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IDA20: 最も脆弱な人々を支援するために、今こそ国際協調が
必要

国際開発協会（IDA）は昨年、新型コロナウイルス感染症による危機により資金コミットメ
ントの実行を加速させ、この度、各国のニーズを支えるべく増資交渉を前倒しして開始しま
した。IDA第20次増資交渉（IDA20）は、各国がより良い未来に向けた軌道に再び乗ること
ができるよう支援する機会です。IDAの効率性と結果に焦点を絞り込んだ体制、そして主要

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f659&s=KxF2qQqjL8TfpxlPgPrnc8pXFWd2b_z1YBFn_5_pCwc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f65b&s=kdSNMymDU3BF2YJVtm1NSiwRE9onPpXBdiN-1DOLRP8


なパートナーと連携する能力により、IDAは必要な国際協調を推進する力強いプラットフォ
ームとして使命を全うすることができます。

ブログ︓http://wrld.bg/mfwJ30rGekn

「SDGs目標2: 飢餓をゼロに」達成に向けて何ができるか︖

2021年世界銀行グループ・国際通貨基金（IMF）春季会合において世界銀行が開催した、持
続可能な開発目標（SDGs）の目標2「飢餓をゼロに」を達成するための解決策と資金調達方
法を話し合う非公開会議では、農業の生産性と強靭性を追求するだけではなく、人々の健康
や栄養の改善や、気候にも資する食料システムに転換していくことの重要性が強調されまし
た。本会議には、日本の財務省高官も出席し、この議論に積極的に参加しました。
 
ブログ︓ http://wrld.bg/M6Pb30rGdwT 

5月1日締切：日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度
（JJ/WBGSP）日本人向け特別枠

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、業務経験を有するミッドキャリ
アの日本人向け特別枠を設け、2年間を限度に奨学金を提供しています。対象は、途上国の
貧困削減と繁栄の共有促進に貢献することを目指し、開発関連分野を専攻として日本国外の
大学院から修士課程または博士課程への入学許可を受けている、もしくはすでに在籍してい
る方です。募集要項などの詳細は、以下のリンクからご覧ください。

募集期間：2021年4月1日～5月1日
詳細： http://wrld.bg/mNRA30rBeK3

2021年IFCリクルートミッション︓日本人採用に向けたオンラ
イン・セミナー「リレー・ウィークエンド」開催

国際金融公社（IFC）は、途上国開発に意欲のある日本人職員を採用するべく、毎年、日本
国籍を持つ方を対象とした採用活動（リクルートミッション）を行っています。2020年3月
に実施されたリクルートミッションでは、17名が採用されました。2021年は、6月4～6日の

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f65c&s=xXJh-6GA_8zpwJE3dtdQUponR0sxu9v5hhOGOPjUdh0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f65d&s=hee95sXJTvTXOupxPaQ86Xi-ARcGMxu6vjQ0vek7F-w
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f65e&s=1iwpdYFUlFnJ8gRE6jLaos4gFIpcFpTyl_CZgNw-IH0


3日間を「リレー・ウィークエンド」と題し、日本、欧州、米国に居住されている日本人の
方々を対象に3拠点をリレーする形で各種オンライン・セミナーを開催いたします。採用ス
ケジュールや、リレー・ウィークエンドのプログラムの詳細は以下のリンクをご覧くださ
い。

詳細： http://wrld.bg/UX7y30rFkmI

5月7日締切：東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コン
サルタント（上級業務担当アシスタント）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、融資事業向け技術協力にて計画、調
達、実施、モニタリングを行う短期コンサルタントを募集しております。主な職務内容や応
募条件は、下記リンクをご覧ください。

応募締切：2021年5月7日（金）
詳細・応募： http://wrld.bg/ZdhV30rFkgq

特集：セミナー報告「ビルド・バック・ベター︓東日本大震災
から10年の歩みと今後の防災のあり方について」

東日本大震災から10年という節目を迎えた今年、日本政府と世界銀行が3月18日にオンライ
ンで開催した特別セミナーでは、これまでの復興の取り組みや、ビルド・バック・ベター
（より良い復興）を実現するためにレジリエンスを強化する上で得られた教訓について、さ
まざまな分野で活躍する専門家がパネルディスカッションを行い、貴重な教訓や見解が共有
されました。

特集： http://wrld.bg/ySGW30rFSLx

主なニュース

7カ国が世界のガスフレア量の3分の2を占める 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f65f&s=RkwojtPqOXMLi8lD_zx0LgyfSs-kg_hCTh9jAcQPaKU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f660&s=lAlw64OWTW9dV01QIbkk0QQYMz6BeXvEoSWJH9Sco-o
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f661&s=FO_-3uMD3LVNT2jZom3ieC9Z6JuVxkD9yWgNCabIKtM


ロシア、イラク、イラン、米国、アルジェリア、ベネズエラ、ナイジェリアは、毎年世界の
石油の40%を生産していますが、同7カ国のガスフレア量は世界全体の約3分の2（65％）に
上ります。世界銀行とグローバル・ガス・フレアリング削減パートナーシップ（GGFR）
は、世界中の日常的なガスフレアリングの廃止に向けた政策策定や規制を支援しています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/Waw130rGecV （英語）

アフリカ南部：貿易と投資を促進し、より包括的な成長を

世界銀行は4月27日、マラウイとモザンビークにおける地域貿易の強化、貿易コストと時間
の削減、地域のバリューチェーン開発、インフラへのアクセス改善を目的とした、3億8,000
万ドルの支援を承認しました。国際開発協会（IDA）の資金を活用したこのプロジェクト
は、コミュニティの雇用創出や所得増加に貢献します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/mCcU30rGecW （英語）

スリランカ︓公正で効果的なワクチン接種を支援

世界銀行は4月27日、スリランカにおける新型コロナウイルス感染症ワクチンの購入と配
布、緊急対応援強化のための8,050万ドルの追加支援を承認しました。この資金は、約400万
人分のワクチンの購入や、同国人口の20%への安全で効果的なワクチン接種を促進するとと
もに、感染危機への更なる備えを強化します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/J1oW30rGecY （英語）

スリランカ︓新型コロナウイルス感染症からの復興

ファリス・ハダッド‐ゼルヴォス 世界銀行モルディブ・ネパール・スリランカ担当カントリ
ーダイレクターは昨年11月に神田千世モルディブ・ネパール・スリランカ担当カントリーマ
ネージャーと共に初のスリランカ訪問後、4月25日に再訪問を行い、新型コロナウイルス感
染症の影響からの回復と、より良い復興を遂げるための世界銀行の支援を確約しました。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/9w1N30rGed1 （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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f770&s=oQO01Xf0gPeVbsZvmuqjVgQS7ug0UWFTBm217fvKEms
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f771&s=4MFcG9n9jrzS2PMmu7X3Z2dCqmmhZarE5HWCOKeSQpA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f772&s=b53J8_MrqHwbwCqB1OWQWg5XIA5JgtmvzIizsdUNxk8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f773&s=w4FsN53wLO00Wwb0fKwPakUsNYzcB6k3pA0jZOaBj_I
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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f774&s=DDvMVxIGp_cQcSGD_dLF_j4bmJHZQVvu1A-JBymU9Ug
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f775&s=jaRVVMWMHMNsZ0pbNZTo-xfm1ZwZi0xLjpd2bI6nYoU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f776&s=gKwfQryOuEfftSHmP-XTvPHhvnYSFAk9e9cbt5_OQEE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f777&s=TYuaa9sovWPml_5HC6JKICB4HG4oSu2QQ2tfdrwlh-4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f778&s=X7KtIjyKaVczNl3O-GFfU1S-x7TY_SV4gwhX6w35m5w
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f779&s=11LAcdowXZrzQkWgHgKHyWqQBftVtCPG6UYHEOAElTg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10685fd5%2C5f6f266%2C5f6f77a&s=JE6NQfA1AMjgDVuMuKzRpFfTpobnMkCTujf47HeEp0M
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20次増資交渉開始、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第740号 2021年4月23日 発行

