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COVAXと世界銀行が途上国におけるワクチン普及を加速 

COVAXと世界銀行が途上国におけるワクチン普及を加速

COVAXと世界銀行は、Gaviが新たに設計したワクチン事前買取制度（AMC）のコスト共同
負担制を活用した新しい資金調達メカニズムを通じて、途上国向けの新型コロナウイルス感
染症ワクチンの供給を加速します。参加する途上国は、入手可能なワクチンの数や今後の配
布スケジュールがより明確に把握でき、ワクチンを確保し、接種計画をより効果的に準備・
実施することが可能になります。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2352
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2354


プレスリリース：http://wrld.bg/u7h030rPqnI

南アジア地域は次なる金融危機の回避に向け、債務が増え続け
る国有の銀行・企業の改革を

世界銀行は新報告書「隠れ債務：南アジアの次なる金融危機を回避するためのソリューショ
ン」の中で、南アジアは国有の商業銀行、国有企業、官民パートナーシップなど国や自治体
の公共団体に大きく依存しているため、「隠れ債務」のリスクが特に大きいとし、公的資本
動員における下振れリスクを緩和して利点を享受するための、透明性や説明責任の強化など
4つの点を挙げています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/Iqpa30rPqnE 

ラテンアメリカ・カリブ海地域：経済危機によりインフォーマ
ルな労働市場に陥る多くの労働者

現在ラテンアメリカ・カリブ海地域が直面している経済危機により、雇用の構造に長期的な
悪影響がもたらされ、多くの人がフォーマル経済から排除されかねないと、世界銀行は新報
告書「危機に瀕する雇用：新型コロナウイルス感染症後のラテンアメリカにおける質の高い
仕事への道」の中で指摘しています。傷跡の長期化を最小限にとどめるには、各国政府は経
済の持続可能な回復を支援する政策をとり、雇用回復を促進するべきだとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/VqT330rPqnG
 
※本報告書の主なポイントをご紹介するオンラインセミナーを8月6日に開催します。詳しく
は下方「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

IFC：ウクライナの工業都市が描くスマートでグリーンな未来

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2355
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2356
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2357


ウクライナ南部にある工業都市ザポリージャは、都市化に伴う人口急増や公共インフラの老
朽化に対処するため、スマートシティ構想を掲げ、グリーンで持続可能な都市づくりに取り
組んでいます。財源不足に悩む同市に、国際金融公社（IFC）は「シティ・プログラム」を
通じて資金や助言サービスを提供し、デジタル化や公共交通インフラの刷新による環境に優
しいスマートシティの実現を支援しています。

特集： http://wrld.bg/tMPb30rPqkQ

事前予告： 2021年秋、世界銀行グループ・リクルートミッシ
ョン（9月募集開始予定）

世界銀行グループは、今年も日本人を対象としたリクルートミッションを実施いたします。
各ポジションの詳細および募集要項は今後随時ウェブページに掲載いたします。途上国への
開発援助にご自身の専門性を活かせる職場に関心のある方は奮ってご応募ください。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。 

危機に瀕する雇用：新型コロナウイルス感染症後のラテンアメリカにおける
質の高い仕事への道
世界銀行モーニングセミナー（第114回）

日時：2021年8月6日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：6月17日発表の新報告書「危機に瀕する雇用：新型コロナウイルス感染症後のラテン
アメリカにおける質の高い仕事への道」をとりまとめたジョアナ・シルヴァ世界銀行ラテン
アメリカ・カリブ海地域担当チーフエコノミスト室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/GEYQ30rPk2B

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2358
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2359
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d235a


IFCキャリアセミナー

日時：2021年9月10日（金）午後6時30分～午後8時（日本時間）
内容：国際金融公社（IFC）では海外で活躍する日本人職員をスピーカーに招き、キャリア
セミナーを定期的に開催しています。今回は、2019年入社でニューデリー事務所に勤務する
吉江奏太 アソシエイト・インベストメント・オフィサーが、自身の経歴やIFCの活動、南ア
ジア地域における製造業、アグリビジネス、サービス分野での投資業務についてご紹介しま
す。オンラインによる実施（ウェビナー）となります。
詳細： http://wrld.bg/MdnE30rNcdk

