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【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 770号】東京栄養サミット公式サイドイベント
Investing in Nutrition – Role of catalytic financing、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第770号 2021年11⽉26⽇ 発⾏

東京栄養サミット公式サイドイベント Investing in Nutrition –
Role of catalytic financing

12⽉7、8⽇に東京で開催される東京栄養サミットの機会に、財務省、世界銀⾏グループ（世
銀）、⼥性・⼦ども・⻘少年のためのグローバル・ファイナンシング・ファシリティ
（GFF）、⽇本国際交流センター（JCIE）の共催で、公式サイドイベントをオンラインで開
催します。
本イベントでは、⽇本と世銀グループのパートナーシップによる栄養分野へのこれまでの取
組みの紹介や、栄養分野の資⾦確保、GFF及び栄養改善拡充のための⽇本信託基⾦が⽀援す
るイニシアティブの計画と実施のプロセスにおける様々なアクターの連携などについて議論
します。※ご参加には事前登録が必要となります。

⽇時： 2021年12⽉8⽇（⽔）午後8時30分〜午後9時45分

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e0e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e10


詳細：http://wrld.bg/wEk730s1O1K 

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。 

インドのグリーン復興・成⻑は可能か？
世界銀⾏、財務省財務総合政策研究所 共催セミナー

⽇時：2021年12⽉1⽇（⽔）午後1時〜午後2時30分（⽇本時間）
内容：インドにおける気候変動の緩和や、気候変動のネガティブな影響からの国⺠と経済の
保護、国際社会によるインドのグリーン復興・成⻑の⽀援などついて、ジュネード・カマ
ル・アフマド 世界銀⾏インド担当局⻑が基調講演を⾏います。
詳細： http://wrld.bg/RFXe30s161j

途上国におけるサービス産業の貢献：サービス主導型開発の可能性
世界銀⾏、JICA緒⽅貞⼦平和開発研究所 共催セミナー

⽇時：2021年12⽉3⽇（⾦）午前11時〜午後12時30分（⽇本時間）
内容：世界銀⾏が新たに発表した報告書「途上国におけるサービス産業の貢献：サービス主
導型開発の可能性」（At Your Services?: The Promise of Services-Led Development）の著
者が、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/Ithx30s1O1I

貿易と気候変動の連鎖：途上国政府にとっての緊急課題と機会
世界銀⾏モーニングセミナー（第129回）

⽇時：2021年12⽉10⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：報告書「貿易と気候変動の連鎖：途上国政府にとっての緊急課題と機会」の共著者で
あるポール・ブレントン世界銀⾏貿易・地域統合ユニットリードエコノミストとヴィッキ
ー・チェムタイ同ユニットヤングプロフェッショナルが、同報告書の主なポイントをご紹介
します。
詳細： http://wrld.bg/ZErw30s1PK2

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e11
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e12
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e13
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e14


IFCキャリアセミナー

⽇時：2021年12⽉16⽇（⽊）午後9時〜午後10時30分（⽇本時間）
内容：ワシントン本部にて、国際⾦融公社（IFC）アップストリーム部⾨のインベストメン
ト・オフィサーとして勤務する⼩川道彦が、⾃⾝の経歴やIFCの活動、担当するインフラ分
野の業務や案件についてお話しします。
詳細：http://wrld.bg/I9fx30s161k

世界の富の推移2021
世界銀⾏モーニングセミナー（第130回）

⽇時：2021年12⽉17⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：新報告書「世界の富の推移2021」（The Changing Wealth of Nations 2021）の執筆を
主導したジェームズ・カスト世界銀⾏アフリカ地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミ
ストとグジェゴシュ・ペシュコ同環境・⾃然資源・ブルーエコノミーグローバルプラクティ
ス 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/FO7J30s1PTo

 

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

ガンビア：包括的で回復⼒のある競争⼒のある農業 

世界銀⾏理事会は11⽉24⽇、ガンビアの⼩規模農家とアグリビジネスにおける課題への取組
みを⽬的とした国際開発協会（IDA）からの4,000万ドルの⽀援を承認しました。 このプロ
ジェクトは、気候変動に強い市場志向の農業への移⾏を包括的に促進し、約5万⼈の農業従
事者と10以上の中⼩企業に⽀援が届く⾒込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/GmZT30s1Xtu （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e15
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e16
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e17
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e18