「一次産品市場の見通し」最新版発表 

一次産品価格、グローバル経済の回復を糧に2021年初頭に上昇
後、安定

世界銀行は4月20日、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、一次産
品価格は、2021年第1四半期も好転が続き、世界経済の回復と成長見通しの改善に支えら
れ、年間を通じて現在の水準前後で推移するとの見通しを示しました。エネルギー価格は今
年、平均で2020年の3分の1以上になり、原油価格は１バレル当たり平均56ドルになると予
測され、金属価格は30％、農産物価格は14％近く上昇するとみられます。

プレスリリース：http://wrld.bg/Sec230rFlkV

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5e9ff41&s=1-aim6lTVVIA4DsQ-5_qb7EsclwbYDUmjONLQEno7Qo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5e9ff43&s=kUavC4v4bz8e-9Oj3J0TpfJ6vSNCuJ6qiG6RZmEhHOQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5e9ff44&s=ZSGicNEHoHVEi0nLsvU2KFPM7_G-NnocPJOlhQ_vr2s


世界銀行、IDA第20次増資交渉開始を前倒し：新型コロナウイ
ルス感染症危機からの回復に向け最貧国を支援

世界銀行は、新型コロナウイルス感染症危機からの回復と、環境に配慮した強靭で包摂的な
開発への移行における支援を強化するため、世界の最貧国を支援する国際開発協会（IDA）
の第20次増資（IDA20）交渉を予定より繰り上げて開始しました。IDA20は、74カ国のため
の2022年7月から2025年6月を対象期間とする政策・資金パッケージに2021年12月の合意を
目指しています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/hlvx30rFkmH 

新型コロナウイルス感染症ワクチン供給に向けた世界銀行の支
援金累計額が20億ドルに

世界銀行は4月20日、17の途上国を対象とする新型コロナウイルス感染症ワクチンの調達・
配布のための支援承認額の累計が20億ドルに達したと発表しました。貧困国には、グラント
（無償資金）または極めて譲許的な融資の形で支援され、世界銀行は今年半ばまでに新型コ
ロナウイルス感染症ワクチン用として50カ国に40億ドルを支援する予定です。

プレスリリース： http://wrld.bg/gi4v30rFkmG

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）日本人
向け特別枠＜募集期間：2021年4月1日～5月1日＞

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、業務経験を有するミッドキャリ
アの日本人向け特別枠を設け、2年間を限度に奨学金を提供しています。対象は、途上国の
貧困削減と繁栄の共有促進に貢献することを目指し、開発関連分野を専攻として日本国外の
大学院から修士課程または博士課程への入学許可を受けている、もしくはすでに在籍してい
る方です。募集要項などの詳細は、以下のリンクからご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5e9ff45&s=Qnh3qqp9ujdqDpIJ_v6Gs1hSxYOvY0-daVLz8CAn76g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5e9ff46&s=vQsunSWElz7dI6PAVS4vuEcvZLO7grc3rtOaxbYmXs8


募集期間：2021年4月1日～5月1日
詳細： http://wrld.bg/mNRA30rBeK3

2021年IFCリクルートミッション 日本人採用に向けたオンライ
ン・セミナー「リレー・ウィークエンド」開催

国際金融公社（IFC）は、途上国開発に意欲のある日本人職員を採用するべく、毎年、日本
国籍を持つ方を対象とした採用活動（リクルートミッション）を行っています。2020年3月
に実施されたリクルートミッションでは、17名が採用されました。2021年は、6月4～6日の
3日間を「リレー・ウィークエンド」と題し、日本、欧州、米国に居住されている日本人の
方々を対象に3拠点をリレーする形で各種オンライン・セミナーを開催いたします。採用ス
ケジュールや、リレー・ウィークエンドのプログラムの詳細は以下のリンクをご覧くださ
い。

詳細： http://wrld.bg/UX7y30rFkmI

東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサルタント
（上級業務担当アシスタント）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、融資事業向け技術協力にて計画、調
達、実施、モニタリングを行う短期コンサルタントを募集しております。主な職務内容や応
募条件は、下記リンクをご覧ください。

詳細・応募： http://wrld.bg/ZdhV30rFkgq 
応募締切：2021年5月7日（金）

セミナーのお知らせ

全てオンラインによる開催です。 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5e9ff47&s=cLSS5Wr4R3pWue5rsSE1fC7wuOEFAz9GYuThy79FZjU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0128&s=zfC12S5NqjYLdB3jfr_kGRZB3uV5LIRiGkzOo2AOYEg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0129&s=kwphN4yn9deYP8Wbm2vzNz8AcTnsrNwd7Po7H3qmk9g


サービスデリバリー改善のための社会的説明責任：カンボジアJSDFボイス＆
アクションプロジェクト
世界銀行セミナー

日時：2021年4月27日（火）午前10時～午前11時30分（日本時間）
内容：世界銀行は、日本社会開発基金（JSDF）を活用し、カンボジアにおいて「ボイス＆
アクション：サービスデリバリー改善のための社会的説明責任プロジェクト」を支援しまし
た。本セミナーでは、世界銀行の同プロジェクトのタスクチームリーダーがプロジェクトの
概要をご説明するとともに、実施機関であるワールドビジョン・インターナショナル（カン
ボジア）の担当者がプロジェクト実施経験談やプロジェクト成果、受益者の声をご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/7D8Q30rFl6F

国際機関で働く―途上国の開発課題に挑む日本人
IFC職員によるバーチャル・パネル・ディスカッション

日時：2021年4月27日（火）午後7時～午後8時（日本時間）
内容：途上国開発の最前線で働く国際金融公社（IFC）の日本人職員3名をパネリストに迎
え、国際機関で途上国開発に携わるようになったきっかけや、実際の仕事に関する醍醐味や
チャレンジなど、個々人の経験を踏まえながらお話しします。また、6月から7月にかけて実
施予定の2021年リクルート・ミッションのスケジュールや募集・選考過程についても、簡単
にご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/VTTX30rCXjy

低炭素都市に向けた世界銀行知識共有シリーズ #1

日時：2021年4月28日（水）午後4時～午後5時30分（日本時間）
内容：省エネルギー建築物をテーマに、都市における省エネルギー建築物の計画策定、実施
および評価にかかわる経験や知識を共有します。また、特に新興国にて脱炭素を目標に掲げ
る他都市にも適用可能なヒントも検討します。
詳細： http://wrld.bg/x0Id30rFkmK

