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【世界銀行東京事務所　Eニュース 749号】途上国の気候変動対策への支援を増大、 世界銀
行とアフリカ連合がアフリカの最大4億人への緊急ワクチン接種支援で協力、他
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世界銀行グループ、途上国の気候変動対策への支援を増大

世界銀行グループ、途上国の気候変動対策への支援を増大

世界銀行は6月22日に発表した新たな気候変動行動計画の下、途上国に対して過去最大の対
策資金の提供、温室効果ガス排出の削減、適応活動の強化、パリ協定の目標に沿った資金提
供を行います。2021〜25年を対象とする同計画により、世界銀行グループは「環境配慮
型」プロジェクトへの投資から、気候変動対策と開発プロジェクトの目標の完全な統合に向
けた各国支援まで、取組みの範囲を広げます。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a149a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a149c


プレスリリース：http://wrld.bg/xMaz30rLP8l

世界銀行とアフリカ連合、アフリカの最大4億人への緊急ワク
チン接種支援で協力

世界銀行とアフリカ連合（AU）は、アフリカ全体で最大4億人を対象に各国がワクチンを調
達・配布できるだけの資金を用意し、アフリカ・ワクチン調達・接種タスクチーム
（AVATT）イニシアティブを支援するため連携すると発表しました。世界銀行の資金は、
AVATTが確保したワクチンの調達・配布を支援するために役立てられます。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/4gHo30rLw3f 

保護区を活用する：現地コミュニティの成長につながる持続可
能な観光業促進

世界銀行が6月14日に発表した報告書「保護区を活用する：現地コミュニティの成長につな
がる持続可能な観光業促進」では、保護区の観光業が現地コミュニティにもたらす経済的な
費用便益を分析しています。新型コロナウイルス感染症危機による経済的低迷から回復し、
長期的な開発課題に取り組み、生物多様性を保護するために、保護区における持続可能な観
光業の促進を呼びかけています。

報告書： http://wrld.bg/J5my30rLw3o

人事が語る〜グローバルキャリア構築のための処方箋～ ブログ
シリーズ 第11回「キャリア構築とメンターの重要性 」（戸崎

智支 HRビジネスパートナー）

世界銀行本部人事総局の担当者が最新の採用動向、世銀の職場としての魅力などをお伝えす
るブログシリーズ 第11回では、「職場のメンター〜世銀入行から今に至るまで」をテーマ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a149d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a149e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a149f


に、戸崎智支 人事総局HRビジネスパートナーが、世界銀行グループのメンター制度のご紹
介と、組織外のメンターも含めたキャリア構築におけるメンターの重要性を考察していま
す。

ブログ： http://wrld.bg/OYTL30rLw3g

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

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。現在、以下の各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。

シニア・エコノミスト（世界経済見通しグループ）＜締切間近：6月30日＞

詳細： 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）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a14a0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a14a1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a14a2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a14a3


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）

YouTubeチャンネル World Bank Group Tokyo Live Stream
を開設

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。オンラインセミナーのライブ配信や、過去のセミナーの録画がご覧いただけま
す。ぜひチャンネル登録をお願い致します。

Youtubeチャンネル： http://ow.ly/NNRf30rLQpe

主なニュース

アフガニスタンとバングラデシュの高等教育を促進

世界銀行理事会は6月24日、高等教育セクターの強化と、新型コロナウイルス感染症危機に
対する支援を目的とした、バングラデシュへの国際開発協会（IDA）からの1億9,100万ドル
のクレジットと、アフガニスタンへの1,800万ドルのグラントを承認しました。このプロジ
ェクトは、質の高い高等教育に、より多くの女子がアクセスできるようにするとともに、高
等教育セクターにおける感染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/Rq6O30rLPRA （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a1576
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a1577
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a1578


