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(1) 2019年 世界銀⾏・IFCリクルートミッション締切間近（締切：2⽉27⽇（世銀）、2⽉28⽇（IFC））

世界銀⾏グループで現在募集中のリクルートミッションの締切が⽇本時間の2⽉27⽇正午（世銀）、2⽉28⽇午前8時59分（IFC）となっております。
ご応募をご検討されている⽅は、募集職種の詳細や採⽤スケジュール、応募⽅法などをご覧いただきエントリー／応募をお願いいたします。

【募集職種】
＜世界銀⾏＞
• 上級ガバナンス専⾨官（電⼦政府）
• ガバナンス専⾨官（電⼦政府）
• 上級教育専⾨官
• 業務担当官（栄養・保健・⼈⼝：東アジア⼤洋州地域）
• 保健エコノミスト（栄養・保健・⼈⼝：東アジア⼤洋州地域）
• インフラ専⾨官
• 上級交通専⾨官（ラテンアメリカ・カリブ海地域担当）
• ⺠間セクター開発専⾨官
• プログラム・オフィサー（質の⾼いインフラ）
• データ・エンジニア

＜国際⾦融公社（IFC）＞
• インベストメント・オフィサー/ 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・アナリスト
• 環境専⾨官/社会開発専⾨官
• 環境・社会アナリスト
• エコノミスト

詳細：http://wrld.bg/LVpa30nxfuN 

(2) 2019年 世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（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）募集中（締切：3⽉27
⽇）

http://www.worldbank.or.jp/enews/?p=1839
http://bit.ly/tL300Q
http://wrld.bg/LVpa30nxfuN


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）6ポジションとミッドキャリア5ポジションを募集中です。
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年延⻑が可能です。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。締切は3⽉27⽇です。

【募集職種】
＜JPO＞（2019年4⽉1⽇現在で35歳以下の⽅が対象）
• 貧困分析等
• 信託基⾦業務
• エネルギー
• 経済分析：南アジア地域
• 教育：南アジア地域
• 交通：グローバル交通安全ファシリティ

＜ミッドキャリア＞
• 上級⾦融専⾨官（⽔）
• 防災専⾨官
• 海洋空間計画専⾨官（環境）
• 上級⽔産専⾨官
• 国際⾦融公社（IFC）コンプライアンス専⾨官

詳細：http://wrld.bg/tfqa30nHUum 

(3) ベトナムの貧困農村地域での強靭な橋梁建設に⽇本の知⾒が貢献

ベトナムの貧困農村地域における気象災害に強い橋梁建設に⽇本の知⾒と経験を活かすため、世界銀⾏の取組の⼀環として、ベトナムの運輸専⾨家と
⽇本の様々な専⾨家との知⾒交換研修と視察が実施されました。

詳細：http://wrld.bg/7kd930nMnso 

(4) ⽵本祥⼦ 世界銀⾏東京事務所 防災専⾨官 インタビュー 「重要なのは、⾼い専⾨性とコミュニケーション⼒ 多国籍チームで世界の問題に果敢に挑
む」

⽵本祥⼦ 世界銀⾏東京事務所 防災専⾨官が、国際機関をめざす学⽣に向けて学歴から職歴に⾄るまで⼀貫したキャリア形成の重要性について語って
います。

インタビュー記事：http://wrld.bg/FJbv30nMnvF 
出典：Education DIAMOND 2020 春号《地球の学び⽅》

(5) TICAD X SDGs X 産官学連携 【躍進する⼤陸・アフリカとの共創と協働】「産官学の取組みと連携の道筋／TICAD7に向けて／SDGs達成への貢献」
（第183回シンポジウム）（3⽉9⽇開催）

外務省、政策分析ネットワーク、UNDP、市⺠ネットワークfor TICADが共に企画した、TICAD７に向けたイベント「躍進する⼤陸・アフリカとの共創と協働」
にTICAD7の共催者である世界銀⾏より宮崎成⼈ 世界銀⾏駐⽇特別代表が登壇します。本イベントは、産官学の関係者がアフリカ開発のための取組み
と連携の道筋を提⽰するとともにTICAD７をどう応援するのか各々の決意を表明し、本年8⽉のサミット開催へのモメンタムを形成することを⽬的としていま
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す。ぜひご参加ください。