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：成長と再生
世界銀行モーニングセミナー（第105回）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea012a&s=BknpxMU8FDjR5SbHVfPZ-TceQGgL-rfTqenogBMRSNw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea012b&s=IWUhF7Q86BqnF6Nryvtl3uNXPK9iqy5n3qRoLjI7di4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea012c&s=MFqD1CW8rIhOTHLd940WHVILLVJ0-pfibQi3HAqNYQc


日時：2021年4月30日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：マーティン・ラマ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、3月29日発表の「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：成長と再生」（Latin
America and the Caribbean Semiannual Report: Renewing with Growth）の主なポイントを
ご説明します。
詳細：http://wrld.bg/6OAS30rDGXt

 

主なニュース

バングラデシュ：強靭な回復に向けた雇用創出 

世界銀行とバングラデシュ政府は4月22日、バングラデシュにおける雇用創出を目的とした2
億5,000万ドルの支援に合意しました。貿易・投資体制を近代化するための政策支援や、労
働者の社会的保護の改善、若者や女性、脆弱な人々への質の高い雇用機会の拡充により、新
型コロナウイルス感染症がもたらす影響からの迅速な回復と、将来の危機に対する強靭性を
構築します。

プレスリリース： http://wrld.bg/2b5k30rFrym （英語）

小国における感染危機への支援を強化

4月10日に開催された小国フォーラムでは、新型コロナウイルス感染症ワクチンへのアクセ
スと譲許的融資の確保に主な焦点を当て、小国が安全に回復を遂げるための政策について議
論が行われました。各国への緊急支援や、長期的な開発軌道の修正には、国際開発協会
（IDA）による支援が今まで以上に必要とされており、世界銀行はIDA第20次増資（IDA20）
について国際社会と協議を重ねています。

プレスリリース： http://wrld.bg/BzzK30rFryp （英語）

ルワンダ：新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を支援

世界銀行理事会は4月16日、ルワンダにおける安全で効果的な新型コロナウイルス感染症ワ
クチンの購入と配布のための3,000万ドルの融資を承認しました。この追加支援は、2022年
までに人口の60％へのワクチン接種を目標とする同国政府の計画に貢献するとともに、必要
不可欠な医療サービスの保護や、定期予防接種の能力強化を推進します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea012d&s=OtiSGim0ufJlWXdGI6buWi02K8uh_DQlxi-CTsKrzJk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea012e&s=wIz2TNcJzCHvAXaYzukUxMdvWU7lbfFVUCXb9UM-ADc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea012f&s=V8OjPpYm-bL4A13WG5WfChRe-0DCfw1w_iHEZfAbekY


プレスリリース： http://wrld.bg/tQT230rFryq （英語）

スリランカ：水資源の管理を改善

スリランカ政府と世界銀行は4月22日、マハウェリ川上流の保全・回復・管理を目的とした
6,953万ドルの支援に同意しました。この国際開発協会（IDA）の資金を活用したプロジェク
トにより、気候変動に起因するリスクの軽減や、水質改善、農産物の収穫向上が促進され、
35万6,000戸の農家が恩恵を受ける見込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/GvvN30rFrys （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=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0130&s=R5-WQ9f6FAMfv5_nmI6U4tY322GOT6UMXWQ7tleOWTg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0131&s=v9m2Gdq9JOO7U57SzTTwqPkqGPNRVj37SM10hvA0osY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0132&s=Cme-8-r96jeZqlyb09TKCiEjQUYpjeLSOHj4wSRFJf4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0133&s=hxhIMhwmC4hZ0H3lLvdXKQ5XhaLP6I4KDXxTKiOYdUk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0134&s=6vuq_EuBTkk3rUZiiITunTkxmb9mJwmfBF3_xE5WJS0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0135&s=74RJoa5wPAc1j2nxpeKfETs2OWb6kOsTHJLUP-rvjKc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0136&s=IX7FWKYRaku2egq5HOm1FbPKIxfshWtcUk_0DZErH0Y
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0137&s=5t5ln43aGzUVCxEcDeCP03yMg5VzGGeOK-_6bS8diB8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h103e61dc%2C5e9da66%2C5ea0138&s=QfHuAOtjFBelbULGZIHADt-_1Ase-PM7AIPzkXzmkDU


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 739号】第103回世界銀行・IMF合同開発委員会コミュニ
ケ、T&Dフィナンシャル生命が世界銀行サステナブル・ディベロップメント・ボンドに投
資、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第739号 2021年4月16日 発行

第103回世銀・IMF合同開発委員会コミュニケ

第103回世界銀行・IMF合同開発委員会コミュニケ

4月9日にテレビ会議形式で開催された第103回世界銀行・IMF合同開発委員会において、新
型コロナウイルス感染症の新たな変異株が発生するなか、世界銀行グループによる支援対象
国のワクチンの調達及び配布への支援を称賛するとともに、公平で効率的な普及を確保する
ための強力なモニタリングと説明責任のメカニズムの奨励などが提言されました。

第103回世界銀行・IMF合同開発委員会コミュニケ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfd17e&s=y7g-25ZWhaOYbCfo49CvFVqrxSNQNGmxaqEoSipKhII
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd38&s=WVYspq0HWN7Ms5sTCcit9fI-r9vmyBMOsZD_SRdzQOM


英語：http://wrld.bg/K9el30rEkor
日本語（ポイント、財務省）：http://ow.ly/7wES30rEc9n （PDF）

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命が世界銀行サステナブル・ディベロ
ップメント・ボンドに投資

世界銀行（国際復興開発銀行（IBRD））はこの度、総額3千万豪ドルのサステナブル・ディ
ベロップメント・ボンドを発行し、Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命が全額を購入しました。世界
銀行サステナブル・ディベロップメント・ボンドの資金は、世界銀行が開発途上国のために
取り組むあらゆる分野の開発プロジェクトを支えています。すべての開発プロジェクトは、
極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進という世界銀行の2大目標に従い環境と社会に良いインパ
クトと成果をもたらすように設計されています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/HpGk30rEBOM 

フロントライン：ショックに備えた保健医療システムの構築

新型コロナウイルス感染症による栄養不足と基礎的医療サービスの中断により、貧困国では
母子の死亡率が大幅に上昇しています（母親が39％、5歳未満の子どもが45％）。世界銀行
が新たに作成した報告書フロントライン「Frontline」では、防災と緊急事態管理の経験から
得た教訓を活かして、これまで以上に信頼性の高い、ショックに耐え得る保健医療サービス
の提供に向けて5つの領域にわたる優先行動を提案しています。

特集： http://wrld.bg/IfSh30rEkoy

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）日本人
向け特別枠＜募集期間：2021年4月1日～5月1日＞

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、業務経験を有するミッドキャリ
アの日本人向け特別枠を設け、2年間を限度に奨学金を提供しています。対象は、途上国の
貧困削減と繁栄の共有促進に貢献することを目指し、開発関連分野を専攻として日本国外の

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd39&s=-vsCCrfb2gVEcWQTqsCRB9N6daWVWYeXP_Gg1eltn1o
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd3a&s=jJpDdESS5emwDBt0U1ObUYXy38SNciD1qeyyEPriB_A
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd3b&s=28P2uzVIL5yOC7dHSOqUY5wRwxrjtlO7rvVnosz2e5k
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd3c&s=kD5PH34az3jpEH15NWzmUBg-Lbzu1nXIAfmBsUtj-wU