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

パキスタン：シンド州の脆弱なコミュニティに向けた早期学習支援 

世界銀行理事会は7月29日、パキスタンのシンド州における識字率と就学定着率の向上を目
的とした1億ドルの支援を承認しました。この国際開発協会（IDA）の資金を活用したプロジ
ェクトによって、早期学習のための教育実践や、学習環境の改善が行われ、同州で最も支援
を必要とする12の地区において年間125万人以上の生徒がより質の高い教育を受けることが
できます。

プレスリリース： http://wrld.bg/MoWB30rPr9F （英語）

タンザニア：観光セクターの持続可能な回復

「タンザニア経済アップデート」最新版では、新型コロナウイルス感染症による危機が続く
中、タンザニアのGDP成長率は2020年に2.0％に減速したと推定しています。また、観光セ
クターでは2020年の急激な落ち込みによる失業や事業停止が発生し、関連セクターにも悪影
響が及んだとし、観光セクターの持続可能な回復に向けた優先事項を提案しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/QOWs30rPr9D （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d235b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d235c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d235d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d235e


インドネシア：デジタル技術の活用で包摂的な未来を

インドネシアにおいて、インターネットにアクセスできる成人の割合は、2011年の13％か
ら2019年には51％に増加しましたが、都市・農村間のデジタル接続の格差は縮小していま
せん。7月29日発表の報告書では、デジタル経済がすべての人に有用となるようにすること
や、デジタル世界への信頼を築くことなど、同国がデジタル技術を活用して、より包摂的な
未来を実現するための3つの政策優先事項を示しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/qyE930rPr9C （英語）

ルワンダ：民間セクターとの連携がインフラ格差を埋める鍵

「ルワンダ経済アップデート」最新版によると、新型コロナウイルスの感染拡大防止と、医
療逼迫緩和のための措置が経済活動の停止をもたらし、ルワンダの2020年の経済成長は
3.7％縮小しました。同国の開発目標達成に必要なインフラ投資を継続するためには、官民
パートナーシップ（PPP）または民間投資を通じた民間セクターとの連携が不可欠であると
しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/7guG30rPr9B （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=h128a8805,68d0456,68d235f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2360
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2361
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2434
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2435
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2436
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2437
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2438
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h128a8805,68d0456,68d2439


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 752号】イエメン：世界銀行とパートナーの取組み、
IFC：ファクタリングが支えるペルーの中小企業の資金繰り支援―危機対応からさらなる成
長を目指して、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第752号　2021年7月16日　発行

イエメン：世界銀行とパートナーの取組み

イエメン：世界銀行とパートナーの取組み

イエメンでは長年に及ぶ内戦により、数百万人が食料、避難場所、保健医療を喫緊に必要と
しています。世界銀行で最貧困国を支援する国際開発協会（IDA）は、紛争前から長期間に
わたりイエメンで支援を行ってきました。間もなく始まるIDA第20次増資（IDA20）におい
て、世界銀行は現在イエメンで支援中のIDAプロジェクトを基礎として、環境に配慮した強
靭で包摂的な回復への支援を拡大する準備を整えています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,679559e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a0


ストーリー： http://wrld.bg/GUSW30rO1qz （英語）

IFC：ファクタリングが支えるペルーの中小企業の資金繰り支
援―危機対応からさらなる成長を目指して

世界銀行と国際金融公社（IFC）は、2015年にファクタリングに関する法整備に関するペル
ー政府への支援に続き、地域の資本市場育成を目指す共同資本市場プログラム（J-CAP）を
通じてファクタリング・ファンドに出資し、新型コロナウイルス感染症の危機下で打撃を受
けたペルーの中小企業の喫緊の資金ニーズを支えつつ、資金流動性を高めるファクタリング
市場の拡大を支援しています。これにより、一般的な銀行融資を受けられないペルーの多く
の中小企業は、迅速な資金調達と代金回収にかかる手間と時間の大幅削減が可能となりまし
た。
 
