
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 693号】「一次産品市場の見通し」 2020年4月版発表、第101回世

銀・IMF合同開発委員会 コミュニケ、他 

世界銀行東京事務所 Eニュース 第693号 2020年4月24日 発行 

「一次産品市場の見通し」 2020年4月版：新型コロナウイルス

感染症による需要減と供給の混乱により、2020年はほとんどの

一次産品価格が下落へ 

世界銀行は4月23日、「一次産品市場の見通し」2020年4月版を発表し、価格の下落幅が最も大きか

ったのは石油を含む運輸セクターの一次産品だとしています。他方、ほとんどの農産物は見通しに大

きな影響はないとしつつも、サプライチェーンが混乱し、政府が輸出制限や備蓄措置を講じることに

より、食料安全保障が脅かされる可能性があるとしています。  

プレスリリース：http://wrld.bg/uwX030qAiIi 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695db
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695dc&p1=@wqgrihwnk8Td9uUdMuSILFuq8ciIwd4XoacsQxz_U23nPnxTheZ9bAS7vV4VHcGQIiHMAHZoSeztE-6fd_FO9jM_EnPlQBKSg1wd9hSTD7eshTKd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695de
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695dd


第101回世銀・IMF合同開発委員会 コミュニケ 
  

4月17日、世界銀行・IMF合同開発委員会が開催され、開発をめぐる諸問題について、世界銀行・IMF

に勧告が行われました。委員会は、今回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の危機

に対するIMF・世銀グループによる迅速な対応を称賛するとともに、世銀グループ・IMFの両機関に

対し、パンデミックへの対応、経済回復の支援、世銀グループが掲げる二大目標や持続可能な開発目

標（SDGs）の達成に向けた進展の確保のため、協働することを求めました。 
 

第101回世銀・IMF合同開発委員会 コミュニケ  

英語： http://wrld.bg/8gus30qA34l  

日本語（ポイント、財務省）： http://ow.ly/hnhd30qA32f  

   

世界銀行グループ、新たなマルチドナー信託基金創設へ 途上

国による感染症流行への備えを支援 
  

保健安全保障を世界規模で強化し、途上国による感染症流行に対する準備への支援が急務となってい

ることを受けて、世界銀行グループは「保健危機への備えと対応に係るマルチドナー基金（HEPRF）

」の創設を計画しています。HEPRFは、保健危機への備えにさらなる投資を行うインセンティブを低

所得国に提供し、新型コロナウイルス感染症（COVID19）に対する緊急対応を支援します。 
 

声明： http://wrld.bg/DJSM30qAiJ9  

   

世界銀行グループとIMF、アフリカ諸国の新型コロナウイルス

感染症対策でパートナーを動員 
  

世界銀行グループと国際通貨基金（IMF）は4月17日、アフリカ諸国の指導者、二国間パートナー、

国際機関との会議を開催し、アフリカ諸国における新型コロナウイルス感染症対策に係る措置の迅速

化を図るため、資源の有効活用に向けた各国・各機関による政策の計画の概要を示しました。 
 

プレスリリース： http://wrld.bg/R5yW30qAiIV  

   

ブログ：2020年4月17日 今週の動き：合同開発委員会における

発言より 
  

本年は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、世界銀行グループ・ 国際通貨基金

（IMF）春季会合がバーチャル形式で実施されました。4月17日までの一週間の世界銀行グループの

主な動きのまとめを、デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁のブログでご覧ください。  

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695df
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e2


 

ブログ： http://wrld.bg/aBWk30qAiId 

   

4月30日締切：2020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（MC）） 
  

現在世界銀行グループで募集中の、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（MC）のエントリー締切日時が間近となりました。ご自身の

専門分野の職種が募集されていたら、是非この機会を逃さずご応募されることをおすすめします。詳

しくは、下記リンクをご覧ください 。 
 

詳細： http://wrld.bg/zRjU30qprju 

エントリー締切：4月30日（木）23時59分（日本時間） 

   

