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デジタル技術を駆使した食料と農業の未来に向けて

デジタル技術を駆使した食料と農業の未来に向けて

世界銀行は報告書「農業・食料システムのデジタル変革の現状」の中で、デジタル技術がい
かに食料システムを向上させているかを検証し、各国による独自のデジタル農業の規模拡大
への行程として、農業・食料システムにいかにデジタル技術を導入していくかを示していま
す。同報告書はまた、食料システムの効率性、公平性、環境面の持続可能性を高めることの
できる評価政策プロポーザルの枠組みを提示しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a24c&s=An3qFZeKmKBkJH3Uz1ftGfiupDN3sDiJ1Sk0zvxZjeM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a24e&s=De9H03YcdoyQS1FfZN25NAnmqa0DjFmqj6vsJItghs4


特集：http://wrld.bg/q76x30rJ8iv

IFC︓インドの塩農家に安定した生活をもたらす

塩砂漠と呼ばれるインド西部のカッチ湿地で、何世代にもわたり塩を生産するために懸命に
働く女性たちがいます。過酷な労働にもかかわらず、得られる収入はごく僅かです。国際金
融公社（IFC）は日本政府の支援を受け、貧困による負の連鎖に苦しむ彼女たちの暮らしを
改善する取組みを進めています。低利融資を使いソーラーポンプを導入することで、彼女た
ちの収入は約30％増加し、子供たちを学校に通わせるという彼女たちの夢が実現しつつつあ
ります。
 
特集： http://wrld.bg/HCcl30rJ0L7 

2021年 国際金融公社（IFC）リクルートミッション ～日本人
職員募集

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～7月に
かけて開催する予定で、現在以下のポジションを募集中です。

【募集職種】（2021年5月28日17時現在）

インベストメント・アナリスト
アソシエイト・インベストメント・オフィサー
インベストメント・オフィサー
シニア・インベストメント・オフィサー
エコノミスト
環境・社会開発アソシエイト / 専門官
オペレーションズ・アナリスト
インベストメント・アナリスト（グローバル製造業）
シニア・インベストメント・オフィサー（グローバル・アップストリーム） 

※ポジションによっては締切日が異なる場合があります。また、各ポジションの詳細及び募
集要項は随時更新されていますので、詳細・最新情報は、以下のリンクをご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a24f&s=SnReoWOA7H-cpZy3vWCzF4FMTRBBt_3wcDaqAXJQr4c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a250&s=9yXJ_FvgFxiEERnnuboQRA40r-9xLt-yHk1VVPmHARs


詳細： http://wrld.bg/IfDn30rHJUR
応募締切：2021年6月21日

6月4日～6日を「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3日間開催いたしま
す。詳しくは、上記リンクをご覧ください。

空席公募のご案内

世界銀行では、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Virtual
Onboarding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、エネルギー専門官のポジションの勤務地や簡
単な採用要件を日本語でご紹介しています。皆様のご応募をお待ちしています。

主な空席情報： http://wrld.bg/aqOm30rHJ06

その他の地域勤務も含めた最新空席ポストは、下記のリンクよりご確認ください。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。

現在の空席情報： http://wrld.bg/DM2f30rHJ0q （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。

インフォーマル性が落とす長い影：課題と政策
世界銀行モーニングセミナー（第107回）

日時：2021年6月4日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：5月11日発表の新報告書「インフォーマル性が落とす長い影：課題と政策」の編著者
であるフランジスカ・オーネゾルゲ世界銀行見通しグループマネージャーとシュ・ユ同上級
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/y1ti30rIiK1

貿易の分配インパクト︓実証的イノベーション、分析ツール、政策対応
世界銀行モーニングセミナー（第108回）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a251&s=zSvNWENbHHj67o22D5wuK3pf6i5xoSttMwq977KqdKU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a252&s=NkZ8_prjMKzbFL8ADL-_KSsc2IXBibkQQYj-m5g7qsE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a253&s=-HaodLzhKFze4c2PMGZjGmmARiKcLH_Nk2FQyvye9FU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a254&s=7xb4aP1DehUN4UErB3iCnkxKWABtNnQTbeRLKVXP4mE