詳細： http://wrld.bg/9E5b30rNGrh 

IFC：パートナーとともにセネガルの新型コロナウイルスワク
チンの製造施設を支援

アフリカでは、まだ人口の1％しか新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けられて
いません。国際金融公社（IFC）はフランス開発庁（AFD）、米国国際開発金融公社
（DFC）、欧州委員会（EC）、欧州投資銀行（EIB）ととともに、アフリカへのワクチン供
給拡大に向けてセネガルのワクチン製造拠点を拡充するための資金を提供します。日本政府
もIFCに設置した包括的日本信託基金（CJTF）を通じて資金支援を行います。

プレスリリース： http://wrld.bg/Nck330rO12W

事前予告： 2021年秋、世界銀行グループ・リクルートミッシ
ョン（9月募集開始予定）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a3


世界銀行グループは、今年も日本人を対象としたリクルートミッションを実施いたします。
各ポジションの詳細および募集要項は今後随時ウェブページに掲載いたします。途上国への
開発援助にご自身の専門性を活かせる職場に関心のある方は奮ってご応募ください。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

＜締切間近：7月21日＞東京開発ラーニングセンター（TDLC）
短期コンサルタント募集中

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、以下の短期コンサルタントを募集中
です。いずれも即日勤務開始可能で、応募締切は2021年7月21日（水）となります。

広報（締切延長） 
社内外向けのマルチメディアコンテンツの作成支援・管理、イベント開催時のマーケ
ティングおよび運営などを日英両言語で行う。
詳細： http://wrld.bg/Y1is30rNjnR
イベントテクニシャン 
対面・バーチャル・ハイブリッドでのイベント運営の技術サポート。英語必須、日本
語スキルもあれば尚可。
詳細： http://wrld.bg/tGUE30rNiHP
コミュニティマネージャー
TDLCの専門家コミュニティや都市開発実務者向け対話型研修（TDDs）参加者グルー
プの活動やメンテナンスを支援。英語と日本語が堪能であること。
詳細： http://wrld.bg/BLkm30rNiHQ

セミナーのお知らせ

IFCキャリアセミナー 

日時：2021年9月10日（金）午後6時30分～午後8時（日本時間）
内容：国際金融公社（IFC）では海外で活躍する日本人職員をスピーカーに招き、キャリア
セミナーを定期的に開催しています。今回は、2019年入社でニューデリー事務所に勤務する

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a7


吉江奏太 アソシエイト・インベストメント・オフィサーが、自身の経歴やIFCの活動、南ア
ジア地域における製造業、アグリビジネス、サービス分野での投資業務についてご紹介しま
す。オンラインによる実施（ウェビナー）となります。
詳細： http://wrld.bg/MdnE30rNcdk
 
以下のリンクより、IFCの紹介動画を日本語字幕付でご覧いただけます。
https://youtu.be/gpZjyRVWOiM

　

主なニュース

アフリカの指導者らが復興アジェンダ促進に向けた野心的なIDA第20次増資
の支持を強調 

7月15日にコートジボワールのアビジャンで開催されたアフリカの首長・政府首脳らによる
会議では、新型コロナウイルス感染症危機からの経済回復の加速や、人的資本への投資の拡
大、雇用創出の拡張への取組みを支援するために、国際開発協会（IDA）の第20次増資
（IDA20）への支持を強調し、2021年末までに少なくとも1,000億ドルの増資を求めまし
た。

プレスリリース： http://wrld.bg/zvm730rO0FJ （英語）

母国語での幼児教育が学習貧困削減の鍵

世界銀行の報告書によると、子どもたちは理解できる言語で教えられた場合にはより多くを
学ぶが、低・中所得国の生徒の37％近くは理解できない言語で学ぶ環境にあり、学習の可能
性が妨げられているとしています。報告書では、幼児教育から小学校の最初の6年間は家庭
で話されている言語で教えるなど、指導言語に関する5つの政策アプローチを示していま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/qbTy30rO0FM （英語）

南アフリカ：より包摂的な経済回復

7月12日発表の報告書「南アフリカ経済アップデート」最新版によると、南アフリカの国内
総生産（GDP）は2021年に4％に回復するものの、2022年には2.1％、2023には1.5％に落ち

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955a9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955aa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1240d8c3,6794de2,67955ab