カンボジア：新型コロナウイルス感染症による危機への対応と経済回復

世界銀行理事会は6月24日、カンボジアにおける新型コロナウイルスの感染危機と経済回復
への取組みに、国際開発協会（IDA）の資金を活用した2億ドルの支援を承認しました。同国
では、効果的な緩和策を講じなければ、感染危機により100万人近くが貧困に陥ると予想さ
れており、今回の支援により、ビジネス環境改善に向けた改革の導入や、財政管理、歳入制
度の強化が後押しされます。

プレスリリース： http://wrld.bg/uEzP30rLPRr （英語）

ペルー：最も脆弱な人々への保健、教育、社会的保護を改善

世界銀行理事会は6月24日、ペルーにおける人的資本に対する新型コロナウイルス感染症の
影響を緩和し、教育改革を促進するための3億5,000万ドルの融資を承認しました。この追加
支援は、より質の高い、より公平なサービスを通じて、幼児期の発達や、基礎教育、医療サ
ービスを改善するために必要な改革を推進します。

プレスリリース： http://wrld.bg/mjmb30rLPRt （英語）

ヨルダン：経済や学校の再開に向けワクチン接種を支援

世界銀行は2021年6月16日、ヨルダンにおける新型コロナウイルス感染症ワクチンへの効率
的で安全・公平なアクセスを促進するための6,375万ドルの追加支援を承認しました。この
プロジェクトには、シリア難民に対する包括的かつ公平なワクチンへのアクセスの提供や、
感染管理の強化が含まれます。

プレスリリース： http://wrld.bg/zBNZ30rLPRv （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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a1579
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a157a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a157b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a157c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a157d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a157e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a157f


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=h11d39427,659bd3e,65a1580
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a1581
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11d39427,659bd3e,65a1582


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 748号】世界銀行とIMFが「持続可能かつ包摂的な復興
と成長に関するハイレベル諮問グループ」を創設、新たな気候変動行動計画に寄せられたコ
メント、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第748号　2021年6月18日　発行

ブログ：新たな気候変動行動計画に寄せられたコメント

「持続可能かつ包摂的な復興と成長に関するハイレベル諮問グ
ループ」を世界銀行とIMFが創設

6月15日、世界銀行グループと国際通貨基金（IMF）は、貧困と格差を悪化させているコロ
ナ禍と気候変動危機、コロナ禍以前から存在していた構造的な弱点といった相互に関連する
複数の課題に対策を講じる上で、政策・制度面における重要な諸問題についての知見を進歩

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd57&s=iRi71_psvxb_j64sHnaWXRPrmUAxD34xh3cwm-5t0zk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd59&s=MgrC7uTPqv19n4e-9yoxwrig_I5zlI0uOpdosjdUgEQ


させることを目的とした「持続可能かつ包摂的な復興と成長に関するハイレベル諮問グルー
プ（HLAG）」を創設しました。

プレスリリース：http://wrld.bg/uuPY30rL2af

ブログ：新たな気候変動行動計画に寄せられたコメント

前回のブログ「新たな気候変動行動計画へのコメント募集」で、世界銀行グループの新たな
気候変動行動計画についてパブリックコメントを募集したところ、様々な言語で500件以上
のコメントが寄せられました。本ブログでは、気候変動や環境保護、脱炭素化などについて
のコメントの紹介と回答を掲載しています。
 
ブログ： http://wrld.bg/hNWF30rLaju 

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
プログラムです。現在、2021年の応募を受け付けており、締切日は7月15日です。IFCおよ
びMIGAは別途8月16日から9月20日まで応募が可能です。

詳細： http://wrld.bg/jgS930rJNk6

＜締切間近：6月21日＞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。今年もIFCでは日本国籍

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd5a&s=yFm9wV9DcQCzpFNAb9m_B7pE2ABimTvo6sHnZvItJ6w
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd5b&s=MNSsfjAysBiotXacg-y-R3aUDYxe7qfy4RPIk35hP-M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd5c&s=BfCRJwDenxuP2pAe42yGbr98mlM7UlZjf_zHr_grET0


を有する方を対象に様々な職種での採用を行っており、現在以下のポジションを6月21日ま
で募集中です。

【募集職種】（2021年6月18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（アドバイザリー 金融機関グループ）