日時：2021年6月11日（金）午前8時～9時（日本時間）
内容：新報告書「貿易の分配インパクト︓実証的イノベーション、分析ツール、政策対応」
の共著者でもあるグラディス・ロペスーアセヴェド世界銀行貧困・公平グローバルプラクテ
ィス主任エコノミストとマリラ・マリジェフスカ世界銀行貿易・地域統合ユニット上級エコ
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/9ge430rJ7wX

 

主なニュース

ジンバブエ︓経済の後押しとサービス改善に向けたデジタル変革

ジンバブエでは、国内の96％の取引や、政府の幅広い中核事業分野にデジタル決済が利用さ
れています。世界銀行の新報告書「ジンバブエにおけるデジタル経済診断（仮題）」では、
同国はデジタル変革から多大な恩恵を得ることができる条件を揃えているものの、望ましい
成果を達成するには、政策と規制の枠組みを強化するための戦略的行動が必要だとしていま
す。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/wWYR30rJ8hc （英語）

ナイジェリア︓給水と衛生サービスの改善

世界銀行は5月25日、ナイジェリアにおける持続可能な都市と地方の水供給や衛生を支援す
るための、国際開発協会（IDA）の資金を活用した7億ドルのプログラムを承認しました。こ
のプログラムは、同国の600万人に基本的な飲料水サービスと、140万人に改善された衛生
サービスへのアクセスを提供し、人的資本の向上や、野外排泄の削減に貢献します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/PSi630rJ8hb （英語）

ドミニカ共和国：安全な水と衛生サービスを促進

世界銀行は5月27日、ドミニカ共和国北中部の貧困地域における清潔な水の供給と衛生サー
ビスを拡大・改善するための4,350万ドルの支援を承認しました。このプロジェクトは、9万
人に汚水処理サービス、4万7,000人に新たな下水道接続、10万5,000人に安全で手頃な価格
の水への常時アクセスを提供します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/cUla30rJ8ha （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a255&s=AnChZzmwbARRSgFLLdV7ii1jg38xdr3NdKJlEglGbE8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a256&s=WUcwvHYz3V8oyBnSb9FxUGtxZMqYKx1D0-W20icKaLI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a257&s=p2aGpKmY3JmkfE3GrbW5RaNnZbOOGhv4peO2pAPE52E
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a258&s=G4oOBlt1gr1kbHFaVAGtkeFcYBV1zztI2ZtQmMetn10


インドネシア︓新たなデータ主導型アプローチによるプラスチック汚染改善
戦略

世界銀行は5月20日、インドネシアのプラスチック廃棄物がどのように内陸水路に入り、沿
岸や海洋環境に流れ込むかを調査した報告書を発表しました。報告書は、廃棄物データの体
系的な監視や改善を奨励するとともに、固形廃棄物管理の実施と知識を強化するための措置
や、主要な農村部と都市部におけるインセンティブを含む、いくつかの推奨事項を提供して
います。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/MzOo30rJ8h5 （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=h1112e7ff%2C625922e%2C625a259&s=n8GZrTvHZDE1QB6JtfEs_QQ294Z8WlSQ9eKhpGVLIxk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a2d2&s=de8ZxwwFbA83AbMOQs_w5iZRz3PqhJT9dB6yLKNGQL8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a2d3&s=xdu-QpVxjBT5w4Xl3_mQ9iOBMkv62EKGwHPtr2ALTDk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a2d4&s=IvnKIenZQlZiNQHFWUMvi-8hE_mA-Yz64SjkYY1X0dI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a2d5&s=I5VjUy3ZaWBcFnmzEbXtVXNpoGXEIubiU1-N1mqftnc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a2d6&s=JkwTSYfuqB7RJlboRy-tjRjZXaKr6adaRnVEGSfZyCc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a2d7&s=F-GEqfd7MjHRCS4l8kQwSI6BF89Zzukw_B1ZE629cWE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h1112e7ff%2C625922e%2C625a2d8&s=QpFDmpWZMt5QQP6C6TXq659NhhcL7YQJfbizT-LWQdA
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貿易利益の広範な還元を

