果的に世界の低所得国が抱える債務負担
は2020年に12％増え、過去最⾼の8,600億ドルに上った、と指摘しています。

プレスリリース：http://wrld.bg/TMa030rWLKK

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc69e3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc69e5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc69e6


新型ウイルス感染症による危機下で試される保健システムの対
応度：中東・北アフリカ地域の2021年の回復は脆弱で不均衡

中東・北アフリカ地域の半期経済報告2021年10⽉版「過信：経済・保健の不備による中
東・北アフリカ地域の新型コロナウイルス感染症への対応に遅れ」では、域内の感染症対策
の推定累積コストによる国内総⽣産（GDP）の損失額は、今年末までに総額2,000億ドル近
くに達し（今回の感染危機が発⽣していなかった場合に予測される同地域のGDPとの⽐
較）、同地域のGDPは2020年にマイナス3.8％、2021年は2.8％の成⻑が⾒込まれていると
予測しています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/avRa30rWYix 

2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会ライブ配信のお知らせ

2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会は、10⽉11⽇から17⽇まで開催中です。期間中、
気候変動、貿易、ワクチン、経済成⻑に関するセッションを中⼼に、ライブ・録画でご覧い
ただけるイベントを配信していますので、是⾮ご視聴ください。後⽇録画でもご覧いただけ
ます。

ライブ配信⼀覧： http://wrld.bg/WlVl30rUZa7 （英語）

経済成⻑の促進に向けた世界貿易のあり⽅
2021年10⽉16⽇（⼟）午前12時（⽇本時間）より： http://wrld.bg/XWZg30rUYJx （英語）

＜録画＞
激動の時代における開発
録画： http://wrld.bg/WQrX30rWMmX （英語）

危機的状況下における経済成⻑：途上国の今後
録画： http://wrld.bg/uank30rUYIT （英語）

2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会 年次総会：世界銀⾏グループ総裁と市⺠社会との
対話
録画： http://wrld.bg/otqL30rUYJ0 （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc69e7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a42
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a43
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a44
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a45
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a46


新型コロナウィルス感染危機の収束：包括的な回復への道
録画： http://wrld.bg/i1x730rUYJ7 （英語）

2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会 開会記者会⾒
録画： http://wrld.bg/zkhB30rUYJd （英語）

気候変動対策への⽀援：希望を現実的な取組みに
録画： http://wrld.bg/1Ms930rUYJr （英語）

IFC東京事務所がプログラム・アシスタントを募集 （締切間
近：2021年10⽉18⽇）

国際⾦融公社（IFC）東京事務所では、プログラム・アシスタント（コンサルタント契約）
を募集しています。

雇⽤形態：コンサルタント (有期雇⽤契約)
勤務開始⽇：2021年11⽉（応相談）
応募締切：2021年10⽉18⽇
詳細・応募 ： http://wrld.bg/Jyy430rVDmp

MIGA採⽤情報

世界銀⾏グループの多数国間投資保証機関（MIGA）では現在 Counselと、Senior Risk
Management Officerの募集を⾏っております。途上国の開発援助にご関⼼のある⽅は奮って
ご応募ください。詳細は以下のページ「採⽤情報」よりご覧ください。

MIGA（⽇本語） ： http://wrld.bg/swZT30rQSvY

ブログ「モロッコ：強靭な建築で安全な都市づくり」

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a47
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a48
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a49
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a4a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a4b


モロッコの都市は、⽕災や違法建築物、様々な産業、感染症拡⼤や⾃然災害などによる様々
なリスクにさらされています。ここ数⼗年でモロッコは規制環境の強化に取り組み、より安
全で健全、そして強靭な建築を⽬指してきました。世界銀⾏は、2016‐2021年の統合防災・
強靭化プログラムでモロッコ初の国家防災戦略の策定に貢献し、国の規制枠組みに関する実
態評価は、⽇本―世界銀⾏防災共同プログラムによる⽀援を受けました。

ブログ： http://wrld.bg/cnBi30rWYl3

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

アフリカの⿎動：アフリカ経済動向分析2021年10⽉版―サブサハラ・アフリ
カ地域における気候変動への適応と経済改⾰
世界銀⾏グループTICADセミナーシリーズ第31回

