
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 799号】「新型コロナ対策（グローバル行動計画）外相
会合」におけるマルパス総裁スピーチ、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第799号　2022年7月29日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

「新型コロナ対策（グローバル行動計画）に関する外相会合」（テレビ会議形式）におけるマルパス総裁ス
ピーチ

「新型コロナ対策（グローバル行動計画）外相会合」における
マルパス総裁スピーチ

マルパス総裁は、林外務大臣・ブリンケン国務長官の共催による「新型コロナ対策（グロー
バル行動計画）に関する外相会合」（テレビ会議）に参加しました。同会合では、パンデミ
ックへの備えの強化、グローバルヘルス・アーキテクチャーの強化などが議論されました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cf6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cf8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cf9


スピーチ︓http://wrld.bg/kCsx30soY8r

ブログ︓イエメンにおける気候変動に強い都市づくり

イエメンには、気候変動に対する適応計画の改善や、洪水・鉄砲水に強い都市インフラの構
築に向けて、多くの課題が残されています。ブログでは、同国の都市サービス改善や気候変
動に強いインフラ設計に対する世界銀行の取組みをご紹介するとともに、今後の支援の方向
性について考察しています。
 
ブログ︓ http://wrld.bg/s2P430soSMH 

採用情報：インフラ専門官募集（東京勤務）＜応募締切：8月8
日＞

世界銀行では、インフラファイナンスおよびPPPの分野において世界銀行グループを含む他
国際開発金融機関と連携し、上流でのインフラ案件組成を行うと共に、金融機関、投資会
社、官公庁とのネットワークを構築しインフラ案件への民間投資動員を支援する役割を担
う、インフラ専門官を募集しています。
　
応募締切：2022年8月8日午後11時59分（UTC協定世界時）
詳細： http://wrld.bg/Bvot30sojbB

セミナーのお知らせ

発展途上国のための炭素税の構想 
世界銀行モーニングセミナー（第145回）

日時：2022年8月5日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：炭素税に関する課題について、ゴヴィンダ・ティミルシナ世界銀行開発研究グループ
上級研究エコノミストが、アフリカの低所得国（コートジボワールとエチオピア）と中所得

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cfa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cfb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cfc


国（中国）を事例とした、発展途上国のための炭素税に関する3の研究成果を紹介しつつ、
近く Journal of Economic Literature に掲載予定の炭素税に関する論文の主なポイントを交え
て議論します。
開催形式：オンライン
詳細： http://wrld.bg/IHYi30soYeb

　

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

　

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=h1a250038,88ecfde,88f5cfd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cfe
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5cff
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5d00
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5d01
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5d02
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5d03
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5d04
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1a250038,88ecfde,88f5d05


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 798号】2022年度 世界銀行グループは重なり合う危機へ
の対応に1,150億ドル近くを提供、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第798号　2022年7月15日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

2022年度、世界銀行グループは重なり合う危機への対応に1,150億ドル近くを提供

2022年度、世界銀行グループは重なり合う危機への対応に
1,150億ドル近くを提供

世界銀行グループは終了したばかりの2022年度（2021年7月1日～2022年6月30日）に、80
年ぶりの大幅な景気後退、インフレ率上昇、食料不足の深刻化、戦争と脆弱性、依然として
残るコロナ危機の悪影響に助言と資金を提供するなど、重なり合う世界規模の危機に過去最
大規模の1,149億ドルに上る支援を行いました。2022年度中の誓約額は、貧困・最脆弱層を
優先対象とする、食料価格高騰への対応、難民流入、公衆衛生面での備え強化、民間貿易の
継続に加え、気候変動の緩和・適応の取組みにおいて各国を支援するものでした。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c1e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c20
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c21


プレスリリース︓http://wrld.bg/Zf3w30so4Xg

2022年 年次総会 IMFと世界銀行の共同声明

国際通貨基金（IMF）と世界銀行グループの2022年年次総会は10月10日（月）から10月16
日（日）の期間、IMFと世界銀行グループの本部があるワシントンDCで対面形式にて開催し
ます。IMFと世界銀行グループは引き続き、世界の公衆衛生の状況を監視し、必要であれば
世界保健機関や疾病予防管理センターの指針に従い予定を改定します。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/A1gV30so1WX

日本の投資家が開発途上国の交通安全の重要性を啓発する サス
テナブル・デベロップメント・ボンドに投資

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7月14日、開発途上国における交通安全の重要性を啓発する総額5,000万豪州
ドル（約46億円相当）のサステナブル・デベロップメント・ボンド（2027年7月満期）を発
行し、全額を日本の投資家が購入しました。交通安全の重要性を啓発するサステナブル・デ
ベロップメント・ボンドに日本の投資家が投資するのは初めてとなります。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/aFly30so1WY