貿易利益の広範な還元を

世界銀行が5月19日に発表した報告書「貿易の分配インパクト：実証的イノベーション、分
析ツール、政策対応」では、世界貿易は過去30年にわたり、経済成長と貧困削減に貢献して
きたが、貿易利益をさらに幅広く還元することは可能だと指摘しています。同報告書に示さ
れた新たな調査結果、データ、アプローチを使うことで、途上国の政策担当者は、貿易の分
配効果について理解を深め、そのための政策の実施状況をモニターし、政府内で調整した対
応をとることが可能になります。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61990cb&s=RCXHAeZgWAorphrusKS6nvYogwlwoN3Kx-cj3JTZLJQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61990cd&s=Z1hVXwtyuP_0M6CQkyn6MFtZXHsQeCy4cVH_jrPKABY


プレスリリース：http://wrld.bg/f71G30rIhy1

2021年 国際金融公社（IFC）リクルートミッション ～日本人
職員募集

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～7月に
かけて開催する予定で、5月18日より募集を開始しました。応募締切は、6月21日です。

【募集職種】（2021年5月21日現在）

インベストメント・アナリスト
アソシエイト・インベストメント・オフィサー
インベストメント・オフィサー
シニア・インベストメント・オフィサー
エコノミスト
環境・社会開発アソシエイト / 専門官
オペレーションズ・アナリスト

※各ポジションの詳細及び募集要項は随時更新されています。最新情報は、以下のリンクを
ご覧ください。

詳細： http://wrld.bg/IfDn30rHJUR

6月4日～6日に「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3日間開催いたしま
す。詳しくは、上記リンクをご覧ください。

空席公募のご案内

世界銀行では、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Virtual
Onboarding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、インベストメントアナリスト、気候変動専門

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61990ce&s=ZZyRppf3kGzFcMG8sXnRU2eoN2V4bqyQ0tXSNcc7IHo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61990cf&s=UjentVASvTzs2rTKNOWT0-SsH6-mL8w84AreoWwOwo4


官、広報担当官、エネルギー専門官のポジションの勤務地や簡単な採用要件を日本語でご紹
介しています。皆様のご応募をお待ちしています。
 
主な空席情報： http://wrld.bg/aqOm30rHJ06
 
その他の地域勤務も含めた最新空席ポストは、下記のリンクよりご確認ください。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。
 
現在の空席情報： http://wrld.bg/DM2f30rHJ0q （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。

移住と開発 強靭性―新型コロナウイルス感染症危機：移住の観点からの検証
2021年5月版
世界銀行モーニングセミナー（第106回）

日時：2021年5月28日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：5月12日発表の報告書「移住と開発 強靭性―新型コロナウイルス感染症危機：移住の
観点からの検証 2021年5月版」（Migration and Development Brief 34 Resilience: COVID-19
Crisis Through a Migration Lens, May 2021）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。
詳細： http://wrld.bg/n4Uv30rIiJT

インフォーマル性が落とす長い影：課題と政策
世界銀行モーニングセミナー（第107回）

日時：2021年6月4日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：5月11日発表の新報告書「インフォーマル性が落とす長い影：課題と政策」（The
Long Shadow of Informality: Challenges and Policies）の編著者であるフランジスカ・オー
ネゾルゲ世界銀行見通しグループマネージャーとシュ・ユ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/y1ti30rIiK1

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61990d0&s=e0OMwh8_ApP_SXzQLqzDEaep2hBbQQNrEotIzYzAlsg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61990d1&s=1ts43v1S_accfxx66GMxNYgBmCEt_6vOR413Oe5gnFI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992b2&s=VA1LuegZoQlNA8StBbXRMbVZLj60M-vnpNhLvdsXlQ0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992b3&s=LRwj4ZJbVaTZLWeBp7a0fVXVjmRdfVh_f9TM1bzR8xk


 

主なニュース

バングラデシュ：貧困層や脆弱な立場の人々の雇用能力と生計を向上 

世界銀行は5月20日、バングラデシュにおける2件のプロジェクトに6億ドルの支援を承認し
ました。これにより、若者、女性、障害者を含む不利な立場にある人々への就労に必要なス
キルの提供や、貧しく脆弱な農村部の人々の生計改善が図られ、175万人以上が受益する見
込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/EicO30rIoMK （英語）

西部アフリカ：栄養価の高い食品を長期的に提供するための3つの優先分野

食料危機防止ネットワーク（Food Crisis Prevention Network）によると、西部アフリカでは
現在、1,860万人が食料支援を必要としており、緊急な人道的介入が求められています。世
界銀行と国連食糧農業機関（FAO）が発表した報告書では、同地域に栄養価の高い食品を手
頃な価格で中・長期的に十分提供するための、食料システムの生産基盤の強化をはじめとし
た3つの優先分野を提示しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/RqdW30rIoCL （英語）