—————————————————
「躍進する⼤陸・アフリカとの共創と協働」
〜TICAD×SDGs×産官学連携〜
〜産官学の取組みと連携の道筋：TICAD７に向けて〜
〜開発課題とビジネス機会の提⽰：SDGs達成への貢献〜
—————————————————
【開催概要】（第183回政策シンポジウム）
⽇時：2019年3⽉9⽇（⼟）
（セッション）   14：00〜16：00
（ネットワ―キング）16：30〜18：00
場所：ヤフー株式会社・セミナールーム （東京都千代⽥区紀尾井町1-3 紀尾井町タワー17階）
   https://about.yahoo.co.jp/info/kioicho/ 
定員：250名（定員を超えた場合には抽選）
   事前の⼊館登録⼿続きが必要となります
備考：参加費無料 （ネットワーキングは会費制（2000円程度））
主催：政策分析ネットワーク

【登壇団体（調整中）】
⽇AU友好議員連盟 | 経産省 | 横浜市 | 世界銀⾏ | UNDP | 企業経営者（⼤企業，スタートアップ，経済団体関係者等） | NHK | 名古屋⼤学 |
市⺠ネットワーク for TICAD | ⽂化代表 | Japan Youth Platform for Sustainability

＜全体進⾏係＞ 
外務省アフリカ部・国際協⼒局参事官，TICAD担当⼤使 紀⾕昌彦

===============================================
「躍進する⼤陸・アフリカとの共創と協働」
（第183回）
（参加申込送信先：takoh@r3.dion.ne.jp ）
ご⽒名：
ご所属：
ご役職：
E-mail：
ネットワーキング（実費負担）へのご参加：有 無
===============================================
（会場受付にて、お名刺を１枚ご⽤意下さい）
（会場受付にて、「⼊館カード」をお渡し致します）

(6) セミナーのお知らせ 

■繁栄を求めて：グローバル移住と労働市場
世界銀⾏モーニングセミナー（第28回）

⽇時：2019年2⽉26⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が2018年6⽉に発表した報告書「繁栄を求めて：グローバル移住と労働市場」（Moving for Prosperity: Global Migration and
Labor Markets）の主席執筆者であるチャグラル・オッデン世界銀⾏開発経済総局（DEC）開発リサーチグループ貿易・国際統合ユニット リードエコノミス
トが、ワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。

https://about.yahoo.co.jp/info/kioicho/
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詳細・お申込み： http://wrld.bg/ZU3M30nHSWv 

■世界開発報告（WDR）2019：仕事の本質の変化
世界銀⾏セミナー

⽇時：2019年2⽉26⽇（⽕）午後5時30分〜午後7時
場所：国際協⼒機構（JICA）市ヶ⾕ビル 国際会議場 http://wrld.bg/NqG030nHT5x 
内容：世界銀⾏が2018年10⽉に発表した「世界開発報告」（WDR: World Development Report）の2019年版「仕事の本質の変化」（The
Changing Nature of Work）のフェデリカ・サリオラWDR2019年版執筆担当共同局⻑来⽇の機会を捉え、WDR2019の概要をご紹介するセミナーを開
催します。使⽤⾔語は英語・⽇本語（同時通訳付き）です。ぜひご参加ください。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/NUqw30nHThw 

■⾷の安全のために何が必要か：低・中所得国における取り組みを加速化させる
世界銀⾏モーニングセミナー（第29回）

⽇時：2019年3⽉5⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が2018年10⽉に発表した新報告書「⾷の安全のために何が必要か：低・中所得国における取り組みを加速化させる」（The Safe
Food Imperative: Accelerating Progress in Low- and Middle-Income Countries）の共著者であるスティーブン・ジャッフィー世界銀⾏農業グローバル
プラクティス主任農業エコノミストが、ワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/Rwlw30nHTw8 