大学院から修士課程または博士課程への入学許可を受けている、もしくはすでに在籍してい
る方です。募集要項などの詳細は、以下のリンクからご覧ください。

募集期間：2021年4月1日～5月1日
特集： http://wrld.bg/mNRA30rBeK3

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4月版―アフリカの雇用の未
来：デジタル技術導入の新たな傾向
世界銀行グループTICADセミナーシリーズ第30回

日時：2021年4月20日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：3月31日発表のサブサハラ・アフリカ地域に関する最新の半期経済報告書「アフリカ
の鼓動：アフリカの雇用の未来－デジタル技術導入の新たな傾向」（Africa’s Pulse, April
2021 Edition – COVID-19 and the Future of Work in Africa: Emerging Trends in Digital
Technology Adoption）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説明します。
詳細： http://wrld.bg/OFk330rD75X

中東・北アフリカ地域経済報告書―中東・北アフリカ地域の債務：組織・制
度が描く回復への道筋
世界銀行モーニングセミナー（第103回）

日時：2021年4月22日（木）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：4月2日発表の半期経済報告書「中東・北アフリカ地域経済報告書：中東・北アフリカ
地域の債務―組織・制度が描く回復への道筋」（MENA Economic Update, April 2021 -
Living with Debt: How Institutions Can Chart a Path to Recovery in the Middle East and North
Africa）の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/Kto530rDxnV

健康に恵まれた未来に向けてー自然との共生
都市開発実務者向け対話型研修（Technical Deep Dive: TDD）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd3d&s=gdP4ZYRIk5r1RMiHzf1u3UomDHv1RcP0haaOGqKYv5I
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd3e&s=lb4yeOhg3pudn46UaHvva1PNh40BSZ77fW-Hy3pKpEg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd3f&s=6c8Zd5mXuIKZiG2PrQC2GaIYqyQuy4PLnf6FTxvDE_4


日時：2021年4月22日（木）午後8時～午後9時25分
内容：世界銀行東京開発ラーニングセンタ（TDLC）が4月19日（月）から23日（金）に開
催する「都市開発実務者向け対話型研修（TDD）」では第4日目を一般の皆さまに公開しま
す。本セッションでは、より健康な都市づくりにむけた都市生活と自然の共生について探索
します。
詳細： http://wrld.bg/c5b830rEHPa

一次産品市場の見通し2021年4月版
世界銀行モーニングセミナー（第104回）

日時：2021年4月23日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：4月20日発表予定の「一次産品市場の見通し2021年4月版」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同報告書の主なポ
イントをご説明します。
詳細：http://wrld.bg/5hag30rD760

国際機関で働く―途上国の開発課題に挑む日本人
IFC職員によるバーチャル・パネル・ディスカッション

日時：2021年4月27日（火）午後7時～午後8時（日本時間）
内容：途上国開発の最前線で働く国際金融公社（IFC）の日本人職員3名をパネリストに迎
え、国際機関で途上国開発に携わるようになったきっかけや、実際の仕事に関する醍醐味や
チャレンジなど、個々人の経験を踏まえながらお話しします。また、6月から7月にかけて実
施予定の2021年リクルート・ミッションのスケジュールや募集・選考過程についても、簡単
にご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/VTTX30rCXjy

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：成長と再生
世界銀行モーニングセミナー（第105回） 

日時：2021年4月30日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：マーティン・ラマ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、3月29日発表の「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：成長と再生」（Latin
America and the Caribbean Semiannual Report: Renewing with Growth）の主なポイントを
ご説明します。
詳細： http://wrld.bg/6OAS30rDGXt

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd40&s=ChWzZ0r0OW9YxOacdzQPLBJByeoT0NC_dPO2JhFTLIY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd41&s=SjICjBiAQJYXLnT8AarED7GrIYQGSfDXOWxPnwzFbwk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd42&s=5AGLDEay3VBWzjb2cLAsxksNOoinLVdMu-p0nM_tT5g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd43&s=uhkDirx__E7dNN9d9tT5gzBiqp8CnrAHWfQajEvSNow


 

主なニュース

海上輸送の脱炭素化への機会 

世界銀行は4月15日、海運セクターの脱炭素化に関する報告書を発表しました。途上国にお
ける海上輸送用のゼロ炭素燃料の可能性や、海上輸送の低炭素化・ゼロ炭素化に向けた液化
天然ガス（LNG）の役割りについて調査した同報告書は、途上国・新興国双方のビジネスと
開発の機会拡大に貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/6BTu30rEHpi （英語）

バングラデシュ：新型コロナウイルス感染症による危機からの回復とワクチ
ン接種を支援

4月14日、バングラデシュ政府と世界銀行は、国際開発協会（IDA）の資金を活用した計10
億4,000万ドルの支援に合意しました。これらのプロジェクトは、バングラデシュにおける
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を含む将来の緊急事態に対する回復力の構築、政
府電子調達（e-GP）の拡大、経済回復の加速を目的としています。

プレスリリース： http://wrld.bg/dyiP30rEHpj （英語）

ネパール：輸出競争力が環境に配慮した強靭で包括的な回復の鍵

4月12日発表の報告書「ネパール開発アップデート」では、ネパールの経済は2020年度に40
年ぶりに縮小した後、2021年度には2.7％の成長が見込まれると予測しています。また、輸
出が感染危機後の回復を後押しし、環境に配慮した強靭で包括的な開発への移行の基盤とな
る可能性を実現するための輸出プロセスの簡素化・合理化を含む6つの重要な優先事項を概
説しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/Kddg30rEHpm （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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd44&s=7H9RFoUVaq36VUw8Gf2PBAJ4cz7f_cqhfYYeBrwtYKc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd45&s=8F06TZ_9fntS08e76rNLrRuXRCpSrr2KtbK2_XtECUI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd46&s=3O1i8tjnOULS1QguonsGgAvbyO1w2v-DYoTwpf3MJUM


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=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd47&s=fIEr1z8BPLg5VjGCtDfhrfASVmw6tA4FpaGIcFBuXcI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd48&s=d094o_s1p7ok2YVAsir9R1iN6x5GO9JfX7slZkdvCuk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd49&s=8FkwB8iuhmv8liwVpFV_aZAszZdyJchNYzz5k8E7HFQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd4a&s=axZOYalRhscDM6lM0JsVmz_nPpv-vKWKAVvatejRG-M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd4b&s=gyWk2Y1oUMzG0feY7pWkmbodIM0QKeRkEeIXMpJnSaM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd4c&s=e_jyqy0pyGj0uFVRazq1i3u9H-1eU4N4n8aL1CSjs1I
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10186b24%2C5dfbe0c%2C5dfdd4d&s=dAtvk1EOH0lgArgTsnTK5ubKx39ftFXsLUmvc-ZOiBk


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 738号】デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁に
よる声明、 気候変動対策のための財務大臣連合による閣僚級会合、他
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デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁による声明：気候変動行動計画について

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁による声明：気候
変動行動計画について

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁は4月2日に発表した世界銀行の新たな気候変動
行動計画に関する声明の中で、貧困削減と繁栄の共有促進という2大目標を達成するために