イラク：感染危機からの回復を脅かす財務リスク、⽔不⾜、気候変動の深刻
化

イラク経済モニターの最新版では、イラクの国内総⽣産（GDP）は、2021年の2.6％から
2022〜23年には6％以上に上昇すると予測されているものの、経済的な改⾰を加速しなけれ
ば逆転を引き起こす可能性があると指摘し、⽔不⾜と気候変動に対する回復⼒を改善するた
めの改⾰分野を特定しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/j7fC30s1Xty （英語）

ガーナ：経済的変⾰の加速と、より質の⾼い雇⽤の創出

ガーナの経済に関する世界銀⾏の最新の分析では、同国は、経済成⻑と雇⽤創出を促進する
ための適切な措置を講じればより多くのより良い雇⽤の創出が可能だとし、技術変⾰の推進
やマクロ経済の安定など、経済的変⾰の加速と雇⽤の成果改善のための4本の主要な柱を提
⾔しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/r4ze30s1XtA （英語）

トンガ：新型コロナ感染危機後の回復と雇⽤を⽀援

世界銀⾏理事会は11⽉24⽇、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたトンガの継続的な回
復に向けた1,900万ドルの⽀援を承認しました。国際開発協会（IDA）の資⾦によるこのプロ
ジェクトは、新型コロナウイルス感染症のワクチン配布や、国際的な雇⽤機会へのアクセス
改善の他、気候変動と⾃然災害に対する脆弱性の軽減にも貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/sobP30s1XtB （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=h1575a57d,738d437,7398e19
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e1a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e1b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e1c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e1d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e1e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e1f


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=h1575a57d,738d437,7398e20
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e21
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1575a57d,738d437,7398e22


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 769号】2021年の本国送⾦は7.3％の⼤幅増、ブログ「気
候変動が貧困の追い打ちに：分野を超えたソリューションで深刻な課題にいどむ」、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第769号 2021年11⽉19⽇ 発⾏

2021年の本国送⾦は7.3％の⼤幅増

2021年の本国送⾦は7.3％の⼤幅増

2021年の低・中所得国への送⾦額は、7.3％と⼤幅に増え5,890億ドルに達すると⾒込まれま
す。世界銀⾏が17⽇発表した報告書「移住と開発」によると、2020年の送⾦フローは、新
型コロナウイルス感染症による深刻な世界的景気後退にもかかわらず順調で、減少幅がわず
か1.7％にとどまったのに続き、2021年は上昇に転じ、以前の推定を上回るペースで伸びて
います。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f26
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f28


プレスリリース：http://wrld.bg/wknB30s165v

ブログ「気候変動が貧困の追い打ちに：分野を超えたソリュー
ションで深刻な課題にいどむ」

世界銀⾏は現在、国際機関としては途上国の気候変動対策に対する最⼤規模の資⾦を提供し
ており、 国際開発協会（IDA）からの⽀援も含まれます。IDAは、⼤規模なクリーン・エネ
ルギーへの投資による⽀援に⼤きな⼒を注ぐと同時に、各国によるエネルギー・アクセス⽬
標の達成を⽀援しています。⻄尾昭彦 世界銀⾏開発⾦融担当副総裁のブログでご覧くださ
い。
 
ブログ： http://wrld.bg/FlPC30s0aqo 

IFC共同報告書：ジェンダー格差を埋めるサステナブルな債券

新型コロナウイルス感染症によって拡⼤したジェンダー格差を解消するため、国際⾦融公社
（IFC）、国連⼥性機関（UN Women）、国際資本市場協会（ICMA）は、⽇本政府の⽀援
を受け、ジェンダー平等の推進に向けた資⾦調達に債券を上⼿に活⽤するための⼿引きを発
表しました。

報告書： http://wrld.bg/u87e30s15yx （英語）

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。 

インドのグリーン復興・成⻑は可能か？
世界銀⾏、財務省財務総合政策研究所 共催セミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f29
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f2a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f2b