セミナーのお知らせ 
  

■一次産品市場の見通し 2020年4月版 

世界銀行モーニングセミナー（第60回）ライブストリーミング  
 

日時：2020年5月1日（金）午前8時～午前9時  

内容：世界銀行の一次産品価格・市場に関する分析のとりまとめを担当するジョン・バフェス世界銀

行マクロ経済・貿易・投資グローバルプラクティス見通しグループ上級農業エコノミストが、4月23

日発表の新報告書「一次産品市場の見通し 2020年4月版」の主なポイントをご紹介します。  

ライブストリーミングリンク： https://youtu.be/Hf5WKbz7TiI  

＊開始時間になりましたらクリックしてご覧ください。  

詳細・事前ご質問受付： http://wrld.bg/wjYi30qAiJM  

   

主なニュース 
  

本国送金が近年最大幅で落ち込むと予測 

世界銀行は2020年の世界の送金規模が、新型コロナウイルスの感染拡大による経済危機のため、約

20％激減すると予測しています。低・中所得国（LMICs）への送金は19.7％減の4,450億ドルまで落ち

込むとみられ、多くの脆弱世帯が生活に不可欠な財源を失うとみられています。 
 

プレスリリース： http://wrld.bg/r6WH30qAi92 （英語） 
 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e7


東ティモール：衛生へのアクセスと質の高い教育を支援 

世界銀行理事会は4月22日、東ティモールの人的資本構築を後押しするために、国際開発協会（IDA）

と教育のためのグローバルパートナーシップ（GPE）からの拠出を含む4,800万ドル超の支援を承認し

ました。この2つの新しいプロジェクトは、清潔な水と衛生設備、および質の高い教育を提供するこ

とにより人的資本の育成を促し、同国の平和と繁栄した未来の構築に貢献します。 
 

プレスリリース： http://wrld.bg/mF1c30qAi9a （英語） 

エチオピア：貧困削減において大きな進歩を遂げたものの、依然格差が残る 

世界銀行グループが4月16日に発表したエチオピアの貧困評価に関する報告書によると、貧困ライン

を下回る人口の割合が、2010-11年の30％から2015-16年に24％に減少しました。教育や清潔な水など

へのアクセスの格差がみられる農村部での人的資本改善への取組みが必要だとしています。 
 

プレスリリース： http://wrld.bg/eCjs30qAi9f （英語） 
 

パプアニューギニア：人的資本の構築を支援 

世界銀行理事会は4月22日、パプアニューギニアの3件の新たなプロジェクトを承認しました。合計1

億ドルを超えるプロジェクトにより、同国の農村地域における保健サービスの質の改善、若者の雇用

機会の向上、および農業セクターの成長と多様化が期待されます。 
 

プレスリリース： http://wrld.bg/UWDy30qAi9r （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=h7cc9a5d,3868f1f,38695e8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38695e9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696da
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696de
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696df
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696e1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696db
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696dc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7cc9a5d,3868f1f,38696dd


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 692号】G20財務大臣会議の結果に関するマルパス世界銀行グル

ープ総裁とゲオルギエバIMF専務理事による共同声明、他 

世界銀行東京事務所 Eニュース 第692号 2020年4月17日 発行 

G20財務大臣会議の結果に関するデイビッド・マルパス世界銀

行グループ総裁とクリスタリナ・ゲオルギエバIMF専務理事に

よる共同声明 

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁とクリスタリナ・ゲオルギエバIMF専務理事は4月14日

、共同声明を発表し、公的二国間債務の返済猶予を要請する最貧困国に対して、5月1日以降返済の

一時停止を認める呼びかけに応じたG20の決定を強く歓迎しました。  

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7ce8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7ce9&p1=@w16mGD40ikC-djgTTG8JMJlVgZeRqwfOLLtrGxvRBeHLbOzw0-XkGSydTEk9-upFjXTi-m4Di61aJzy6Wxa6nRBZNdjkjho9XoVntel1c6KBQVXF
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cea


 

共同声明：http://wrld.bg/8Pui30qyf6t 

   

G20財務大臣に対するデイビッド・マルパス世界銀行グループ

総裁の発言 
  

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁は4月15日、G20財務相・中央銀行総裁会議において、

G20諸国がIDA諸国に対し、5月1日以降、公的二国間債務の返済を一時停止することを容認したこと

を歓迎しました。また、途上国における緊急保健プロジェクト実施や、最貧困世帯の保護および雇用

と企業を守る支援活動に対する資金協力に謝意を表しました。 
  

声明： http://wrld.bg/PLSf30qyf6m  

   