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b8e&s=RbPONn4A_BFe1Opw83-PXmnBHmXls5F_wHBxpKWS7bA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b90&s=knH4k8w5WTeRNvzxqJ2s9hViQDlnE_nANHpkHOD8Tf4


は、支援対象国による気候対策と開発の完全な融合に向けて世界銀行グループの支援が不可
欠であるとし、気候対策資金の増大や、パリ協定の目標と資金提供の整合性確保など、6つ
の施策を進めることを表明しました。

声明：http://wrld.bg/EBKr30rDMiA 

気候変動対策のための財務大臣連合による閣僚級会合

4月6日、世界銀行グループ・IMF春季会合を前に、気候変動対策のための財務大臣連合が会
合を開催し、気候変動対策への世界的気運が高まっていることを確認するとともに、低炭素
型で気候変動に強いグローバル経済への移行や、気候関連の金融リスクの軽減、脱炭素化の
促進について意見が交わされました。
 
気候変動対策のための財務大臣連合によるプレスリリー
ス： http://ow.ly/Pknp30rDTRn （PDF） 

ローマ教皇フランシスコ台下からのメッセージ

ローマ教皇は4月7日、開催中の世界銀行グループ・IMF春季会合において、先進国と途上国
の間に存在する「生態系の債務」を支払う義務や、全ての人々が新型コロナウイルス感染症
ワクチンを接種できるよう取り組むことの重要性について考えを述べ、新たな回復モデルが
生まれることを願いました。

声明： http://wrld.bg/w33L30rDTRl

中東・北アフリカ諸国で急増する公的債務－強力な組織・制度
が回復の鍵

4月2日発表の中東・北アフリカ地域経済報告の最新版「中東・北アフリカ地域の債務：組
織・制度が描く回復への道筋」では、同地域の2021年の経済成長率はマイナス3.8％になる
とみられており、域内諸国の政府が基本的な保健医療・社会的保護の施策の資金として必要
とした多額の借り入れが政府債務を大幅に増大させたとしています。また、2021年の同地域

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b91&s=sAlcBZlT-PJmVckQ282frkFYIIeqP0XIzoFD8AP-4LI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b92&s=uSnLF5DKLcvuborDlW3EBiTApFBkfFplfwe6FPjSI5A
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b93&s=o3Iw5X7EGXtVA5lYI85z8343MQNdBF-B-mcUrpRei-c


の回復は限定的となる見通しで、ワクチンの配布が公平に行われるか否かによっても左右さ
れるだろうと予測しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/d2zb30rDMiC
 
※4月22日（木）午前8時から、関連オンラインセミナーを開催します。詳しくは下記「セミ
ナーのお知らせ」をご覧ください。

ヨーロッパ・中央アジア地域の新興国、感染症関連の景気後退
の中、再び成長軌道

世界銀行は3月30日発表の最新版「ヨーロッパ・中央アジア地域 半期経済報告書」 の中で、
ヨーロッパ・中央アジア地域の新興国・途上国は今年、3.6％の成長率が見込まれると明ら
かにしました。2022年には危機の影響が徐々に薄れ、貿易と投資に弾みがつくことで、地域
全体の成長率は3.8％まで上昇する見込みだが、先行きは依然として極めて不透明であり、
感染危機の収束まで予想より時間がかかれば、成長率は低めとなる恐れもあるとしていま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/Tu0j30rDU5f
 
※4月13日（火）午前8時から、関連オンラインセミナーを開催します。詳しくは下記「セミ
ナーのお知らせ」をご覧ください。

ラテンアメリカ・カリブ海地域：再建はより良い復興の機会

世界銀行は3月29日 、ラテンアメリカ・カリブ海地域に関する最新の半期経済報告書「成長
と再生」を発表し、2020年の同地域（ベネズエラを除く）の国内総生産（GDP）はマイナ
ス6.7％を記録したが、2021年は4.4％まで持ち直すとみられるとし、新型コロナウイルスの
世界的流行により保健と教育の分野でほかのどの地域よりも深刻な打撃を受けたが、再建に
向け動き始める中で、主要セクターには重要な変革の可能性があると指摘しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/h0eR30rDMiH
 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b94&s=g0a0rwthkJlmYSdQfiJVIy_3M6WpHRwEu3P2OtB9djQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b95&s=Zqocbb9ZWl6xSLaKHxmw6h6hX57Xgj-3gS9olSLtz9A
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b96&s=VPj0BySNsRDFy_xheDGFOelFnfFfPVkL22ILs1FoDmQ


※4月30日（金）午前8時から、関連オンラインセミナーを開催します。詳しくは下記「セミ
ナーのお知らせ」をご覧ください。

2021年世界銀行・IMF春季会合ライブ配信のお知らせ

2021年世界銀行・IMF春季会合は、バーチャル形式で4月5日から11日まで開催しています。
ライブでご参加いただけるセッションを配信しますので、是非ご視聴ください。各分野の専
門家に対する質問も、随時オンラインで受け付けています。過去の配信も録画でご覧いただ
けます。

ライブ配信・録画一覧： http://wrld.bg/1Ih430rC0vT （英語）
 
新型コロナウイルス感染症：途上国へのワクチン供給
日時： 2021年4月10日（土）午前0時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/joNU30rB6U5 （英語）

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人
向け特別枠 ＜募集期間：2021年4月1日～5月1日＞

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、業務経験を有するミッドキャリ
アの日本人向け特別枠を設け、2年間を限度に奨学金を提供しています。対象は、途上国の
貧困削減と繁栄の共有促進に貢献することを目指し、開発関連分野を専攻として日本国外の
大学院から修士課程または博士課程への入学許可を受けている、もしくはすでに在籍してい
る方です。募集要項などの詳細は、以下のリンクからご覧ください。

募集期間：2021年4月1日～5月1日
詳細： http://wrld.bg/mNRA30rBeK3

東京開発ラーニングセンター（TDLC）のウェブサイトがリニ
ューアル

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b97&s=_xfjP7VlZ8bPAAw8Y4mGwOEkLR6dP2r-Y7Cb26CeDPA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b98&s=iB0SEweyp_7VHwFOmnQ-uGhgGkgSFW4iIha_dpB3Byg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b99&s=4VS5o7vlvEk_88K1NnKJvnNHG2Tno4hxDxCOrf05QhU


東京開発ラーニングセンター（TDLC）の活動や日本と世界の都市開発の知見をより多くの
方にお伝えするため、このたびウェブサイトをリニューアルしました。TDLCの4つの主な活
動についてより詳しくまとめたほか、最新イベントや特集記事、メディア報道などに関する
コンテンツも充実させました。ぜひ、ご覧ください。

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）ウェブサイト： http://wrld.bg/faE330rDwPP

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年春版：データ、デジタル化、ガ
バナンス
世界銀行モーニングセミナー（第100回）

日時：2021年4月13日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：3月30日発表の「ヨーロッパ・中央アジア地域経済報告 2021年春版：データ、デジタ
ル化、ガバナンス」（Europe and Central Asia Regional Economic Update, Spring 2021:
Data, Digitalization, and Governance）のとりまとめを担当したマイケル・ロクシン世界銀
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リードエコノミストが、ワシント
ンよりオンラインで日本の皆様向けに同報告書の主なポイントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/d6eN30rDGXK