⽇時：2021年10⽉19⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉6⽇発表の半期経済報告「アフリカの⿎動：アフリカ経済動向分析2021年10⽉
版」をとりまとめたセザール・カルデロン世界銀⾏アフリカ地域担当チーフエコノミスト室
リードエコノミストが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/u30P30rWpcx

⼀次産品市場の⾒通し 2021年10⽉版
世界銀⾏モーニングセミナー（第124回）

⽇時：2021年10⽉22⽇（⾦）午前8時〜9時（⽇本時間）
内容：報告書「⼀次産品市場の⾒通し」（Commodity Markets Outlook）を含め、世界銀⾏
の⼀次産品・市場に関する分析のとりまとめを担当するジョン・バフェス世界銀⾏マクロ経
済・貿易・投資グローバルプラクティス⾒通しグループ上級農業エコノミストが、10⽉21⽇
発表予定の「⼀次産品市場の⾒通し 2021年10⽉版」の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/zsVU30rWpcE

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a4c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a4d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a4e


世界銀⾏「低炭素・気候変動対応型都市に向けた世界銀⾏知識共有シリー
ズ」第4回：気候変動に対応したスマートなまちづくり
第13回アジア太平洋都市サミット サイドイベント

⽇時：2021年10⽉27⽇（⽔）午後12時30分〜午後1時50分（⽇本時間）
内容：⽇本における都市緑地の実践と政策的取組みと、気候変動に対応したスマートなまち
づくりにおける⺠間セクターの参加（オーストラリアの経験と東アジア・太平洋地域の都市
への適⽤）をテーマに掲げ、気候変動に対応した都市開発を推進する国内外の優れた事例や
政策、⺠間セクターを巻き込んだ取組みなどをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/75Qk30rWLKQ

持続可能な都市をデザインする低炭素化の取組み
第10回アジア・スマートシティ会議：世界銀⾏セッション

⽇時：2021年10⽉28⽇（⽊）午後3時10分〜午後4時10分（⽇本時間）※
内容：TDLCによる世界銀⾏セッションでは、都市開発専⾨官が途上国の事例をもとにスマ
ートシティ開発の概要をご説明します。また、スマートシティ開発のソリューションや政策
に関する⽇本の事例もご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/tc3o30rWYec
※イベントは⽇本時間午前10時30分より開始。世界銀⾏セッションの開始時間は変更となる
場合がございます

南アジア経済報告（SAEF）：ギアを⼊れ替えるーデジタル化とサービス業主
導型開発
世界銀⾏モーニングセミナー（第125回）

⽇時：2021年10⽉29⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉7⽇発表の半期経済報告「南アジア経済報告（SAEF）：ギアを⼊れ替える―デ
ジタル化とサービス業主導型開発」をとりまとめた、ゾー・レイユ・シェ世界銀⾏南アジア
地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミスト、ヴァレリエ・マーサー＝ブラックマン同
上級エコノミスト、シッダールダ・シャルマ同上級エコノミストが同報告書の主なポイント
をご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/oEVO30rX8IR

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a4f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a50
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a51


ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2021年秋版：新型コロナウイルス感染
症後の競争と確実な回復
世界銀⾏モーニングセミナー（第126回）

⽇時：2021年11⽉2⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉5⽇発表の半期経済報告「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告2021年秋版：新
型コロナウイルス感染症後の競争と確実な回復」の執筆に携わったドロテ・シンガー世界銀
⾏ヨーロッパ・中央アジア地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミストが、同報告書の
主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/hZ8v30rX8IT

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：回復する成⻑―財政の制約下での
コロナ後のダイナミックな経済復興
世界銀⾏モーニングセミナー（第127回）

⽇時：2021年11⽉4⽇（⽊）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉6⽇発表の半期経済報告「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告―回復する成
⻑：財政の制約下でのコロナ後のダイナミックな経済復興」をとりまとめたウィリアム・マ
ロニー世界銀⾏ラテンアメリカ・カリブ海地域担当チーフエコノミストが同報告書の主なポ
イントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/KzFK30rX8IU

中東・北アフリカ地域経済報告2021年10⽉―過信：経済・保健の不備による
中東・北アフリカ地域の新型コロナウイルス感染症への対応の遅れ
世界銀⾏モーニングセミナー（第129回）