ブログ︓災害に強い保健医療システムの基礎診断ツール

新型コロナウイルス感染症の世界的大流行前から、多くの国々では、様々な制約から日常的
な保健医療の需要を満たすのに苦労してきました。災害やパンデミックなどの衝撃に対し、
各国はどのように保健医療システムを準備すればよいのでしょうか︖世界銀行の報告書フロ
ントライン「Frontline」が青写真を提供しています。詳しくはブログでご覧ください。
 
ブログ︓ http://wrld.bg/fFmU30so1X0

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c22
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c23
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c24
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c25


＜締切間近：7月17日＞世界銀行東京防災ハブ 防災専門官／上
級防災専門官募集

東京防災ハブでは、防災専門官・上級防災専門官を募集しています。詳細については、以下
よりご覧ください。
 
勤務地：東京
雇用契約期間：2年
応募締切：2022年7月17日午後11時59分（UTC 協定世界時）
 
＜応募条件＞

気候変動および災害リスク管理、水資源管理、都市計画、工学、インフラ、或いは関
連分野の修士号または同等の学位
関連する専門家としての5年以上の経験、災害リスク管理の経験を2年含むこと（防災
専門官）
関連する専門家としての8年以上の経験、災害リスク管理の経験を2年含むこと（上級
防災専門官）
英語と日本語での業務遂行

詳細・応募： http://wrld.bg/pUMo30smX9q

セミナーのお知らせ

包摂的なまちづくりによる健康都市を目指して 
第13回アジア太平洋都市サミット サイドイベント

日時：2022年7 月28日（木）午後１時30分～午後3時（日本時間）
内容：「新しい価値観、新しいまちへ New Values – New Cities」をテーマに、7月27日～
28日に第13回アジア太平洋都市サミット（APCS）が開催されます。世界銀行東京開発ラー
ニングセンター（TDLC）は、健康で包摂的なまちづくりを推進する国内外の優れた自治体
の政策や民間セクターを巻き込んだ取組みなどをご紹介するサイドイベントを開催します。
開催形式：オンライン（Zoom）
詳細： http://wrld.bg/2J0B30so4Xf

　

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c26
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c27


世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

　

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=h19df8327,87d0796,87d2c28
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c29
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c2a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c2b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c2c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c2d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c2e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19df8327,87d0796,87d2c2f


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 797号】世界銀行理事会「パンデミックに対する予防、
備え及び対応（PPR）のための新基金」を承認、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第797号　2022年7月8日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

世界銀行理事会、パンデミックに対する予防、備え及び対応（PPR）のための新基金を承認

世界銀行理事会、パンデミックに対する予防、備え及び対応
（PPR）のための新基金を承認

世界銀行理事会は6月30日、特に低・中所得国を支援対象に、パンデミックに対する予防、
備え及び対応（PPR）機能を国、地域、グローバルの各レベルで強化するために必要不可欠
な投資に資金を提供する金融仲介基金（FIF）の設置を承認しました。FIFは、包摂性と機動
性を兼ね備えた構造であり、透明性と説明責任をもって取組みに当たります。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e3


プレスリリース︓http://wrld.bg/gElE30snG4t

＜締切間近：7月15日＞世界銀行グループ・ヤングプロフェッ
ショナル・プログラム募集中

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム（世界銀行グループYPP）は、
世界銀行グループの3つの機関（世界銀行、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関
（MIGA））への応募を受付中です。世界銀行グループYPPは、世界銀行、IFCあるいは
MIGAとの5年間の雇用契約期間のうち、最初の2年間に実施されるリーダーシップ開発プロ
グラムです。多様な職業・学問・文化背景を持ち、資格要件を満たすすべての方の応募を歓
迎します。全職種への応募締切は7月15日となります。
 
詳細： http://wrld.bg/IYaP30sm9Kh 

採用情報：世界銀行東京防災ハブ 防災専門官／上級防災専門官
募集

東京防災ハブでは、防災専門官・上級防災専門官を募集しています。詳細については、以下
よりご覧ください。 
　
勤務地：東京
雇用契約期間：2年
応募締切：2022年7月17日午後11時59分（UTC 協定世界時）
　
＜応募条件＞

気候変動および災害リスク管理、水資源管理、都市計画、工学、インフラ、或いは関
連分野の修士号または同等の学位
関連する専門家としての5年以上の経験、災害リスク管理の経験を2年含むこと（防災
専門官）
関連する専門家としての8年以上の経験、災害リスク管理の経験を2年含むこと（上級
防災専門官）
英語と日本語での業務遂行

詳細・応募： http://wrld.bg/pUMo30smX9q

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e6


セミナーのお知らせ

移住と開発 パンデミック下での戦争：移住と送金フローのグローバルガバナ
ンスに対するウクライナ危機と新型コロナウイルス感染症の影響 2022年5月
版 
世界銀行モーニングセミナー（第144回）