南アジア経済報告（SAEF）：ワクチン接種の恩恵
世界銀行モーニングセミナー（第101回）

日時：2021年4月16日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：3月31日発表の南アジア地域に関する最新の半期経済報告書「南アジア経済報告
（SAEF）：ワクチン接種の恩恵」（South Asia Economic Focus: South Asia Vaccinates）
をとりまとめたマウリツィオ・ブッソロ世界銀行南アジア地域担当チーフエコノミスト室リ
ードエコノミスト、ヴァレリエ・マーサー＝ブラックマン同上級エコノミスト、ジーン・ナ
レ・リー同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/9Zjk30rD75U

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b9a&s=IiKnoD_o8_P0BrQlNEyu3B07wM3I9o90m4tHqu3HS50
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b9b&s=N5N8i3V0eOqeSijDsRqTKiULL4SyXwx-PjhA41wCv5U
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b9c&s=PmGqJpSsk446iuD8ogjGa6GAQi4Yc7g8W1jYiwjcb8I


アフリカの鼓動：アフリカ経済動向分析2021年4月版―アフリカの雇用の未
来：デジタル技術導入の新たな傾向
世界銀行グループTICADセミナーシリーズ第30回

日時：2021年4月20日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：3月31日発表のサブサハラ・アフリカ地域に関する最新の半期経済報告書「アフリカ
の鼓動：アフリカの雇用の未来－デジタル技術導入の新たな傾向」（Africa’s Pulse, April
2021 Edition – COVID-19 and the Future of Work in Africa: Emerging Trends in Digital
Technology Adoption）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説明します。
詳細： http://wrld.bg/OFk330rD75X

中東・北アフリカ地域経済報告書―中東・北アフリカ地域の債務：組織・制
度が描く回復への道筋
世界銀行モーニングセミナー（第103回）

日時：2021年4月22日（木）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：4月2日発表の半期経済報告書「中東・北アフリカ地域経済報告書：中東・北アフリカ
地域の債務―組織・制度が描く回復への道筋」(MENA Economic Update, April 2021 - Living
with Debt: How Institutions Can Chart a Path to Recovery in the Middle East and North
Africa)の主なポイントをご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/Kto530rDxnV

一次産品市場の見通し2021年4月版
世界銀行モーニングセミナー（第104回）

日時：2021年4月23日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：4月20日発表予定の「一次産品市場の見通し2021年4月版」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同報告書の主なポ
イントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/5hag30rD760

国際機関で働く―途上国の開発課題に挑む日本人
IFC職員によるバーチャル・パネル・ディスカッション 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b9d&s=KYc4pIRosI-kTvSyTqJnEk2q5lro4mWbxmrbPgqfqew
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b9e&s=0Z_CTG3A08wGY94t7uQqbvePUu7IPmLb_5Hks4PpqH8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40b9f&s=5VHLwrWnPru3jRCvZ-L6eErQvmmqJRutSi-Rmuv8O8I


日時：2021年4月27日（火）午後7時～午後8時（日本時間）
内容：途上国開発の最前線で働く国際金融公社（IFC）の日本人職員3名をパネリストに迎
え、国際機関で途上国開発に携わるようになったきっかけや、実際の仕事に関する醍醐味や
チャレンジなど、個々人の経験を踏まえながらお話しします。また、6月から7月にかけて実
施予定の2021年リクルート・ミッションのスケジュールや募集・選考過程についても、簡単
にご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/VTTX30rCXjy

ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：成長と再生
世界銀行モーニングセミナー（第105回）

日時：2021年4月30日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：マーティン・ラマ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、3月29日発表の「ラテンアメリカ・カリブ海地域経済報告：成長と再生」（Latin
America and the Caribbean Semiannual Report: Renewing with Growth）の主なポイントを
ご説明します。
詳細： http://wrld.bg/6OAS30rDGXt

 

主なニュース

バングラデシュ：太陽光によるクリーンエネルギーの拡大

バングラデシュにおける世界最大のオフグリッド太陽光発電プログラムは、同国の2,000万
人に電気へのアクセスを提供しました。このプログラムの成功をもとに、世界銀行は、太陽
光による灌漑やミニグリッド、屋上型ソーラー、太陽光発電所など、クリーンな再生可能エ
ネルギーを促進するための支援を拡大しました。

プレスリリース： http://wrld.bg/5pyw30rDTZB （英語）

パプアニューギニア：手頃な価格で信頼できる電力供給を

世界銀行理事会は4月5日、パプアニューギニアにおいて手頃な価格で信頼できる電力を提供
するために3,000万ドルの支援を承認しました。同国では、電力網にアクセス可能な人口
は、全体の13％足らずです。このプロジェクトは、同国政府が電力化計画を整え、2030年
までに全人口の70％に電力供給を行う目標に貢献します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba0&s=MHmJ6BDxkRVRx5nVqbyUZJCpqfERxckvfrBf6umTQx0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba1&s=yUvgajvz6RtDYcZhjdqGb04Z5odggBJvz50vVTk4NaM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba2&s=JQLKz19Oh7AP98sAGxWh-XgQv5JcrLADFt4nOBqtEpM


プレスリリース： http://wrld.bg/1JFQ30rDU0c （英語）

エクアドル：安全で効果的なワクチンへのアクセスを促進

世界銀行理事会は4月5日、エクアドルにおける緊急支援プロジェクトへの1億5,000万ドルの
追加支援を承認しました。このラテンアメリカ・カリブ海地域で初となる新型コロナウイル
ス感染症のワクチン調達により、安全で効果的なワクチンの購入や、ワクチンの物流面・管
理面の強化などが促進され、同国人口の約30％へのワクチン接種が見込まれます。

プレスリリース： http://wrld.bg/nWT630rDU0g （英語）

ネパール：ワクチンの優先接種に向けた支援

ネパール政府と世界銀行は4月2日、ネパールにおける新型コロナウイルス感染症ワクチンの
優先接種を支援するための7,500万ドルの追加融資に合意しました。この資金は、安全で効
果的なワクチンの購入、配布、流通を支援するとともに、感染の検査、追跡、治療に関わる
既存の保健システムを強化します。

プレスリリース： http://wrld.bg/CM3R30rDU0j （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=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba3&s=zapeJKhxGqafGmKtOCDqCucywR6kDCwIJiZ99Sg2g6M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba4&s=Vtv5MP91CKS-XjQGPeGkXW9uS-YExwjvy3lPMRXY5fU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba5&s=Q4eemyXkn0zeZH96URSQOPw1bhQXOYPw7pr5Ae9f3iM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba6&s=rNizKsI8jRlgcKJ2NraQOn8Tq6EaNUP-UfW52ZRq6yU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba7&s=5Ekr-vTa5yR56H8sr_gzOdip6v3ZDCkB47L_7Q-wjPY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba8&s=uP79LeLZCIprqY_K5ppYneyufl-kg19NDAnr_W77X-w
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40ba9&s=wyUWqAcSdSuxWYoP0_6vv3QretUWDrVK1QNBzB3mXJc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40baa&s=Qg--eL7PILyi6PSlIM4GwbOCSBtu9nyDRroNrq9pHuc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40bab&s=56KXw3EJ8858eR5Mnt4R_RFRCbNKwTuw6ZJC8GFKcGM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfee6556%2C5d3bab3%2C5d40bac&s=MQQpxiwMgngkfZIUEdAzRDpWnYekmUptyWDT3qs14qc