込むと予測しています。報告書では、より包括的な経済を感染危機後に構築するためには、
マクロ経済の安定の維持、雇用市場の活性化、投資環境の改善を図るための政策を平行して
実施することを提言しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/c8zc30rO0FN （英語）

3分の1の国が感染危機による学校閉鎖の補習プログラム未対応

国連教育科学文化機関（ユネスコ）、国連児童基金（ユニセフ）、世界銀行、経済協力開発
機構（OECD）は、142カ国を対象とした新型コロナウイルス感染症の影響下における教育
への取組みに関する報告書を発表し、学校が閉鎖中、または閉鎖されたことのある国のうち
約3分の1では、学校閉鎖による学習損失を補う措置が未だ実施されていないとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/SX5t30rO0FS （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=h1240d8c3,6794de2,67955ac
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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 751号】新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に及ぼ
す影響に関する最新の試算、ヒマラヤ氷河の融解抑制には大気汚染の削減が鍵、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第751号　2021年7月9日　発行

新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に及ぼす影響に関する最新の試算～2021年に危機を脱することはで
きるか？

ブログ：新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に及ぼす影響
に関する最新の試算～2021年に危機を脱することはできるか？

世界銀行は、新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に及ぼす影響に関するブログを発表
し、3月と6月に更新された世界の貧困データ、ならびに世界経済見通し（GEP）2021年6月

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h121d9958,66f6f54,66f7fa4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h121d9958,66f6f54,66f7fa6


版の成長予測にもとづき、1月時点の予測を修正するとともに、世界の貧困状況が2021年に
改善するかどうかについて試算しています。

ブログ：http://wrld.bg/geTo30rNjHj

ヒマラヤ氷河の融解抑制には大気汚染の削減が鍵

工場、調理、車両から排出されるブラック・カーボンが、気候変動の影響を助長し、ヒマラ
ヤ氷河の融解を加速させています。世界銀行の新報告書「ヒマラヤ氷河：気候変動、ブラッ
ク・カーボン、地域レジリエンス」は、ブラック・カーボンの排出量をさらに厳しく抑制す
れば、氷河融解を減速させ、同地域の水源からの安定供給を向上させることが可能だと指摘
しています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/n8ng30rNiHZ 
 
7月9日に同報告書の主なポイントをご紹介するオンラインセミナーが開催されました。以下
のリンクより、セミナーの録画をご視聴いただけます。
 
セミナー資料・録画： http://wrld.bg/SnuX30rMXg2

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）締切間近

世界銀行グループYPPは、世界銀行、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関
（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、現在上記3つの全機関（世界銀行、IFC、MIGA）への応募を受付中です。新
たなプログラムでは、これまでのYPPの豊富な実績を活かし、グループの各機関が開発課題
に対する解決策に連携して効果的に取り組むことができるように将来のリーダーとなる職員
の採用と育成を目指します。

詳細： http://wrld.bg/jgS930rJNk6
応募締切：2021年7月15日

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h121d9958,66f6f54,66f7fa7
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ジュニア・プロフェッショナル・アソシエイツ（JPA）プログ
ラム募集

世界銀行では、年間を通じてジュニア・プロフェッショナル・アソシエイツ（JPA）を募集
しています。JPAプログラムは、政府、コンサルティング、民間セクター、学界、またはそ
の他の開発機関でのキャリアへの足がかりとなるエントリーレベルの専門的な経験を積む機
会を2年間提供します。応募には、雇用開始日に28歳以下で、学士号またはそれに相当する
資格を有すること、高い英語力が求められます。

詳細： http://wrld.bg/xVFq30rNbyt

事前予告： 2021年秋、世界銀行グループ・リクルートミッシ
ョン（9月募集開始予定）

世界銀行グループは、今年も日本人を対象としたリクルートミッションを実施いたします。
各ポジションの詳細および募集要項は今後随時ウェブページに掲載いたします。途上国への
開発援助にご自身の専門性を活かせる職場に関心のある方は奮ってご応募ください。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサルタント募
集中

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、以下の短期コンサルタントを募集中
です。全ての職種で即日勤務開始可能、締切は2021年7月21日（水）となります。