過去最大額の大型公募債を発行 ～世界銀行の保健プロジェク

トの取り組みを支援～ 
  

国際復興開発銀行（IBRD：格付けAaa/AAA）は4月15日、期間5年の米ドル建てサステナブル・ディベ

ロップメント・ボンドを大型公募債形式で発行しました。発行額は、国際機関が発行する米ドル建て

債券としては過去最大の起債額となる総額80億ドルとなりました。発行に先立ち、金融機関や投資

家向けに世銀の保健分野の取り組み全般について説明し、開発途上国を対象とした新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）対策についても紹介しました。各国の中央銀行をはじめ、約190の投資家から

過去最大の125億ドルに達する買い注文が入りました。 
 

プレスリリース： http://wrld.bg/9PbV30qyvnC （英語） 

   

地域経済報告2020年4月版発表 
  

世界銀行は、半期に一度、各地域の半期経済報告を発表しており、このたび2020年4月版が発表とな

りました。各報告書の概要をご紹介したプレスリリースを下記のリンクからご覧いただけます。  
 

アフリカ地域： http://wrld.bg/kLsk30qwvsV  

東アジア・大洋州地域： http://wrld.bg/9GiP30qytwG  

ヨーロッパ・中央アジア地域： http://wrld.bg/X1TR30qytxS  

ラテンアメリカ・カリブ海地域： http://wrld.bg/HTzt30qytxx  

中東・北アフリカ地域： http://wrld.bg/g8qP30qytyR  

南アジア地域： http://wrld.bg/uHiF30qyf6Z  

   

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7ceb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7ced
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf3


MIGA、カンボジア既存送電線案件のみずほ銀行等による借換

えを支援  
  

世界銀行グループの多数国投資保証機関（MIGA）は4月9日、カンボジアの首都プノンペンでの既存

送電線におけるマレーシア輸出入銀行からみずほ銀行等の民間金融機関への借換え案件に対し7,600

万ドルの政治リスク保険を付保しました。本案件により、カンボジアの東部及び北東部への接続のみ

ならず、隣国ベトナム及びタイの国境への送電ネットワークが拡大されます。 
 

プレスリリース： http://wrld.bg/9Bih30qyf6H （英語） 

   

追加ポジション募集開始：JPOチーフ・エコノミスト・オフィ

ス（東アジア・大洋州地域） 

2020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（MC）） 募集中  
  

世界銀行グループでは、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（MC））を募集中です。今週、JPOチーフ・エコノミスト・オフィスの

ポジション（東アジア・大洋州地域）が追加になりました。ご関心のある方のご応募をお待ちしてお

ります。 
 

詳細： http://wrld.bg/zRjU30qprju 

エントリー締切：4月30日（木）23時59分（日本時間） 

   

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人向

け特別枠締切間近 
  

日本／世界銀行共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、将来、世界銀行などの国際開発金融機関に

就職することを目標とし、開発関連分野を専攻として日本国外の大学院から入学許可を受けている、

もしくはすでに在籍している、実務経験を有するミッドキャリアの日本人の方を対象として、在学中

の最大2年間にわたり学費・生活費・渡航費・医療保険を支給する奨学金です。締切りは4月23日で

す。詳しくは、下記のページからご覧ください。 
 

詳細： http://wrld.bg/b1Gh30qwKCN 

   

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf6


ブログ：今週の動き（4月4日から4月10日）：重大な局面を前

に 

世界銀行グループの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策への支援について、4月10日までの

一週間の主な動きのまとめをデイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁のブログでご覧ください。 