※詳細・最新情報は、下記のリンクをご覧ください

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

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。現在、以下の各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。応募締切は6月16日から30日まで、ポジションによって異なります。皆
様のご応募をお待ちしています。

エコノミスト/パブリックポリシー（公共政策）専門官＜締切間近：6月25日＞
シニア・エコノミスト（世界経済見通しグループ）

詳細： 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）

主なニュース

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd5d&s=SISPfyZCmydj--1c8ukBQzui4WEI_-GvXjeW69L7lVU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd5e&s=kNNgLX6MX8eurSevNaTozDFGYcGeuwkLF5bBcqsfmh8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd5f&s=04G5pUHDcSid96CBEb7qVfddFBbrkQlmNHpUIWGFXq0


ラテンアメリカ・カリブ海地域：経済危機が招くインフォーマルな雇用形態

世界銀行の新報告書によると、ラテンアメリカ・カリブ海地域では、経済危機により、多く
の人々が正式な雇用形態から永久的に締め出される可能性があるとしています。とりわけス
キルの低い労働者への長期的な影響を最小限に抑えるためには、より強力なマクロ経済の安
定化や、社会的保護の拡大、労働政策の改革などの政府の労働政策に加え、活発な雇用創出
が必要だと指摘しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/S4Ta30rLajv （英語）

インドネシア：ワクチン接種、感染抑制、財政的支援が経済回復を後押し

6月17日に世界銀行が発表したインドネシアの経済見通しによると、新型コロナウイルスの
感染拡大が抑制され、世界経済が引き続き回復すれば、同国の経済は2021年に4.4％の成長
が見込まれるとしています。報告書ではまた、同国が生産性の高い仕事と女性の経済参加を
後押しする可能性についても考察し、保育や高齢者介護への投資による女性雇用の拡大をは
じめとした4つの改革戦略を推奨しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/zryN30rLajy （英語）

イエメン：ワクチン配布を支援

世界銀行は6月17日、イエメンの新型コロナウイルス感染症支援プロジェクトに、国際開発
協会（IDA）からの900万ドルを含む2,000万ドルの追加支援を承認しました。同国では何年
にもわたる紛争が医療制度に大きな打撃を与えており、今回の追加支援は、医療システムの
強化や、ワクチン接種の促進、感染危機の直接的な影響からの最貧世帯の保護に貢献しま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/5dBs30rLajA （英語）

洪水と干ばつ：気候変動の時代における危険への対応

6月17日の砂漠化および干ばつと闘う国際デーに発表された報告書で提示された、洪水と干
ばつが気候変動により増大するリスクを管理するための枠組みでは、洪水と干ばつを密接に
関連している事象と見なし、気候変動からの回復力構築と、災害リスク管理の改善に向けた

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd60&s=HGWKUduo0ElNzgoO5dT9CbVLaWG-fynIbkhkQQUTXUU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd61&s=hIPz6d8DTckDMYm9ar11PCBdVZRvXqew27gry6K2PGM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd62&s=d8ahks_bSazSimQOmDiECAUWqpiBI_t7EdqJorhsh8w


集団的な取組みを呼び掛けています。世界銀行は、各国における洪水や干ばつのより効果的
な管理を支援します。

特集： http://wrld.bg/1xkn30rLajB （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=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd63&s=UbwlxdZlJy4ukf1hxIFTQbwZglVUYROHreZ-dKq-HyU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd64&s=1vWZ9lLFUdHluRGgjAwVhmSrJ792aFs_PDm3mVQnE8c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd65&s=cxMBV4oOMVIGPGgV9bH7rBDR_pE_pMNr5tlMuetwBW8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd66&s=cNS4X2B7lDmxMkmanX7ClSC7omXoIf1olWJ7BD6RKgk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd67&s=QzgvlVJepOh1RDhq8zBPPk806ap9cgYLM5TT9yW2el4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd68&s=rs9IKNokLZfkeKAUGH9hzRRmm3qTZXPkFaOv0fOGku4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd69&s=w1FgIzlA1uhABs2SkU2Jpvg39Dqw383WJRZ3FfGq44E
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h11aa0f3d%2C64fa959%2C64fcd6a&s=FS4n2GaavBQ-72QpejU7EkrHIpa1k7oKmQ7pe5wuH5w


