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東アジア・大洋州地域 半期経済報告書最新版

東アジア・大洋州地域経済報告：不均衡な回復が格差を助長

3月25日発表の「東アジア・大洋州地域 半期経済報告書」最新版によると、東アジア・大洋
州地域（EAP）の経済成長率は、2020年の推定1.2％から2021年は7.5％に上昇すると見込ま
れます。ただし、大幅な成長を示す国がある一方、大半の大国はコロナウイルス感染症危機
以前の水準をわずかに下回る平均約4.6％の成長率にとどまり、観光に依存する島嶼国では
回復に特に時間がかかるなど、域内の回復のスピードは3種類に分かれる可能性が高いと指
摘しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c600&s=Z7-1OGeFqoIJkBeNpRFkD7vgJfJIviVgo3_QXcjW1DI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c602&s=ddhBRwGq9sBi48PBhW5bJqV10NrdjnQaBJJBg5yoa84


プレスリリース：http://wrld.bg/X0va30rC0Aj

世界開発報告（WDR）2021：貧困との戦いに求められるデー
タ・システムの強化

3月24日発表の報告書「世界開発報告（WDR）2021：生活向上のためのデータ活用」で
は、現在はかつてないほど多くのデータが手に入るようになっているが、その価値はまだ十
分に活用されていないと指摘し、データの不正使用や危害から人々を守り、公平なアクセス
と正確な内容の確保を図ることで信頼を構築する社会契約が必要となるとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/kRuS30rC8y5 

ブログ：世界の最貧国で気候変動と戦う

2020年、ケニア北部まで到達し、70年来で最悪の蝗害をもたらしたサバクトビバッタの大
群は、農作物を食べ尽くし、300万人の食料安全保障を脅かしました。今回の蝗害の規模と
深刻さは気候変動との関連性が指摘されており、ケニアなど感染症危機への対応に追われて
いた国々にとって、気候変動がさらなるリスクとして加わりました。しかもこの先、状況は
悪化し、特に最脆弱層に打撃をもたらすとみられています。国際開発協会（IDA）は、気候
変動の課題に直面する最貧困国を多くの形で支援しています。

ブログ： http://wrld.bg/n7k130rCaNt

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4月5日から11日まで、バーチャル形式で開催されます。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）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c603&s=G2nNnNTraSVht8xxWY-oDrsP1Mq98jzy3FonMp9g1EE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c604&s=hVV8Y5fV7cJhEBdlFMlikYUYr2lLraBn9UW7PdgcXNo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c605&s=hFe2lZchS7NKuXjvmncKdXpdPP7uEg4Kl5XUxgx3V98
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c606&s=JtuYsF6N8Rsk7cdmYr1CXU_Y-fkgZDfvfBPVf_7dCQA


新型コロナウイルス感染症：グリーンで包括的な回復を構築するための格差への取組み
日時： 2021年3月30日午前1時30分（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/zYJW30rC0he （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日午前0時（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/joNU30rB6U5 （英語）

世銀スタッフの横顔：田中幸夫世界銀行 水グローバルプラクテ
ィス 東部・南部アフリカ地域担当 上級水資源管理専門官

「世銀スタッフの横顔」では、世銀で活躍する日本人スタッフのインタビューをシリーズで
お届けしています。今回は、田中幸夫世界銀行 水グローバルプラクティス 東部・南部アフ
リカ地域担当 上級水資源管理専門官が、大学時代にバングラデシュの旅で胸に抱いた「プ
ロとして現場に帰り、農村が抱える問題に貢献する」志を、どのように貫いたのかご紹介し
ています。世界銀行を目指す人へ、人生の方向性の決め方と、方向転換の仕方、という2つ
の側面からのアドバイスもご覧ください。

インタビュー： http://wrld.bg/M8oL30rBYVB

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c607&s=hIO8kzJ2sbgIlr0Ie4kXfarfs926SU3dVyE8usYMPvs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c608&s=2EWQDGYHj5QUo1n03x9sEA2kL3XvGbvy4OiJnSNhZXA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c609&s=_5xrB1CB3bwo1ZGy0biNevJq_1KjfRV5YxUYM8sofOw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c60a&s=n3Oord6GTfoet5Yw8Z9opWZ_OOM_mrtfWAqTukhinDo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c60b&s=UH61NBiKWlQESqpBPzdxR2CsJYoRL2Hhv0CZ5zWeTuk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c60c&s=Vvh67uUQOUr8QPgmd9qzwoyyze1LKB2qRJYp4P4WUzo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c60d&s=yaKFk7gMPzAqft71WM3_CRFDjJ1YcmJ2WaCyZ4JnUEs


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：日本の都市インフラ：質の高いインフラ投資の原則か
らの教訓

日本政府と世界銀行の取組みである 質の高いインフラ投資（QII）パートナーシップ と東京
開発ラーニングセンター（TDLC）が3月初旬に開催したオンラインイベントでは、2つのケ
ーススタディ「富山市コンパクトシティ開発の取組み」と「福岡市の効率的な水管理」を紹
介し、質の高いインフラ投資原則が、サービス提供の改善、インフラ資産の質の向上、ライ
フサイクルコストの削減に寄与することが示されました。日本の経験は、先進国、途上国を
問わず、多くの示唆を与えると考えられます。