ブログ： http://wrld.bg/HDcB30qyeZq 

セミナーのお知らせ

■東アジア・大洋州地域 半期経済報告書：新型コロナウイルス感染症と戦う東アジア・大洋州地域

世界銀行モーニングセミナー（第59回）ライブストリーミング

日時: 2020年4月23日（木）午前8時～午前9時 

内容：3月30日発表の新報告書「東アジア・大洋州地域 半期経済報告書：新型コロナウイルス感染症

と戦う東アジア・大洋州地域」を取りまとめたアディティヤ・マトゥー世界銀行東アジア・大洋州地

域担当チーフエコノミストおよびエルギス・イスラマジ同シニアエコノミストが、ワシントンより日

本の皆様向けにライブストリーミングで同報告書の主なポイントをご紹介します。  

ライブストリーミングリンク：https://youtu.be/Hf5WKbz7TiI

＊開始時間になりましたらクリックしてご覧ください。

詳細・事前ご質問受付：http://wrld.bg/hZ5a30qyeZL

主なニュース 

イエメン：紛争中の医療保健制度を支援

世界で最も深刻な人道危機であるイエメンでの紛争は6年目に入っています。世界銀行の国際開発協

会（IDA）は、既に生じている医療崩壊の進行を防ぐために、国際連合児童基金（UNICEF）と世界保

健機関（WHO）を通じて、同国内の約1,970のプライマリヘルスケア施設と72の病院を支援する緊急

保健・栄養プロジェクトに資金を提供します。 

特集： http://wrld.bg/vnxQ30qyumT （英語） 

食糧安全保障と新型コロナウイルス感染症 

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、多くの国で食糧の供給に関する課題が浮上しています。

世界銀行グループは各国政府やパートナーと協力し、各国内の食品および農産物のサプライチェーン

の監視や適切な食糧政策の支援等を行っています。 

ブリーフ： http://wrld.bg/uEyN30qyun8 （英語） 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cf9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cfa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cfb


コロンビア：生物多様性の保全に新たな守備

コロンビアのオリノキア地域には、何千種もの生物が生息していますが、乱獲や狩猟によりその数が

減少しています。世界銀行と地球環境ファシリティ（GEF）は、同地域の環境保護と経済成長との両

立を図り、絶滅危惧種の保全および生態系の回復を支援しています。

特集： http://wrld.bg/voc930qyunq （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=h79263fe,379f596,37a7cfc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7d96
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7d97
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7d98
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7d99
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cfd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cfe
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h79263fe,379f596,37a7cff


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 691号】アフリカ地域半期経済報告最新版、MIGAによる新型コロ

ナウイルス感染症への対応策支援、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第691号 2020年4月10日 発行 

アフリカ地域半期経済報告：サブサハラ・アフリカ地域は25年

ぶりの景気後退局面へ 

世界銀行がアフリカ経済の動向を伝えるために半期毎に発表している報告書「Africa’s Pulse（アフリ

カの鼓動）」の最新版では、サブサハラ・アフリカ地域が現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）の流行で深刻な影響を受けており、2020年の域内成長率は2019年の2.4％から-2.1～-5.1％へと大

幅に低下し、25年ぶりに景気後退局面に入ると予測しています。

プレスリリース：http://wrld.bg/kLsk30qwvsV 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,3719ffd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,3719ffe&p1=@Ng3__lMpjYBhFsiSruUzIqveFJ2U950UptXU63uzzBQkh9ngt84rZL-CHNoOp3LOjL9BDQ1-j-iSpJlIuSKA2nMClaSL8TP2wcuDClslsLL8HRhi
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371a000
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,3719fff


MIGA、新型コロナウイルス感染症への対応策で投資家及び金

融機関を支援 

4月7日、世界銀行グループの多数国投資保証機関（MIGA）は、低・中所得国で新型コロナウイルス

感染症（COVID-19）の流行への対応に取り組む民間セクター の投資家 及び金融機関 を支援するため

、65億ドルのファーストトラック・ファシリティを立ち上げました。MIGAの引受機能を至急必要な

医療機器 の購入に振り向けるとともに、企業や個人事業主への運転資金の提供、各国政府の短期の

資金調達需要を支えます。 

プレスリリース： http://wrld.bg/TBt430qwvsj 

内藤証券がサステナブル・ディベロップメント・ボンドを販売 

世界銀行（IBRD、格付けAAA/Aaa）は、国内の個人投資家を対象に期間3年のインド・ルピー建て及

びインドネシア・ルピア建てのサステナブル・ディベロップメント・ボンドを発行し、内藤証券株式

会社が販売します。サステナブル・ディベロップメント・ボンド は、世界銀行が開発途上国の貧困

削減および開発支援のために取組む教育・保健・インフラ・行政・農業・環境等の幅広い分野のプロ

ジェクトを支えるために発行されます。 

プレスリリース： http://wrld.bg/ra9W30qwvtz 

募集中：2020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（MC））

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）ポジションの募集を開始しました。今回募集されるポストの詳細と応募方法は

