
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 757号】世界銀⾏と⽇本がベトナムで感染症予防態勢強
化を⽀援、2021年世界銀⾏グループ・リクルートミッション9⽉1⽇開始、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第757号 2021年8⽉27⽇ 発⾏

世界的な移住増加の10%は⽔不⾜に遠因

世界銀⾏と⽇本がベトナムで草の根レベルの感染症予防態勢強
化を⽀援

世界銀⾏と社会開発研究所は、「ベトナム草の根レベルの新型コロナウイルス感染症予防・
対応強化」プロジェクトに対し⽇本社会開発基⾦（JSDF）によるグラント275億ドルに関す
る合意に署名しました。同プロジェクトは、名称の通り、感染症の⼤流⾏をはじめとする公
衆衛⽣上の緊急事態に対しコミュニティ・レベルでの予防・対応機能の強化を⽬指すもの
で、3,500⼈以上の脆弱層を含め、推定27万⼈を⽀援する予定です。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab18
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab1a


プレスリリース：http://wrld.bg/bT9b30rScxs

世界的な移住増加の10％は⽔不⾜に遠因

世界銀⾏は8⽉23⽇発表の報告書「⽔リスクとその影響」の中で、気候変動により⽔をめぐ
る世界規模の危機が加速する中、不安定な降⾬量が移住を左右する要素のひとつになると予
想されるとし、移⺠が流⼊した結果、現在、都市は世界⼈⼝の55％を占めているが、今後、
⽔不⾜が始まる恐れがあると指摘しています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/Bz6030rSac6 

＜9⽉1⽇募集開始＞2021年 世界銀⾏グループ・リクルートミ
ッション職務内容、採⽤要件概要追加

2021年の世界銀⾏グループ・リクルートミッションの募集が、9⽉1⽇から始まります。本
⽇、ウェブページに、現時点の募集ポジションの職責と採⽤要件の概要を掲載しました。
TORや応募⽅法は、募集開始となる9⽉1⽇に公開いたします。 
途上国への開発援助に、ご⾃⾝の専⾨性と経験を活かしてみませんか。ぜひ応募をご検討く
ださい。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5
 
9⽉1⽇に本募集に関する説明セミナー、9⽉2⽇、10⽇、13⽇、15⽇にキャリアセミナー、9
⽉28⽇には社会開発専⾨官のポジションに関連したセミナーを開催します。詳しくは、「セ
ミナーのお知らせ」をご覧ください。

MIGA採⽤情報

世界銀⾏グループの多数国間投資保証機関（MIGA）では、現在 Senior Climate Change
Specialistの募集を⾏っております。途上国の開発援助にご⾃⾝の専⾨性を活かせる職場に
ご関⼼のある⽅は、奮ってご応募ください。詳細は以下のページ「採⽤情報」よりご覧くだ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab1b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab1c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab1d


さい。

MIGA（⽇本語）： http://wrld.bg/swZT30rQSvY

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：
IFC、MIGAの募集

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（世界銀⾏グループYPP）で
は、現在国際⾦融公社（IFC）及び多数国間投資保証機関（MIGA）のみ、9⽉20⽇午後11時
59分（UTC／協定世界時）まで応募を受け付けています。国際開発への情熱、⼤学院レベル
の学位、関連分野での職務経験を持ち、そして将来の管理職となる資質を兼ね備えた⽅のご
応募をお待ちしています。

詳細：  http://wrld.bg/Go7o30rRxEZ

セミナーのお知らせ

※全てオンラインによる開催です。 

2021年世界銀⾏グループ リクルートミッション 説明セミナー

⽇時：2021年9⽉1⽇（⽔）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：世界銀⾏は2010年からほぼ毎年、⽇本⼈を対象としたリクルートミッションを派遣し
ています。2021年は9⽉1⽇から30⽇までを募集期間とし、⾼い専⾨性と⼗分な実務経験を
兼ね備えた優秀な⼈材を募集いたします。本セミナーでは、同リクルートミッションの概
要、募集するポスト、タイムラインや留意点などについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/1vDr30rS4J9

世界銀⾏で働く〜窪⽥恵⼦・⻄部・中央アフリカ地域総局 アンゴラ・カメル
ーン・⾚道ギニア・ガボン・サントメプリンシペ担当業務マネージャー
キャリアセミナー

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab1e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab1f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab20