ブログ： http://wrld.bg/iOKY30rBZJo

IFC：コロナ危機がもたらした南アジアの物流革命

新型コロナ危機下で、南アジアのスタートアップ企業が、ワクチンや医薬品などの必需品輸
送のため、デジタル化とコールドチェーンを含む物流インフラの整備を加速しています。公
衆衛生上不可欠となる温度管理が可能な物流の確保に向け、官民及び業界内の迅速な連携が
大きな成果をもたらしています。

詳細： http://wrld.bg/FwYc30rCanm
動画： https://youtu.be/_ee6DOgBbA4

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c60e&s=RsEd6aaB0KRKQgoAZ9b2PjkAzV9NaVRirmOEjYCeEgM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c60f&s=C2BVl5Po6_PktUc43xsP3mIaxNqoyn-tImkTlllujWQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c610&s=5nJ6mgu0p9OdoYcxnvXBxFL7B1fsXMMmrpA7ibgrBWc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c611&s=M6G1Jx7k4H4mlhV6Y2XwjzaroAR52-j945qQq--CEf8


 

主なニュース

パキスタン：社会的保護プログラムを拡大し生計の回復を

世界銀行理事会は3月25日、パキスタンにおける経済的ショックからの生計回復を目的とし
た国際開発協会（IDA）からの6億ドルの支援を承認しました。この危機回復社会的保護プロ
グラムは、経済的ショックが発生した際にインフォーマルセクターで働く労働者により広く
行きわたる現金給付プログラムを拡大し、最も影響を受けた世帯に迅速な支援を提供しま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/YAeo30rCa36 （英語）

インドネシア：持続可能な海洋経済が繁栄への鍵

インドネシアでは、水産資源の乱獲が約38％にのぼり、海洋ゴミが年間4億5,000万ドル以上
の経済損失をもたらしているなど、海洋経済の可能性を保つために対応が必要です。世界銀
行が発表した報告書では、漁業管理地域システムの実施をはじめとした、同国の持続可能で
生産的な漁業を目指した推奨事項を提供しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/Vzxs30rCa33 （英語）

東南アジア：プラスチックの廃棄物管理とリサイクルによる循環型経済

世界銀行グループは、マレーシア、フィリピン、タイにおけるプラスチックのリサイクル促
進と、海洋ゴミに対処するための報告書を発表しました。報告書では、プラスチックのリサ
イクル設計基準を義務付けるなどの、同3国の政府や企業が採用できる共通の行動や、廃棄
物としてだけでなく貴重な資源としてプラスチック廃棄物を管理することの重要性を示唆し
ています。

プレスリリース： http://wrld.bg/Clr430rCa2Y （英語）

ネパール：持続可能な林業と環境に配慮した復旧を促進

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c612&s=ysVVMLtmh6jgiBElyzLCjhCkqwQxDMCXibRdXN8hpYw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c613&s=7M1QGeXixYy-5Kk3hQ87ySsEwENA26NODPmwKLFvsaY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c722&s=tXSvI1h0_hgN8TJ-lWelsBg3IW_N2ZGRkx3U05dGKTo


ネパール政府と世界銀行は3月19日、ネパールにおける持続可能な森林管理を促進するため
に2,400万ドルの支援に署名しました。このプロジェクトは、対象の自治体内の森林に依存
した生活を送る人々に、包括的な経済的効果、生態系サービス、気候変動に対する強靭性強
化などの様々な恩恵をもたらします。

プレスリリース： http://wrld.bg/ZPvq30rCa2T （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=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c723&s=Lkpqk7JIJslQePWJwNLuYZiM_b0G6t2QxMDG8J9tVAo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c724&s=CLpdz5v-uzlIZtriFMiuz3rzzqR6FZWyqREfyn96Q-Y
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c725&s=fkLwv_oq6o7EWv5wsIx7mQ4DF0QnZFbBmZwQlUN4INg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c726&s=vFGK-vHlU5f0EZXcfbEeOG2edkM2N05KZoUIok_VYrc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c727&s=n5om7LHP2v-3AkDb3YzJdT8RbWUat0geES2GPnPNYBE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c728&s=wxlOKeb57tzG7a57Ysr2RSqYIpwJp5DtXR4_g8EqjDs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c729&s=rJ6QWmj5M2GFJZEQlZKFtALwmZVVdbim3NL0ETDEI2w
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf97e4d0%2C5b13d24%2C5b1c72a&s=LIaj7skk11pczfu7nf0hXc-pypHUZF8Vj7bXuaPqyGc


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 735号】新型コロナウイルス感染症ワクチンの安全な配
布に向けた準備状況は不均衡、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第735号 2021年3月19日 発行

新型コロナウイルス感染症ワクチンの安全な配布に向けた準備状況は不均衡 写真：SOPA
Images Limited/Alamy Live News 

新型コロナウイルス感染症ワクチンの安全な配布に向けた準備
状況は不均衡

世界銀行が各国政府、世界保健機関（WHO）、国連児童基金（UNICEF）、世界エイズ・結
核・マラリア対策基金、GAVIワクチンアライアンスと協力し、128の低・中所得国における
安全なワクチン配布に向けた準備状況について実施したアセスメントの暫定的な集計結果に
よると、アセスメントに参加した国の85％が国家ワクチン接種計画を策定し、68％が副作用

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621e2&s=iBZGKijgAP_-VDuL8i7CJScqr8CFi9Y8tT3H_F3igg0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621e4&s=KvRMbidLMH8whNlFIyOzOSAAAfDJYp_0DXv1Nkb2G7A