ザンビア：安全な生活に向けた追加支援

世界銀行は、新型コロナウイルス感染症による継続的な危機の中で、ザンビアの30万人以上
の生活を後押ししてきました。今回の国際開発協会（IDA）からの1億500万ドルの追加支援
は、既存の最も貧しく脆弱な世帯の女性と少女へのビジネススキル教育や奨学金の提供など
の支援を継続するとともに、より一層の拡充を目指します。

プレスリリース： http://wrld.bg/Zfwe30rIoCN （英語）

南スーダン：制度やサービス提供の強化

世界銀行は、南スーダンを支援するための新たなアプローチを示した21〜23年度世界銀行カ
ントリーエンゲージメントノート（CEN）の下、同国における開発の優先事項に対し、約3

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992b4&s=FBdrbbiJzwjGsv4kqvg0-bq_gcVcuiPKh3HF_Gp1Jpo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992b5&s=i_aXeB60roLZ5_boSS6Z265qT7hifTUJPuzrDWmEmjc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992b6&s=bmEX8zveff_9jvWRfYMEZmomnl3m8yeCVaiqWxPUS9s


億2,000万ドルの支援を予定しています。また、危機対応融資制度（CRW）や早期対応融資
（ERF）を含む国際開発協会（IDA）の第19次増資（IDA19）での全ての配分が承認される
見込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/znsQ30rIoCP （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=h10ea266b%2C6198196%2C61992b7&s=pu7Ap1AheuoBoLMCwJqxhffj881I6uT5hNEkJ_19Lfg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992b8&s=68Ms2wTHWzRG6SPfsi9LFRU3scvIjXfijfXl8d5KTv8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992b9&s=n2MWA0N57_z4TH3SzV6LvjXnK_OmNDNSzJE3HmTNakc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992ba&s=UHg6rLIUiOymMlsq5KGmqYCnp1yIzi_LM2A1wPyeqr8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992bb&s=BTN-AS6uH4ysCkh8ZkE8BhrZwDTr08sOy9cHa0gH8Es
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992bc&s=ZRSz3B1vJJk9Kv-ZZoT4NEvcoGvZVhTiVJWWUtWiaaE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992bd&s=pYlQ7xXV4wX9Z7S1L2JfTTKjMwBuwuv_XBzf3sRyqZk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10ea266b%2C6198196%2C61992be&s=2DCpBQXytpQhBYpGrXgvH5nROLUNFNRkUVE-6rlRG4Q


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 743号】本国送金フローは予想に反し依然として順調、
インフォーマル性の広がりが途上国における回復の足かせに、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第743号 2021年5月14日 発行

新型コロナウイルス感染症危機の中本国送金フローは予想に反し依然として順調

新型コロナウイルス感染症危機の中、本国送金フローは予想に
反し依然として順調

5月12日発表の報告書「移住と開発」最新版によると、2020年に正式に記録された低・中所
得国への送金フローは以前の減少幅の予想を下回り、2019年の総額5,480億ドルからわずか
1.6％減の5,400億ドルとなりました。順調なフローの主な要因としては、財政刺激策が出稼
ぎ労働者の受入国において予想を上回る経済状況を生み出したこと、フローが現金からデジ
タル送金に、インフォーマルからフォーマルな送金経路に変わったこと、原油価格と為替レ
ートの循環的変動が挙げられます。

プレスリリース︓http://wrld.bg/Ti1v30rHJEs 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc32c&s=Ul0aE99FcMAha8Wel5WoE-iW4JoMkeohF3kCxjdU7ms
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc32e&s=9ayaMQyBWKBrTsnbtS0NWpevLvhVJB20T8NMrfQgJhU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc32f&s=B16ZGTlwf1YUEfUxgnTJSaNsfVCGCjPPGjjUzsyU8RA