⽇時：2021年9⽉2⽇（⽊）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：窪⽥恵⼦・世界銀⾏⻄部・中央アフリカ地域総局 アンゴラ・カメルーン・⾚道ギニ
ア・ガボン・サントメプリンシペ担当業務マネージャーが、世界銀⾏⼊⾏前から現在までの
経験談、これまで担当してきた業務、現在カメルーンに駐在して担当しているアフリカにお
ける業務などについてお話しします。また、質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事専⾨官
も参加します。
詳細： http://wrld.bg/mEHb30rSckU

SDG7を追跡する：エネルギー進捗報告2021年版
世界銀⾏モーニングセミナー（第115回）

⽇時：2021年9⽉3⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：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、世界保健機構（WHO）の5機関が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」と、昨年12⽉発表の「持続可能なエネ
ルギーのための規制指標」最新版の主なポイントをご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/hKV130rS5cC

開発研究の実践：DIME分析データハンドブック
世界銀⾏モーニングセミナー（第116回）

⽇時：2021年9⽉10⽇（⾦）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：6⽉16⽇発表の新報告書「開発研究の実践：DIME分析データハンドブック」
（Development Research in Practice: The DIME Analytics Data Handbook）の共著者でもあ
るルイザ・アンドレ―ド世界銀⾏開発経済総局開発インパクト評価（DIME）ジュニアデー
タサイエンティストが、同報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細：http://wrld.bg/elTC30rScpm

IFCキャリアセミナー

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab21
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab22
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab23


す。
詳細： http://wrld.bg/MdnE30rNcdk

CVの書き⽅
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉13⽇（⽉）午後12時〜午後1時（⽇本時間）
内容：2021年世銀グループリクルートミッションへの応募準備に向けたCVの書き⽅セミナ
ーを開催いたします。これまで培ってきた専⾨性をいかに⾯接官に理解・評価してもらうた
めのテクニックをいくつかご紹介し、世界銀⾏グループのうち主に世界銀⾏のポジションに
応募することを前提としたCVの書き⽅のアドバイスを提供します。
詳細： http://wrld.bg/Ii9C30rScl3

世界銀⾏で働く〜弥富圭介・気候変動グループ炭素市場・イノベーションユ
ニット 上級気候変動専⾨官
キャリアセミナー

⽇時：2021年9⽉15⽇（⽔）午後8時〜午後9時（⽇本時間）
内容：弥富圭介・世界銀⾏気候変動グループ炭素市場・イノベーションユニット上級気候変
動専⾨官が、世界銀⾏⼊⾏前から現在までの経験談、担当してきた業務などについてお話し
します。質疑応答には、佐藤真⼸・⼈事総局⼈事専⾨官も参加します。
詳細： http://wrld.bg/wZPH30rS4LL

南アジア地域における社会持続可能性・インクルージョンに向けた世界銀⾏
の取り組み
世界銀⾏モーニングセミナー（第119回）

⽇時：2021年9⽉28⽇（⽕）午前8時〜午前9時（⽇本時間）
内容：ロビン・マーンズ社会持続可能性・インクルージョングローバルプラクティス南アジ
ア地域担当プラクティスマネージャーが、南アジア地域における社会持続可能性・インクル
ージョンの課題と世界銀⾏の取組みについてご説明します。
詳細： http://wrld.bg/cd1x30rScvI

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab24
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab25
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab26
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab27


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

ラオス：経済回復後、感染危機により再び衰退

ラオス経済モニター最新版では、ラオスのGDP成⻑率は、2020年の0.5％に対して、2021年
は3.6％に回復（2021年3⽉時点の予測は4％）すると予測しています。報告書は、経済減速
の影響を緩和するために、新たなインフラと貿易協定から適切な利益を得ることができるよ
うビジネス改⾰と貿易円滑化の促進を推奨しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/u8Q030rScji （英語）

チャド：保健へのアクセスと質を改善

世界銀⾏は8⽉6⽇、チャドにおける必要不可⽋な保健サービスへのアクセス向上と質の改善
を⽬的とした9,000万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
たプロジェクトは、医療センターや公⽴病院への資⾦の流れの改善や、地域に寄り添った医
療施設と意思決定の説明責任を促進し、より効果的で効率的なリソースの活⽤を強化しま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/7e9Q30rQSo2 （英語）