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 747号】「世界経済見通し（GEP）2021年6月版」発
表、「SDG7を追跡する：エネルギー進捗報告2021年版」発表、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第747号　2021年6月11日　発行

「世界経済見通し（GEP）2021年6月版」発表

世界経済の回復は力強いが不均衡－多くの途上国に感染症危機
の長期的影響

世界銀行は6月8日に発表した報告書「世界経済見通し（GEP）2021年6月版」の中で、2021
年の世界経済は5.6％の成長が見込まれるとしています。これは景気後退からの回復として
80年来で最速のペースであり、主要数カ国の経済回復によるところが大きく、新興国・途上
国の多くは依然として新型コロナウイルス感染症の世界的流行とその影響を受けていると指
摘しています。

プレスリリース：http://wrld.bg/c7Xp30rKmfP

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e521&s=yBQXaOGK7mc2QwuLRD3vGltgeLqma8E-PQRixIROF7Y
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e523&s=Ks3v4lJiceMUvQU8zpW_T-dvdn2pq6cS9_W98lOSF_8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5ba&s=cuLzNDsw43a9cJsI2DJKaOmjFm7BK9tA4B44417TJFc


 
「世界経済見通し（GEP）2021年6月版」の主なポイントをご説明するセミナーを6月17日
に開催します。詳細は下方「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

エネルギー進捗報告書：持続可能なエネルギーの普及のために
は格差解消が不可欠

国際エネルギー機関（IEA）、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、国連経済社会局
（UN DESA）、世界銀行、世界保健機関（WHO）が6月7日に発表した報告書「SDG7を追
跡する：エネルギー進捗報告2021年版」は、エネルギーへのアクセスが状況が最も深刻な国
で取組みを大幅に強化しない限り、2030年までにすべての人々が安価かつ信頼できる持続可
能なエネルギーへのユニバーサル・アクセスを確保することは難しい、と指摘しています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/q0eI30rKsTQ 

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：6月15日～7月15日＞

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
プログラムです。上記3つの全機関（世界銀行、IFC、MIGA）への2021年の応募期間は6月
15日から7月15日までの予定です。IFCおよびMIGAについてのみ8月16日から9月20日まで
応募受付期間を設けます。

詳細： http://wrld.bg/jgS930rJNk6

2021年 国際金融公社（IFC）リクルートミッション ～日本人
職員募集中

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5bb&s=asEInVOHFLAj4TaLNreqxnoUbgLnu2RPCNOZA8yMCYg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5bc&s=9CC86iLwYtdsrg3_TksK8Z9f4vLJRNPaYeoYTwOqnl4


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。今年もIFCでは日本国籍
を有する方を対象に様々な職種での採用を行っており、現在以下のポジションを募集中で
す。
 
【募集職種】（2021年6月11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（アドバイザリー 金融機関グループ）
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）＜締切間
近：6月12日＞
アソシエイト・オペレーションズ・オフィサー（製造業・農業・サービス）＜締切間
近：6月18日＞
シニア・オペレーションズ・オフィサー（アドバイザリー・サービス）＜締切間近：6
月14日＞
リサーチ・アナリスト（都市・環境インフラ）

※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、ポジションは随時追加され
ていますので、詳細・最新情報は、下記のリンクをご覧ください。
 
詳細： http://wrld.bg/IfDn30rHJUR
応募締切：2021年6月21日

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。現在、以下の各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。応募締切は6月16日から30日まで、ポジションによって異なります。皆
様のご応募をお待ちしています。

オペレーションズアナリスト（MIGA）＜締切間近：6月16日＞
ヘルスエコノミスト＜締切間近：6月17日＞
エコノミスト/パブリックポリシー（公共政策）専門官

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5bd&s=9qWIIgLVbWEqXC_keFD2SHIhfrIVHFmiY5aZD_2jzEI