インフォーマル性の広がりが、途上国における新型コロナウイ
ルス感染症からの回復の足かせに

世界銀行が5月11日に発表した報告書「インフォーマル性が落とす長い影：課題と政策」に
よると、新興国・途上国（EMDEs）では全労働者の70％以上がインフォーマル・セクター
での労働に従事し、その規模はGDPの3分の1近くを占めていると指摘しています。政府が
インフォーマル・セクターの抱える課題の解決に向けて包括的な一連の政策を導入しない限
り、 新型コロナウイルス感染症 からの復興が妨げられる可能性が高いと指摘し、EMDEsの
政策担当者に向け5つの一般的な提言をしています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/1M2a30rHC4I 

人事が語る〜グローバルキャリア構築のための処方箋～ 第10
回 「リレー・ウィークエンド」―50時間にわたる完全バーチ
ャル・IFC採用イベント―の舞台裏（貝塚由美子 国際金融公社

（IFC）上級人事担当官）

国際金融公社（IFC）が日本人採用ミッションの一環として行う「リレー・ウイークエン
ド」は、50時間にわたる完全バーチャル・イベントで、6月4～6日に開催されます。今回の
ブログでは、貝塚由美子 国際金融公社（IFC）上級人事担当官が、「リレー・ウィークエン
ド」がどのように生まれたのか、その舞台裏をお話します。

ブログ︓ http://wrld.bg/anA830rHJ9Z
「リレー・ウィークエンド」プログラム詳細： http://wrld.bg/IfDn30rHJUR

空席公募のご案内

世界銀行では、複数のポストを常時一般公募しています。以下のリンクでは、インベストメ
ントアナリスト、気候変動専門官、広報担当官、エネルギー専門官のポジションの勤務地や
簡単な採用要件を日本語でご紹介しています。採用された場合にはVirtual Onboarding制度
により、安全に現地勤務が開始できるまでの間、現在居住している場所からのリモートワー
クも可能です。皆様のご応募をお待ちしています。

主な空席情報： http://wrld.bg/aqOm30rHJ06

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc330&s=WIISoIdMfBqwd1HFQFkP3v_6t-sYKp__iepDGu2XBJc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc331&s=S-ahKU_ruPrK-8bTr8pjrHyYfR_6wbnUHDYAMcFatPA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc332&s=VcYjS-qrPS_aB4gPqmtHBLSbtwJ0A4S4UXuCy6URg_E
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc333&s=33SImWIoHj6BggeFwkRKKja4R_IuzNDf61RJpIwSqcA


その他の地域勤務も含めた最新空席ポストは、下記のリンクよりご確認ください。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。

現在の空席情報： http://wrld.bg/DM2f30rHJ0q （英語）

2021年世界銀行グループ ユース・サミット開催

世界銀行グループは、喫緊の開発課題への取組みに高い意欲を持つ若い世代の啓発・エンパ
ワーメントのため、6月9～10日の2日間にわたりユース・サミットを開催します。2021年は
「人類と地球のレジリエントな回復の実現に向けて」をテーマとし、各分野のリーダーによ
る基調講演や、主要なステークホルダーや専門家によるパネル・ディスカッションなどを予
定しています。参加登録の締切は、5月21日（金）午後1時です。

開催日：2021年6月9～10日
詳細： http://wrld.bg/exKU30rGXJe

＜締切延長：5月17日（月）＞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の応募締切を2021年5月17日（月）に延
長しました。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17日（月）
詳細・応募： http://wrld.bg/ZdhV30rFkgq

主なニュース

パキスタン︓ワクチン実施を支援 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc334&s=msodx6wYNBAVy0_PFnZr8rFfkDoAij5L2rqJHWcG_mg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc335&s=b6mzwM-pa6X1O3dUuJOkJ0t3L3eLMgVtvqIxYigQ-gI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc336&s=ZEyC1OXaM8zlyJSeeafHWmhixfsR8PvNdtV82KFwQwM


世界銀行理事会は5月13日、パキスタンにおける新型コロナウイルス感染危機を支援するプ
ロジェクトの再編を承認しました。今回の1億5,300万ドルの支援は、世界銀行の適格基準を
満たす安全で効果的なワクチンの購入と配布、予防接種を実施するための医療システムの強
化に貢献します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/YBge30rHJDa （英語）

