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本レポートについて
「世界銀行サステナブル・ディベロップメント・ボンド・インパクトレポート」は、世界銀行（正式名称：
国際復興開発銀行、以下「IBRD」）が発行する債券（以下「世銀債」）とIBRDの活動全体の成果を
まとめた初のインパクトレポートです。 

18ページでは、2019年度に実施されたプロジェ
クトの融資承認額・実行額を含む、現在の融資
ポートフォリオの全体像をセクター別、地域別
に説明します。

インパクト・ハイライト:　本セクションで
は、SDGsのフレームワークに沿って、これまで
に達成された成果と今後の見通しを説明しま
す。 2019年度に融資を全額実行済のプロジェ
クト全体の成果（19～20ページ）に加て、IBRD
がプロジェクトとSDGsの関連性を投資家に伝え
るために債券の「資金使途」を明記するように
なった2018年度以降に承認された実施中のプロ
ジェクトについても、期待される成果を掲載し
ています（22～23ページ）。また、IBRDのプロ
ジェクトがSDGsをどのように支援しているかを
実際のプロジェクトをもとに紹介します。

フレームワーク:　本セクションでは、債券投
資家が環境・社会の持続可能性に貢献する債券
（サステナブルボンド）を評価する際の参考に
なると思われる世界銀行の運営と政策及びプロ
ジェクトサイクルを紹介します。 

プロジェクト別レポート:　本セクションに
は、2019年度に実施されたすべての世界銀行の
プロジェクトをセクター別にまとめています。
期待される主な成果に加えて、世界銀行のプロ
ジェクトポータルでプロジェクトの詳細を調べ
る際に利用できるプロジェクト識別番号も掲載
しています。

付属文書:持続可能性の評価に役立つ世界銀行

報告書の一覧など、投資家が関心を持つ可能性

のある追加の情報を掲載しています。

本レポートの作成は、Atiyah　Curmally、　

Scott　Cantor、世界銀行財務局資本市場部メ

ンバーの意見をもとに、Colleen　Keenanが執

筆しました。また、Zoe　Russoによるプロ

ジェクトデータの収集と分析、Heike 

Reicheltの監修により作成されました。

注:
/1 http://pubdocs.worldbank.org/en/790081576615720375/
IBRD-Green-Bond-Impact-Report-FY-2019.pdf

本レポートの主な目的は、世銀債を通じて調
達された資金が、持続可能な開発や「持続
可能な開発目標（SDGs）」をどのように支え
ているかを投資家や資本市場の関係者に説
明することです。世銀債の概要に加えて、
世界銀行のプロジェクトサイクルやセーフ
ガードの詳細、債券発行フレームワークと
の連携についても記載しています。レポー
トの作成に当たっては、世界銀行が2015年か
ら発行している「グリーンボンド・インパク
トレポート」 をモデルとしました。作成段
階では、世界銀行内部の様々な専門分野及び
金融分野の専門家やマネジメントの意見に加
えて、投資家や引受会社、資本市場のサービ
スプロバイダー、ESG投資の第一人者にも
フィードバックを求めました。こうした
フィードバックは本レポートのアプローチを
明確化する助けになっただけでなく、将来の
見通しに関する情報を増やすきっかけとなり
ました。また、将来のインパクトレポート
において、報告内容をさらに充実させるた
めの貴重な提言もいただきました。 

はじめに: 本セクションには、アンシュラ・
カント専務理事兼世界銀行グループ最高財
務責任者（CFO）による序文とジンドン・フ
ア世界銀行トレジャラーからのメッセージ
を掲載しています。また、世界銀行グルー
プの戦略と目標を紹介するとともに、加盟
国の新型コロナウイルス感染症対策に対す
る世界銀行の支援を概観します。

概要:本セクションでは、世界銀行がグリー
ンボンドやサステナブル・ディベロップメ
ント・ボンドの発行に際して、SDGsと世銀
債との関連について、投資家とどのような
協議をしたかを説明します。また、本レ
ポートの対象期間に投資家からの関心が最
も高かったSDGsの目標やテーマを紹介する
ほか、主要な取引事例をもとに2018～19年
度の世銀債の発行を振り返ります。16ペー
ジからは世銀債の発行やIBRDの融資状況を
概観し、IBRDが2019年度に発行した世銀債
の規模や加盟国向け新規融資承認額につい
て報告します。
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世界銀行は、IBRDを通じて、中所得の途上国支

援に需要な役割を果たしており、世界中の何億人もの
人々の生命と生活に大きな影響を与えています。
世界銀行の強みはプロジェクトの幅と深さに表れて
おり、投資家向けに作成された初の「サステナブ
ル・ディベロップメント・ボンド・インパクトレ
ポート」にも反映されています。

世界銀行は支援対象の加盟国と連携しながら、雇用
の創出、人的資本の開発、地球公共財の拡充の促進
と保護、持続可能な環境の促進、金融へのアクセス
改善、社会的セーフティネットの構築に取り組んで
います。また、持続可能な成長やプロジェクトの効
果的な実施、民間投資の促進に資する施策を推進
し、各国が複雑な改革アジェンダを実行できるよう
支援しています。世界銀行の融資、技術援助、専門
知識は、各国が長期的な成長に不可欠な判断を下
し、自国民だけでなく、広く国際社会に恩恵をもた
らす助けとなっています。IBRDは現在、世界59カ国で
プロジェクトを展開しており、そのすべてが極度の
貧困の撲滅と繁栄の共有促進という世界銀行グルー
プの2大目標と、持続可能な開発目標（SDGs）の達成
を目指しています。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、新たな
深刻な課題を世界中の人々に突きつけています。特
に大きな影響を受けているのは、世界銀行が支援す
る国々で暮らす最貧困層や最脆弱層です。