シニア・エコノミスト（世界経済見通しグループ）

詳細： 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）
 
シニア・エコノミスト（世界経済見通しグループ）ポジションに関連したセミナーを6月17
日に開催します。詳細は下方「セミナーのお知らせ」をご覧ください。

IFC：インパクト投資の成長とともに高まる期待

新型コロナの大流行は、若い世代を中心に経済の持続性や不平等感に対する問題意識を高
め、インパクト投資市場のへの追い風となっています。大手資産運用会社の市場参入もあっ
て、さらなる市場拡大が期待される中、インパクト投資の運用原則をはじめ、投資効果の共
通の評価や報告基準、説明責任の向上などにおいて国際的な取組みが加速しています。
  
特集： http://wrld.bg/XVWv30rKtE9

エチオピア各都市に向けた廃棄物管理と処分に関する融資事業
向け技術協力を実施

世界の廃棄物発生量は増加傾向にあり、急速な人口増加と都市化に伴い、2050年の廃棄物発
生量は34億トンになると見込まれています。東京開発ラーニングセンター（TDLC）は、エ
チオピアのアディスアベバにおける開発事業の一環として、都市サービスに欠かせない廃棄
物管理の改善に取組み、融資事業向け技術協力を通じてより良い公共サービスに向けた解決
策を提言しています。
  
特集： http://wrld.bg/AdS530rKsUr

セミナーのお知らせ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5be&s=fkMZtHa8MSbr-FUFlUmy_qXVGKFxeGAwz53QFdhRCLc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5bf&s=fUtNKJCsnyf3BkiXwf6ECYkoN8gxoK-lsw46HkL4Mzg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c0&s=Kb_N3CNViQnOcmoIx-nvRvJSUiOus2q6akVY1viSDRg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c1&s=D5SvOLQOj2LsrEPzPKxoSXeEeDJocaI8cLlumVCz_7o


全てオンラインによる開催です。

コロナ後のより良い復興に向けた大都市圏マネジメント
都市開発実務者向け対話型研修（Technical Deep Dive：TDD）

日時：2021年6月14日（月）～18日（金）
内容：大都市圏におけるコロナ後のより良い復興をテーマに、途上国の大都市圏から代表者
たちを招き、大都市圏における計画策定や制度のアプローチ、データツール、投資の優先順
位、環境に優しく強靭な都市圏をつくるための知見などを共有します。3日目の一部は一般
公開されます（6月16日午後8時～午後9時45分）。
詳細： http://wrld.bg/8V8k30rJGMn

世界経済見通し（GEP）2021年6月版
世界銀行セミナー

日時：2021年6月17日（木）午前9時～午前10時30分（日本時間）
内容：6月8日発表の新報告書「世界経済見通し（GFP）2021年6月版」をとりまとめたアイ
ハン・コーゼ世界銀行公平成長・金融・制度担当副総裁代行兼見通し局長、および菅原直剛
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/8Akd30rKsUs

What’s Cooking: 農業・食料システムのデジタル変革の現状
世界銀行モーニングセミナー（第109回）

日時：2021年6月18日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：新報告書「What’s Cooking: 農業・食料システムのデジタル変革の現状」（What's
Cooking : Digital Transformation of the Agrifood System）の執筆者の一人であるガーダ・エ
ラベッド世界銀行農業・食料グローバルプラクティス上級エコノミストが、同報告書主なポ
イントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/IAu830rJrTf

　

主なニュース

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c2&s=i8B6UsU3dxFaN7d3eVhef90ASTgzeqs6vHw6h5M7ztU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c3&s=9GmADmziw0BvEeITBxY0GucVaWvTQoP8RDAKivEHl9A
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c4&s=-vB4DgUgXuvNlf_KtNid9C45KVAZ3qDlPY8vEQZLJOM