、下記のページからご覧ください。締切りは4月30日（木）23時59分（日本時間）です。 

詳細： http://wrld.bg/zRjU30qprju 

日本／世界銀行 共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP） 日本人向

け特別枠応募受付中 

日本／世界銀行共同大学院奨学金制度（JJ/WBGSP）は、将来、世界銀行などの国際開発金融機関に

就職することを目標とし、開発関連分野を専攻として日本国外の大学院から入学許可を受けている、

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371a001
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371a002
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371a003


もしくはすでに在籍している、実務経験を有するミッドキャリアの日本人の方を対象として、在学中

の最大2年間にわたり学費・生活費・渡航費・医療保険を支給する奨学金です。2020年の募集期間は

3月31日～4月23日です。詳しくは、下記のページからご覧ください。 

詳細： http://wrld.bg/b1Gh30qwKCN 

ブログ：新型コロナウイルス感染症対応に関する一週間の動き

（3月30日から4月3日） 

世界銀行グループは、途上国が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応力を高め、社会・経

済の回復までの時間を短縮できるよう取組みを進めています。65カ国以上での保健医療プロジェク

ト実施をはじめとした主な動きについて、デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁のブログでご

覧ください。

ブログ： http://wrld.bg/accx30qwKzt 

主なニュース 

中東・北アフリカ地域半期経済報告：危機への対応、成長促進と政府への信頼強

化には透明性が鍵 

中東・北アフリカ地域の半期経済報告最新版によると、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影

響による同地域の損失は、4月1日時点で2019年のGDPの約3.7％（約1,160億ドル）に及ぶと予測して

います。また、透明性に投資することで、政府への不信と、説明責任の欠如の悪循環を断ち切ること

ができるだろうとしています。 

プレスリリース： http://wrld.bg/TWoW30qwJ2Y （英語） 

ヨーロッパ・中央アジア地域半期経済報告

ヨーロッパ・中央アジア地域の半期経済報告最新版では、同国地域の2020年の成長率は新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）の影響を受け、-4.4％から-2.8％の間に落ち込み、その後の政策措置導

入により、2021年には一時産品価格の緩やかな回復と貿易の強化がみられるだろうと予測していま

す。

プレスリリース： http://wrld.bg/lMcI30qwJ33 （英語） 

ニジェール：教育と学習の質の改善を支援

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbe8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbe9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbea
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbeb


世界銀行理事会は4月6日、ニジェールでの教育と学習の質の改善のため国際開発協会（IDA）を通じ

た1億4,000万ドルの支援を承認しました。このプロジェクトは同国の脆弱な地域を中心に、教師のス

キル向上や、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響下における遠隔学習プログラムの拡充を

図り、すべての子供たちの学習を強化します。

プレスリリース： http://wrld.bg/TDNa30qwJ3k （英語） 

アフリカ諸国、エボラ出血熱からの教訓を新たなパンデミックに活用

アフリカ諸国は2014年のエボラ出血熱発生時の教訓を活かし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19

）の感染拡大に備えています。世界銀行はアフリカ地域の10カ国における新型コロナウイルス感染

症対策に、現時点で約3億7,000万ドルの支援を承認しており、今後さらに増額される見込みです。

特集： http://wrld.bg/7ueA30qwJ3B （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=h7712447,3718c99,371bbec
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbed
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbf1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbf2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbf3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbf4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbee
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbef
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h7712447,3718c99,371bbf0


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 690号】途上国における新型コロナウイルス感染症の対策強化に