この課題に対する世界銀行rグループの対応は迅速かつ強力なものでした。世界銀行グループは今後15カ
月間に最大1,600億ドルを提供することを明らかにしており、その約3分の1はIBRDから中所得国に提供さ
れ、さらに3分の1はIDAからグラント（無償資金）又は譲許的融資の形で低所得国及び脆弱国に提供され
ます。支援の対象となる主な活動は、プライマリ・ヘルスケアの強化、疾病のモニタリングと報告の拡
大、現場の医療従事者の研修、市民の信頼を維持するためのコミュニティとの連携促進、患者の治療アク
セスの改善です。

世界銀行は、新型コロナウイルス感染症の危機が各国にもたらすマクロ経済的影響にも注目していま
す。2018年に承認された増資をもとに、世界銀行は各国政府からの支援要請の高まりに力強く応えてお
り、今後は各国が社会的セーフティネットを強化し、民間セクターを支え、金融市場の混乱に対応するた
めの支援を提供していく予定です。

増資と強固な財務の持続可能性フレームワークに支えられて、世界銀行のサステナブル・ディベロップメ
ント・ボンドは様々な開発プログラムやプロジェクトを支援しています。2020年4月に4種類の通貨で発行
され、150億ドルを調達したベンチマーク債は、その一つです。世銀債が支援するプログラムには、途上
国が新型コロナウイルス感染症の世界的流行がもたらした保健面の打撃を乗り越え、経済と社会を速やか
に回復させるための重要な活動も含まれています。

本レポートを通じて、世界銀行が支援するプロジェクトが2019年度に生み出したインパクトと、今後期待
されるインパクトをお伝えできることをうれしく思います。プロジェクトの成果を上げるためには、持続
可能な開発を支援する世界中の様々な投資家の皆様からのコミットメントが不可欠です。。世界銀行とそ
のグローバルな開発目標に対する投資家の皆様からの信頼に感謝するとともに、開発の成果を高めるため
に、世界各地で献身的に活動している世界銀行財務局と業務チームにも感謝します。強力なパートナー
シップの重要性が今ほど高まったことはありません。力を合わせることで、必ずや強靭かつ持続可能な未
来を築くことができると確信しています。
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序文

アンシュラ・カント
専務理事 

兼 世界銀行グループ最高財務責任者（CFO） 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/04/02/the-world-bank-group-moves-quickly-to-help-countries-respond-to-covid-19
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トレジャラーからのメッセージ
世界銀行財務局の重要な役割の一つは、世

界銀行に加盟する途上国政府を支援するために必要
な資金を資本市場から調達することです。

この資金を使って、各国政府は持続可能な開発プロ
ジェクトやプログラムを実施し、困難な開発課題に
立ち向かいます。新型コロナウイルス感染症の世界
的流行のような危機的状況への対応も、こうした課
題の一つです。最も支援が必要とされている場所に
資金を安定的かつ持続可能な形で提供するために、
世界銀行は資本市場の活性化や育成にも取り組んで
います。

世界銀行は世界初の「グリーンボンド」を発行する
など、グリーンボンド、サステナブルボンドの先駆
的な発行体として、資本市場に画期的な変化をもた
らしてきました。世界銀行はグリーンボンド原則及
びソーシャルボンド原則の執行委員会のメンバーで
あり、グリーンボンド原則の策定と設計に携わった
ほか、日本の年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）などのアセットオーナーともパートナー
シップを構築しています。こうした取り組みは持続
可能な投資インフラの拡大や、債券投資にESG要素を
取り入れるアプローチの認知度向上にも寄与してい
ます。

世銀債は、社会貢献と収益機会を同時に求める投資家には最適です。中でもサステナブル・ディベロップ
メント・ボンドは、投資家がESGリスクを管理し、開発のインパクトに関する目標を達成する助けとなっ
ています。世界銀行は、世銀債によって調達された資金が途上国政府への融資にどのように活用され、多
様なセクターにおいて、環境と社会にどのようなインパクトを与えているかを投資家に伝えています。こ
れは世銀債に投資する価値とメリットを投資家が包括的な観点から理解できるようにすること、つまり、
グリーンボンドのように環境の特定の側面だけではなく、途上国の開発やSDGs全体にどのように貢献する
かを伝えることが重要だと考えているからです。

2019年6月には、ルクセンブルグ証券取引所にグリーン＆サステナブルボンドとして上場している世銀債
の銘柄数が200を越えました。これはIBRDの債券発行プログラムがESG投資の基準を満たしていることを伝
える重要な節目であると同時に、すべての世銀債がグリーンボンドと同等の開示基準や要件に従って発行
されていることを示すものでした。

このたび、すべての世銀債を網羅した初のインパクトレポートを発表できることをうれしく思います。
今後も報告の質と深さの改善に努めるとともに、発行体と投資家が地球規模の開発課題に共同で取り組む
ための新たな道を切り開き、SDGsを2030年までに達成するために必要な金融市場の構築に取り組んでまい
ります。未来の世代のために、私たちは今こそ力を合わせ、生活水準の向上、地球の保護、質の高い雇用
の創出、医療と教育の改善、世界中の格差の解消に取り組まなければなりません。持続可能な未来を実現
するためには、社会のあらゆる側面に目を向ける必要があるのです。

ジンドン・ファ
世界銀行副総裁兼トレジャラー
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これは世界銀行グループのすべての活動
に適用される戦略的枠組みであり、活動
の四つの柱として、（1）加盟国である
すべての低所得国・中所得国を支援する
こと、（2）市場を創出し、開発資金を
動員し、民間セクターによるソリュー
ションの活用を拡大すること、（3）地
球規模の課題への取組みを牽引するこ
と、（4）支援の速度と効率を高め、よ
り支援国に近い場所で活動するためにビ
ジネスモデルを改良することを掲げてい
ます。