⽇時：2021年11⽉16⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉7⽇発表の半期経済報告「中東・北アフリカ地域経済報告2021年10⽉―過信：経
済・保健の不備による中東・北アフリカ地域の新型コロナウイルス感染症への対応の遅れ」
の執筆チームのレイチェル・ユティン・ファン世界銀⾏中東・北アフリカ地域担当チーフエ
コノミスト室エコノミストとハー・グエン同エコノミストが、同報告書の主なポイントをご
説明します。
詳細： http://wrld.bg/Rj7l30rX8IX

 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a52
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a53
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a54


世界銀⾏東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」を開設
しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
YouTubeチャンネル： http://ow.ly/NNRf30rLQpe

 

主なニュース

モンゴル：財政管理に改善の兆し

モンゴルの公的財務管理システムの成果を国際ベンチマークと⽐較した報告書では、同国の
公開情報へのアクセス、予算準備過程、財務データの保全性、外部監査に関して⾼いスコア
を獲得したものの、財政規律や政府サービスの提供を強化するための財政リスク管理、中期
予算、業績評価の利⽤において、さらなる改⾰が必要だと指摘しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/buUs30rX7Sd （英語）

ワクチン接種、雇⽤、社会的⽀援が中央アジアの貧困削減の鍵

10⽉14⽇にオンラインで開催されたイベント「中央アジアにおける感染危機の克服と貧困撲
滅（仮題）」では、適切な政策実施により中央アジアの国々の貧困レベルを新型コロナウイ
ルス感染拡⼤前と同等に戻すための議論を⾏い、同地域の貧困削減に向け、広範囲なワクチ
ン接種、雇⽤と賃⾦の増加、最も脆弱な⼈々を⽀援するための社会的⽀援プログラムの強化
の3点に焦点を当てた世界銀⾏の⽀援を強調しました。

プレスリリース： http://wrld.bg/jOsc30rX7Sf （英語）

ジョージア：感染危機からの強靭な回復を⽀援

世界銀⾏は、新型コロナウイルスの感染拡⼤後、2020年5⽉の8,000万ドルの緊急⽀援プロ
ジェクトを通じてジョージアに最初の⽀援を提供しており、同国の⼈々の命を救い、医療従
事者を保護し、雇⽤と⽣計を後押ししてきました。今後も環境に配慮した強靭かつ包括的な
回復の達成を⽀援し、取組みを続けていきます。

特集： http://wrld.bg/ek9Z30rX7Sg （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a55
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a56
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a57
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a58


災害後の災害リスク管理と輸送インフラの強化：2010年ハイチ⼤地震からの
教訓

2010年1⽉に発⽣したハイチ⼤地震後、脆弱性の低減、緊急事態への備えと対応能⼒の向
上、リスクの理解が同国政府と国際社会の重要な課題となりました。2012〜20年に実施さ
れた災害リスク管理・再建プロジェクトは、災害対応能⼒や輸送インフラの強靭性が強化さ
れ同国の15万⼈が受益するなど、様々な成果をもたらしました。

成果： http://wrld.bg/Kfcu30rX7Sh （英語）

リンクが表⽰できない場合、お⼿数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀⾏東京事務所
東京都千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀⾏東京事務所フェイスブック
世界銀⾏東京事務所ツイッター
世界銀⾏東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a59
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a5a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a5b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a5c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a5d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a5e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a5f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h146bc321,6fc1e97,6fc6a60


世界銀⾏東京事務所Eニュース

【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 763号】半期経済報告（サブサハラ・アフリカ地域、ヨ
ーロッパ・中央アジア地域）最新版発表、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第763号 2021年10⽉8⽇ 発⾏

2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会 10⽉11⽇〜17⽇開催 

サブサハラ・アフリカ地域、2021年に景気後退を脱するも回復
は依然として脆弱

10⽉6⽇に発表した半期に⼀度アフリカ経済の動向を伝える「アフリカの⿎動」最新版によ
ると、サブサハラ・アフリカ地域は2020年に新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏による
景気後退を経験したものの2021年は好転し、2021年4⽉の予測を1％上回る3.3％の成⻑率を
⾒込んでいます。また、2022年と2023年の成⻑率も4％をわずかに下回るレベルにとどま
り、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応が先進国と新興国の回復にとって課題とな
るだろうとしています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2a2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2a4