報告システムを含めた安全対策を講じていたものの、紛争や脆弱性の影響下にある国（128
カ国中37カ国）は、ほぼすべての指標においてスコアが低い傾向にありました。世界銀行は
必要とする人に新型コロナウイルス感染症ワクチンが届くよう、途上国によるワクチンの調
達・配布、検査、治療や、保健システムとワクチン接種システムの強化に120億ドルを提供
します。

プレスリリース：http://wrld.bg/bbwU30rBefQ

野村證券がサステナブル・ディベロップメント・ボンドを販売

世界銀行（正式名称： 国際復興開発銀行（IBRD）、ムーディーズ：Aaa、スタンダード&プ
アーズ：AAA）は、期間3年のブラジルレアル建（発行額：4,219万ブラジルレアル）および
期間3年のインドルピー建（発行額：2億3,280万インドルピー）のサステナブル・ディベロ
ップメント・ボンド（開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債）を発行し、野村證券株
式会社が全額を引受け、日本の個人投資家に販売しました。今回の販売で野村證券は、世界
的な開発課題である栄養不良問題を採り上げ、世界銀行が開発途上国で取り組む栄養改善プ
ロジェクトの事例を紹介しました。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/y9zB30rBfLP 

人事が語る 〜グローバルキャリア構築のための処方箋～ 第9回
世界銀行グループ における新規採用者対象バーチャル・オン・

ボーディング制度（佐藤永子 上級人事専門官）

本ブログシリーズでは、本部人事総局で活躍する人事担当者が、最新の採用動向、世銀の職
場としての魅力をタイムリーに情報発信しています。今回は、世界銀行グループに入行され
ない限り知る機会のない、世界銀行グループにおける新規採用者対象バーチャル・オン・ボ
ーディング制度に焦点を当て、皆さんが疑問に思われているであろう、入行直前や直後のサ
ポートに関する情報について、佐藤永子上級人事専門官がご紹介しています。

ブログ： http://wrld.bg/PSX830rB6V0

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621e5&s=VyUUdj7vqaLMhLbwz7QQnkxZSzLQOhIqCP-Wslyfbmg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621e6&s=oMvs7ZH09CMItZbPj0esCi82YVkOM2h5i0HZJNTAGms
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621e7&s=fHDMPCwnILYPFys-T2xu6nAp7To08vv5dqT0KFTzdmc


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：現地通貨建て債券市場 安全性と安定性のある資金調達

国際通貨基金（IMF）と世界銀行の職員が共同で策定し、「金融セクター改革強化イニシア
ティブ（FIRST）」の支援を受けて新しく発表された「現地通貨建ての債券市場を発展させ
るためのガイダンスノート」では、新興市場国・発展途上国の現地通貨建て債券市場につい
て分析を行う政策担当者のために、体系的なロードマップを提示しています。IMFと世界銀
行は、経済や金融の環境を定期的にモニタリングし、財政当局や金融政策当局との対話を継
続的に行うことで、改革の調整を支援する触媒としての役割を果たす態勢を整えています。

ブログ： http://wrld.bg/EApV30rB67b

IFC：無印良品のインクルーシブなサプライチェーン構築の取
組み

国際金融公社（IFC）は、日本政府の支援を得て、無印良品の途上国における取組みを例
に、女性を中心とする小規模生産者をグローバル・バリューチェーンに組み込む際の課題や
現地での社会経済的インパクトについて考察するレポートを発表しました。インクルーシブ
なサプライチェーンの構築により、調査に参加した80％以上の生産者の世帯所得が増加し、
生活環境の改善に貢献するとともに、女性の意識向上にも役立っています。

詳細： http://wrld.bg/EH1E30rBefg

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621e8&s=t7xFz0qWR1ptQG6NDmQbB500bDIj7QvjeuFZLyBbAvc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621e9&s=gnuxR1_d812gCNIBFQWMSzpiENKWc1ppRKCfVRn56KA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621ea&s=J3UQkwCWOcWGSlrEdt5Frr9nrcpNfMgaTA4UERuANpk


セミナーのお知らせ

女性・ビジネス・法律2021
世界銀行モーニングセミナー（第97回）（オンライン開催）

日時：2021年3月26日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：2月23日発表の新報告書「女性・ビジネス・法律2021」執筆チームのナターリア・マ
ゾーニ・マーティン世界銀行女性・ビジネス・法律プロジェクト分析官とジュリア・ブラウ
ンミラー同民間セクター開発専門官が、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/kX7j30rAm2s

日本のコンパクトシティ開発の軌跡と質の高いインフラ投資：富山市の経験
から学ぶ
（オンライン開催）

日時：2021年3月26日（金）午後1時30分～午後3時20分
内容：富山市の都市政策担当者をお迎えし、同市とTDLCが発刊したケースブックの改訂版
「The Development Story of Toyama（富山市の発展の歩み）」の内容を基に、富山市のコ
ンパクトシティ開発の軌跡をたどり、国の政策との整合性、自治体としての役割、民間企業
との連携などについて振り返るとともに、日本のコンパクトシティ開発のアプローチが、途
上国でどのように応用できるかについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/MlxW30ry9oB

 