■⽇本―世界銀⾏防災共同プログラム：防災の主流化における⽇本と世界銀⾏のパートナーシップ
世界銀⾏東京防災ハブ主催 第20回防災セミナー

⽇時：2019年3⽉8⽇ (⾦) 午後4時〜午後6時
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容：「⽇本―世界銀⾏防災共同プログラム」の第⼆期開始（2018年12⽉）を機会として、防災の主流化に対する⽀援拡⼤とプログラムの新たな重
点分野（強靭なインフラ、リスクの認識、削減と備え、災害リスクファイナンスと保険）をご紹介します。また、「強靭なインフラ」をテーマとして、⽇本の⺠間企
業、研究機関、世界銀⾏のプロジェクト担当者によるパネルディスカッションを開催します。使⽤⾔語は英語・⽇本語（同時通訳付き）です。ぜひご参加く
ださい。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/vK7c30nN7Sy 

■暗闇の中で：電⼒セクターの歪みが南アジア地域にもたらすコストはいくらか？
世界銀⾏モーニングセミナー（第30回）

⽇時：2019年3⽉12⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が2018年12⽉に発表した報告書「暗闇の中で：電⼒セクターの歪みが南アジア地域にもたらすコストはいくらか？」（In the Dark: How
Much Do Power Sector Distortions Cost South Asia?）の著者であるファン・ザン世界銀⾏南アジア地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミストが、ワ
シントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。

詳細・お申込み： http://wrld.bg/CBcR30nHTFG 

(7) 主なニュース
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■発展途上国における持続可能なインフラにGDPの4.5%を
世界銀⾏の新報告書によると、GDPの4.5％を投資することで、開発途上国はインフラに関する持続可能な開発⽬標（SDGs）を達成し、気候変動によ
る気温上昇を2℃以内に抑えることが可能になるとしています。報告書はまた、サービスの改善には設備投資だけでなく、運⽤と保守に必要な資⾦・要員を
安定的に確保することが必要だとし、この継続的な運⽤と保守に年間GDPの2.7％の追加費⽤がかかると推定しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/gnbF30nMmOz （英語）

■リビア：経済回復と国⺠の⽣活向上に焦点を当てた新たなパートナーシップ
世界銀⾏グループは19⽇、リビアの和平プロセスへの重要な役割として、同国⺠への主要なサービスの復旧と経済回復の促進に焦点を当てた、新たな戦略
を発表しました。この新しい戦略は、リビア政府からの要請に応え、世界銀⾏の⺠間セクター開発を担当する国際⾦融公社（IFC）および多国間投資保
証機関（MIGA）が協⼒して作成したカントリーエンゲージメントノート（CEN）の中で発表されました。

プレスリリース： http://wrld.bg/BsBz30nMmOR （英語）

■マリ：バマコ、成⻑とサービス提供の原動⼒
20⽇に発表された報告書では、マリの⾸都バマコの都市としての機能⾯と、住⺠の⽣産性や居住性について分析しています。報告書は、バマコの可能性を
最⼤限に引き出すためには、制度改⾰へのバランスのとれたアプローチ、適切な政策の実施、インフラへの投資と実施への配慮が必要だと述べてます。

プレスリリース： http://wrld.bg/DtTZ30nMmPO （英語）

*******************
世界銀⾏東京事務所
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695 http://bit.ly/ucIAmw
世界銀⾏東京事務所ツイッター http://bit.ly/v4XlyH
世界銀⾏東京事務所フェイスブックページ http://on.fb.me/rWkJWi
世界銀⾏東京事務所インスタグラム http://instagram.com/worldbanktokyo
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(1) 2019年 世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（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）2⽉15⽇募集開始

世界銀⾏グループは、2019年2⽉15⽇から、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）6ポジションとミッドキャリア5ポジションの募
集を開始いたします。

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年延⻑が可能です。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。締切は3⽉27⽇です。

【募集職種】
＜JPO＞（2019年4⽉1⽇現在で35歳以下の⽅が対象）
• 貧困分析等
• 信託基⾦業務
• エネルギー
• 経済分析：南アジア地域
• 教育：南アジア地域
• 交通：グローバル交通安全ファシリティ