日時：2022年7月12日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
※スピーカーの都合により開催日が8日から12日に変更となりました
内容：報告書「移住と開発　パンデミック下での戦争：移住と送金フローのグローバルガバ
ナンスに対するウクライナ危機と新型コロナウイルス感染症の影響 2022年5月版」の執筆担
当者で、移民と開発に関するグローバルナレッジパートナーシップ（KNOMAD）の責任者
でもあるディリップ・ラーサ世界銀行社会的保護・雇用グローバルプラクティス主任エコノ
ミストが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
開催形式：オンライン
詳細： http://wrld.bg/H1Nt30snes5

　

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

　

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=h19c45236,8730fcc,87344e7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344e9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344ea
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344eb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344ec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344ed
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344ee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19c45236,8730fcc,87344ef


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 796号】報告書「グローバル・フィンデックス・データ
ベース2021」発表、採用情報、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第796号　2022年7月1日　発行 http://wrld.bg/aClX30r5uAe

報告書「グローバル・フィンデックス・データベース2021」発表

コロナ危機で電子決済の利用が世界的に急増

コロナ危機が金融包摂を飛躍的に進展させ、世界的に正規の金融サービスが拡大する中、電
子決済が大幅に増加しています。6月29発表の報告書「グローバル・フィンデックス・デー
タベース2021」では、その結果として、新たな経済機会が生まれ、口座保有の男女間格差が
縮小し、家計レベルで強靭性が高まり金融ショックへの対応力が向上している、と指摘して
います。

プレスリリース︓http://wrld.bg/Mc2930sn78U

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,8693535
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a1493
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a1494
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a1495


採用情報：世界銀行東京防災ハブ 防災専門官・上級防災専門官
＜7月17日締切＞

東京防災ハブでは、防災専門官・上級防災専門官を募集しています。詳細については、以下
よりご覧ください。
 
勤務地：東京
雇用契約期間：2年
応募締切：2022年7月17日午後11時59分（UTC 協定世界時）
 
＜応募条件＞

気候変動および災害リスク管理、水資源管理、都市計画、工学、インフラ、或いは関
連分野の修士号または同等の学位
関連する専門家としての5年以上の経験、災害リスク管理の経験を2年含むこと（防災
専門官）
関連する専門家としての8年以上の経験、災害リスク管理の経験を2年含むこと（上級
防災専門官）
英語と日本語での業務遂行

詳細・応募： http://wrld.bg/pUMo30smX9q

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム
（YPP）募集中＜7月15日締切＞

世界銀行グループ・ヤングプロフェッショナル・プログラム（YPP）は、世界銀行グループ
の3つの機関（世界銀行、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA））への応
募を受付中です。世界銀行グループYPPは、世界銀行、IFCあるいはMIGAとの5年間の雇用
契約期間のうち、最初の2年間に実施されるリーダーシップ開発プログラムです。多様な職
業・学問・文化背景を持ち、資格要件を満たすすべての方の応募を歓迎します。全職種への
応募締切は7月15日です。 
 
詳細： http://wrld.bg/IYaP30sm9Kh

特集：世界銀行のレソトに対する支援

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a1496
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a1497


低中所得国であるレソトでは、新型コロナによる影響からの回復を目的とした社会的保護の
強化や中小企業（MSME）におけるビジネス環境の改善に取り組んでいます。世界銀行は6
月、2件のプロジェクトを承認しました。

6月24日、社会保護システムを強化し、デジタル化を支援するとともに、貧しく脆弱な
世帯の生産的な経済活動への参加を促進するために、2,650万ドルの支援を承認しまし
た。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/kxRQ30sn7jA （英語）
 
6月28日、女性や若者による起業や中小企業（MSME）の経営に対するビジネス支援と
金融のサービスへのアクセス向上を目的としたプロジェクトに、4,500万ドルの支援を
承認しました。
 
プレスリリース︓ http://wrld.bg/zLVx30sn7jC （英語）

セミナーのお知らせ

移住と開発 パンデミック下での戦争：移住と送金フローのグローバルガバナ
ンスに対するウクライナ危機と新型コロナウイルス感染症の影響 2022年5月
版 
世界銀行モーニングセミナー（第144回）

日時：2022年7月8日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：報告書「移住と開発　パンデミック下での戦争：移住と送金フローのグローバルガバ
ナンスに対するウクライナ危機と新型コロナウイルス感染症の影響 2022年5月版」の執筆担
当者で、移民と開発に関するグローバルナレッジパートナーシップ（KNOMAD）の責任者
でもあるディリップ・ラーサ世界銀行社会的保護・雇用グローバルプラクティス主任エコノ
ミストが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
開催形式：オンライン
詳細： http://wrld.bg/H1Nt30snes5

　

世界銀行東京事務所のYouTubeチャンネル「World Bank Group Tokyo Live Stream」にご関
心をいただけましたら、チャンネル登録をお願い致します。
http://ow.ly/NNRf30rLQpe

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a1498
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a1499
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a149a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a149b


　

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=h19ae0350,869b779,86a149c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a149d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a149e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a149f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a14a0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a14a1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h19ae0350,869b779,86a14a2
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