ウズベキスタン：グリーン経済への移⾏を加速するための政策対話

ウズベキスタン共和国 経済開発・貧困削減省（MEDPR）、世界銀⾏、中央アジア地域経済
センター（CAREC）は、グリーン成⻑と気候変動に対する強靭性に焦点を当てた会議を8⽉
20⽇に共催し、政策⽴案者と政府の代表者、経済開発・環境の専⾨家、市⺠社会の代表者、
国際機関が、ウズベキスタンにおけるグリーン成⻑と気候変動の緩和と適応に向けた取組み
をどのように加速できるかについて話し合いました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab28
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab29
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab2a


プレスリリース： http://wrld.bg/g5oE30rScjb （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=h131daf4d,6b39182,6b3ab2b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab86
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab87
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab88
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab89
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab8a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab8b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h131daf4d,6b39182,6b3ab8c


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 756号】日本の個人投資家向けにサステナブル・ディベ
ロップメント・ボンドを発行、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第756号　2021年8月20日　発行

日本の個人投資家向けにサステナブル・ディベロップメント・ボンドを発行

日本の個人投資家向けにサステナブル・ディベロップメント・
ボンドを発行

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）はこの度、期間2年のインドルピー建（発行額1億9,180万インドルピー）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、西村証券が日本の個人投資家に販売しました。今回の販売では、世界的な栄
養不良問題と世界銀行が途上国で取り組む栄養改善プロジェクトの事例が紹介されました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb3f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb41


プレスリリース：http://wrld.bg/hc1W30rRfOd

＜9月1日募集開始＞2021年 世界銀行グループ・リクルートミ
ッション：募集職種掲載

世界銀行グループは、今年も高い専門性と十分な実務経験を兼ね備えた優秀な人材を募集し
ます。下記ウェブページに本日、募集職種を掲載しました。各ポジションの詳細および募集
要項は、募集開始となる9月1日より随時追加掲載いたします。途上国への開発援助にご自身
の専門性を活かせる職場に関心のある方は、ぜひ応募をご検討ください。
 
詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5 

IFC：グリーンビルディングが築くグリーンな未来

ルーマニアでは、環境に配慮した物流施設や商業施設の建設が進んでいます。気候変動対策
に対する効果的な解決策の一つとして注目されるグリーンビルディングは、持続可能で強靭
かつ包摂的な低炭素経済の実現への貢献が期待されており、国際金融公社（IFC）はグリー
ンファイナンスやグリーンビルディングの国際認証基準の提供を通じてこの取組みを支援し
ています。

特集： http://wrld.bg/31Lk30rRxEV

MIGA採用情報

世界銀行グループの多数国間投資保証機関（MIGA）では、現在ポジションの募集を行って
おります。途上国の開発援助にご自身の専門性を活かせる職場にご関心のある方は、奮って
ご応募ください。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=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb42
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb43
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb44
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb45


＜8月25日締切＞IFC：オペレーションズ・アナリスト（パート
ナーシップ担当）募集中

国際金融公社（IFC）東京事務所では、オペレーションズ・アナリストを募集しています。

雇用形態：短期コンサルタント（パートタイム）

年間150日間勤務
初年度契約は勤務開始日より22年6月末まで。翌年度以降は1年単位で契約、複数年契
約延長可。

勤務開始日：2021年9月（応相談）
応募締切：2021年8月25日 日本時間
詳細・応募： http://wrld.bg/uGyW30rRxQO

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：
IFC、MIGAの募集

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（世界銀行グループYPP）で
は、現在国際金融公社（IFC）及び多数国間投資保証機関（MIGA）のみ、9月20日午後11時
59分（UTC／協定世界時）まで応募を受け付けています。国際開発への情熱、大学院レベル
の学位、関連分野での職務経験を持ち、そして将来の管理職となる資質を兼ね備えた方のご
応募をお待ちしています。
 
詳細： http://wrld.bg/Go7o30rRxEZ

セミナーのお知らせ

IFCキャリアセミナー 

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb46
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb47


吉江奏太 アソシエイト・インベストメント・オフィサーが、自身の経歴やIFCの活動、南ア
ジア地域における製造業、アグリビジネス、サービス分野での投資業務についてご紹介しま
す。オンラインによる実施（ウェビナー）となります。
詳細： http://wrld.bg/MdnE30rNcdk

　

主なニュース

ネパール：COVAXを通じて400万回分のワクチンを配布

ネパールは世界で2番目の国として、COVAXのコスト共同負担制を活用したワクチン調達の
支援の合意を完了しました。これにより、世界銀行の資金提供による400万回分のモデルナ
製ワクチンがGAVIにより調達されます。ワクチンの提供は2022年3月までに開始される予定
で、少なくとも人口の72％にワクチンを接種するという同国の目標に貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/PEwH30rRxzj （英語）