主なニュース

東部・南部アフリカ地域：国境を越えた疾病の監視と支援

3月18日、アフリカ疾病対策予防センター（アフリカCDC）と世界銀行をはじめとしたパー
トナーは、アフリカ全域、特に東部と南部において、国境を越えて感染症の脅威を緩和する
上での公衆衛生機関の役割強化を目的とした新たな報告書を発表しました。本報告書は、今
後12カ月以内に東部・南部アフリカで世界銀行が支援する地域統合監視・ラボネットワーク

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621eb&s=t8kLgK6B5goYojWHG_3IHo_1iOlxOUtXA4k-8fGskGY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621ec&s=i1cpznRgcpOuCRdHKYktMxRyv6BC-fvVXetxi9b-pT4


（RISLNET）を運用するなど、5つの主要な推奨事項を提示しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/uYes30rBeFn （英語）

バングラデシュ：5,400万人へのワクチン接種を支援

世界銀行理事会は3月18日、バングラデシュにおける新型コロナウイルス感染症ワクチンを
5,400万人に提供するため、国際開発協会（IDA）からの5億ドルの追加支援を承認しまし
た。このプロジェクトは、同国における新型コロナウイルス感染症の症例検出、予防、治療
に関する医療制度を強化し、将来の緊急事態に備えるための支援も引き続き提供します。

プレスリリース： http://wrld.bg/Bcxj30rBeFr （英語）

アフガニスタン：人口の17％以上に新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

世界銀行理事会は3月18日、アフガニスタン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、医療サービスとワクチン接種への迅速かつ公正なアクセスを目的とした、国際
開発協会（IDA）からの6,000万ドルの支援を承認しました。合計で1億1,300万ドルとなる追
加支援パッケージは、同国民の17％以上への予防接種、基礎的な医療サービスの改善、感染
危機からの回復を後押しします。

プレスリリース： http://wrld.bg/FEwb30rBeFt （英語）

ネパール：新型コロナウイルス感染症ワクチンと感染危機に対するより強力
な支援

世界銀行理事会は3月18日、ネパールの保健とワクチン接種のシステムを強化し、安全で効
果的な新型コロナウイルス感染症ワクチンへのアクセスと公平なワクチン配布のため、国際
開発協会（IDA）から7,500万ドルの支援を承認しました。これにより、公平な配布計画を通
じて、人口の3分の1以上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/gYSY30rBeFv （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=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621ed&s=-3wqEpoWupLgQLZ1q9IHHD3ug7uX6P7wbSzeRTgp7Lo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621ee&s=pF9D4Eqg5L2qgEbQSqWLCpYoob5bHJo4HslnaqWmvyA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621ef&s=ZO7yKJ9Ov2Bha1bTfef2rgtx_TS7trd01Wxx12sDnQU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f0&s=m3Fuolx7B4So4QCA6laeQ8OUKsVwANx2PH49Q40tsjo
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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=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f1&s=HeyNFXsfYWiEip9DVwDdTdYN7MfApsdlR5LATL3ttqE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f2&s=ftkhKeDh9TY78j1rnFsXu1rLssOOc1d19SS9_o2tRso
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f3&s=1YavT_bZs8aZoVYKp2cdanA4ysXkVCtQTtvsNGWDuec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f4&s=418R5tEYRyQ88BroBt6kQ1G6KFnok4cjhFs6EGSd-VI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f5&s=wkA-uGGPohiT3BNUcCxtOWwLpjIxKKOVOe3QujpkFE0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f6&s=YDuBwpuVgbiL4uhjBGh6Ili9KkdAiUEioNmkXIVywkU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf6d42c5%2C5a5a95f%2C5a621f7&s=h56NgNcb_P1PCH4WfY4xiYMkH6PevD7upSWUeTiI05c


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 734号】東日本大震災10周年によせた世界銀行グループ
総裁の声明、締切間近：2021年 世界銀行グループ日本人職員募集、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第734号 2021年3月12日 発行

東日本大震災10周年によせた世界銀行グループ総裁の声明

東日本大震災10周年によせた世界銀行グループ総裁の声明

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁は、3月11日に声明を発表し、世界銀行グルー
プは、2011年の東日本大震災で犠牲となられた方々及びそのご家族に謹んで哀悼の意を表す
るとともに、絶え間ない復興の取組みを続けてこられた日本の皆様に敬意を表しました。

声明：http://wrld.bg/i8MH30rAldo

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597337b&s=8Tz0dNMtffckMFrL_3vI-NL7GoEyB4tfGyQsvrx-RSU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597337d&s=LgWmWtXszCsF9OYR9O-XBsPpV0pbcJ1IwoOZ9AkD2AY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597337e&s=HAYJ7KK_E8RH5r4ID-bb9Dq49rI6EzXpRKJEEW1o-Z8


＜一次選考受付締切間近：2021年3月18日（木）＞2021年 世
界銀行グループ日本人職員（ジュニア・プロフェッショナル・

オフィサー（JPO）／ミッドキャリア（MC））募集

世界銀行グループは、日本政府が支援するジュニア・プロフェッショナル・オフィサー
（JPO）とミッドキャリア（MC）ポジションを募集中です。JPOとMCのいずれのプログラ
ムも、最初の2年間の勤務期間を日本政府が支援し、その後、勤務評価に基づき1年延長が可
能です。またさらにその後、世銀の正規職員となる可能性があります。尚、採用関連のキャ
リアセミナーもオンラインで開催します。詳しくは下方の「セミナーのお知らせ」をご覧く
ださい。