⽇時：2021年12⽉1⽇（⽔）午後1時〜午後2時30分（⽇本時間）
内容：インドにおける気候変動の緩和や、気候変動のネガティブな影響からの国⺠と経済の
保護、国際社会によるインドのグリーン復興・成⻑の⽀援などついて、ジュネード・カマ
ル・アフマド 世界銀⾏インド担当局⻑が基調講演を⾏います。
詳細： http://wrld.bg/RFXe30s161j

IFCキャリアセミナー

⽇時：2021年12⽉16⽇（⽊）午後9時〜午後10時30分（⽇本時間）
内容：ワシントン本部にて、国際⾦融公社（IFC）アップストリーム部⾨のインベストメン
ト・オフィサーとして勤務する⼩川道彦が、⾃⾝の経歴やIFCの活動、担当するインフラ分
野の業務や案件についてお話しします。
詳細： http://wrld.bg/I9fx30s161k

 

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

フィリピン：気候変動、⾃然災害、感染症によるリスク管理を強化 

世界銀⾏理事会は11⽉17⽇、フィリピンの制度上の対応⼒や財政能⼒を強化し、気候変動
や、⾃然災害、感染症の発⽣によるリスク管理を⾏うための新たな5億ドルの⽀援を承認し
ました。同国政府はこのプロジェクトの資⾦を活⽤することで、災害や病気の発⽣によって
もたらされる経済的影響を適切に管理し、国⺠を守ります。

プレスリリース： http://wrld.bg/9Obe30s15g6 （英語）

世界的な感染危機の中での遠隔学習に関する新たな報告書

11⽉18⽇発表の「都市封鎖下の遠隔学習：各国における授業（仮題）」と「感染危機中の遠
隔学習：今⽇までの教訓と明⽇からの原則（仮題）」では、遠隔指導に効果的なスキルを持

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f2c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f2d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f2e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f2f


つ教師の割り当てなど有⽤な遠隔学習に必⽤な3つの要素の重要性と、⽬的に合った遠隔学
習や、教師と⽣徒の相互コミュニケーションなど、今後の取組みのための5つの原則を提⽰
しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/r57J30s15g8 （英語）

ネパール：農業セクターを後押しするプロジェクトが始動

11⽉18⽇、ネパールの新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏からの回復に向けた⼩規模農
家の⽣産者と農⺠の収⼊増加や、農業分野での起業家精神の促進、農村における雇⽤創出を
⽬的とした8,000万ドルのプロジェクトが開始されました。労働対価による⽀援（キャッシ
ュ・フォー・ワーク）の仕組みを利⽤し、⼥性を含む5,700⼈以上の短期雇⽤の創出が⾒込
まれています。

プレスリリース： http://wrld.bg/jMwY30s15gb （英語）

ラオス：ビエンチャンにおける交通安全

世界銀⾏の技術的・財政的⽀援を受けてラオスの運輸省と交通警察が実施した調査では、ビ
エンチャンで⾞を運転する⼈⼝の約4分の3が定期的に制限速度を違反し、⼣刻には約3分の1
がアルコールを摂取していることが明らかになりました。同国政府は、「国家交通安全戦略
2030」を通じて交通安全問題への取組みを表明しており、2030年には交通事故による死亡
者と重傷者を50％削減するという⽬標を設定しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/ebnP30s15hy （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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f30
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f31
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f32
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f33
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f34
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f35
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f36
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f37


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=h154e33d2,72f3121,72f8f38
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h154e33d2,72f3121,72f8f39


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 768号】新報告書「途上国における債務の透明性」、東
京栄養サミット2021 サイドイベント「栄養のための資⾦調達：⾰新的モデルの構築」、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第768号 2021年11⽉12⽇ 発⾏