プレスリリース：http://wrld.bg/oYFq30rWoNM

ジョージアが迅速に回復−ヨーロッパ・中央アジア地域の新興
国で⼒強い回復が景気を刺激

ヨーロッパ・中央アジア地域では、今年前半の⼒強い回復が域内の新興国・途上国の経済活
動を⾼めた結果、域内経済は2021年に予想を上回る5.5％の成⻑が⾒込まれる、と10⽉5⽇
発表の経済報告最新版「新型コロナウイルス感染症後の競争と確実な回復」で分析していま
す。南コーカサスの国内総⽣産（GDP）は、2021年には5.8％へと急反発が⾒込まれ、その
牽引役となっているジョージアでは、今年8％の成⻑が⾒込まれています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/CllG30rWoNN 

世界銀⾏、IFC、MIGA、2021年度年次報告書発表

世界銀⾏、国際⾦融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）の2021年度の年次報告
書が刊⾏されました。世界銀⾏グループは2020年4⽉から2021年6⽉末までに、新型コロナ
ウイルスの感染拡⼤がもたらした保健、経済、社会への影響に対し1,570億ドルを⽀援しま
した。各報告書は下記リンクよりご覧ください。
 
＜2021年度年次報告書ウェブサイト＞
世界銀⾏： http://wrld.bg/Y26A30rdkzQ （英語）
IFC： http://wrld.bg/Ar6930rdGXj （英語）
MIGA： http://wrld.bg/TIcr30rWooG （英語）

2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会ライブ配信のお知らせ

2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会は、10⽉11⽇から17⽇まで開催されます。期間
中、気候変動、貿易、ワクチン、経済成⻑に関するセッションを中⼼に、ライブでご覧いた

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2a5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2a6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2a7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2a8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2a9


だけるイベントを配信いたしますので、是⾮ご視聴ください。後⽇録画でもご覧いただけま
す。 
 
ライブ配信⼀覧： http://wrld.bg/WlVl30rUZa7 （英語）
 
危機的状況下における経済成⻑：途上国の今後
2021年10⽉12⽇（⽕）午前1時（⽇本時間）より： http://wrld.bg/uank30rUYIT （英語）
  
2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会 年次総会：世界銀⾏グループ総裁と市⺠社会との
対話
2021年10⽉12⽇（⽕）午後11時（⽇本時間）より： http://wrld.bg/otqL30rUYJ0 （英語）
  
新型コロナウィルス感染危機の収束：包括的な回復への道
2021年10⽉13⽇（⽔）午前2時（⽇本時間）より： http://wrld.bg/i1x730rUYJ7 （英語）
  
2021年 世界銀⾏グループ・IMF年次総会 開会記者会⾒
2021年10⽉13⽇（⽔）午後9時15分（⽇本時間）より： http://wrld.bg/zkhB30rUYJd （英
語）
  
気候変動対策への⽀援：希望を実現可能な取組みに
2021年10⽉15⽇（⾦）午前1時（⽇本時間）より： http://wrld.bg/1Ms930rUYJr （英語）
  
経済成⻑の促進に向けた世界貿易のあり⽅
2021年10⽉16⽇（⼟）午前12時（⽇本時間）より： http://wrld.bg/XWZg30rUYJx （英語）

IFC：医薬品⽣産の現地化に向けたアフリカの取組み

医薬品の海外依存度が⾼いアフリカは、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤によるサプラ
イチェーンの混乱によって深刻な医療危機に直⾯しています。医薬品へのアクセス向上や薬
価引き下げ、医療体制の強化に向け、アフリカ⼤陸に医薬品の現地⽣産ハブ拠点を構築する
取組みが進んでいます 。

特集： http://wrld.bg/Z5bm30rWovO

IFC東京事務所がプログラム・アシスタントを募集（応募締

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2aa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2ab
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2ac
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2ad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2ae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2af
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2b0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2b1


切：2021年10⽉18⽇）

国際⾦融公社（IFC）東京事務所では、プログラム・アシスタント（コンサルタント契約）
を募集しています 。

雇⽤形態：コンサルタント (有期雇⽤契約)
勤務開始⽇：2021年11⽉（応相談）
応募締切：2021年10⽉18⽇
詳細・応募 ： http://wrld.bg/Jyy430rVDmp