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 737号】世界銀行グループ・IMF春季会合に向けたデイ
ビッド・マルパス世界銀行グループ総裁スピーチ、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第737号 2021年4月2日 発行

世界銀行グループ・IMF春季会合に向けたデイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁スピーチ

環境に配慮した強靭で包摂的な回復に向けて：デイビッド・マ
ルパス世界銀行グループ総裁によるスピーチ

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁は、世界銀行グループ・IMF春季会合に先立
ち、環境に配慮した強靭で包摂的な回復を確実に実現するために世界銀行が果たすべき役割
についてスピーチを行い、気候変動、債務、格差をはじめとした喫緊の課題への取組みにつ
いてロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）のシャフィク学長と議論しました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c19e7e&s=HhZQyqHw-kLaq0jVYJC6GHNLICzZArb8DKMsXXdmKXI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c19e80&s=6sPw2j-k9uXRXgFpjGMvFjoIJBO-ZfMq-gXoHQqYtq4


スピーチ原稿：http://wrld.bg/6MFF30rD5iG （日本語）
録画：http://wrld.bg/h0gj30rD5it （英語）

サブサハラ・アフリカ地域経済報告：景気後退の中でも、サブ
サハラ・アフリカ地域には回復の兆し

3月31日発表のサブサハラ・アフリカ地域に関する最新の半期経済報告書「アフリカの鼓
動：アフリカの雇用の未来－デジタル技術導入の新たな傾向（仮題）」によると、2021年の
アフリカ地域の成長率は、各国や国際社会がどういった政策を採用するかにより2.3～3.4％
になるとみられます。また、デジタル経済における包摂性を徹底するための改革が、接続性
の向上、デジタル技術の採用促進、男女を問わずより良い仕事のさらなる創出にとって不可
欠であるとしています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/e0Sn30rCYBD 
 
※4月20日（火）午前8時より、本報告書の主なポイントをご説明するオンラインセミナーを
開催します。詳しくは下方「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

南アジア地域経済報告：回復しつつも脆弱な経済

3月31日発表の南アジア地域に関する最新の半期経済報告書「南アジア経済報告
（SAEF）：ワクチン接種の恩恵」では、南アジア地域の成長率予測は2021年が7.2％、
2022年が4.4％と、経済回復の可能性が高まりつつあり、2020年の過去最低水準を脱し、回
復軌道に乗り始めたと指摘しています。同地域は2022年には過去最高の成長率まで回復する
見込みで、この経済見通しの改善は、新型コロナウイルス感染症の感染者数抑制と迅速なワ
クチン接種開始に向け南アジア諸国が尽力してきたことを示しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/zuIM30rCYBB
 
※4月16日（金）午前8時より、本報告書の主なポイントをご説明するオンラインセミナーを
開催します。詳しくは下方「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c19e81&s=dejgL5E0-JHoccmzvIR1NwFGtFvCosVMyrydA1a3KPw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c19e82&s=YXrH1YFfEz6MF5QKfbLKa-ApPal4xR6RzMRP0vK3uR4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c19e83&s=pDrciHSyyXjtJ4nlrwOKY7sJXZ6tWIBq--P3gBx8Rvo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c19e84&s=SQCXc2LskqZAH9Kh7jwoqnzBbFASpZRSE2d2SQvlZ-k


2021年世界銀行グループ・IMF春季会合ライブ配信のお知らせ

2021年世界銀行グループ・IMF春季会合は、バーチャル形式で4月5日から11日まで開催して
います。ライブでご参加いただけるセッションを配信しますので、是非ご視聴ください。各
分野の専門家に対する質問も、随時オンラインで受け付けています。
 
ライブ配信一覧： http://wrld.bg/1Ih430rC0vT （英語）
 
経済回復：グリーンで回復力のある包括的な未来
日時： 2021年4月7日（水）午前2時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/DA1s30rB6TB （英語）
 
2021年世界銀行グループ・IMF春季会合 開会記者会見
日時： 2021年4月8日（木）午前0時30分（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/JlTh30rC0hm （英語）
 
債務の再考：未来への支援
日時： 2021年4月8日（木）午前1時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/gz2r30rB6TK （英語）
 
グリーントランジション：人と地球を守るシステム
日時： 2021年4月9日（金）午前0時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/Zvck30rB6U0 （英語）
 
新型コロナウイルス感染症：途上国へのワクチン供給
日時： 2021年4月10日（土）午前0時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/joNU30rB6U5 （英語）

ワシントンDC本部勤務空席公募のご案内

世界銀行では、現在ワシントンDC本部において複数のポストを常時一般公募しています。
採用された場合にはバーチャル・オンボーディング制度により、安全に現地勤務が開始でき
るまでの間、現在お住いの場所からのリモートワークも可能です。以下のリンクでは、上級
パブリックセクター専門官、デジタル開発専門官、エコノミスト–デジタル開発のポジショ
ンをご紹介しています。同ページ内から興味に応じたJob Alertを設定されると便利です。皆
様のご応募をお待ちしています。

詳細： http://wrld.bg/ErXU30rD5i9

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c19e85&s=lWBpjc7PXuOmnuV6H2JkOdzwi3IS5O649V8bbT8Krpk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2be&s=lt-ybGmSJmnqx-f-JHd1daRwVGOTIJX7HtcQYhWFmUo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2bf&s=zQUCyITtGY5L3X-KCX1Onpbr2PXdQnzQQPsuQ5pDIqo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c0&s=2Z10E4wuvsF0gT38OK6fYmcB6sqmi8Oomeo2a3d8NZw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c1&s=CoW8vuHqJeR3ROY3l_2SWZk3rsHu93w41haCcwY2iUc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c2&s=Ohe9q-fWZlFE5HRE6xrZhsfkT2zfbqMDNaeN4r7oSug
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c3&s=YlILiJjCr4x8lkItGh005pfr5hDwRq8EloJGkoJ3pZ4


日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人
向け特別枠 ＜募集期間：2021年4月1日～5月1日＞

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、業務経験を有するミッドキャリ
アの日本人向け特別枠を設け、2年間を限度に奨学金を提供しています。 対象は、途上国の
貧困削減と繁栄の共有促進に貢献することを目指し、開発関連分野を専攻として日本国外の
大学院から修士課程または博士課程への入学許可を受けている、もしくはすでに在籍してい
る方です。募集要項などの詳細は、以下のリンクからご覧ください。

募集期間：2021年4月1日～5月1日
詳細： http://wrld.bg/mNRA30rBeK3

ブログ：コロナ禍転じてラパスの都市型サイクリングが発展？

世界銀行とボリビアのラパス市総合交通システム総局が2020年6月に実施した、ロックダウ
ン前後の自転車の利用状況についてのオンライン調査によると、安全性と快適性が改善され
れば、自転車の利用者が増える見込みがあることがわかりました。ブログでは、ラパスで自
転車利用を促進するためには、世界銀行が最近ペルーのリマとカヤオで支援したように、自
転車利用活性化戦略とインフラ計画の策定が必要だとしています。