公的債務が過去最⾼⽔準となる中、債務追跡システムに⼤きな隔たり

公的債務が過去最⾼⽔準となる中、債務追跡システムに⼤きな
隔たり

世界銀⾏は新報告書「途上国における債務の透明性」を発表し、最貧国の公的債務が危機的
な⽔準にまで上昇しているが、世界全体と国別での追跡システムが不⼗分であるため、債務
の持続可能性を評価し、過剰債務を抱える国が迅速に債務を再編して⼗分な経済回復を実現
することがより困難となっている、と指摘しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255dda
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255ddc


プレスリリース：http://wrld.bg/9nz830s0aqm

11⽉15⽇開催：東京栄養サミット（N4G）2021 サイドイベン
ト「栄養のための資⾦調達：⾰新的モデルの構築」

12⽉開催の東京栄養サミット（N4G）2021 サイドイベントとして、シニア・リーダーと主
要なステークホルダーが栄養財政の現状、栄養投資ビジョンを実現するための課題や機会に
ついて議論します。
本イベントはオンライン形式で開催されます。ぜひご参加ください。
 
⽇時：2021年11⽉15⽇（⽉）午後9時30分〜午後11時
詳細： http://wrld.bg/Nl0c30s0aql 

「世銀スタッフの横顔」インタビュー第59回：位⽥和美 上級
保健専⾨官

「世銀スタッフの横顔」では、世銀で活躍する⽇本⼈職員のインタビューをシリーズでお届
けしています。今回は、新型コロナウイルス緊急⽀援プロジェクトや保健システム強化など
で活躍する位⽥和美（いんでん かずみ）世界銀⾏ 保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティ
ス 上級保健専⾨官が、これまでのキャリアや、世界銀⾏での保健専⾨官として働く醍醐
味、これから世界銀⾏を⽬指す⽅へのアドバイスをご紹介しています。

インタビュー： http://wrld.bg/62BC30s0aqq

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=h151f9641,724caf9,7255ddd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255dde
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255ddf


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128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

新型コロナウイルス感染症後の未来を⾒据えた都市の再編
スマートシティエキスポ世界会議2021サイドイベント

⽇時：2021年11⽉16⽇（⽕）午後8時30分〜午後9時15分（⽇本時間）
内容：コロナ後の都市の再編をめぐる⽇本発の新しいアイデアのご紹介と、世界銀⾏グルー
プの「環境に配慮した強靭で包摂的な開発」の枠組みや、新型コロナウイルス感染症の世界
的流⾏からの復興と持続可能な成⻑を⽬指すスマートシティ開発の取組みについてのプレゼ
ンテーションを⾏います。
詳細： http://wrld.bg/zHZW30rZuFV
※プログラム開始時間が前後する場合がございます。当⽇は午後8時（⽇本時間）より、メ
インイベントからご参加頂くことをお勧めいたします。

 

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

スリランカ：安全で気候変動の影響に強い輸送道路網

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de2


スリランカ政府と世界銀⾏は11⽉3⽇、安全かつ効率的で気候変動の影響に強い道路網の提
供により農業サプライチェーンを強化するための5億ドルの⽀援に合意しました。このプロ
ジェクトは、スリランカの開発戦略の主要なイニシアティブである「10万キロメートルの地
⽅道路開発プログラム」の⼀貫として実施され、特定の農村コミュニティに住む約1,600万
⼈が受益します。

プレスリリース： http://wrld.bg/Ctqy30s0j36 （英語）

東ティモール：より良い財務管理が経済成⻑を後押し

11⽉9⽇発表の報告書では、東ティモールにおける包摂的で持続可能な経済成⻑の促進に
は、公的⽀出の優先順位付けや質の改善、国の歳⼊増加が不可⽋だと指摘しています。同報
告書は、特に⼈的資本に関連する分野での公的⽀出の質の改善が必要であることを強調し、
より優れた予算編成と資⾦動員により、その成果を向上させることが可能だとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/pHrG30s0j3a （英語）

カリブ海諸国：回復⼒向上と将来のショックに備えるための取組み

カリブ海諸国の⾃然災害や経済的ショックによる過去の損失を評価した報告書では、気候変
動や、新たな疾病、社会的・経済的状況の変化によってもたらされる課題への対応には、よ
り広範な取組みが有⽤だとし、カリブ海諸国政府に、⾏政の効率化、⽣計と⺠間セクターの
エンパワーメント、将来の物理的リスクの軽減に重点を置くことを推奨しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/eMwy30s0j39 （英語）