目標の達成期限である2030年が迫る中、世
界銀行グループは切迫感をもって国際社会
に団結を呼びかけています。これらの目標
を達成するためには、政府、組織、市民社
会、民間セクターなど、すべてのパート
ナーが手を取り合うことが不可欠だからで
す。
注:
/2 本レポートでは、「世界銀行」は国際復興開発銀行（IBRD)を意味します。
「世界銀行グループ」は、国際復興開発銀行（IBRD)、国際開発協会（IDA)、国際
金融公社（IFC)、多数国間投資保証機関（MIGA)、投資紛争解決国際センター
（ICSID)の5つの機関で構成されています。

世界銀行グループの戦略は、2013年に総
務会で承認された世界銀行グループの2
大目標に基づいて策定されます。この二
つの目標は次のとおりです。

• 極度の貧困の撲滅: 2030年までに1日
1.90ドル未満で生活する人々の割合
を3％まで削減する。

• 繁栄の共有促進: 途上国における所
得の下位40％の人々の収入を増大さ
せる。

この2大目標を達成し、持続可能な開発
目標（SDGs）を支援するために、世界銀
行グループのマネジメントと株主は途上
国（脆弱性・紛争・暴力の影響下にある
国々を含む）を支援する際には、「持続
可能かつ包摂的な成長の加速」、「人的
資本への投資」、「強靱性の強化」とい
う三つの分野を優先することで合意しま
した。
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世界銀行について:

使命と戦略
国際復興開発銀行（IBRD）は、世界銀行グループを構成する最も古い組織であり、1944年に
設立されました。IBRDは国際開発機関であり、現在は189の加盟国が出資し運営していま
す。IBRDは世界最大の開発金融機関として、中所得国及び信用力のある低所得国に貸付、
保証、リスク管理、助言サービスを提供し、世界銀行グループ²の使命に貢献しています。一
方、1960年に設立された国際開発協会（IDA）は、低所得国への融資を担っています。
現在、IBRDとIDAは世界銀行と総称され、同じ幹部職員とスタッフを共有しています。　IBRD
とIDAはどちらも、開発金融機関としての使命を果たすために国際資本市場で債券を発行し
ています。本レポートでは、IBRDが発行する債券に焦点を合わせています。



Photo credit: © Heather Elliott / World Bank



Photo credit: © Henitsoa Rafalia / World Bank



加盟国の危機的状況への対応:

世界銀行の新型コロナウイ
ルス感染症対策への支援
新型コロナウイルス感染症は世界中で猛威を振るい、その影響は地球上のほぼすべての国に及
んでいます。ソーシャルディスタンスの確保から一部地域又は全国規模のロックダウンまで、
世界中の政府が公衆衛生を守るために実施した異例の措置により、世界経済は急速に収縮して
います。各国政府が保健や社会、経済の分野で大胆な措置を講じる一方で、国際機関も様々な
活動を展開しています。世界銀行グループもこの危機に力強く対応し、まずは保健分野の緊急
支援に注力しました。間もなく始まる第2フェーズでは、経済や社会面の危機に対応するための
支援を各国に提供する予定です。

世界銀行グループを構成する四つの金融機
関、すなわちIBRD、IDA、IFC、MIGAは、各
国が新型コロナウイルス感染症の世界的流
行がもたらした保健面の影響に対応し、速
やかに経済を復活させられるように、今後
15カ月間に最大1,600億ドルの支援を行う用
意があります。この大規模な経済プログラ
ムは、回復までの時間短縮、成長の環境整
備、中小企業の支援、貧困層・脆弱層の保
護を目的としています。こうした業務にあ
たっては、特に貧困の問題に重点を置き、
政策ベースの資金提供、と最貧困世帯及び
環境の保護を集中的に取り組みます。

最初の120億ドルのパッケージは、新型コロ
ナウイルス感染症の予防、検知、対応に追
われる政府や企業にファストトラック資金
を提供します。このパッケージは2020年3月
3日に承認され、その後3月17日に140億ドル
に増額されました。この内、27億ドルは
IBRDの資金であり、感染症の封じ込め、診
断、治療を含む、各国の公衆衛生対策の強
化に活用されます。緊急支援プロジェクト
の第1弾は2020年4月2日に世界銀行理事会で
承認されました。これと並行して、既存の
プロジェクトの再構築、緊急対応コンポー
ネントの活用、緊急融資の発動等による資
金配分の見直しが進められています。

2020年5月初旬の時点で、世界銀行が新型コ
ロナウイルス感染症関連のプログラムを資金
面、実施面で支援する国は約100カ国に上り
ました。これらのプログラムは、世界銀行の
数十年間に及ぶ経験や、途上国の保健制度強
化を目的とした既存のプログラムを基礎とし
ているため、緊急に必要とされている支援を
迅速かつ的確に提供することができます。以
下は、第1弾のIBRDプロジェクトの例です。

アルゼンチン
3,500万ドル：感染者の特定、隔離、治療を
支援し、保健制度の整備と強化を促進

ドミニカ共和国
1億5,000万ドル：自然災害や保健上の緊急事
態に対応するために2017年に導入された緊急
融資を活用することにより、感染拡大を封じ
込め、世界的流行がもたらす影響に対応する
緊急措置を実施

エクアドル
2,000万ドル：感染予防、十分な医療の提
供、国内の公衆衛生システムの強化に焦点を
合わせたプロジェクトを実施し、国家計画を
支援

インド
10億ドル：検査キットや個人防護具、人工呼
吸器、医薬品の購入、隔離病棟の建設、感染
予防・制御措置の拡大を支援

レバノン
4,000万ドル：2017年の保健プログラムを組
み替え、医療用品・機器の調達、医療従事
者、第一線で働く対応者向けの研修に必要な
資金を提供

詳細は以下をご覧ください： 
worldbank.org/COVID19
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https://www.worldbank.org/ja/who-we-are/news/coronavirus-covid19
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世界銀行のアプローチ:

SDGsの視点に立った投資家
とのエンゲージメント
世界銀行（IBRD）は現在、世界銀行グリーンボンドと世界銀行サステナブル・ディベロップメン
ト・ボンドという2種類のレーベルドボンドを発行しています。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。どのプロジェクトも持続可能性に関
する方針や環境・社会面の要件を満たしており、徹底した内部審査を経て、世界銀行理事会で承
認されます。サステナブルボンドは、特定のセクターやプロジェクトを資金使途とせず、持続可
能な開発に関わるあらゆるセクターや様々なSDGsの支援に活用されるポートフォリオアプローチ
を採用しています。2018～19年度は、開発金融機関としての世界銀行の使命や、世銀債の資金が
開発支援活動にどのように活用され、こうした活動がいかにSDGsに寄与しているかを投資家に伝
える上で、世銀債が大きな役割を果たしました。世銀債は、世界銀行の使命に沿って、様々な開
発分野の資金調達のために発行されますが、重要な開発課題に対する世界銀行の取り組みを国際
社会に伝える役割も担っています。SDGsに沿った投資とESG戦略の実行、持続可能な投資の優先
事項をステークホルダーに説明する際に、世銀債投資は投資家にとって最適です。後掲する主要
発行実績では、人々の意識の喚起を目的として実施された取引の一部を紹介しています。

女性と子供の健康と栄養

人的資本を強化し、経済を活性化し、貧困を撲滅するためには、すべての女性と子供が医
療を受けられるようにしなければなりません。グローバル・ファイナンシング・ファシリ

ティ (GFF) のような特定の加盟国と世界銀行のパートナーシップは、世界銀行と連携し
ながら、保健分野の成果を速やかに改善する活動を続けています。GFFの資金と世界銀行の
融資を組み合わせると、適格プロジェクト融資金利を下げることができるため、途上国政
府は人的資本への投融資を拡大できます。GFFは現在、IBRDの資金と合わせて4,600万米ド
ルをインドネシア、グアテマラ、ベトナムのプロジェクトに提供し、各国が主導する女
性、子供、青年の保健・栄養改善活動を支援しています。現在、IBRDの保健・栄養分野の
ポートフォリオには29件のプロジェクトが含まれ、融資承認額は合計65億ドルに上りま
す。

ジェンダー平等

すべての女性と男性、女児と男児の完全かつ平等な参加を実現できない限り、いかなる国
も、コミュニティも、経済も、持てる可能性を発揮し、21世紀の課題に対応することはで
きません。これは世界銀行の活動に通底する基本的な考え方です。世界銀行はプロジェク
トのインパクトを最大化するため、特に（1）保健、教育、社会的保護における格差の縮
小、（2）雇用の量と質に関する制約の解消、（3）女性による資産の所有/管理に対する障
壁の撤廃、（4）女性の発言権・決定権の拡大と男性及び男子の参加促進という四つの分野
で、診断評価、国別戦略、プロジェクトの設計にジェンダー格差とソリューションの観点
を取り入れています。

水
世界銀行（IDA含む）は、途上国の 水 i関連プロジェクトに資金を提供する世界最大の
国際機関であり、水分野への支援は374億ドル規模に上ります。2019年、世界銀行は初の水
に関する戦略的行動計画を発表し、今後は「水資源の維持」、「サービスの提供（給水、
衛生、灌漑サービスを含む）」、「強靱性の強化」という三つの柱に沿って融資すること
を明らかにしました。2017年に創設され、世界銀行内に事務局を構える「水の安全保障と
衛生のグローバル・パートナーシップ」は、世界銀行の活動を補完し、各国がSDGsのター
ゲット、特に目標6「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」
のターゲットを達成できるよう支援しています。現在、IBRDの水分野のポートフォリオに
は69件のプロジェクトが含まれ、融資承認額は合計149億ドルに上ります。

https://www.globalfinancingfacility.org/
https://www.worldbank.org/en/topic/health
https://www.worldbank.org/en/topic/gender
https://www.worldbank.org/en/topic/water
http://documents.worldbank.org/curated/en/997021571169834156/pdf/Connecting-the-Drops-Global-Water-Security-and-Sanitation-Partnership-Annual-Report-2019.pdf
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海洋、漁業、沿岸国
世界銀行のブル―エコノミ― プログラムは、経済成長、社会包摂、生計に加えて、健全な
海洋の実現と海洋・沿岸資源の持続可能かつ統合的な開発を支援しています。本プログラ
ムを構成するプロジェクトは、アフリカや大洋州の大規模な地域漁業プロジェクトから、
下水設備を改善しあらゆる水質汚染・海洋汚染の削減を目指すプロジェクト、土壌浸食と
いった気候変動の影響に注目し、持続可能な沿岸開発を支援するプロジェクトまで多岐に
わたります。例えば PROBLUEは、健全な海洋の実現と持続可能かつ総合的な経済開発を目指
すマルチドナー信託基金です。重点を置いている主な活動は、水産漁業管理の改善、海洋
汚染（ゴミ、プラスチックを含む）への対応、観光、海上輸送、オフショア再生可能エネ
ルギーといった重要セクターの持続可能な開発、そして政府の海洋・沿岸資源管理能力の
強化です。現在、世界銀行の海洋プログラムでは総額56億米ドルのIBRD及びIDAプロジェク
トが実施されています。

持続可能な都市
世界銀行グループは、民間セクターや各国政府、市民社会と連携しながら、都市の脆弱性
リスクの管理に取り組んでおり、気候変動や自然災害に対する強靱性を備えた、清潔で効
率的な都市とコミュニティの構築に早い段階から関与しています。例えば、脆弱層の政治
や経済、社会生活への全面的な参加を妨げている障壁の撤廃は、その一つです。世界銀行
（IDA含む）は2017～19年度、都市開発と強靱性に関するプロジェクトに年平均約60億ドル
の資金を提供しました（持続可能な都市交通及び水への融資を除く）。都市に対する支援
が中心となる防災プロジェクトについても、IBRDの年間融資額は7年連続で増加してお
り、2012年度の19億ドルから2019年度には23億ドルに上昇しました。都市強靱性プログラ
ムでは、都市と協力しながら、都市の強靱性強化と資金調達方法の拡大に取り組んでいま
す。このプログラムは2017年6月以降、39カ国の57都市に総額23億ドル
（内、9億7,500万ドルはIBRD借入国に対する資金）を提供しています。