広報（締切延長）
社内外向けのマルチメディアコンテンツの作成支援・管理、イベント開催時のマーケ
ティングおよび運営などを日英両言語で行う。
詳細： http://wrld.bg/Y1is30rNjnR

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h121d9958,66f6f54,66f7fab
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イベントテクニシャン
対面・バーチャル・ハイブリッドでのイベント運営の技術サポート。英語必須、日本
語スキルもあれば尚可。
詳細： http://wrld.bg/tGUE30rNiHP

コミュニティマネージャー
TDLCの専門家コミュニティや都市開発実務者向け対話型研修（TDDs）参加者グルー
プの活動やメンテナンスを支援。英語と日本語が堪能であること。
詳細：http://wrld.bg/BLkm30rNiHQ

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

世界銀行で働く〜松田康彦・世界銀行人的資本プロジェクト主任専門官
キャリアセミナー

日時：2021年7月13日（火）午後7時～午後8時（日本時間）
内容：ヤングプロフェッショナルとして入行した経験を持つ松田康彦・世界銀行人的資本プ
ロジェクト主任専門官が、ヤングプロフェッショナルとしての応募から採用に至るまでの経
験談、現在までに担当してきた業務などについてお話しします。質疑応答には、佐藤真弓・
人事総局人事専門官も参加します。
詳細： http://wrld.bg/mvvN30rNbv1

省エネルギー型廃棄物管理
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2回

日時：2021年7月14日（水）午後4時～午後5時15分（日本時間）
内容：東京開発ラーニングセンター（TDLC）が開催する低炭素・気候変動対応型都市に向
けた知識共有シリーズの第2回では、「省エネルギー型廃棄物管理に向けた日本の取組みと
イニシアチブ」「 統合型アプローチによる廃棄物管理：途上国からの教訓」の2つのテーマ
を中心に日本及び海外の知見、教訓、施策について考察します。イベントは、ZOOMにてラ
イブ配信されます。
詳細： http://wrld.bg/yaYM30rMBFm
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IFCキャリアセミナー

日時：2021年9月10日（金）午後6時30分～午後8時（日本時間）
内容：国際金融公社（IFC）では海外で活躍する日本人職員をスピーカーに招き、キャリア
セミナーを定期的に開催しています。今回は、2019年入社でニューデリー事務所に勤務する
吉江奏太 アソシエイト・インベストメント・オフィサーが、自身の経歴やIFCの活動、南ア
ジア地域における製造業、アグリビジネス、サービス分野での投資業務についてご紹介しま
す。
詳細：http://wrld.bg/MdnE30rNcdk

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

ネパール：学校と保健セクターの強化

世界銀行理事会は7月8日、ネパールの学校セクター開発と、保健セクターの成果を改善する
プログラムに、各5,000万ドルの追加支援を承認しました。 これらのプログラムは、貧困層
の学校中退者数を削減し学習損失を軽減するとともに、質と透明性の高い医療サービスの提
供に向けた公共資源管理システムの改善を目指します。

プレスリリース： http://wrld.bg/I0WE30rNj7b （英語）

野心的なIDA第20次増資の支持にアフリカの指導者らが結束

コートジボワールのアラサン・ウワタラ大統領と世界銀行グループは、7月15日に開催する
ハイレベル会議において、新型コロナウイルス感染症による危機からの強靭な回復を後押し
し、アフリカ各国が経済成長を継続するために、複数のアフリカの指導者と共同で国際開発
協会（IDA）の第20次増資（IDA20）の重要性を強調します。

プレスリリース： http://wrld.bg/QPuE30rNj7c （英語）
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レソト：社会的保護における政策とプログラムの見直し

世界銀行は7月5日、レソト政府の協力のもと、レソトの社会的保護における政策とプログラ
ムの成果を評価する報告書を発表しました。報告書は、同国の社会的保護プログラムと政策
の効率的で公平な設計と実施に役立ち、また、既存のプログラムの効率性改善により、脆弱
な立場にある人々を対象とするプログラムへの更なる支援の可能性を示唆しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/InOE30rNj7d （英語）