サイバーセキュリティのための新たなグローバルファンド

世界銀行は8月16日、デジタル開発パートナーシップ（DDP）のプログラムの下で新たなサ
イバーセキュリティマルチドナー信託基金をエストニア、ドイツ、日本、オランダの支援に
より立ち上げました。この基金は、サイバーセキュリティ開発アジェンダの適切な定義と、
計画的な展開を目的としており、世界銀行のプログラムや資金調達におけるサイバーセキュ
リティの強化を促進します。

プレスリリース： http://wrld.bg/qghB30rRxzi （英語）

コンゴ民主共和国：首都キンシャサにおける強靭な気候変動対策

アフリカ最大の都市であるキンシャサは、人口が増加し、気候変動による影響が悪化する
中、より持続可能で強靭性のある都市への移行を最優先事項としています。2022年に開始さ
れる国際開発協会（IDA）の資金を活用した5億ドルのプロジェクトは、家庭用水道水のアク
セスや、洪水被害の削減、緑豊かな都市空間の開発により、同市の4つの地区に住む200万人
が恩恵を享受します。

特集： http://wrld.bg/Np2T30rRxzh （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb48
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb49
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb4a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb4b


プロジェクトの経済分析における気候変動と自然災害の統合

世界銀行のプロジェクトの経済分析が、気候変動と災害のリスクを適切に考慮しているかを
確認するための気候関連ストレステストの手法とツールが開発されました。広く適用される
ことで気候変動と災害のリスクに対して堅牢で強靭性を持つプロジェクトの設計が促進さ
れ、気候変動への適応に貢献します。

特集： http://wrld.bg/3rl630rRxzg （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=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb4c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb4d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb4e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6a9eb4f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6aa02c0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6aa02c1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6aa02c2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12f8ce62,6a9c033,6aa02c3


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 755号】2021年度の財務諸表発表、「世銀スタッフの横
顔」インタビュー第58回、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第755号　2021年8月13日　発行

世界銀行グループ、2021年度の財務諸表を発表

世界銀行グループ、2021年度の財務諸表を発表

世界銀行グループ理事会は8月5日、2021年度（2020年7月1日～2021年6月30日）の監査済
み財務諸表を承認しました。2021年度のコミットメント総額の大部分は、新型コロナウイル
ス感染症による保健・経済への影響に関連する施策に充てられました。今回の世界的な感染

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a0813f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08141


症流行に対し、世界銀行グループのコミットメント総額は、2020年度を15％上回る843億ド
ルに増えました。

プレスリリース︓http://wrld.bg/cIdD30rQSpK

「世銀スタッフの横顔」インタビュー第58回：佐藤健明 世界
銀行上級環境専門官

「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、環境アセスメントの専門家である佐藤健明 世界銀行 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 上級環境専門官が、世界銀行に入行するま
でのいきさつや、ワシントンDC本部での中東・北アフリカ地域および南アジア地域のセー
フガード業務、パキスタン事務所でのオペレーション業務、世界銀行で働く醍醐味などにつ
いてご紹介します。 
 
インタビュー︓ http://wrld.bg/NLue30rQyUP 

＜9月1日募集開始＞2021年 世界銀行グループ・リクルートミ
ッション

世界銀行グループは、今年も日本人を対象としたリクルートミッションを実施いたします。
各ポジションの詳細および募集要項は今後随時ウェブページに掲載いたします。9月1日から
募集開始となりますところ、途上国への開発援助にご自身の専門性を活かせる職場に関心の
ある方は奮ってご応募ください。

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

MIGA採用情報

世界銀行グループの多数国間投資保証機関（MIGA）では、現在ポジションの募集を行って
おります。途上国の開発援助にご自身の専門性を活かせる職場にご関心のある方は、奮って
ご応募ください。 
詳細は以下のページ「採用情報」よりご覧ください 。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08142
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08143
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08144


MIGA（日本語）： http://wrld.bg/swZT30rQSvY

IFC︓オペレーションズ・アナリスト（パートナーシップ担
当）募集中

国際金融公社（IFC）東京事務所では、オペレーションズ・アナリストを募集しています。 

雇用形態：短期コンサルタント（パートタイム）

年間150日間勤務
初年度契約は勤務開始日より22年6月末まで。翌年度以降は1年単位で契約、複数年契
約延長可。

勤務開始日：2021年9月（応相談）
応募締切：2021年8月25日 日本時間
詳細・応募： http://wrld.bg/lCHG30rQ0lm

セミナーのお知らせ

IFCキャリアセミナー 

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

主なニュース

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08145
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08146
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08147