食品ロスと食品廃棄

生産後に食品ロス・廃棄によって失われる食品は環境に甚大な悪影響を与えており、世界
の温室効果ガスの年間総排出量の実に8％を占めています。世界銀行は各国が必要とする
措置と資金を明らかにするため、経済的要因や政策・財務手段のインパクトの理解に取り
組むとともに、フードスマート診断の開発を進めています。個々のプロジェクトでは、収
穫した食糧の貯蔵、処理、加工技術の向上、コールドチェーン（低温流通体系）インフラ
とバイオガスエネルギー施設の建設、協同組合の設立、市場アクセスの整備などが実施さ
れています。現在、IBRDの食品ロス・廃棄のポートフォリオには、様々な地域の25件のプ
ロジェクトが含まれ、融資承認額は合計約46億米ドルに上ります。

気候変動に対する強靱性
世界銀行グループの気候変動行動計画（2016～20年） は、2020年を期限とする野心的な目
標を掲げています。この内、世界銀行グループの投融資に占める気候関連プロジェクトの
割合を28％に引き上げるという目標は2018年に達成されました。その他の優先目標として
は、支援国の再生可能エネルギー発電量を30ギガワット増やすこと、1億人を対象とした早
期警戒システムを導入すること、気候変動対応型農業への投資計画を少なくとも40カ国で
策定することなどがあります。世界銀行は、すべてのプロジェクトが、開発支援と温室効
果ガス削減の両方を実現できるかを審査し、融資業務を通じて削減された温室効果ガス排
出量を毎年報告しています。 2019年度にIBRDのプロジェクトが削減した温室効果ガス排出
量は年7,150万tCO2eqと算定されています。

注:

/3 IBRDのプロジェクトでは、世界銀行が承認した算定手法で温室効果ガス排出量を算定しています。世界銀行の温室効果ガス排出量データ

は、対象となるポートフォリオや融資手段の組み合わせにより変化する可能性があります。IBRDの排出量データは、世界銀行がコーポレー

ト・スコアカードで報告している世界銀行（IDAとIBRD）の純排出量データのサブセットです。報告対象は世界銀行全体のポートフォリオ

（つまり、IDAとIBRDの合算）の温室効果ガス排出量であるため、IDAのみ又はIBRDのみのデータは入手できない場合があります。

世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクト又はプログラムへの融資に限定されません。世銀債の元利金の支払いは世

界銀行の信用力に基づき行われるため、投資家が個々のプロジェクトやプログラムのリスクを負うことはありません。

https://www.worldbank.org/en/topic/oceans-fisheries-and-coastal-economies
https://www.worldbank.org/en/programs/problue
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/city-resilience-program
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24451
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ドルのグリーン
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グリーンボンド 

の累積発行額は 

130億米ドル相

当に 

世銀債の主要
発行実績
世界銀行は70年以上にわたり、革新的かつ有力な債券の
発行体として、金融ツールの開発に重要な役割を果たしてき
ました。これらのツールは資本市場に参加する投資家の数
や市場規模の拡大に貢献するとともに、世界で最も困難な
開発課題に取り組むための資金を調達しています。

2018～19年度

世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクト又はプログラムへの融資に限定さ
れるものではありません。世銀債の元利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行われるため、
投資家が個々の融資プロジェクトやプログラムのリスクを負うことはありません。

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/26/world-bank-benchmark-canadian-dollar-bond-highlights-benefits-of-investing-in-women-and-young-people
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/26/world-bank-benchmark-canadian-dollar-bond-highlights-benefits-of-investing-in-women-and-young-people
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/26/world-bank-benchmark-canadian-dollar-bond-highlights-benefits-of-investing-in-women-and-young-people
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/30/world-bank-prices-first-sustainable-development-bond-to-raise-awareness-for-water-and-ocean-resources
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/30/world-bank-prices-first-sustainable-development-bond-to-raise-awareness-for-water-and-ocean-resources
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/10/world-bank-launches-first-sustainable-development-notes-linked-to-new-global-sustainability-signatories-index
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/10/world-bank-launches-first-sustainable-development-notes-linked-to-new-global-sustainability-signatories-index
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/10/world-bank-launches-first-sustainable-development-notes-linked-to-new-global-sustainability-signatories-index
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/03/world-bank-launches-sustainable-development-bond-to-focus-attention-on-sustainable-cities
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/world-bank-marks-10-year-green-bond-anniversary-with-landmark-issuance-us-1-2-billion-issuances-bring-world-bank-green-bond-program-to-us-12-6-billion
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/world-bank-marks-10-year-green-bond-anniversary-with-landmark-issuance-us-1-2-billion-issuances-bring-world-bank-green-bond-program-to-us-12-6-billion
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/world-bank-marks-10-year-green-bond-anniversary-with-landmark-issuance-us-1-2-billion-issuances-bring-world-bank-green-bond-program-to-us-12-6-billion
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/world-bank-marks-10-year-green-bond-anniversary-with-landmark-issuance-us-1-2-billion-issuances-bring-world-bank-green-bond-program-to-us-12-6-billion
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/world-bank-marks-10-year-green-bond-anniversary-with-landmark-issuance-us-1-2-billion-issuances-bring-world-bank-green-bond-program-to-us-12-6-billion
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/world-bank-marks-10-year-green-bond-anniversary-with-landmark-issuance-us-1-2-billion-issuances-bring-world-bank-green-bond-program-to-us-12-6-billion
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The World Bank issued the first labeled green bond for mainstream institutional investors.