パレスチナ：経済は成⻑を遂げているが、⾒通しは依然として不透明

世界銀⾏の報告によると、パレスチナ経済は、ヨルダン川⻄岸地区の改善によって⼤きな回
復の兆しを⾒せ、2021年は6％に達する⾒込みですが、ガザ地区は依然として⾼い失業率と
悪化する社会的状況を伴う⾮情に困難な状況に陥っており、今後の⾒通しは不透明です。報
告書は、ガザ地区の再建と、開発や⽣活の質の向上を図るための推奨事項を提⽰していま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/tf2730s0j38 （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de6


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=h151f9641,724caf9,7255de7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255de9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255dea
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255deb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255dec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h151f9641,724caf9,7255ded


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 767号】気候投資基⾦（CIF）が途上国のクリーン・テク
ノロジー普及のため500億ドル調達を⽬指し債券を発⾏、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第767号 2021年11⽉5⽇ 発⾏

感染危機により過去最多の⼦供たちが学習貧困に 

気候投資基⾦（CIF）、途上国のクリーン・テクノロジー普及
のため500億ドル調達を⽬指し債券を発⾏

気候投資基⾦（CIF）のクリーン・テクノロジー基⾦（CTF）は、投資適格債の発⾏により
新興国におけるクリーン・エネルギー普及と持続可能なインフラ整備のため多額の新規資⾦
を調達する画期的な取組みとしてCIF資本市場メカニズムを発表しました。同イニシアティ
ブにより、途上国向けに追加で年間5億ドルの譲許的資⾦の調達が⾒込まれ、10年間の総投
資推計額は500億ドルに上ると推定されます。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b58f5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b58f7


CIFプレスリリース：http://ow.ly/tLiR30rZuFL （英語） 

IFC：⺠間資⾦を活⽤して、⽔道システムを強化する

豊富な⽔資源に恵まれながら、⻑年の投資不⾜により上下⽔道インフラの整備が遅れている
ブラジルは、気候変動問題もあって⽔の持続的供給への懸念が⾼まっています。同国の⽔道
事業者⼤⼿コルサンに対し、国際⾦融公社（IFC）はグリーンローン及びサステナブル・リ
ンク・ローンを通じ、⽔インフラ整備に最⼤4億5,000万レアルを融資、さらに⽇本政府の⽀
援を得て⽔損失の削減とエネルギー効率の改善に向けた助⾔サービスを⾏っています。
 
特集： http://wrld.bg/mNHh30rZuFP 

ブログ：道路の強靭化：タジキスタンの⼭岳地帯で重要なライ
フラインを守る

タジキスタンの道路は⼭がちな地形のため維持管理が難しく、劣化しており、⾃然災害の危
険にさらされています。重要インフラの⾃然災害に対する強靭性強化プロジェクトを通じ、
世界銀⾏はタジキスタンの交通省を⽀援し、17本の橋梁を建て直しています。また、世界銀
⾏および防災グローバル・ファシリティ（GFDRR）は、⽇本―世界銀⾏防災共同プログラ
ムの⽀援を受け作成された報告書「主要輸送回廊における災害による経済的影響評価」を本
年発表し、様々な対策が提案されています。

ブログ： http://wrld.bg/LKC330rYwJ0

ブログ：道路⼟砂災害リスク管理ハンドブック・Eラーニング

急峻な⼭間地において、道路インフラは⼟砂災害に対して⾮常に脆弱です。多くの国が落
⽯、がけ崩れ、地すべり、⼟⽯流、浸⾷などのジオハザードリスクにさらされています。ジ
オハザードリスクを積極的に管理する⼿法を紹介するために、「道路⼟砂災害リスク管理ハ
ンドブック」が⽇本 - 世界銀⾏防災共同プログラムの⽀援により作成されました。また、世

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b598e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b598f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5990