一次選考受付締切：2021年3月18日（木）23時59分
詳細・応募方法： http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9
※一次選考を行い、合格者にのみ次のステップである書類選考のご案内を随時お送りいたし
ますので、お早めにご応募ください。

ワシントンDC本部勤務ポスト募集

世界銀行では、現在ワシントンDC本部において上級人種平等＆公正担当官を一般公募して
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。詳細は、下記をご確認くだ
さい。皆様のご応募をお待ちしています。

応募締切：2021年3月15日（月）午後11時59分（UTC時間）

詳細： http://wrld.bg/3MDQ30rAm8t

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597337f&s=brDey76lwFf0k3RA0wXGBYCmRMkGdgIeZb8oD--VSD8


セミナーのお知らせ

世界銀行で働く〜位田和美・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
キャリアセミナー（オンライン開催）

日時：2021年3月17日（水）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：位田和美 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、自
身のこれまでのキャリアパス、日本人採用プログラム（MC）での応募から採用に至るまで
の経験談、世界銀行で働く魅力などをお話しします。
詳細： http://wrld.bg/ctzb30rAeCZ

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
特別セミナー（オンライン開催）

日時：2021年3月18日 (木) 午前8時～9時30分（日本時間）
内容：2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年となる節目の今、そこから得られた
教訓や課題を今後の防災およびビルド・バック・ベター（より良い復興）にどのように活か
していけるのか、議論します。
詳細： http://wrld.bg/E8ss30rysJT

東アジアの開発に必要不可欠なイノベーション
世界銀行モーニングセミナー（第96回）（オンライン開催）

日時：2021年3月19日（金）午前8時～午前9時
内容：2月23日発表の新報告書「東アジアの開発に不可欠なイノベーション」（The
Innovation Imperative for Developing East Asia）の執筆者であるジャビエル・シレラ世界銀
行金融・競争力・イノベーショングローバルプラクティスシニアエコノミストと、アンドリ
ュー・メイソン東アジア・大洋州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、同報告書の主なポイントを日本の皆様にご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/oNDb30rAcJT

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973382&s=lqhSOFPa7WejfgBjEcKoy9R9_TAlplRqx2X6cAPt_ow
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973383&s=AqDSUKyD9DkEJIznLnFD_lIQp3D6yeV7OeDaR4csyvA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973384&s=0ILis0HR3l_W7c0X5yLUOJPJWHmMYJHAKCKeU41EGQM


女性・ビジネス・法律2021
世界銀行モーニングセミナー（第97回）（オンライン開催）

日時：2021年3月26日（金）午前8時～午前9時（日本時間）
内容：2月23日発表の新報告書「女性・ビジネス・法律2021」執筆チームのナターリア・マ
ゾーニ・マーティン世界銀行女性・ビジネス・法律プロジェクト分析官とジュリア・ブラウ
ンミラー同民間セクター開発専門官が、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/kX7j30rAm2s

日本のコンパクトシティ開発の軌跡と質の高いインフラ投資：富山市の経験
から学ぶ
（オンライン開催）

日時：2021年3月26日（金）午後1時30分～午後 3時20分
内容：富山市の都市政策担当者をお迎えし、同市とTDLCが発刊したケースブックの改訂版
「The Development Story of Toyama（富山市の発展の歩み）」の内容を基に、富山市のコ
ンパクトシティ開発の軌跡をたどり、国の政策との整合性、自治体としての役割、民間企業
との連携などについて振り返るとともに、日本のコンパクトシティ開発のアプローチが、途
上国でどのように応用できるかについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/MlxW30ry9oB

主なニュース

世界銀行とAFD、チュニジアの災害回復力強化に向けた取組みに参加

世界銀行理事会は3月11日、チュニジアの災害・気候変動強靭性プログラムに5,000万ドルの
支援を承認しました。フランス開発庁（AFD）の資金を補完したこの1億ドルのプロジェク
トは、災害や気候変動の影響から同国民と資産を保護するために、災害リスク管理と資金調
達の取組みを強化します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/XiEc30rAlSi （英語）

フィリピン︓新型コロナウイルス感染症ワクチンと強靭な回復を後押し

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973385&s=w1KdH2PkMGqcOwyxp5xDALMtTHpY20HHBVUi9MypMS8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973386&s=MvnW2c__SqcCFfccvgf9IKyr4P3lxJNekiDnHZYAljs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973387&s=dRUYwml9aYQJGCvw2jt_Rnm7srIco8R99ngqzEhE_hE


世界銀行理事会は3月11日、フィリピン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、国の医療制度の強化、特に貧しい人々と最も脆弱な人々が感染危機を乗り越えるた
めの5億ドルの支援を承認しました。また、同国の公衆衛生対策実施の継続を後押ししま
す。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/gIZ030rAlSm （英語）

バングラデシュ︓灌漑農業による生産性向上

世界銀行は3月9日、バングラデシュにおける食料安全保障を改善するための1億2,000万ドル
の支援を承認しました。この国際開発協会（IDA）の資金を活用したプロジェクトにより、
公共の洪水管理、排水、灌漑に関するインフラの修復と近代化が行われ、11万5,000ヘクタ 
ール以上の灌漑・排水サービスの改善や、洪水による作物被害の60％削減、気候変動に対し
て脆弱な17万人の貧困層の収入増加が見込まれます。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/wuDB30rAlSo （英語）