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

⽔リスクとその影響（EBB and Flow）：⽔・移住・開発
世界銀⾏モーニングセミナー（第122回）

⽇時：2021年10⽉15⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：8⽉23⽇発表の新報告書「⽔リスクとその影響」（全2巻）をとりまとめたエシャ・デ
ィリップ・ザヴェリ世界銀⾏⽔グローバルプラクティス⽔エコノミストとアンダース・ヤガ
ースコッグ世界銀⾏⽔グローバルプラクティス上級⽔資源管理専⾨官が、同報告書の主なポ
イントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/nT8y30rWpcB

アフリカの⿎動：アフリカ経済動向分析2021年10⽉版
世界銀⾏グループTICADセミナーシリーズ第31回

⽇時：2021年10⽉19⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：10⽉6⽇発表の半期経済報告「アフリカの⿎動：アフリカ経済動向分析2021年10⽉
版」をとりまとめたセザール・カルデロン世界銀⾏アフリカ地域担当チーフエコノミスト室
リードエコノミストが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/u30P30rWpcx

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2b2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2b3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2b4


⼀次産品市場の⾒通し 2021年10⽉版
世界銀⾏モーニングセミナー（第124回）

⽇時：2021年10⽉22⽇（⾦）午前8時〜9時（⽇本時間）
内容：報告書「⼀次産品市場の⾒通し」（Commodity Markets Outlook）を含め、世界銀⾏
の⼀次産品・市場に関する分析のとりまとめを担当するジョン・バフェス世界銀⾏マクロ経
済・貿易・投資グローバルプラクティス⾒通しグループ上級農業エコノミストが、10⽉21⽇
発表予定の「⼀次産品市場の⾒通し 2021年10⽉版」の主なポイントをご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/zsVU30rWpcE

 

世界銀⾏東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」を開設
しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
YouTubeチャンネル： http://ow.ly/NNRf30rLQpe

 

主なニュース

中東・北アフリカ地域半期経済報告：2021年の回復は⼩幅で不均⼀となる⾒
込み

10⽉7⽇に発表された「中東・北アフリカ地域 半期経済報告」最新版では、同地域の新型コ
ロナウイルス感染症に対する備えが不⼗分であったため、今年末までの感染危機に関する
GDP損失額の累計は推定2,000億ドルに達するとし、2020年のGDPは3.8％落ち込み、2021
年には⼩幅で不均⼀ながら2.8％回復すると予測しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/BdgG30rWoKR （英語）

南アジア地域半期経済報告：経済回復続くも不透明

10⽉7⽇に発表された「南アジア地域 半期経済報告」最新版では、2021年と2022年の南ア
ジア地域の成⻑率は7.1％になると予測しています。2020から23年の年間成⻑率は平均3.4％
となる⾒込みで、新型コロナウイルス感染危機前の4年間に⽐べ、マイナス3％ポイントとな
っています。また、従来の製造業主導型からサービス主導型への成⻑モデルの移⾏は、より

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e2b5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e41e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e41f


良い回復の構築に繋がるだろうとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/Hnsw30rWoKS （英語）

ラテンアメリカ・カリブ海地域：成⻑促進と開発成果維持に必要な喫緊の改
⾰

「ラテンアメリカ・カリブ海地域 半期経済報告」最新版では、同地域は2021年に6.3％成⻑
すると予測しています。今後2年間は3％未満に減速する⾒込みで、過去10年間の開発成果が
失われる懸念が⾼まっており、インフラ、教育、保健、エネルギー政策などにおける実⾏可
能な改⾰を喫緊に実施するとともに、気候変動に関する新たな課題に取り組む必要があると
指摘しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/aQdq30rWoKT （英語）

バングラデシュ：気候変動による⼼⾝の健康への影響

世界銀⾏は、気候条件の変化と、呼吸器・⽔媒介性・蚊媒介性の感染症の増加、メンタルヘ
ルスの問題との関連について調査した報告書を発表し、バングラデシュでは気候変動が感染
症の蔓延を増加させ、⼈々の精神⾯に影響を及ぼしていると指摘しています。報告書は、保
健システムを強化し、同国が感染症や気候変動の影響による疾病の流⾏に備えることを⽰唆
しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/Kzx830rWoKU （英語）