界銀⾏のオープンラーニングキャンパス（OLC）内の「道路⼟砂災害リスク管理 Eラーニン
グ」は、外部の⽅も受講いただけます。

ブログ： http://wrld.bg/fSrZ30rZuFS
道路⼟砂災害リスク管理 Eラーニング： http://wrld.bg/cmsb30rZuGa （英語）

「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、ブログの新しい記
事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

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5991
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5992
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5993
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5994
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5995


セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

｢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

キャップ・アンド・トレード
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5回

⽇時：2021年11⽉12⽇（⾦）午前11時〜午後12時30分（⽇本時間）
内容：東京とタイにおける経験、教訓、解決策に触れつつ、「先進国と途上国における排出
権取引制度の経験の紹介」「排出権取引制度における⺠間企業の役割、経験、教訓の共有」
をテーマに議論を展開します。また、温室効果ガス（GHG）排出量削減に向けてカーボン
プライシングを推進・実施している⽇本や他国の優れた事例や政策をご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/3rNx30rZuFU

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=h14f6115e,71b164d,71b5996
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5997
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5998


新型コロナウイルス感染症後の未来を⾒据えた都市の再編
スマートシティエキスポ世界会議2021サイドイベント

⽇時：2021年11⽉16⽇（⽕）午後8時30分〜午後9時15分（⽇本時間）
内容：コロナ後の都市の再編をめぐる⽇本発の新しいアイデアに関する対談と、世界銀⾏グ
ループの「環境に配慮した強靭で包摂的な開発」の枠組みや、新型コロナウイルス感染症の
世界的流⾏からの復興と持続可能な成⻑を⽬指すスマートシティ開発の取り組みについての
プレゼンテーションを⾏います。
詳細：http://wrld.bg/zHZW30rZuFV
※プログラム開始時間が前後する場合がございます。当⽇は午後8時（⽇本時間）より、メ
インイベントからご参加頂くことをお勧めいたします。

 

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

感染危機により前例のない数の⼦供たちが学習貧困に

世界銀⾏の調査では、新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏により、10歳で簡単な⽂章を
読んで理解することができない学習貧困の割合が、低・中所得国において約70％に達する可
能性があると予測しています。こういった学習危機による損失を補うには、最も不利な⽴場
にある⼥児や障害を持つ⼦供、貧困家庭を対象とした野⼼的な計画を各国において⼤規模に
実施する必要があります。

プレスリリース： http://wrld.bg/YBUS30rZtQg （英語）

ブルガリア：IDAの174番⽬の加盟国に

11⽉3⽇、ブルガリアが世界銀⾏で最貧国を⽀援する国際開発協会（IDA）に加盟し、IDAの
出資国は174カ国となりました。IDAは現在、気候変動、⼈的資本、新型コロナウイルス感

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b5999
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b599a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h14f6115e,71b164d,71b599b


染症ワクチン、雇⽤と経済の変⾰、ジェンダー、脆弱性・紛争などの課題に取り組むための
IDA第20次増資（IDA20）交渉を進めています（対象期間：2022年7⽉〜2025年6⽉）。

プレスリリース： http://wrld.bg/1TwZ30rZtQl （英語）
IDA⽇本語サイト： http://wrld.bg/rHZx30rZtPm

新型コロナウイルスの世界的流⾏における教訓を気候変動適応に活⽤

世界銀⾏と気候投資基⾦（CIF）は、低炭素で気候変動に配慮した保健ソリューションをま
とめた報告書を共同で発表しました。報告書は、各国がより強⼒な保健システムを構築し、
気候変動に配慮したユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を促進するための、新型コ
ロナウイルス感染症の世界的な流⾏における保健⾯での教訓に基づいた枠組みを提供してい
ます。

プレスリリース： http://wrld.bg/YA5C30rZtQi （英語）

スリランカ：⼈への投資を促進

スリランカは、世界銀⾏の⼈的資本プロジェクトへの82番⽬の参加国となり、11⽉3⽇に開
催されたハイレベル⼈的資本サミットにおいて、⼈への投資を更に加速することを約束しま
した。世界銀⾏は、同国政府の保健、教育、社会的保護に重点を置いた⼈的資本の課題への
取組みを⽀援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/rOs730rZtQh （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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