5月 6月

2019

公正な労働慣行を実
践し、社会の発展に寄
与する企業で構成され
た ソラクティブ社の
ヒューマン・キャピタ
ル・ワールドMVイン
デックスに金利が連動
するサステナブル・
ディベロップメント・ボ
ンドを発行

SSA発行体(ソブリ
ン、国際機関、政
府系機関）がカナ
ダ市場で発行する
債券としては過去
最大の15億カナダ
ドルのサステナブ
ル・ディベロップメ
ント・ボンドを発行、

女性や子供、青年
の保健と栄養への
投資がもたらす長
期的な利益に対
する意識を喚起

ダブリンのユーロ
ネクスト証券取引
所への初の上場と
なる期間10年のグ
ローバル・サステ
ナブル・ディベロッ
プメント・ボンド　を
発行。フォルクサ
ムグループ向けの
3億米ドルの3年債

ダブリンのユー
ロネクスト証券
取引所への初の
上場となる期間
10年のグローバ
ル・サステナブ
ル・ディベロッ
プメント・ボンドを
発行。持続可能
性に関心の高い
投資家からの強
力な支持によ
り、15億ユーロ
を調達

ルクセンブルク
証券取引所とル
クセンブルク・グ
リーン証券取引
所（LGX）がすべ
ての世銀債の
取り扱いを開始

ルクセンブルク
のサステナブ
ル・ファイナン
ス・フォーラムに
て、記念行事を
開催

FY18 & FY19
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/12/04/world-bank-launches-sustainable-development-bonds-in-italy-linked-to-solactive-human-capital-world-mv-index
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/world-bank-launches-2019-benchmark-program-with-largest-supranational-canadian-dollar-global-bond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/world-bank-launches-2019-benchmark-program-with-largest-supranational-canadian-dollar-global-bond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/world-bank-launches-2019-benchmark-program-with-largest-supranational-canadian-dollar-global-bond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/03/20/world-bank-and-folksam-group-join-global-call-to-action-on-food-loss-and-waste
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/05/16/world-bank-announces-euro-15-billion-10-year-sustainable-development-bond-in-ireland
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/05/16/world-bank-announces-euro-15-billion-10-year-sustainable-development-bond-in-ireland
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https://www.bourse.lu/pr-luxse-ring-the-bell-wb(hyperlink
https://www.bourse.lu/pr-luxse-ring-the-bell-wb(hyperlink


商品別発行実績
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Annual Issuance

FY09　FY10 　   FY11  FY12 　FY13 　FY14　  FY15 　FY16 FY17   FY18   FY19　　　

米ドル
64%

英国ポンド
11%

ユーロ 9%

豪州ドル 4%

カナダドル 3%

スウェーデン・
クローナ

2%

その他

7%

Notes:

/7 For more information, please see the 2019 World Bank Green Bond Impact Report: http://pubdocs.worldbank.org/en/790081576615720375/IBRD-Green-Bond-Impact-
Report-FY-2019.pdf.
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注:

/4 詳細は2019 World Bank Green Bond Impact Reportをご参照ください。: http://pubdocs.worldbank.org/en/790081576615720375/IBRD-Green-Bond-Impact-Report-
FY-2019.pdf.

発行状況：
世界銀行（IBRD）は2019年度（2018年7月1日～2019年6月30日）、持続可能な開発
プロジェクトやプログラムを資金面で支えるため、440銘柄、合計540億米ドルの債
券を27種類の通貨で発行しました。この内、27億米ドルはグリーンボンドでした。4

2019年度　発行通貨内訳

2019年度の
起債・融資概要

16 開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 |  インパクトレポート 2019

ベンチマーク/グローバル債 普通債（プレーンバニラ債 ストラクチャー債/リスク移転債

http://pubdocs.worldbank.org/en/790081576615720375/IBRD-Green-Bond-Impact- Report-FY-2019.pdf.
http://pubdocs.worldbank.org/en/790081576615720375/IBRD-Green-Bond-Impact- Report-FY-2019.pdf.
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54%

57%

31%

中所得国及び信用力のある低所得国
の政府向けの融資

ジェンダー平等の視点を取り入れた
プロジェクト *

開発支援と温室効果ガス削減の両方
の実現を目的としたプロジェクト

*新規承認プロジェクト全体に占める割合

アフリカ
4%

東アジア & 大洋州
 17%

ヨーロッパ &中央アジア  16%

ラテンアメリカ & カリブ海 
25%

中東 & 

北アフリカ 

21%

南アジア
17%

2019年度　地域別融資承認額

重点分野へのIBRDの融資

230億 

新規融資承認額:
IBRDは2019年度、中所得国のための持続可能な開発プロジェクトを支援するた
め、100件の新規プロジェクトを通じて合計232億米ドルの融資を承認しました。

4 
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22%
運輸

19%
エネルギー・採取産業

5%
金融セクター

4%
保健

セクター別:

注:
端数処理しているため、各
値の合算値が合計の値と
異なる場合があります。

/a  承認額は世界銀行の
融資額からキャンセル額
（報告単位：10億米ドル相
当）を除した値。米ドル以
外の通貨建ての融資は報
告日（2019年6月30日）時
点の為替レートで米ドル相
当額に換算。 

/b 配分額は世銀債の調
達資金のうち、プロジェクト
に対する実行額（報告単
位：10億米ドル相当）を支
援するために配分された
金額。米ドル以外の通貨
建ての融資は報告日
（2019年6 月30日）時点の
為替レートで米ドル相当額
に換算。