スリランカ：安全な水と衛生サービスの改善 

世界銀行理事会は6月10日、スリランカの7つの地区で給水と衛生サービスを拡大するための
4,000万ドルの追加支援を承認しました。給水・衛生改善プロジェクト（WASSIP）は既に
約80の給水システムや1万8,000以上のトイレ、30の学校に改善された衛生施設を提供して
おり、今回の国際開発協会（IDA）の資金を活用した支援により、受益者の累計は100万人
となると見込まれています。

プレスリリース： http://wrld.bg/Ad3f30rKsSu （英語）

ラオス：人口50％へのワクチン接種目標に向けた支援

6月10日、ラオスにおける新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした、国際開発協
会（IDA）からの1,000万ドルを含む1,500万ドルの支援が承認されました。この追加資金に
より、同国政府の目指す国民50%へのワクチン接種に十分な量のワクチン調達と、公平で安
全かつ効果的な配布が後押しされます。

プレスリリース： http://wrld.bg/y5I330rKsSw （英語）

アフガニスタン復興信託基金、4年間のパートナーシップと資金調達プログラ
ムを承認

世界銀行のマルチドナー信託基金であるアフガニスタン復興信託基金（ARTF）の運営委員
会は、6月9日の年次総会において、向こう4年間のパートナーシップと資金調達のプログラ
ムを承認しました。また、アフガニスタン政府、大使、ドナー国の代表者、国際機関は、開
発アジェンダを推し進め、新型コロナウイルス感染症が及ぼした影響に対処するための今後
のARTFによる支援について議論しました。

プレスリリース： http://wrld.bg/FZPM30rKsSC （英語）

モザンビーク：農村の所得と強靭性を改善

世界銀行は6月9日、モザンビークの農村地域におけるコミュニティの収入と強靭性を向上さ
せるプログラムに、国際開発協会（IDA）からの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、小規模農業・魚業の生産性と市場へのアクセス向上や、気候変動対応型
農業の導入による零細中小企業（MSME）の売上増加に貢献します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c5&s=lZK0xWZk5DO0RGpx88Fee3sdI3fI2hfXFn3xpqZtd_c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c6&s=d71u9be2uohI1C7HIJjJJAiU8a-DqQxuSoFTPjkDxnU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c7&s=bj6aPo4Mdu-DmzsplA8jpfn5a-WCpxyrsfnAZXRuCOA


プレスリリース： http://wrld.bg/wrJ130rKsSG （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=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c8&s=jN_iO3f9f_arhhRcCNOSOZYsJLpgHI58W-qcW_rSWmc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5c9&s=shwNGRgapLuzS8VA4HJP7qwHZhDwvW95FBy_1Q-9zdM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5ca&s=Ki8cthDb61MmB0DvCwENtos6Ps8h2wVQb2JVG9Heu_Y
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5cb&s=bt6hO_CAiJrvEVjJUxnD9pzZpa2yRP3pI4l7jo78mDc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5cc&s=9G2e7WNJY4vZ67VNBeOOYbzYniUOhgQngxFQmG8MmgY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5cd&s=QynOB4Os3pjiYi9yu2f1ZdQmyLaAVZv2R2uOssswtU0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5ce&s=kGzILIp9zaXs0QFzABUr5OlAbdAA9Nf-ONKYpEElgMg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h117dd30a%2C645c68f%2C645e5cf&s=27RNlYsZp0rnYqFRvHnc31kog5Bd_L33aD65dJCxuYQ


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 746号】ワクチンの公平な供給と感染症終結に向けた新
コミットメント、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）、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第746号　2021年6月4日　発行

ワクチンの公平な供給と感染症終結に向けた新コミットメント 写真：Shutterstock 

ワクチンの公平な供給と感染症終結に向けた新コミットメント

英国で開催されるG7サミット（主要7カ国首脳会議）を前に、最も重要な議題は、いかにし
て新型コロナウイルス感染症の世界的流行を終息させ、世界規模の回復を実現できるかで
す。その鍵を握るのがワクチンの普及となります。推定500億ドルを投資することで、途上
国での感染症流行のより早期の終息、感染や人的被害の緩和、経済回復の加速に加え、2025
年までに世界全体で約9兆ドルの経済効果が見込まれます。世界銀行、国際通貨基金
（IMF）、世界保健機関（WHO）、世界貿易機関（WTO）の4機関は、希望を現実のものと
するために、取組みをさらに強化していきます。