2020年の途上国におけるインフラへの民間投資は前半に大幅に落ち込み、後
半に安定

世界銀行の調査によると、2020年の途上国におけるインフラへの民間投資は、新型コロナウ
イルス感染症により前半は前年比56％減と過去にみない急落を記録したものの、後半は緩や
かに上昇し、通年で52％となりました。2020年のインフラ投資コミットメントは、途上国
における252のプロジェクト全体で457億ドルでした。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/BSRV30rHJCO （英語）

スリランカと世界銀行、ワクチン配布に関する支援に合意

スリランカ政府と世界銀行は5月13日、スリランカにおける新型コロナウイルス感染症のワ
クチン接種プログラムを強化するための8,050万ドルの追加支援に合意しました。同国にお
ける安全で効果的なワクチンへのアクセス拡大や感染危機対応を強化し、人々の保護、人的
資本の構築、包括的な経済回復を促進します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/qj5T30rHJCP （英語）

イエメン︓食料安全保障と生計を保護

世界銀行理事会は5月11日、イエメンにおける食料安全保障と栄養改善を目的とした、国際
開発協会（IDA）からの1億ドルを含む計1憶2,700万ドルの支援を承認しました。このプロ
グラムにより、少なくとも1万9,000人の女性を含む7万7,000人以上の農業従事者が受益し、
農業生産の回復が図られます。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/hfsP30rHJCQ （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=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc337&s=XrqufpAn9pDhdJaoBCZQ8ogQz1PPUb_-GMXZjbrbKL4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc338&s=QhE7nMv4qPZEq778hQM-_C9OBXuxCST0xsVxRRwkSrg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc339&s=3cU7rW_izowailjHcED7JCet_Pu1Jc5CY_Ns0el_n0E
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc33a&s=Z8XlgGh341EDUeIvGRkHEquVVQiQV5F0oWxVkrwBlm4
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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=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc33b&s=btoig4qbae8bOLkdrJdWStGw2Fp-CeWf4NNm9zLOCgA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc33c&s=Q4M0jVINiN5AHmvLK0B9mOu_ieDuxq_ZANA2SdFRR6A
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc33d&s=NlH9sBMmDjGMxLpYX4XuUHAzc8QMaJKKBa1-SeY4VMs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc33e&s=IAwGu_d2LtMJJVq3Xc38TcNdKzSNiC-y2c5V_MJ3NIs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc33f&s=dup1jEgK0WivWP3lMSJAVoAyrq98Qu4PlasCx81XifM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc340&s=Vhr9cIO_69owhBHuoJBDTTzgdUvmD8beleawMq0ZIeA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10bdb773%2C60b21f5%2C60bc341&s=Q38vTodEg0zutUjgO35QU3hDNmQoYjyN3JV243F2GTk


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 742号】新たな気候変動行動計画へのコメント募集、
MIGA中央・東アフリカでBboxxによるクリーンなオフグリッド太陽光発電事業を支援、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第742号 2021年5月7日 発行

新たな気候変動行動計画へのコメント募集 (写真：Alana Holmberg/世界銀行) 

ブログ：新たな気候変動行動計画へのコメント募集

世界銀行グループは気候対策とすべての開発の完全な統合を目的として、気候変動の緩和と
適応のための資金の更なる増加や、すべての資金フローがパリ協定に沿った整合性を確保す
ること、各国における石炭からの移行を支援するために、新たな気候変動行動計画を2021年
4月に策定しました。5月18日まで同計画に関する皆様からのご意見を募集しています。

ブログ：http://wrld.bg/wjRZ30rGXzk

MIGA、中央・東アフリカでBboxxによるクリーンなオフグリ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e3c3&s=WYId5O-Zf2yIJwNgTnJW-AE1aowBpI2b-nV2bSBOAvs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5a5&s=HVJR2AzIGNRyVms1-AdjShqY_hEilfSHvNTD2hPzQGY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5a6&s=pUUWI0EU1awBSKF7STd3tgst6PI9p8dEFseNukqk2Uw


ッド太陽光発電事業を支援 

世界銀行グループの多数国間投資保証機関（MIGA）は、 アフリカ最大のインフラ向けプラ
イベート・エクイティ・ファンドマネージャーの1つであるAfrican Infrastructures
Investment Managers（AIIM）が管理するファンド（AIIF3）に3,710万ドルを限度とする政
治リスク保証等を提供いたしました。本保証は、同ファンドのケニア、ルワンダ、コンゴ民
主共和国にあるBboxx Capital Limited（Bboxx）の子会社向けの出資および株主ローンを最
長10年間カバーします。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/Kscl30rGXWL （英語）