＜ミッドキャリア＞
• 上級⾦融専⾨官（⽔）
• 防災専⾨官
• 海洋空間計画専⾨官（環境）
• 上級⽔産専⾨官
• 国際⾦融公社（IFC）コンプライアンス専⾨官

詳細：http://wrld.bg/tfqa30nHUum 

(2) 2019年 世界銀⾏・IFCリクルートミッション募集中（締切：2⽉27⽇（世銀）、2⽉28⽇（IFC））

世界銀⾏グループは、引き続き、教育、保健、インフラ、⾦融など多数の分野で⽇本⼈職員を募集中です。今まで培ってきた経験と専⾨性を活かし、途上
国⽀援に貢献しませんか？締切は2⽉27⽇（世銀）、2⽉28⽇（IFC）です。

【募集職種】
＜世界銀⾏＞
• 上級ガバナンス専⾨官（電⼦政府）

http://www.worldbank.or.jp/enews/?p=1827
http://bit.ly/tL300Q
http://wrld.bg/tfqa30nHUum


• ガバナンス専⾨官（電⼦政府）
• 上級教育専⾨官
• 業務担当官（栄養・保健・⼈⼝：東アジア⼤洋州地域）
• 保健エコノミスト（栄養・保健・⼈⼝：東アジア⼤洋州地域）
• インフラ専⾨官
• 上級交通専⾨官（ラテンアメリカ・カリブ海地域担当）
• ⺠間セクター開発専⾨官
• プログラム・オフィサー（質の⾼いインフラ）
• データ・エンジニア

＜国際⾦融公社（IFC）＞
• インベストメント・オフィサー/ 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・アナリスト
• 環境専⾨官/社会開発専⾨官
• 環境・社会アナリスト
• エコノミスト

詳細：http://wrld.bg/LVpa30nxfuN 

(3) 世界銀⾏東京防災ハブ、レジリエント・インフラストラクチャー・アナリストを募集（締切：2019年3⽉8⽇）

世界銀⾏東京防災ハブでは、レジリエント・インフラストラクチャー・アナリスト（コンサルタント契約）を募集しています。

勤務形態：Short-Term Consultant
・ 勤務時間：週数⽇程度の勤務で、最⻑年150⽇まで。契約更新：応相談。
勤務開始⽇：即⽇勤務開始可能（応相談）
待遇：世界銀⾏の規定に基づく
主な職務内容：レジリエント・インフラストラクチャーに関するプログラムの実施、及び活動拡⼤に伴う専⾨家へのサポート業務。広報物の作成、関係機関と
の調整や報告の情報精査、リサーチの実施、テクニカルブリーフなどのドラフト作成。東京防災ハブ主催のイベント・セミナーの運営に貢献すること。
応募⽅法 :英語CVと志望動機（カバーレター）を Ms. Haruko Nakamatsu, hnakamatsu@worldbank.org宛にご送付ください。
締切：2019年3⽉8⽇
勤務地：東京

詳細：http://wrld.bg/m6Zn30nHUy7 

(4) セミナーのお知らせ 

■世界経済⾒通し（GEP）：曇り模様
世界銀⾏モーニングセミナー（第27回）

⽇時：2019年2⽉21⽇（⽊）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が1⽉8⽇に発⾏した「世界経済⾒通し（GEP）：曇り模様」（Global Economic Prospects: Darkening Skies）をとりまとめたアイハ
ン・コーゼ世界銀⾏⾒通し局⻑が、ワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。 
詳細・お申込み：http://wrld.bg/qrNO30nBT7o 

http://wrld.bg/LVpa30nxfuN
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■繁栄を求めて：グローバル移住と労働市場
世界銀⾏モーニングセミナー（第28回）

⽇時：2019年2⽉26⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が2018年6⽉に発表した報告書「繁栄を求めて：グローバル移住と労働市場」（Moving for Prosperity: Global Migration and
Labor Markets）の主席執筆者であるチャグラル・オッデン世界銀⾏開発経済総局（DEC）開発リサーチグループ貿易・国際統合ユニット リードエコノミス
トが、ワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/ZU3M30nHSWv 