ベトナム︓緑の気候基金がエネルギー効率への投資を促進

世界銀行は緑の気候基金（GCF）の代理として、ベトナムのエネルギー効率の拡大に向けた
1,130万ドルの支援について、ベトナム国立銀行と合意しました。 世界銀行の低炭素に関す
る調査では、電力需要側のエネルギー効率化に向けた投資が実施された場合、同国は2030
年までに最大11GWの発電容量を節約できると推定しています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/2b0B30rAlSq （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=hf451990%2C59721e3%2C5973388&s=l0npVI-OrhzH80YYes_KOJSkEqG3V_P06luLpRnAzIo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973389&s=UQOKqDSC1KxOeuANNNnv9X0y7VJlp-RNHRCfNhDeA0o
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597338a&s=7jU8OTcwUDE8JxN-7SThKcAAqQN2FwLmzbybB2Dsvns
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597338b&s=KHQM5UE5l7zBQk5FhSb55kMYMiRbo6kOWv2BmWGbcJs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597338c&s=sZ3k8J6aCz_F2yM3LxXesL-wuTn1JGNJP8JjyvamyAg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597338d&s=2o4ToFi2oSYFjjG2UwjwMku2VL2QDvFI4tBXzrWS4MY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597338e&s=Nl5Ioc1qdRLsezyocua7cl2dgA-nFGsAyVSnynPDZwE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C597338f&s=a_5zyBf-rxkckWuYL2Jy8wtl35lArZrTn6IUonNc0Tw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973390&s=4l6c_fHmozIDP6HfS2jhsLPIszR-B3cJzSLQEEmVCHA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf451990%2C59721e3%2C5973391&s=LGetZBbUZ8I2ScE5qJeAadAJmkv1LLr91c2EIlyIWiM


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 733号】強靭な回復に向けた最貧国のエンパワーメン
ト、「アウトルック2050」日本語版（概要）発表、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第733号 2021年3月5日 発行

強靭な回復に向けた最貧国のエンパワーメント 

強靭な回復に向けた最貧国のエンパワーメント

世界銀行のグループ機関である国際開発協会（IDA）の支援対象である世界の74の最貧国で
は、新型コロナウイルス感染症により多くの犠牲者を出しています。IDAは、強靭で包摂的
かつ持続可能な形での復興を目指し、人的被害の緩和、保健システムへの投資、雇用創出、
気候変動対策などの支援を行っています。

ストーリー：http://wrld.bg/ibK030rzqqY
インフォグラフィック：http://wrld.bg/fvtC30rzqr0

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be566&s=NbaE5VzTHAonwiQX0C5pVxqYzMmS7rpv2PMffc7flvk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be568&s=XJyrCaCiPiTBDMkoiEC_BwHB0Q8pxKEM7-X_-Dpe2Vg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be569&s=v6uP8GqZJFNy_MAk0e9nlaPoQ6xOKMOX_yrO5B6U-fs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be56a&s=lNzZXDPyDZlSfFQjm_hpVFTpRicbXts5YXfEUFZXOHU


「アウトルック2050」日本語版（概要）発表

世界銀行が長期的な脱炭素化計画の立案と達成に取り組む国々をどのように支援するかをま
とめた「アウトルック2050 戦略的方向性ノート：脱炭素化に向けた長期目標の達成を支援
する」の日本語版の概要をウェブサイトに掲載しました。同報告書は、テクノロジーや市
場、資金提供手段、消費者の優先事項の主要な動向を捉え、気候変動対策や経済成長戦略、
開発に与える影響を明らかにすることで、世界銀行が現在のコミットメントを果たし、包括
的に各国の気候変動対策に大きく貢献するよう更なる支援を提供していきます。

報告書： http://wrld.bg/UGg630rzgv5（日本語版概要、PDF）

2021年 世界銀行グループ日本人職員（ジュニア・プロフェッ
ショナル・オフィサー（JPO）／ミッドキャリア（MC））募

集＜一次選考受付締切：2021年3月18日（木）＞

世界銀行グループは、日本政府が支援するジュニア・プロフェッショナル・オフィサー
（JPO）とミッドキャリア（MC）ポジションを募集中です。JPOとMCのいずれのプログラ
ムも、最初の2年間の勤務期間を日本政府が支援し、その後、勤務評価に基づき1年延長が可
能です。またさらにその後、世銀の正規職員となる可能性があります。尚、採用関連のキャ
リアセミナーもオンラインで開催します。詳しくは下方の「セミナーのお知らせ」をご覧く
ださい。

一次選考受付締切：2021年3月18日（木）23時59分
詳細・応募方法： http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9
※一次選考を行い、合格者にのみ次のステップである書類選考のご案内を随時お送りいたし
ますので、お早めにご応募ください。

東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサルタント
（知識管理）募集＜応募締切間近：3月12日(金)＞

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、日英の両言語を使って知識共有のた
めのプログラムやイベントを企画・運営する短期コンサルタントを募集しております。勤務
地は原則日本で、応募締切は2021年3月12日（金）です。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be56b&s=V4RTZqqdCZ4ljciijZPLrr-YEHA1PVeS6eh0LNC7FtY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be56c&s=Yoqqyo9qL-Fu7F_eH7BFZfhbivhO3WZSPE5pw4qqGn4