承認額/a 配分額 & 
    残額/b

10億米ドル相当 

農業・漁業・林業 7.7 2.9
教育 5.7 2.5

エネルギー・採取産業 21.6 11.6
金融セクター 5.5 4.3

保健 5.1 1.9
産業貿易・サービス 9.5 4.8

情報通信 0.2 0.1
行政 11.8 8.2

社会的保護 6.4 4.5
運輸 26.1 13.1

水・衛生・廃棄物処理 16.3 7.2
合計 115.9 61.3

C

14%
水・衛生

7%
農業・漁業・林業5%

教育

8%
産業貿易・
サービス

10%
行政

6%
社会的保護

融資承認額＆実行額

18 開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 |  インパクトレポート 2019 
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承認額/a
配分額 & 

残額/b

10億米ドル相当

アフリカ地域 (AFR) 7.4 3.7

東アジア・大洋州地域 (EAP) 23.8 12.6
ヨーロッパ・中央アジア地域 (ECA) 20.8 10.7

ラテンアメリカ・カリブ海地域(LAC) 25.3 15.2

中東・北アフリカ地域(MNA) 18.3 10.8

南アジア地域 (SAR) 20.3 8.3

合計 115.9 61.3

ECA 
18%

EAP
21%

LAC
22%

SAR
17%

MNA
16%

AFR
6%

注：

端数処理しているため、各値の
合算値が合計の値と異なる場合
があります。

/a 承認額は世界銀行の融資額
からキャンセル額（報告単位：100
万米ドル相当）を除した値。米ド
ル以外の通貨建ての融資は報告
日（2019年6月30日）時点の為替
レートで米ドル相当額に換算。

/b  配分額は世銀債の調達資金
のうち、プロジェクトに対する実行
額（報告単位：100万米ドル相当）
を支援するために配分された金
額。米ドル以外の通貨建ての融
資は報告日（2019年6月30日）時
点の為替レートで米ドル相当額
に換算。

地域別 :

4 
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3,330,267MWh
of annual energy/fuel savings

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE
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人的資本

Total projects completed
in FY19

3,330,267MWh
of annual energy/fuel savings

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

 

人4,421,  791

2,950,548People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

69,797USD
projected lifetime energy or fuel savings

15,265,288 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

1,210,000People
benefiting from social safety net programs in 
Iraq and North Macedonia

1,882,000People
provided with access to improved sanitation services in 
China, Indonesia, Iraq, and Turkey

4
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26,935,000 People
who received essential health, nutrition, and population 
services in Angola, Egypt, and  Indonesia

HUMAN CAPITAL

8,941,098People
provided with access to improved water sources in 
Brazil, China, India, Indonesia, and Iraq

84 Projects approved & disbursing
in FY18-FY19

Notes:

/5 The projected impact highlights have been aggregated where possible and represent a subset of results from projects that were approved and began disbursing in FY18-
FY19 (fiscal years include July 1 - June 30). Projects are added to the report once disbursements have begun. Not all projects are represented in the results presented above 
and therefore not all regions or sectors may be represented in the highlights. See “Projects by Sector” for target project level results for the set of 84 completed projects. For 
definitions of the indicators used above see World Bank Corporate Scorecard Tier 2 indicator definitions:  http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-
Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

for active projects

SDG ターゲット1.3 – 各国において最低限の基準を含
む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年ま
でに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成す
る。

SDG ターゲット 2.2 – 5歳未満の子供の発育阻害や
消耗性疾患について国際的に合意されたターゲット
を2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる
形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦
及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。

SDG ターゲット3.8 – すべての人々に対する財政リス
クからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへの
アクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須
医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。 

SDG ターゲット6.1 – すべての人々の、安全で安価
な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。

SDG ターゲット6.2 – すべての人々の、適切かつ平
等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野
外での排泄をなくす。女性及び女子、ならびに脆弱
な立場にある人々のニーズに特に注意を向ける。

SDG target 7.3 – double the global rate of 
improvement in energy efficiency

SDG target 9.4 – upgrade infrastructure and 
retrofit industries to make them sustainable, 
with increased resource-use efficiency and 
greater adoption of clean and environmentally 
sound technologies and industrial processes, 
with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities3,330,267MWh

of annual energy/fuel savings

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

4,421,791People
benefiting from social safety net programs

2,950,548People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

基礎的な保健制度のアクセス提供と

158,471

 

健康・栄養状態の改善、高い出生率を抑制（エスワティニ）

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

3,330,267MWh
of annual energy/fuel savings

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

4,421,791People
benefiting from social safety net programs

People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805

71 Total projects completed
in FY19

3,330,267MWh
of annual energy/fuel savings

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

4,421,791People
benefiting from social safety net programs
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

3,330,267 MWh

1,705,913 tCO  eq.

強靭性

4,421,791People
benefiting from social safety net programs

2,950,548People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

69,797USD
projected lifetime energy or fuel savings

15,265,288 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

1,210,000People
benefiting from social safety net programs in 
Iraq and North Macedonia

1,882,000People
provided with access to improved sanitation services in 
China, Indonesia, Iraq, and Turkey

4
WORLD BANK BONDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  |  IMPACT REPORT 2019 11

26,935,000 People
who received essential health, nutrition, and population 
services in Angola, Egypt, and  Indonesia

HUMAN CAPITAL

8,941,098People
provided with access to improved water sources in 
Brazil, China, India, Indonesia, and Iraq

84 Projects approved & disbursing
in FY18-FY19

Notes:

/5 The projected impact highlights have been aggregated where possible and represent a subset of results from projects that were approved and began disbursing in FY18-
FY19 (fiscal years include July 1 - June 30). Projects are added to the report once disbursements have begun. Not all projects are represented in the results presented above 
and therefore not all regions or sectors may be represented in the highlights. See “Projects by Sector” for target project level results for the set of 84 completed projects. For 
definitions of the indicators used above see World Bank Corporate Scorecard Tier 2 indicator definitions:  http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-
Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

for active projects

SDG target 1.3 – implement nationally 
appropriate social protection systems and 
measures for all, including floors, and by 2030 
achieve substantial coverage of the poor and 
the vulnerable