向けた保健医療支援を発表、2020年 世界銀行グループ日本人職員募集開始、他 

世界銀行東京事務所 Eニュース 第690号 2020年4月3日 発行 

世界銀行グループ、途上国における新型コロナウイルス感染症

の対策強化に向け、初の緊急保健医療支援を発表 

世界銀行理事会は4月2日、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策のために設置されたファスト

トラック・ファシリティの下での緊急支援プロジェクトを承認しました。世界銀行グループは、各国

が今回のパンデミックによる保健面への直接的な影響に対応し景気回復を図るよう支援するため、今

後15カ月間に最大1,600億ドルを動員する予定です。

プレスリリース：http://wrld.bg/RID030quVVy 

募集開始：2020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（MC）） 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7ae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7af&p1=@24WPeqNDeaqDzVlJ3PJ1n5r9PkOYmf4LOpah1dKylSLNyXPemk_wlh6qsaAIQWvOAIJpVJxrt9aBoEZyjQtRxXRzQIoFmJmbGl77br70plTniwOx
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b0


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）ポジションの募集を開始しました。今回募集されるポストの詳細と応募方法は

、下記のページからご覧ください。締切りは4月30日（木）23時59分（日本時間）です。 

詳細： http://wrld.bg/zRjU30qprju 

国際通貨金融委員会（IMFC）におけるデイビッド・マルパス世

界銀行グループ総裁の声明 

世界銀行グループは3月27日、テレビ会議を通じて行われた国際通貨金融委員会（IMFC）におけるデ

イビッド・マルパス世界銀行グループ総裁の声明を発表し、世界銀行の活動について最新の情報を報

告するとともに、世界銀行グループが活用し得るすべての手段を動員して、新型コロナウイルス感染

症による危機への支援を行うと述べました。

声明： http://wrld.bg/k0pZ30quW3x 

東アジア・大洋州地域 半期経済報告書2020年4月版「新型コロ

ナウイルス感染症と戦う東アジア・大洋州地域」発表

世界銀行は「東アジア・大洋州地域 半期経済報告書」の2020年4月版で、同地域の途上国の成長率は

、2019年の推計5.8％から、2020年はベースラインで2.1％、低成長シナリオではマイナス0.5％に減速

する見通しと発表しました。また同報告書は、各国は医療分野への迅速な投資や的を絞った財政措置

などを直ちに実施し、パンデミックによる経済的ショックを緩和することが必要だと指摘しています

。 

プレスリリース： http://wrld.bg/3f9330quW3f 

主なニュース 

タンザニア：中等教育の質を改善

世界銀行理事会は3月31日、国際開発協会（IDA）を通じて、タンザニアの中等教育の質を改善するた

めの5憶ドルの支援を承認しました。より安全でより良い学習環境へのアクセスと、中等教育を修了

するまで継続することを目的としたこのプロジェクトは、約650万人の生徒に恩恵をもたらす見込み

です。 

プレスリリース： http://wrld.bg/9Jux30quUKD （英語） 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b5


ラオス：金融セーフティネットと住民登録制度を後押し

世界銀行理事会は3月30日、国際開発協会（IDA）を通じて、ラオス人民民主共和国の預金保護機関の

能力向上と住民登録制度の強化を目的とした6,000万ドルの支援を承認しました。これらのプロジェ

クトは、世帯や中小企業の銀行預金促進と、開発計画に役立つ重要なデータの供給に役立ちます。

プレスリリース： http://wrld.bg/dWrJ30quUKP （英語） 

バングラデシュ：ロヒンギャ難民と地域社会に3億5,000万ドルの支援 

世界銀行は3月31日、バングラデシュ南東部コックスバザールに避難しているロヒンギャ難民と受入

コミュニティを支援する3つのプロジェクトを承認しました。これにより、保健サービス、ジェンダ

ーに基づく暴力への対応、社会的保護、基本的なサービスとインフラなどが提供されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/YYxN30quUKY （英語） 

ネパール：気候変動と災害リスク対応を強化

ネパールの財務省と世界銀行は3月27日、同国の自然災害や感染症の発生を含む緊急事態に備えた

5,000万ドルの融資契約を締結しました。この資金は、防災規制の改善、建築基準、気候変動政策、

パンデミックへの準備と対応計画などの、総合的なレジリエンス向上を目的とした国の能力強化を支

援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/OZbz30quUL4 （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=h74aaca5,3669d4f,366a7b6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a870
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a871
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a872
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a873
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7b9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7ba
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h74aaca5,3669d4f,366a7bb
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