リンクが表⽰できない場合、お⼿数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀⾏東京事務所
東京都千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀⾏東京事務所フェイスブック
世界銀⾏東京事務所ツイッター
世界銀⾏東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e420
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e421
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e422
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e423
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e424
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e425
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e426
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e427
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e428
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1438d7fc,6f18d12,6f1e429




世界銀⾏東京事務所Eニュース

【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 762号】世界銀⾏グループ総裁スピーチ：激動の時代の
開発、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第762号 2021年10⽉1⽇ 発⾏

世界銀⾏グループ総裁スピーチ：激動の時代の開発

世界銀⾏グループ総裁スピーチ：激動の時代の開発

9⽉30⽇、デイビッド・マルパス世界銀⾏グループ総裁はスーダンの⾸都ハルツームで講演
し、深刻な格差とグローバルな開発の進捗後退に直⾯する我々は「激動の時代」にあると
し、経済成⻑の加速、危機の早い収束、開発の再開に向けて、また新型コロナウイルス感染
症のような世界規模の災厄に備え、より繁栄する将来への強固な基盤を構築するにはどうい
った段階を踏むべきかについて説明しました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f80
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f82


プレスリリース：http://wrld.bg/417S30rVK9S
スピーチ録画：http://wrld.bg/h41r30rVD6V （英語）

世銀債：⽇本の⽣命保険会社による初の共同投資で開発途上国
の気候変動対策を⽀援

世界銀⾏（正式名称: 国際復興開発銀⾏（IBRD）、ムーディーズ: Aaa、スタンダード&プア
ーズ: AAA）はこの度、期間15年の総額2億7,400万豪ドル及び総額2億4,100万ニュージーラ
ンド・ドル建てのグリーンボンドを発⾏し、複数の⽇本の⽣命保険会社が投資しました。今
年11⽉のCOP26を前に気候変動問題への対処に機運が⾼まる中、気候変動への緊急対応の
必要性を喚起すべく、⽇本の⽣命保険会社が⼀堂に会し⽀援を表明した初の共同投資となり
ました。第⼀⽣命保険株式会社、富国⽣命保険相互会社、⽇本⽣命保険相互会社、住友⽣命
保険相互会社が参加し、本債券の取扱証券会社にはシティグループ証券株式会社が指名され
ました。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/UnYt30rVDmf 

東アジア・⼤洋州地域の景気回復に停滞感

世界銀⾏が9⽉27⽇に発表した「東アジア・⼤洋州地域 半期経済報告 2021年10⽉版」によ
ると、経済活動のペースは2021年第2四半期に⼊って落ち始め、域内の⼤半の国で成⻑⾒通
しが下⽅修正されました。域内の国々の成⻑率は2021年4⽉の予測を2％ポイント近く下回
る2.5％にとどまる⾒通しで、就業率と労働⼈⼝は落ち込み、2021年は危機の前と⽐べ最⼤
で2,400万⼈が貧困から抜け出せない可能性があると予測しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/kcu830rVDmb

2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミッション（上級エネ
ルギー専⾨官・上級運輸専⾨官の締切を10⽉7⽇に延⻑）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f83
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f84
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f85
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f86


世界銀⾏募集ポジションのうち、上級エネルギー専⾨官と上級運輸専⾨官の応募締切を10⽉
7⽇午前8時59分（⽇本時間）に延⻑しました。 ご関⼼のある⽅のご応募をお待ちしており
ます。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

上級エネルギー専⾨官＜WB1＞ 
勤務地：ニアメ（ニジェール）
職責：世界銀⾏のエネルギー政策に関し、当局等との政策対話を主導。ニジェールの
エネルギー部⾨で、規制改⾰、電⼒業界改⾰、エネルギー・アクセス、エネルギー効
率、再⽣可能エネルギー、インフラ・プロジェクトや地域統合プロジェクトのための
官⺠パートナーシップ等、エネルギー投資事業の準備・統括を担当。
採⽤要件：⼯学、エネルギー計画／経済学、経営管理、またはエネルギー／採掘部⾨
開発の関連分野の修⼠号。世界銀⾏およびその他の国際機関や企業、政府機関および
／または電⼒業界で合計8年以上の実務経験。英語、フランス語必須。