ブログ：http://wrld.bg/THNG30rJNc9

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C6399363&s=1xN53dNFGlGwRm_P29EQjGQsMoSCCl54a8wLr1NwpOk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfbf&s=RK-y4VO6QtNzVp7QzplCiZLoClF3H6cJnuPDEu-2Hqg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc0&s=DUipu4EzzLrbxfIRlBjG83nVJ57yBzonLV6yE7yJvV0


6月15日募集開始：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）

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
プログラムです。上記3つの全機関（世界銀行、IFC、MIGA）への2021年の応募期間は6月
15日から7月15日までの予定です。IFCおよびMIGAについてのみ8月16日から9月20日まで
応募受付期間を設けます。
 
詳細： http://wrld.bg/jgS930rJNk6 
 
関連キャリアセミナーを6月9日に開催します。詳しくは下方の「セミナーのお知らせ」をご
覧ください。

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6月4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（アドバイザリー 金融機関グループ）
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）
アソシエイト・インベストメント・オフィサー（製造業）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc1&s=l2FJczkzNx_N9P4PbiULXI0YtY3SvMKwg8OtJQMSl4Q


アソシエイト・オペレーションズ・オフィサー（製造業・農業・サービス）

※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、ポジションは随時追加され
ていますので、詳細・最新情報は、下記のリンクをご覧ください。
  
詳細： http://wrld.bg/IfDn30rHJUR
応募締切：2021年6月21日
  
【リレー・ウィークエンド】
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。

東京開発ラーニングセンター（TDLC）長期契約コンサルタン
ト（知識管理）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、知識共有のためのプログラムやイベ
ントを企画・運営する知識管理官を募集しております。社会科学または関連分野の修士号以
上で、関連分野での経験を3年以上有し、知識共有や学習プログラムの企画・運営・実施の
経験があることなどが応募条件となります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
 
勤務形態：Extended-Term Consultant/フルタイム
雇用期間：1年
勤務地：東京
応募締切：2021年6月9日（水）11:59pm UTC
詳細： http://wrld.bg/eiR430rJGCG

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。

世界銀行グループ ヤングプロフェッショナルプログラム（YPP）
キャリアセミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc2&s=sdDXlRrndI1AKacXw64BIWjdCwqrrxeYkrwxLbrBazw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc3&s=Q1jlyZF6ky9nAf_aB6uMB1ni6rvyak6sghaOxPmF7V0


日時：2021年6月9日（水）午前8時～午前9時45分（日本時間）
内容：6月15日から7月15日まで応募を受け付ける世界銀行グループYPPに関し、本部の人
事・採用担当者が世界銀行グループYPPの最新情報、YPPで入行した職員による経験談、
CVの書き方、面接のスキルなどをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/P48f30rJFHR

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）

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」
（The Distributional Impacts of Trade: Empirical Innovations, Analytical Tools, and Policy
Responses）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

コロナ後のより良い復興に向けた大都市圏マネジメント
都市開発実務者向け対話型研修（Technical Deep Dive：TDD）

日時：2021年6月14日（月）～18日（金）
内容：大都市圏におけるコロナ後のより良い復興をテーマに、途上国の大都市圏から代表者
たちを招き、大都市圏における計画策定や制度のアプローチ、データツール、投資の優先順
位、環境に優しく強靭な都市圏をつくるための知見などを共有します。3日目の一部は一般
公開されます（6月16日午後8時～午後9時45分）。
詳細： http://wrld.bg/8V8k30rJGMn

What’s Cooking: 農業・食料システムのデジタル変革の現状
世界銀行モーニングセミナー（第109回）

日時：2021年6月18日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：新報告書「What’s Cooking: 農業・食料システムのデジタル変革の現状」（What's
Cooking : Digital Transformation of the Agrifood System）の執筆者の一人であるガーダ・エ
ラベッド世界銀行農業・食料グローバルプラクティス上級エコノミストが、同報告書主なポ
イントをご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/IAu830rJrTf