国際開発金融機関による途上国の気候変動対策資金は380億ドルに

6月30日に発表された2020年の気候変動対策資金に関する国際開発金融機関（MDBs）の共
同報告書において、主要なMDBsによる低・中所得国への資金が380億ドルに達したと発表
されました。世界銀行グループは、途上国向け資金の半分以上、気候変動適応資金の3分の2
以上に貢献し、過去5年間に830億ドル超の気候変動対策資金を提供しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/zIlx30rNj7f （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 750号】綿密に設計されたプライマリ・ヘルスケアは新
型コロナウイルス感染症のような公衆衛生上の危機の抑制に貢献、スーダンについての共同
声明、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第750号　2021年7月2日　発行

綿密に設計されたプライマリ・ヘルスケアは、新型コロナウイルス感染症のような公衆衛生上の危機の抑制
に貢献 

綿密に設計されたプライマリ・ヘルスケアは、新型コロナウイ
ルス感染症のような公衆衛生上の危機の抑制に貢献

世界銀行の新報告書「約束を実行する：コロナ後に向けたプライマリ・ヘルスケアの再考」
によると、入念に設計されたプライマリ・ヘルスケア（PHC）は、新型コロナウイルス感染
症のような公衆衛生上の危機を抑制する可能性があるとしています。同報告書は、各国政府

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cadb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cadd


がどうすればPHCを改善できるか、世界銀行のようなパートナーがこの重要な取組みをどの
ように支援できるかを示し、各国政府がユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成と将来の
公衆衛生上の危機の予防を目標に、人々の健康状態改善に取り組むよう強く求めています。

プレスリリース：http://wrld.bg/bqim30rMAxK

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁とクリスタリナ・
ゲオルギエバIMF専務理事によるスーダンについての共同声明

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁とクリスタリナ・ゲオルギエバ国際通貨基金専
務理事は6月29日、スーダンが重債務貧困国（HIPC）の下で決定時点に到達し、同イニシア
ティブで38番目の債務削減適用国となったとの声明を発表しました。これにより、スーダン
は為替レート統一を完了した上で、3月に国際開発協会（IDA）への滞納債務を解消し、約
30年ぶりに世界銀行グループによる全面的な支援を再び受けられるようになりました。
 
声明： http://wrld.bg/Nsm830rMAts 

「発展途上国を対象とした新型コロナウイルス感染症のワクチ
ン、治療薬、診断法のためのタスクフォース」の初回会合に関
する世界銀行グループ、国際通貨基金、世界保健機関、世界貿

易機関の代表による共同声明

世界銀行グループ、国際通貨基金（IMF）、世界保健機関（WHO）、世界貿易機関
（WTO）の各代表は、「発展途上国を対象とした新型コロナウイルス感染症のワクチン、
治療薬、診断法のためのタスクフォース」の初回会合を開催し、コロナ禍が一層の人的犠牲
を生み出さないようにするとともに、先進国とそれ以外の経済回復ペースに見られる格差の
拡大を阻止するための緊急の行動が必要であるとの共同声明を発表しました。

声明： http://wrld.bg/xxr230rMAtu

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cade
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cadf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cae0


概要「IDAとは？」

国際開発協会（IDA）は、世界の最貧国における極度の貧困削減において最大の成果を上げ
ているプラットフォームの一つで、過去60年間に、114カ国に対して合計4,220億ドルの投資
を提供しました。今回は、IDAの原資、IDA第20次増資（IDA）の繰り上げ、新型コロナウイ
ルス感染症対策支援、優先セクターや取組み例などを挙げ、IDAについてわかりやすくご紹
介します。

ファクトシート： http://wrld.bg/i8zU30rMcwa
IDA日本語サイト： http://wrld.bg/olBB30rMcwb

事前告知： 2021年秋、世界銀行グループ・リクルートミッシ
ョン（9月募集開始予定）

世界銀行グループは、今年も日本人を対象としたリクルートミッションを実施いたします。
各ポジションの詳細および募集要項は今後随時ウェブページに掲載いたします。途上国への
開発援助に対してご自身の専門性を活かせる職場に関心のある方は奮ってご応募ください。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

＜応募締切：7月15日＞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）応募受付中

世界銀行グループYPPは、世界銀行、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関
（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、現在上記3つの全機関（世界銀行、IFC、MIGA）への応募を受付中です。新
たなプログラムでは、これまでのYPPの豊富な実績を活かし、グループの各機関が開発課題
に対する解決策に連携して効果的に取り組むことができるように将来のリーダーとなる職員
の採用と育成を目指します。