■世界開発報告（WDR）2019：仕事の本質の変化
世界銀⾏セミナー

⽇時：2019年2⽉26⽇（⽕）午後5時30分〜午後7時
場所：国際協⼒機構（JICA）市ヶ⾕ビル 国際会議場 http://wrld.bg/NqG030nHT5x 
内容：世界銀⾏が2018年10⽉に発表した「世界開発報告」（WDR: World Development Report）の2019年版「仕事の本質の変化」（The
Changing Nature of Work）のフェデリカ・サリオラWDR2019年版執筆担当共同局⻑来⽇の機会を捉え、WDR2019の概要をご紹介するセミナーを開
催します。使⽤⾔語は英語・⽇本語（同時通訳付き）です。ぜひご参加ください。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/NUqw30nHThw

■⾷の安全のために何が必要か：低・中所得国における取り組みを加速化させる
世界銀⾏モーニングセミナー（第29回）

⽇時：2019年3⽉5⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が2018年10⽉に発表した新報告書「⾷の安全のために何が必要か：低・中所得国における取り組みを加速化させる」（The Safe
Food Imperative: Accelerating Progress in Low- and Middle-Income Countries）の共著者であるスティーブン・ジャッフィー世界銀⾏農業グローバル
プラクティス主任農業エコノミストが、ワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/Rwlw30nHTw8 

■暗闇の中で：電⼒セクターの歪みが南アジア地域にもたらすコストはいくらか？
世界銀⾏モーニングセミナー（第30回）

⽇時：2019年3⽉12⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が2018年12⽉に発表した報告書「暗闇の中で：電⼒セクターの歪みが南アジア地域にもたらすコストはいくらか？」（In the Dark: How
Much Do Power Sector Distortions Cost South Asia?）の著者であるファン・ザン世界銀⾏南アジア地域担当チーフエコノミスト室上級エコノミストが、ワ
シントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。

詳細・お申込み： http://wrld.bg/CBcR30nHTFG 

(5) 主なニュース

■コンゴ共和国：リクアラ地域の難⺠と受⼊コミニティの社会保護サービスへのアクセスを拡⼤
世界銀⾏理事会は2⽉7⽇、リスンギ・セーフティネットシステムプロジェクトへの国際開発協会（IDA）の916万ドルの追加融資（難⺠サブウィンドウから）
と、1,284万ドルの第2次追加クレジットを承認しました。このプロジェクトにより、社会保護を⽬的とした世帯登録をリクアラ地⽅に拡⼤し、難⺠や受⼊コミュ
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ニティの貧困・脆弱世帯への直接的な条件付き現⾦給付および所得創出活動に向けた資⾦提供が⾒込まれます。

プレスリリース： http://wrld.bg/qEY530nHcvk （英語）

■モザンビークとコンゴ⺠主共和国、世界銀⾏と⼆酸化炭素排出量削減と森林保護に向けた画期的な協定を締結
モザンビークおよびコンゴ⺠主共和国と世界銀⾏は、森林伐採と劣化を防ぐ取組みによる⼆酸化炭素排出量削減に対し資⾦を提供する画期的な協定を
締結しました。このプログラムは、2024年までに⼆酸化炭素排出量を1,000万トン削減することを⽬標に、成果連動型融資を提供します。

特集： http://wrld.bg/TcoU30nHcvF （英語）

■紛争後の国々で有効な公共サービスを築くために
世界銀⾏は、アフガニスタン、リベリア、シエラレオネ、南スーダン、東ティモールの5カ国における紛争後の公共サービス改⾰の軌道を⽐較した報告書を発表し
ました。同報告書は、紛争後の国々で公共サービス構築を⾏う上での、開発パートナーの今後の取組みについて政策を提⾔しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/YmPg30nHcvU （英語）