上級運輸専⾨官＜WB2＞ 
勤務地：ヤウンデ（カメルーン）職責：カメルーン当局および準地域のその他のクラ
イアントとの運輸セクターにおける技術対話を主導。また、ほかのグローバル・プラ
クティス各部⾨と緊密に協⼒して運輸・インフラ（T&I）におけるプロジェクトや知⾒
構築・共有活動を主導。
採⽤要件：交通⼯学または運輸経済学の修⼠号と8年の実務経験、または同等の⼤学院
教育と実務経験。セーフガードと受託者担当チームを含め、セクター横断的チームと
の協⼒と主導の経験。英語、フランス語、共に必須。

IFC東京事務所がプログラム・アシスタントを募集（応募締
切：2021年10⽉11⽇）

国際⾦融公社（IFC）東京事務所では、プログラム・アシスタント（コンサルタント契約）
を募集しています。 

雇⽤形態：コンサルタント (有期雇⽤契約)
勤務開始⽇：2021年11⽉（応相談）
応募締切：2021年10⽉11⽇

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f87


詳細・応募 ： http://wrld.bg/Jyy430rVDmp

セミナーのお知らせ

⼤きなうねり：気候変動による国内移住 
世界銀⾏モーニングセミナー（第121回）

⽇時：2021年10⽉8⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：9⽉13⽇発表の報告書「⼤きなうねり：気候変動による国内移住」（Groundswell
Part 2: Acting on Internal Climate Migration）のとりまとめを主導したヴィヴィアン・クレメ
ント気候変動グループ気候変動専⾨官と、カンタ・クマリ・リガウド気候変動グループ ア
フリカ地域担当主任環境専⾨官が、同報告書の主なポイントをオンラインでご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/r5tE30rVhVM

世界銀⾏東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」を開設
しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。YouTubeチャンネ
ル： http://ow.ly/NNRf30rLQpe

 

主なニュース

ハイチ：⺠間セクターにおける雇⽤と経済変⾰を⽀援するプロジェクト 

世界銀⾏理事会は9⽉28⽇、ハイチの中⼩企業（MSME）を後押しし、経済回復と雇⽤創出
を図るための⽀援を承認しました。国際開発協会（IDA）からの7,500万ドルの資⾦を活⽤し
たプロジェクトによる⽀援の範囲は4,000の企業におよび、5万1,000の雇⽤回復や、約1万の
雇⽤創出などの成果が期待されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/gGUp30rVJK3 （英語）

カメルーン：デジタル変⾰とスマート農業を加速

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f88
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f89
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f8a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f8b


世界銀⾏は9⽉28⽇、カメルーンの農業セクターにおけるデジタル変⾰の促進を⽬的とした
国際開発協会（IDA）からの1億ドルの⽀援を承認しました。このプロジェクトは、安全で包
括的なデジタル経済に向けた戦略・政策・規制の改善や、地理的・社会的な情報格差の削
減、データ駆動型ソリューションの実装を促進します。

プレスリリース： http://wrld.bg/TAzV30rVJK4 （英語）

ベトナム：地域密着型の⾼齢者介護を促進

世界銀⾏と開発パートナーは9⽉29⽇、⽇本社会開発基⾦（JSDF）を通じて⽇本政府から資
⾦提供を受けた275万ドルの資⾦による、ベトナムの⾼齢者の経済と⼼⾝の健康を活性化す
るためのプロジェクトに着⼿しました。このプロジェクトは、同国の6つの州の約2万7,000
⼈（うち70％が⾼齢者）を⽀援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/7LE630rVJK2 （英語）

ニジェール：IDAによる⽔不⾜と⾷糧不安の⽀援

世界銀⾏は9⽉30⽇、ニジェールの⽔資源を効果的に活⽤し、⾷料安全保障とより良い⽣活
を実現するための⽀援を承認しました。国際開発協会（IDA）からの4億ドルの資⾦を活⽤し
たこのプロジェクトにより、⽔資源の管理強化や、給⽔・衛⽣・灌漑サービスの改善が⾏わ
れ、同国の約300万⼈が受益する⾒込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/cuyq30rVJK1 （英語）

リンクが表⽰できない場合、お⼿数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀⾏東京事務所
東京都千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀⾏東京事務所フェイスブック
世界銀⾏東京事務所ツイッター
世界銀⾏東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f8c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f8d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f8e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f8f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f90
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f91
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f92
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f93
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f94
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14027de7,6e70b01,6e75f95
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