勤務形態：Short-Term Consultant/パートタイム
雇用期間：週数日程度の勤務で最長年間150日間まで（応相談）
勤務開始日：2021年4月
応募締切：2021年3月12日（金）
詳細・応募： http://wrld.bg/frNt30ryrTc

ワシントンDC本部勤務ポスト募集

世界銀行では、現在ワシントンDC本部においてコンプライアンス担当官、上級人種平等＆
公正担当官、対外関係担当官のポストを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。詳細は、下記をご確認ください。皆様のご応募をお待ちしていま
す。

応募締切：3月9～15日（ポジションによって異なります）
詳細： http://wrld.bg/Zol330rzqAR

2021年世界銀行グループ ユースサミット

世界銀行グループ（WBGグループ）は、毎年、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のユース・サミットを開催しています。今年度
のユース・サミットは「人類と地球のレジリエントな回復の実現に向けて」をテーマに、世
界中の若いチェンジメーカーから、新型コロナにより影響を受けた経済や公衆衛生の危機か
ら「より環境に優しく、包括的で強靭な回復」を促す革新的な提案を求めています。入賞者
は、6月ににワシントンDCで開催される2021年バーチャル・ユースサミットにおいて、提案
内容を発表していただきます。

参加資格：18～35歳の個人、または2〜5名のチーム
応募締切： 2021年3月31日
詳細： http://wrld.bg/v8x630rzqBD

ユースサミット動画コンテスト：#YouthOnCOVID19 キャンペ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be56d&s=rs0hc6vU36_LGMZUggbESlqeXBG8Hyr3jfdhnV1Pqo8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be56e&s=6oD8jMxDLaBTHLfaFWN95XEJdAxYjI-2ni__P_Kdajw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be56f&s=mZ0Vrylm-cQcXxWoSrlks2Xk8CflKDajcZhhX-bDE5I


ーン

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行する中、健康、仕事、食料安全保障などの分野に
おける若者主導のイニシアチブの創造性と革新は、地球規模の課題に関する行動を推進する
上で重要であることを証明しています。#YouthOnCOVID19 キャンペーンでは、若者がどの
ように新型コロナウイルス感染症の感染危機から強靭な回復に貢献できるかを、1分以内の
動画にまとめた作品を募集しています。応募作品は世界銀行グループ・IMF春季会合や世界
銀行のチャンネルにて公開される可能性があります。

対象：18～35歳
締切：3月16日午前7時59分（日本時間）
詳細： http://wrld.bg/5Fw230rzrKx

IFC：新ESG債、目標未達で利回り上昇の不思議

需要が高まっているESG債の発行体の裾野を広げる新たな債券が登場し、国際資本市場協会
（ICMA）も新債券のガイドラインを発表するなど市場拡大に向けた取組みが進んでいま
す。ICMAのグリーン、ソーシャル、サステナビリティ・リンク・ボンド原則の執行委員会
委員長を務めるデニス・オダーロ（国際金融公社（IFC）財務部インベスター・リレーショ
ン統括）は、日本経済新聞の取材に応じ、新債券の意義やガイドラインの目的などについて
語っています。

詳細： http://ow.ly/238e30rz7WN（PDF）

セミナーのお知らせ

第6回MIGAジェンダー・リーダーシップ・アワード
世界銀行ライブ配信

日時：2021年3月8日（月）午前11時から（日本時間）
内容：多数国間投資保証機関（MIGA）のジェンダー・リーダーシップ・アワードは、貧困
の削減と繁栄の共有という世界銀行グループの2大目標に貢献し、女性の進歩とジェンダー
平等の目的を推進することを目指した、確かな実績を持つリーダーを称えます。 今年の受

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be570&s=7eq4iLJJKamRoSgNyWqxpcRXEwdPrVZBAMbXmA5VF5I
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be571&s=IhHr0vlLgWLMTwVXl2cOcUhiVDdmQ7pxvvBuIVA-Z_o


賞者は、女性の果たす役割や活躍が重要視されてこなかった金融界において、ジェンダー平
等の促進の模範を示してきたオードラ・ロー、クリフォードキャピタルCEO兼専務理事で
す。受賞の様子は、下記リンクよりライブでご視聴いただけます。
視聴： http://wrld.bg/prsn30ry8FK（英語）

重要インフラストラクチャ―サービスの財政支援
世界銀行グループバーチャルワークショップ（オンライン開催）

日時：2021年3月11日（金）午後12時～午後1時30分（日本時間）
内容：政府、重要なインフラストラクチャ、研究機関、金融セクターからの代表者ととも
に、ショックに対するインフラストラクチャ―サービスの強靭性強化に向けた、優先的な行
動の設計や、実装、調整方法について議論します。
詳細： http://wrld.bg/4rFa30rzrWY （英語、PDF）

世界銀行で働く〜国本静・世界銀行教育グローバルプラクティス ヨーロッ
パ・中央アジア地域担当 教育専門官
キャリアセミナー（オンライン開催）

日時：2021年3月11日（木）午後8時～午後9時（日本時間）
内容：国本静・世界銀行教育グローバルプラクティス ヨーロッパ・中央アジア地域担当 教
育専門官が、自身のこれまでのキャリアパス、日本人採用プログラム（JPO）での応募から
採用に至るまでの経験談、世界銀行で働く魅力などをお話しします。
詳細： http://wrld.bg/tGGn30rz7VL