*******************
世界銀⾏東京事務所
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695 http://bit.ly/ucIAmw
世界銀⾏東京事務所ツイッター http://bit.ly/v4XlyH
世界銀⾏東京事務所フェイスブックページ http://on.fb.me/rWkJWi
世界銀⾏東京事務所インスタグラム http://instagram.com/worldbanktokyo
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(1) 2019年 世界銀⾏・IFCリクルートミッション募集中

世界銀⾏グループは今年もリクルートミッションを派遣し、教育、保健、インフラ、⾦融など多数の分野で⽇本⼈職員を募集します。今まで培ってきた経験と
専⾨性を活かし、途上国⽀援に貢献しませんか？締切は2⽉27⽇（世銀）、2⽉28⽇（IFC）です。

詳細：http://wrld.bg/LVpa30nxfuN 

(2) 世界銀⾏、開発⾦融担当副総裁に⻄尾昭彦を任命

世界銀⾏は2⽉1⽇、⻄尾昭彦⽒を開発⾦融総局（DFi）担当副総裁に任命しました。 ⻄尾⽒は副総裁として、国際開発協会（IDA）、国際復興
開発銀⾏（IBRD）、多様な信託基⾦ポートフォリオなどを通した、世界銀⾏の融資政策を統括することになります。

詳細：http://wrld.bg/gGxC30nBTX4 

(3) 東南アジア災害リスク保険ファシリティ（SEADRIF）に関する⽇本の保険業界向けテクニカルブリーフィングを開催

世界銀⾏は財務省との共催で、東南アジア災害リスク保険ファシリティ（SEADRIF：Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility）に関する、⽇
本の保険業界の関係者向けテクニカルブリーフィングを開催しました。⽇本を代表する保険会社から16⼈の専⾨家が参加し、災害リスクに備えた保険商品
の導⼊に関する経験と知⾒を共有しました。

詳細：http://wrld.bg/MhO230nBTYn 

(4) 世界銀⾏東京開発ラーニングセンター（TDLC）職員募集

東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、現在オペレーションズオフィサーを募集しております。ご関⼼のある⽅は下記をご覧ください。

＜主な職務内容＞
世界銀⾏のグローバルなオペレーションに対する東京開発ラーニングセンター（TDLC）を通じた⽇本からの⽀援活動内容の計画・調達・実施およびモニタリン
グを主導。TDLCの調査研究成果品（ナレッジプロダクト）に対し、その技術的関連性を確認・監督し、質の管理を⾏う。TDLCのメンバーとしてTDLCの年
間ワークプログラムを遂⾏する。

http://www.worldbank.or.jp/enews/?p=1823
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＜応募条件＞
都市開発、運輸、インフラ、経済または関連分野での修⼠号を有すること。TDLCプログラムの関連開発分野で5年以上の実務経験を有し、特に都市開
発、インフラ、運輸における技術的な知識や職務経験を有する⽅。また、⽇本、特に⾃治体レベルの政治経済に精通している⽅。世界銀⾏グループのオペ
レーションに精通している⽅。
応募締切： 2019年2⽉26⽇
詳細：http://wrld.bg/JQMk30nCOme 

(5) セミナーのお知らせ 

■開発のための情報・コミュニケーション2018：データ主導型開発
世界銀⾏モーニングセミナー（第26回）

⽇時：2019年2⽉12⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：新報告書「開発と気候変動対策のための財政政策」（Fiscal Policies for Development and Climate Action） の編者として執筆担当チーム
を主導したミリア・ピガート世界銀⾏マクロ経済・貿易・投資グローバルプラクティス主任エコノミスト兼気候変動リードが、ワシントンよりテレビ会議で新報告書
の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/LU6f30nmeET 

■世界経済⾒通し（GEP）：曇り模様
世界銀⾏モーニングセミナー（第27回）

⽇時：2019年2⽉21⽇（⽊）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：世界銀⾏が1⽉8⽇に発⾏した「世界経済⾒通し（GEP）：曇り模様」（Global Economic Prospects: Darkening Skies）をとりまとめたアイハ
ン・コーゼ世界銀⾏⾒通し局⻑が、ワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。 
詳細・お申込み：http://wrld.bg/qrNO30nBT7o 