シエラレオネ︓不確実性は残るものの感染症の影響による経済減速から回復
の見込み

8月5日発表の報告書によると、シエラレオネの経済は新型コロナウイルス感染症の影響によ
る減速から回復し、実質GDPは2021年に3.0％成長（2020年の予測と比較して0.8％ポイン
ト上方修正）すると予測されます。また、景気回復の維持には、包摂的な経済成長を加速す
るための構造改革に加えて、歳入改革と歳出の合理化や、回復を支援し為替レートを安定さ
せるための慎重な金融政策を通じた財政再建を再開する必要があるとしています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/fbex30rQSo5 （英語）

チャド︓保健へのアクセスと質を改善

世界銀行は8月6日、チャドにおける必要不可欠な保健サービスの提供の向上と質の改善を目
的とした、国際開発協会（IDA）からの9,000万ドルの支援を承認しました。このプロジェ
クトにより、医療センターや公立病院への資金の流れの改善と、地域に寄り添った医療施設
と意思決定の説明責任の促進が行われ、より効果的・効率的なリソースの活用が確保されま
す。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/7e9Q30rQSo2 （英語）

レバノン︓デジタル化による港湾セクターの改革と再構築

デジタル化はベイルート港の再構築と近代化に向けた重要な基礎の1つです。世界銀行は8月
10日、ベイルート港再建のための重要な要件を示した研究ノートを発表し、デジタル化の必
要性を説明するとともに、実現に必要な環境の基本的要素を概説し、変化に対する慢性的な
障壁とそれらに対処するための解決策を示しています。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/bJr730rQSo1 （英語）

イラク︓世界銀行グループとの新たなパートナーシップ

世界銀行グループは8月5日、イラクに対する支援の継続にあたり、同国との2022年から26
年までの新たな国別パートナーシップ枠組み（CPF）を発表しました。この枠組みは、世界
銀行グループのイラクにおける支援の主要な開発目標を設定し、同国の感染危機対応や、経
済改革、人的資本の再建を図るための戦略的介入を提案します。

プレスリリース︓ http://wrld.bg/Yz5N30rQSnZ （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08148
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08149
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a0814a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a0814b


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=h12d348f1,6a02cac,6a0814c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a0814d
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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a0814f
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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08151
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12d348f1,6a02cac,6a08152


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 754号】「途上国を対象とした新型コロナウイルス感染
症のワクチン、治療薬、診断法のためのタスクフォース」の第2回会合に関する国際機関の
代表による共同声明、他

世界銀行東京事務所　Eニュース 第754号　2021年8月6日　発行

「途上国を対象とした新型コロナウイルス感染症のワクチン、治療薬、診断法のためのタスクフォース」の
第2回会合に関する国際機関の代表による共同声明

「途上国を対象とした新型コロナウイルス感染症のワクチン、
治療薬、診断法のためのタスクフォース」の第2回会合に関す

る国際機関の代表による共同声明

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12b243dd,6966a79,696f92d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12b243dd,6966a79,696f92f


国際通貨基金（IMF）、世界銀行グループ、世界保健機関（WHO）、世界貿易機関
（WTO）の代表により設置された「途上国を対象とした新型コロナウイルス感染症のワク
チン、治療薬、診断法のためのタスクフォース」は7月30日、新しいウェブサイトを発表す
ると共に、ワクチン・プログラムが順調に進んでいる国には、できるだけ早くできるだけ多
くの調達済みワクチンと追加購入オプション分を、COVAX、アフリカワクチン入手トラス
ト（AVAT）、低所得国・低中所得国に回すよう要請する声明を発表しました。

声明：http://wrld.bg/qIVY30rQ74n

日本の個人投資家向けサステナブル・ディベロップメント・ボ
ンドを発行、大和証券が販売

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7年の米ドル建て（発行額: 1,000万ドル）のサステナブル・ディベロッ
プメント・ボンドを発行し、大和証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。世界銀行のすべての開発プロジェクトは、極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進という
世界銀行の2大目標に従い、環境と社会に良いインパクトと成果をもたらすように設計され
ています。この2つの目標は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」とも連携していま
す。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/uZbX30rQ74p 