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

2021年世界銀行グループ ユース・サミット開催

世界銀行グループは、喫緊の開発課題への取組みに高い意欲を持つ若い世代の啓発・エンパ
ワーメントのため、6月9～10日の2日間にわたりユース・サミットを開催します。2021年は
「人類と地球のレジリエントな回復の実現に向けて」をテーマとし、各分野のリーダーによ
る基調講演や、主要なステークホルダーや専門家によるパネル・ディスカッションなどを予
定しています。参加登録の締切は、5月21日（金）午後1時です。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5a7&s=b32l1ZDdhtU_xtYEU0-_gfux1ek9RMRu8CDFH_bKS5k
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5a8&s=yJ9To_mOC8MvpDfO8YkrsYqW8z1Z0NYvEvNtzSoaSDs


開催日：2021年6月9～10日
詳細： http://wrld.bg/exKU30rGXJe

主なニュース

より良い労働条件が世界の職人や小規模採掘労働者の安全性と生産性を改善

SDG8「働きがいも経済成長も」の達成に向けた報告書「職人的および小規模採掘（ASM）
セクターの現状 2020年（仮題）」によると、労働条件の改善が、80カ国における4,400万人
以上の職人・採掘労働者の生産性や安全性、健康面の改善を可能にするとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/hKY330rGXzm （英語）

コロンビア：アマゾン地域の保全プロジェクトを拡大

世界銀行理事会は4月30日、コロンビアのアマゾン地域における森林保護と持続可能性を目
的とした1,840万ドルの支援を承認しました。今回の地球環境ファシリティ（GEF）を通じ
た追加支援により、従来のプロジェクト活動が強化され、森林破壊削減や、生物多様性と環
境の保護が促進されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/kkaU30rGXzn （英語）

レバノン：ベイルート港爆発からの復興を後押し

世界銀行は4月29日、レバノン融資ファシリティ（LFF）のパートナーシップ評議会による
初の会議において、LFF活動初年度の優先事項や資金配分などについて協議し、昨年発生し
たベイルート港爆発事故の影響を受けた脆弱な世帯や中小企業への支援を含む合計約5,500
万ドルの4つの主要なプロジェクトを承認しました。

プレスリリース： http://wrld.bg/y2Yy30rGXzo （英語）

ベナン：3万5,000超の中小企業に感染危機を乗り越えるための支援を

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5a9&s=3TBOCcVi3tkPha1gkDc5AuHoxXrm0i8IFjSSBrfN_wQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5aa&s=RO9FB8FOV9Hmtqg25uA8e_kZZeykaVdX_49bprGBw_U
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5ab&s=SVQV_n9puq4j9bA5LlcWpDW-8VYfYI_880XO1NjxaFk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5ac&s=frjaQhg6hmSlKzWWBX323fqqf7qW2WWDkCSF9lsg4Ng


世界銀行は4月29日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を対象とした、
2,500万ドルの支援を承認しました。この国際開発協会（IDA）の資金を活用した追加支援と
1,000万ドルの再配分プロジェクトは、約2万2,916のインフォーマルセクターの企業、1万
1,655のフォーマルな零細企業、994の中小企業に、短期的な運用資金を補うためのグラント
を提供します。

プレスリリース： http://wrld.bg/vFKd30rGXzq （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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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5ae&s=j9gyx6Hv0TdWsP5uHD9aZ1C4nolEgF98MfZWciTgC5k
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5af&s=5cBAeSAd7sgfc1ZHqglS9HMCk5MwQaHM8eGMfoTgn08
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5b0&s=I8MCBuIPRLW5yxyJmXwP5OUySrwz2By_onVHDj1F6A8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5b1&s=o7S-afXoheCpmg13GOJCkUfOqflDFqUN7GjAl65ySuA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5b2&s=YGq3aCBm-p5yyU--6Cf_0GX7c28B3gRsqoueM58jBQc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5b3&s=wNmkOFo2Sy9VUZ7JsMcfPfAUHeQdVHVhCi6ZsPx7X3g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h10941f0a%2C601a659%2C601e5b4&s=I7M3-MINtTN7LgW5VYoExiQ79IC2y6dd069hQDLZe_c
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