(6) 主なニュース

■パキスタン：⽔の安全性と⽣産性改善のための改⾰を提案
国際⽔管理研究所や国際⾷料政策研究所を含む、⽔の専⾨家の貢献により世界銀⾏が作成した新報告書では、パキスタンは⽔に恵まれているにも関
わらず、⼀⼈当たりの⽔利⽤可能量は低いとしています。同報告書では、⽔の利⽤効率とサービス提供の改善により、経済的、社会的、環境的な利益が
得られると提案しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/4IT730nBUqK （英語）

■ウガンダ：性的暴⼒の被害者に安全な空間と⽣活スキルを提供
世界銀⾏が資⾦を提供するプロジェクトは、ウガンダのカムウェンゲとカバロレ地区の⼥⼦クラブを通じて性的暴⼒の被害者を⽀援しています。⼥⼦クラブには
⾮常に貧しい家庭出⾝の不登校の⼥⼦や10代の⺟親が参加しており、⽣活技能やビジネス研修の他、ヘルスケアと法的⽀援へのアクセスが提供されま
す。

特集： http://wrld.bg/j6Tf30nBUre （英語）
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■パプアニューギニア：経済報告書発表
世界銀⾏が7⽇に発表したパプアニューギニアの経済報告書によると、同国の包摂的で幅広い成⻑を促進するには、より良い教育と保健サービスを通じて⼈
的資本の質を⾼め、⺠間セクターの発展を促進するビジネス環境を強化することが重要だと指摘しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/aHKD30nBUzF （英語）

■アフガニスタン：経済的機会と雇⽤機会を強化
世界銀⾏とアフガニスタン財務省は6⽇、避難⺠の流⼊が多い都市での経済的機会と雇⽤機会を強化するため国際開発協会（IDA）からの2億ドルを
含む総額3億2,500万ドルの新しい⽀援パッケージに署名しました。この⽀援により、同国への帰国者や国内避難⺠への雇⽤機会とより良いサービスへの提
供が期待されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/4MAR30nBUA2 （英語）

*******************
世界銀⾏東京事務所
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695 http://bit.ly/ucIAmw
世界銀⾏東京事務所ツイッター http://bit.ly/v4XlyH
世界銀⾏東京事務所フェイスブックページ http://on.fb.me/rWkJWi
世界銀⾏東京事務所インスタグラム http://instagram.com/worldbanktokyo
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(1) 2019年 世界銀⾏・IFCリクルートミッション募集開始

世界銀⾏グループは今年もリクルートミッションを派遣し、教育、保健、インフラ、⾦融など多数の分野で⽇本⼈職員を募集します。今まで培ってきた経験と
専⾨性を活かし、途上国⽀援に貢献しませんか？締切は2⽉27⽇（世銀）、2⽉28⽇（IFC）です。

詳細：http://wrld.bg/LVpa30nxfuN 

(2) セミナーのお知らせ 

■よみがえる東アジア：世界的な変化の中での⽅向性
世界銀⾏セミナー

⽇時：2019年2⽉4⽇（⽉）午後4時30分〜6時
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：2018年12⽉10⽇発表の新報告書「よみがえる東アジア：世界的な変化の中での⽅向性」（A Resurgent East Asia, Navigating a Changing
World）の2名の共著者であるスディール・シェッティ世界銀⾏東アジア・太平洋地域担当チーフエコノミストとアンドリュー・メイソン同リードエコノミスト（チーフエ
コノミスト代⾏）の来⽇にあたり、新報告書の主なポイントをご紹介します。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/2Lgb30nrtpz 

■貧困と繁栄の共有2018：貧困パズルを組み⽴てる
世界銀⾏モーニングセミナー（第25回）

⽇時：2019年2⽉6⽇（⽔）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：2018年10⽉発表の報告書「貧困と繁栄の共有2018：貧困パズルを組み⽴てる」（Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together
the Poverty Puzzle）の執筆チームを主導したディーン・ジョリフ世界銀⾏開発経済総局（DEC）開発データグループ主任エコノミストが、ワシントンよりテレ
ビ会議で同報告書の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/eFGl30nmeov 