詳細： http://wrld.bg/jgS930rJNk6
応募締切：2021年7月15日
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＜締切間近：7月9日＞ 東京開発ラーニングセンター（TDLC）
短期コンサルタント（広報）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、日英の両言語による広報活動を行う
短期コンサルタントを募集しています。主な職務は、社内外向けのマルチメディアコンテン
ツの作成支援・管理、イベント開催時のマーケティングおよび運営などの広報キャンペーン
の支援や、印刷物およびインターネット向けの各種広報資料の作成・編集です。

詳細： http://wrld.bg/6CoL30rLQnF
応募締切：2021年7月9日（金）

セミナーのお知らせ

省エネルギー型廃棄物管理
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2回

日時：2021年7月14日（水）午後4時～午後5時15分（日本時間）
内容：東京開発ラーニングセンター（TDLC）が開催する低炭素・気候変動対応型都市に向
けた知識共有シリーズの第2回では、「省エネルギー型廃棄物管理に向けた日本の取組みと
イニシアチブ」「 統合型アプローチによる廃棄物管理：途上国からの教訓」の2つのテーマ
を中心に日本及び海外の知見、教訓、施策について考察します。イベントは、ZOOMにてラ
イブ配信されます。
詳細： http://wrld.bg/yaYM30rMBFm

　

主なニュース

レソト：栄養と保健システムの強化

6月25日、レソトにおける栄養サービスの提供と質の改善ならびに保健システムの強化を目
的とした、国際開発協会（IDA）からの2,200万ドルの支援が承認されました。このプロジェ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cae5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cae6


クトは、発育阻害率が特に高い地区の女性、子供、青年を対象にコミュニティベースの栄養
サービスの提供強化を図り、同国の食と栄養に関する計画の実施を後押しします。

プレスリリース： http://wrld.bg/YEjS30rMceQ （英語）

自然に配慮した経済回復により年間2.7兆ドルの世界的経済損失を回避

7月1日に発表された世界銀行の報告書では、生態系サービスが崩壊されることにより、世界
の国内総生産（GDP）が2030年までに年間2.7兆ドル縮小する可能性があると指摘していま
す。報告書は、2030年までに世界の海と陸の30％ずつを保護する「30x30」目標を達成する
ことで生態系サービスが受ける恩恵は、土地の保護のために発生する費用をほぼ完全に相殺
するとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/OTvu30rMBvB （英語）

50カ国以上への新型コロナワクチンの提供と配布に40億ドル超の支援

世界銀行は6月30日、51の途上国（その半数はアフリカ諸国）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に、40億ドルを超える支援を提供していると発表しました。こ
れは、低・中所得国のワクチン供給と配布を後押しし、医療制度を強化するという世界銀行
の取組みの一環で、世界で最も貧しい国々を支援する世界銀行の機関である国際開発協会
（IDA）が資金の半分以上を提供します。

プレスリリース： http://wrld.bg/fwhU30rMBvD （英語）

ケニア：ワクチン接種の加速が左右する経済見通し

最新の世界銀行の分析では、ケニアの国内総生産（GDP）は2021年に4.5％、2022年と2023
年には5％以上に加速すると推定しています。見通しは非常に不確実であるものの、流動的
な感染危機状況への対応を続け、短期的な予防接種と中期的な財政再建を優先する政策を講
じることが、景気回復の後押しに繋がるとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/167a30rMBvG （英語）

イエメン：保健・栄養・水・衛生サービスの向上と人的資本の保護

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11fb156f,664a3d3,664cae7
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世界銀行は6月30日、イエメンにおける基礎医療・栄養・水・衛生の各サービスへのアクセ
ス増加を目的とした1億5,000万ドルの支援を承認しました。このプロジェクトは、365万人
への不可欠な医療・栄養サービスや、85万人への水と衛生サービス、3,000人の医療従事者
への訓練などを提供し、同国の人的資本の保護に貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/mPBg30rMBvI （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=h11fb156f,664a3d3,664caeb
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