　

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc4&s=H5uQKRhpWb5Lpo_lrf3MS0fdlpbrsZB6MvGyWe-yJJ0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc5&s=Wuwq7Ex4CwMwAF36JluBUfTGLh746L74A0duTicIN8g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc6&s=6G2LaHm1yy_Me99IcsOcnxgq4CwRdnREK6_uGqRzqdk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc7&s=VbMAux5pg5AmS0qCnKa3qllcJeGipvZbgogRaguIZ58


主なニュース

ヒマラヤ氷河の減少を遅らせるには大気汚染対策がカギ

工場や、調理、車両から発生する煤（ブラックカーボン）が気候変動に悪影響を及ぼし、ヒ
マラヤ氷河の融解を加速させています。世界銀行の新たな報告書によると、ブラックカーボ
ンの排出を積極的に抑制することで氷河の融解速度を遅らせ、この地域の水資源の安全性を
向上させることができるとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/YC7530rJMW4 （英語）

ジンバブエ：高等教育への投資増加が経済成長や人的資本の開発に不可欠

ジンバブエにおける高等教育セクターを分析した報告書では、政府の教育目標をプロジェク
トに反映させ、経済回復の加速や、社会経済格差の縮小を図るためには、大規模な改革が必
要であると指摘しています。また、アフリカ経済におけるデジタル変革に関する調査では、
同国は科学技術、工学、数学の分野の開発が重要であるとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/jcPp30rJMW3 （英語）

セネガル：ワクチンへの公平なアクセスを支援

世界銀行理事会は6月2日、セネガルの新型コロナウイルス感染症ワクチンを手頃な価格で安
全・公平に配布するため、国際開発協会 （IDA）の資金を活用した1億3,400万ドルの支援を
承認しました。このプロジェクトにより、同国の人口の半数以上にあたるおよそ950万人に
ワクチン接種へのアクセスが提供されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/BTqA30rJMVK （英語）

フィリピン：公共建築物の耐震と緊急時の備えを強化

世界銀行理事会は6月2日、マニラ首都圏における特定の公共施設の安全性と耐震性の強化
と、緊急事態時の公共事業・高速道路省（DPWH）の能力強化を目的とした3億ドルの支援
を承認しました。このプロジェクトにより、校舎や保健センターを含む約425の構造物が修
復され、約30万人の教師、学生、医師、患者、職員が地震や自然災害による被害リスクが軽

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc8&s=fyhpTfurVddwBHxgOga_kg_g2YBdVn7wMg3IUdFYdi0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfc9&s=jx3Gu0kCDrBp4wx6lxScP_IRSuCZpnLpHvBW0SNaxmQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfca&s=o-naQwR7ZuvFFZeyqb20Wxjz09DuQ4s_QS7yeR1MDgI


減されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/DS1G30rJMVI （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=h115a9786%2C63968b6%2C639cfcb&s=xGM9Xx-lxBLMKjXorgdn7yvQ9BDabEtowAUdaXKGo34
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfcc&s=7cgo4w3di7xdCuq84WBEr2SRzs_yB2sdLJSquewj4bU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfcd&s=xMOzCCI_ORtAfhWwHsJsc8GGZuQV0h_Wex94XUOWPsQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfce&s=UIf9yHFDACAl-VZN5mELpXcl9g42Z85WpKybDQtIF1M
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfcf&s=2Eqg7cAbeufdL_IiotgHit7R-LZG0fwm8RN1Z6FEcPY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfd0&s=vG1uPZU1PmLCPLKrQwgklXO_iBDkaZug9PrqA7yy-4Y
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfd1&s=lbPLnFVti2F_JioqftouSSr7ia0StpvuTteeQYJ1vtY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h115a9786%2C63968b6%2C639cfd2&s=_QvEl36h7zVtb_AeTs-n0Ce7LxLXgzLR_a7c3tuTbwg
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