■開発のための情報・コミュニケーション2018：データ主導型開発
世界銀⾏モーニングセミナー（第26回）

⽇時：2019年2⽉12⽇（⽕）午前7時45分〜8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：新報告書「開発と気候変動対策のための財政政策」（Fiscal Policies for Development and Climate Action） の編者として執筆担当チーム

http://www.worldbank.or.jp/enews/?p=1820
http://bit.ly/tL300Q
http://wrld.bg/LVpa30nxfuN
http://ow.ly/Ok6kd
http://wrld.bg/2Lgb30nrtpz
http://ow.ly/Ok6kd
http://wrld.bg/eFGl30nmeov
http://ow.ly/Ok6kd


を主導したミリア・ピガート世界銀⾏マクロ経済・貿易・投資グローバルプラクティス主任エコノミスト兼気候変動リードが、ワシントンよりテレビ会議で新報告書
の主なポイントをご紹介し、皆様からのご質問にお答えします。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/LU6f30nmeET 

(3) 主なニュース

■ベナン：⼥性への投資と思春期の⼥⼦の⼈的資本強化に向けたエンパワーメントを⽀援
世界銀⾏理事会は1⽉25⽇、国際開発協会（IDA）を通じ、ベナン政府の⼈間開発の成果向上と⻑期的な⼈⼝ボーナスの配当への取組みを⽀援する
ための、9,000万ドルの融資を承認しました。この⽀援により、⼥⼦の中等教育と⽣活スキルへのアクセスが改善され、若い⼥性と将来の⼦供たちの⼈間開
発の成果向上と、労働市場における経済的機会の増加が⾒込まれます。

プレスリリース： http://wrld.bg/voUp30nxkuW （英語）

■ルワンダ：元戦闘員の新たな出発
ルワンダでの内戦および1994年の⼤虐殺による影響に対応するため、ルワンダ政府は1997年にルワンダ動員解除・除隊兵⼠社会復帰委員会（RDRC）
を設⽴し、7万⼈以上の元戦闘員の動員解除と社会復帰の⽀援を提供してきました。世界銀⾏は、国際開発協会（IDA）を通じた緊急動員解除・除
隊兵⼠社会復帰プログラム（2002-2008）と第⼆次緊急動員解除・除隊兵⼠社会復帰プロジェクト（SEDRP 2009-2017）により、同国の取組みを⽀
援しました。

特集： http://wrld.bg/I0tN30nxf50 （英語）

■ウガンダ：⾃治体でのインフラ近代化⽀援
IDAから1億5,000万ドルの融資を受けたウガンダ⾃治体インフラ開発⽀援プログラム（USMID）では、道路、廃棄物管理、都市周辺への上下⽔道の延
⻑や、市場、⾷⾁処理場、バス、タクシー、⼤型トラック専⽤駐⾞場のような地⽅の経済インフラなどを含むインフラ拡張とサービス提供を14の⾃治体で⾏っ
ています。

特集：http://wrld.bg/nRgD30nxhlE （英語）

■ネパール：再⽣可能エネルギー源の多様化を⽀援
1⽉30⽇、世界銀⾏は、ネパールの再⽣可能エネルギーへのエネルギー源多様化を⽀援するために、561万ドルのグラントと、200万ドルのローンを承認しまし
た。 このプロジェクトは、官⺠パートナーシップ（PPP）を通じた⺠間セクターの効率性向上を含め、再⽣可能エネルギーソリューションの推進による同国のエネ
ルギー供給状況の改善を⽬的としています。

プレスリリース：http://wrld.bg/8bNL30nxkq9 （英語）

*******************
世界銀⾏東京事務所
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695 http://bit.ly/ucIAmw
世界銀⾏東京事務所ツイッター http://bit.ly/v4XlyH
世界銀⾏東京事務所フェイスブックページ http://on.fb.me/rWkJWi
世界銀⾏東京事務所インスタグラム http://instagram.com/worldbanktokyo
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