ブログ： http://wrld.bg/zn2h30rD6QR

セミナーのお知らせ

全てオンラインによる開催です。

日本の民間企業とアフリカの大学連携構築パイロット 説明会

日時：2021年4月8日（木）午後7時～午後8時30分（日本時間）
内容：アフリカでのビジネス機会を模索している日本の民間企業の皆様を対象に、本パイロ
ットの目的や手法についてご説明します。また、パネルディスカッションでは、アフリカに

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c4&s=qYH-Js5uFdN1oFEg2bJDqBj6NCTnmbCytltC4WUB7P8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c5&s=SVbk9Waqfw-H5JRyCQSmCe3sWQ7zQoCYwYfFITGz7do


おける課題、日本企業がアフリカの市場に参入するためのステップや障壁、現地のパートナ
ーとの連携構築の重要性について議論を行います。
詳細： http://wrld.bg/OUC030rCXjB

包摂的な難民の教育にどのくらいの費用が必要か
世界銀行モーニングセミナー（第99回）

日時：2021年4月9日（金）午前10時～午前11時（日本時間）
内容：世界銀行と国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が2月25日に発表した新報告書
「包摂的な難民の教育にどのくらいの費用が必要か」（The Global Cost for Inclusive
Refugee Education）をとりまとめたディナ・アブーガイダ世界銀行教育グローバルプラク
ティス中東・北アフリカ担当主任教育専門官と、カリシュマ・タリタ・シルヴァ世界銀行教
育グローバルプラクティスコンサルタントが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/paVi30rCXjz

南アジア経済報告（SAEF）：ワクチン接種の恩恵
世界銀行モーニングセミナー（第101回）

日時：2021年4月16日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：3月31日発表の南アジア地域に関する最新の半期経済報告書「南アジア経済報告
（SAEF）：ワクチン接種の恩恵」（South Asia Economic Focus: South Asia Vaccinates）
をとりまとめたマウリツィオ・ブッソロ世界銀行南アジア地域担当チーフエコノミスト室リ
ードエコノミスト、ヴァレリエ・マーサー＝ブラックマン同上級エコノミスト、ジーン・ナ
レ・リー同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/9Zjk30rD75U

アフリカの鼓動：アフリカ経済動向分析2021年4月版―アフリカの雇用の未
来：デジタル技術導入の新たな傾向
世界銀行グループTICADセミナーシリーズ第30回

日時：2021年4月20日（火）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：3月31日発表のサブサハラ・アフリカ地域に関する最新の半期経済報告書「アフリカ
の鼓動：アフリカの雇用の未来－デジタル技術導入の新たな傾向」（Africa’s Pulse, April
2021 Edition – COVID-19 and the Future of Work in Africa: Emerging Trends in Digital
Technology Adoption）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説明します。
詳細：http://wrld.bg/OFk330rD75X

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c6&s=KkSQZixWLg-LYF-r0BPkrWDyM4kECyPnT0xKA3HlDE4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c7&s=Puz-S0IFCNpz3fpOdR5RDO7ezwTgrPbbjj_BJen_t8c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c8&s=uMrXDojaMQwYh3VkgwFlX4C90brk9PTmkRor4UhLx9g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2c9&s=juPC-XEOwv8OQD6zwoHyL4XMxg9rxoIfGR9UyQPwba0


一次産品市場の見通し2021年4月版
世界銀行モーニングセミナー（第104回）

日時：2021年4月23日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：4月22日発表予定の「一次産品市場の見通し2021年4月版」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同報告書の主なポ
イントをご説明します。
詳細： http://wrld.bg/5hag30rD760

国際機関で働く―途上国の開発課題に挑む日本人
IFC職員によるバーチャル・パネル・ディスカッション 

日時：2021年4月27日（火）午後7時～午後8時（日本時間）
内容：途上国開発の最前線で働く国際金融公社（IFC）の日本人職員3名をパネリストに迎
え、国際機関で途上国開発に携わるようになったきっかけや、実際の仕事に関する醍醐味や
チャレンジなど、個々人の経験を踏まえながらお話しします。また、6月から7月にかけて実
施予定の2021年リクルート・ミッションのスケジュールや募集・選考過程についても、簡単
にご紹介しますす。
詳細： http://wrld.bg/VTTX30rCXjy

 

主なニュース

アフガニスタン：初等・中等教育を改善

世界銀行は4月1日、アフガニスタンの初等・中等教育の改善を目的とした2,500万ドルの追
加支援を承認しました。国際開発協会（IDA）、アフガニスタン復興信託基金（ARTF）、
教育のためのグローバルパートナーシップ（GPE）の支援を通じた本プロジェクトは、100
校の追加建設、特に女子の学習と教育へのアクセスの改善、教師への研修強化、地域密着型
の教育の促進を目指しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/eE6n50Ef52j  （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2ca&s=cI5Nih5Cb5wCUqWm_mWJdnv8Ks1UI0fPhTAnOZYRO6A
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2cb&s=8xxwBIkoGcV7cNVZN8ei7DA9noAReD3VL66uJoEHdmo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2cc&s=G_uIv-R-qtyrHLVZEo1rRho2xd5eCdwfc-evas8aJlk


モンゴル：感染拡大への緊急対応と将来の危機に対する備えを支援

世界銀行は4月1日、3万6,000着の個人用防護服（PPE）をはじめとした100万ドル相当の医
療備品をモンゴルに供給しました。世界銀行は2月にも、同国の新型コロナウイルス感染症
ワクチンへの公平なアクセスの実施や、将来の危機に備えた対応強化のために、5,070万ド
ルの追加支援を承認しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/qxwa30rD6GV （英語）

チュニジア：子どもと脆弱な世帯のための社会的セーフティネットを強化

世界銀行理事会は3月31日、チュニジアにおける社会的保護に関する緊急対応に3億ドルの支
援を承認しました。このプロジェクトは、同国の脆弱な約100万の世帯に現金給付を緊急提
供することで新型コロナウイルス感染症による経済的影響への緩和を促すとともに、社会的
セーフティネットシステムの拡大を図ります。

プレスリリース： http://wrld.bg/RPXp30rD6GY （英語）

アルゼンチン：医療システム強化とデジタル化による政府サービスの効率化

世界銀行は3月30日、アルゼンチンの公的医療制度を強化し1,700万人に医療サービスを提供
するための2億5,000万ドルの支援を承認しました。また、8,000万ドルの追加支援によるデ
ジタル化の促進で政府サービスの効率とアクセスが改善され、9万近くの企業と1,200万人が
受益する見込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/QSIN30rD6HG （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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2cd&s=0KgQFA7p4qwZQEDVb2j_0tpg3gPWqWFNLyEtYZuDebc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2ce&s=A33LaRPkn2RRVnvJ4TxUB4PWJIsRAU7J3IgBg5OSQbY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2cf&s=rTwl0Xk5qVfjzCwC5TkjLjpHgG7IWMvWu55We8aVeGM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2d0&s=1o84fCAWabce1n8z4FrSj4lm7g85aLIJoD5X4Wh9eDQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2d1&s=8OSRi83OLgyAh0OON8U_A5YHpgfbgglWSKptt3EHiBQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2d2&s=9VcOj5t3hDXpp57h7teY3PPgNZCH_bMurh84flnmebw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hfbf6a03%2C5c10acc%2C5c1a2d3&s=WPuU1tMJkmRTWMlOQ1qbGtq-UckTIvqpQ-sdCmatmxE
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