経済的包摂の現状（SEI）報告書2021年：支援拡充の可能性
世界銀行モーニングセミナー（第95回）（オンライン開催）

日時：2021年3月12日（金）午前8時～9時（日本時間）
内容：コリン・アンドリュース世界銀行経済的包摂パートナーシップ（PEI）担当プログラ
ムマネージャーが、新報告書「経済的包摂の現状（SEI）報告書2021：支援拡充の可能性」
(The State of Economic Inclusion 2021: The Potential to Scale) の主なポイントをオンライン
でご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/FbUt30rzrRl

IFCキャリアセミナー
（オンライン開催）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be572&s=4jUcYpZWPfwpgxEaC1v9JxSNuXR508iGqITVnuYzFXs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be573&s=DN8_hjpCnFd2ihNXDP6q_q7C3FBjrt9suLZ4J_cGzVQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be574&s=D4J8c75y7aOhlhkkFPstPJJ6RF0Z_O8A2M3LET9QB3g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be575&s=oa9bpBpx9bBn9jbpieo2tNgWvlq2wVihx9xe2D0W9QM


日時：2021年3月12日（金）午後8時～午後9時30分
内容：2003年に国際金融公社（IFC）に入社し、ワシントンDC本部に勤務するグローバル
ヘッドの豊田牧子が、自身の経歴やIFCの活動、貿易金融部門での業務についてご紹介しま
す。
詳細： http://wrld.bg/zN8H30ruFQw

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
特別セミナー（オンライン開催） 

日時：2021年3月18日 (木) 午前8時～9時30分（日本時間）
内容：2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年となる節目の今、そこから得られた
教訓や課題を今後の防災およびビルド・バック・ベター（より良い復興）にどのように活か
していけるのか、議論します。
詳細： http://wrld.bg/E8ss30rysJT

日本のコンパクトシティ開発の軌跡と質の高いインフラ投資：富山市の経験
から学ぶ
（オンライン開催）

日時：2021年3月26日（金）午後1時30分～午後 3時20分
内容：富山市の都市政策担当者をお迎えし、同市とTDLCが発刊したケースブックの改訂版
「The Development Story of Toyama（富山市の発展の歩み）」の内容を基に、富山市のコ
ンパクトシティ開発の軌跡をたどり、国の政策との整合性、自治体としての役割、民間企業
との連携などについて振り返るとともに、日本のコンパクトシティ開発のアプローチが、途
上国でどのように応用できるかについて議論します。
詳細： http://wrld.bg/MlxW30ry9oB

 

主なニュース

質の高い育児に向けた取組み

3月4日発表の新報告書によると、全ての就学義務年齢未満の子どもたちの40％以上（3億
5,000万人近く）が、必要とされる育児環境にアクセスできていません。同報告書では、家

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be576&s=1opp79LYkMPzam6bFA_UgCVkGk0TpvSDotwq15fnJ5E
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be577&s=RnscvySciURHmB4WVwkj4jcSORK5Eo88qTzVcjb90tg
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be578&s=JUjfNYcGifopH822cCoYDaoA3FfVLVioakSWCImboI4


庭における質の高い、手頃な価格の育児に向けた進歩を加速するための、最も脆弱な世帯へ
の育児補償の優先や、明確で実行可能な制度の導入などの、5つの主要な政策目標を掲げて
います。

プレスリリース： http://wrld.bg/AeId30rzrAs （英語）

食料政策改善によるアジア各都市の健康と経済の回復

新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、都市の食料サプライチェーンとビジネスに不可
欠な機能や、食料不安に対する都市人口の脆弱性を浮き彫りにしました。新報告書では、さ
まざまな規模と資源を持つ都市を取り上げ、可能性のある解決策を示し、アジアの各都市が
食料システムの成果を改善するための、多くの政策とプログラムの具体的な例を提供してい
ます。

プレスリリース： http://wrld.bg/Iqad30rzrAu （英語）

ネパール：資源豊富な低地での持続可能な生活と土地利用

ネパール政府は、世界銀行の森林炭素パートナーシップ基金（FCPF）と温室効果ガス排出
量取引購入協定（ERPA）の合意に署名しました。この最大4,500万ドルのプログラムは、
2025年までに同国の森林破壊と森林劣化による二酸化炭素排出量の削減を目的としており、
テライ低地で900万トンの排出量削減が見込まれています。

プレスリリース： http://wrld.bg/6pug30rzrAx （英語）

パレスチナ自治区：民間投資を促進し雇用を創出

世界銀行は3月1日、新型コロナウイルス感染症危機の中でパレスチナ自治区の雇用創出を支
援するために1,000万ドルの追加支援を承認しました。このプロジェクトは、中規模企業へ
の投資を促進することにより、1,500人の雇用を創出し、1,800万ドルの民間資本を追加動員
することを目的としています。

プレスリリース： http://wrld.bg/owWT30rzrAz （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=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be579&s=GfKty5TBY_mpOWrkgs3tx_WB8gw6i1quA8MvW3j_QWk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be57a&s=3LVlIdoxwaz_9HdIAn3UoUefq7Jc8CimKhPciaZC9M4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be57b&s=XviMXXi0FwRqkWnrCFcwqKGYMryBB0IkvoaOiyOSe3s
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hf1e01c1%2C58bc8b3%2C58be57c&s=vYHsuXev7XeJiwij1vwcOMVrNFf-wNsRl7CtCvJNn_o
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