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

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

詳細： http://wrld.bg/YZOV30rMBJ5

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12b243dd,6966a79,696f930
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12b243dd,6966a79,696f931
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12b243dd,6966a79,696f932


MIGA：新型コロナ対策支援パッケージの一環として、ヘルス
ケア増強、中小企業支援、貿易促進の分野において56億ドルの

保証の提供を実施 

世界銀行グループの多数国間投資保証機関（MIGA）は、 2020年4月に設定した新型コロナ
対策支援パッケージを利用し、ハリケーンと新型コロナの影響を同時に受けたバハマにおけ
るヘルスケアセクターと中小企業の支援によるレジリエンスの向上や邦銀による東部・南部
アフリカ貿易開発銀行（Trade Development Bank）向けの融資を通じたアフリカ諸国にお
ける貿易促進などを含む案件に対して56億ドルの保証を提供しました。また、2021年度中
に合計52億ドルの保証を提供するとともに47億ドルの投資を動員することにより、78万人
以上への電力供給、3億6,000万ドルの税収増加などを途上国にもたらしました。

プレスリリース： http://wrld.bg/7PHI30rQ7Sn （英語）

IFCが世界のインパクト投資市場に関する新報告書を発表、市
場規模は2.3兆ドルに

インパクト投資は、新型コロナウイルス感染症の混乱が続いた2020年も投資家の強い関心を
集め、投資額は2.3兆ドルに達したと、国際金融公社（IFC）が同市場に関する最新の報告書
で明らかにしました。気候変動や医療への公平なアクセス確保などの社会問題への意識の高
まりが、市場のさらなる飛躍のきっかけになると指摘しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/iRWV30rQ6U0
報告書： http://wrld.bg/s2CM30rQ6U5 （英語、PDF）

IFC：オペレーションズ・アナリスト（パートナーシップ担
当）募集中

国際金融公社（IFC）東京事務所では、オペレーションズ・アナリストを募集しています。 

雇用形態：短期コンサルタント（パートタイム）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12b243dd,6966a79,696f933
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年間150日間勤務
初年度契約は勤務開始日より22年6月末まで。翌年度以降は1年単位で契約、複数年契
約延長可。

勤務開始日：2021年9月（応相談）
応募締切：2021年8月25日 日本時間
詳細・応募： http://wrld.bg/lCHG30rQ0lm

セミナーのお知らせ

IFCキャリアセミナー 

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

　

主なニュース

アフリカ、AU加盟国とカリブ海諸国への4億回分のワクチン配布を発表 

アフリカ連合（AU）およびアフリカワクチン入手トラスト（AVAT）によって調達されたワ
クチンが、AU加盟国へ月次供給が始まります。月ごとに供給量を増やしながら12月末まで
に約5,000万回分のワクチンを提供することを目標としており、調達と配布は、世界銀行と
AUとのパートナーシップによって支援されています。

プレスリリース： http://wrld.bg/FIaH30rQ7D4 （英語）

ラオス：森林保全により、環境に配慮し強靭性を持った成長を

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h12b243dd,6966a79,696f936
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ラオス農林省と世界銀行は8月5日、ラオスの森林・景観の管理や自然資本の保護への投資促
進により農村地域の雇用創出と収入増加を図るための5,700万ドルのプロジェクトを開始し
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は、同国の8つの県の約
600の村の経済成長、雇用、生計の向上を支援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/lT4N30rQ7D2 （英語）

中央アフリカ共和国：未来を守るための人的資本への投資

8月4日発表の「中央アフリカ共和国 経済アップデート」第4版では、同国の経済は5年連続
で減速し、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年の実質GDP成長率が0.8％に落ち
込んだと指摘しています。報告書はまた、幼児期の発達課題への取組みなど、経済成長と
人々の生活水準の向上を促進しながら人的資本と未来を保護するための提言を行っていま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/ciNY30rQ7Bd （英語）

ラテンアメリカ・カリブ海地域：感染症危機に291億ドルを支援

ラテンアメリカ・カリブ海地域において新型コロナウイルス感染症がもたらした健康、経
済、社会などへの深刻な影響に対して、世界銀行グループは2020年4月1日から2021年6月30
日までに291億ドルを支援しました。これは、世界銀行グループの歴史上、同様の期間では
最大の危機対応支援となります。

プレスリリース： http://wrld.bg/CxLP30rQ7D0 （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
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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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