SDG target 2.2 – end all forms of malnutrition, 
including achieving by 2025 the internationally 
agreed targets on stunting and wasting in 
children under 5 years of age, and address the 
nutritional needs of adolescent girls, pregnant 
and lactating women, and older persons

SDG target 3.8 – achieve universal health 
coverage (UHC), including financial risk 
protection, access to quality essential health 
care services, and access to safe, effective, 
quality, and affordable essential medicines and 
vaccines for all

SDG target 6.1 – achieve universal and 
equitable access to safe and affordable 
drinking water for all

SDG target 6.2 – achieve access to adequate 
and equitable sanitation and hygiene for all 
and end open defecation, paying special 
attention to the needs of women and girls and 
those in vulnerable situations

SDG ターゲット 7.3 – 世界全体のエネルギー効率
の改善率を倍増させる 

SDG ターゲット 9.4 – 資源利用効率の向上とクリー
ン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導
入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持
続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能
力に応じた取組を行う。

3,330,267MWh
of annual energy/fuel savings

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

4,421,791People
benefiting from social safety net programs

2,950,548People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681  人
に改善された都市生活環境を提供（インド）

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

3,330,267 MWh

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

4,421,791People
benefiting from social safety net programs

2,950,548People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

3,330,267MWh
of annual energy/fuel savings

1,705,913  tCO  eq.2
の年間温室効果ガス純排出量削減を達成
（中国、インドネシア、メキシコ）

RESILIENCE

4,421,791People
benefiting from social safety net programs

2,950,548People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

融資実行済みプロジェクト:

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

達成された成果
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2019年度に融資実行が完了した
　　　　　　  プロジェクト71 

が社会的セーフティネットの恩恵を享受（ブラジル）

 が改善された水源の利用が可能に

（アルゼンチン、アゼルバイジャン、ブラジル、中国、コロンビア、インド）

, 0,548 人

の年間エネルギー・燃料消費量削減を達成（中国）

SDG ターゲット 11.1 – 2030年までに、すべての人々
の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービス
へのアクセスを確保し、スラムを改善する。 

 人

 人



of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172 
aology
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3,460 MW

持続可能かつ包摂的な成長

for projects completed in FY19

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG ターゲット 2.4 – 生産性を向上させ、生産量を
増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象
現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適
応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改
善させるような、持続可能な食料生産システムを
確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。 

SDG ターゲット 4.3, 4.4 – すべての人々が男女の
区別なく、手の届く質の高い技術教育、職業教育
及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを
得られるようにする。技術的・職業的スキルなど、
雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に
必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に
増加させる。 

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172 　人の農業従事者

　　　　　　　　　改良された農業技術を導入（ブラジル）

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817　　　
ヘクタール

の土地に新規又は改良型の灌漑・排水サービスを提供
（アルゼンチン、中国、インドネシア、フィリピン）
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3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

人の教員

を対象に認定又は研修を実施（エルサルバドル、フィリピン）

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451  の中小企業  

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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3,460 MW
もの追加発電（従来型エネルギー、再生可能エネルギー）が発電
施設の建設又は修復によって可能に。（エジプト、インドネシア）

l/

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837 人

for projects completed in FY19

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG ターゲット8.5, 8.10 – 若者や障害者を含む
すべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇
用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに
同一労働同一賃金を達成する。国内の金融機関
の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保
険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大
する。 

 

SDG ターゲット9.1 – すべての人々に安価で公平
なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉
を支援するために、地域・越境インフラを含む質の
高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）
なインフラを開発する。 

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584  人
が運輸サービスへのアクセス向上の恩恵を享受（中国、エスワティニ）

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

3,428,277 m3

水路の機能維持のためのメンテナンス、浚渫物除去　（インドネシア）

61,986Hectares
of forest reforested or rehabilitated

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage

10    WORLD BANK BONDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  |  IMPACT REPORT 2019

3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

3,428,277 m3

dredged material removed from waterways

61,986  ヘクタール
の森林を再生又は修復　（中国）

35,693 Teachers
certified or trained

2,451Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services

Impact Highlights5

37,172Farmers
adopting improved agricultural technology

919,817Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage
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3,460MW
of expanded power generation capacity (conventional/
renewable) constructed or rehabilitated

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

579,584People
with enhanced access to transportation services

19,837People
provided with new/improved electricity service

for projects completed in FY19

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG ターゲット 15.2 – あらゆる種類の森林の持
続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止
し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林
及び再植林を大幅に増加させる。 

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally
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35,693 

に新規又は改善された電力サービスを提供（コロンビア）

が金融サービスの恩恵を享受（インド、トルコ）

SDG ターゲット7.1, 7.2 – 2030年までに、安価かつ
信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍
的アクセスを確保する。世界のエネルギーミックス
における再生可能エネルギーの割合を大幅に拡
大させる。 

SDG ターゲット 11.5 – 2030年までに、貧困層及
び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてな
がら、水関連災害などの災害による死者や被災
者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直
接的経済損失を大幅に減らす。 

注:

“融資実行済みプロジェクト”は一般的に、プロジェクトの実施並びに融資は完了し、借入国からのローン返済が開始されたプロジェクトを意味します。
対応プロジェクトについては、世界銀行財務局ウェブサイト: https://treasury.worldbank.org/ja/about/unit/treasury/ibrd の持続可能な開発を支える世銀債をご参照ください

https://treasury.worldbank.org/


15,265,288 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

1,882,000 
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人的資本

Projects approved & disbursing
in FY18-FY19

/5 The projected impact highlights have been aggregated where possible and represent a subset of results from projects that were approved and began disbursing in FY18-
FY19 (fiscal years include July 1 - June 30). Projects are added to the report once disbursements have begun. Not all projects are represented in the results presented above 
and therefore not all regions or sectors may be represented in the highlights. See “Projects by Sector” for target project level results for the set of 84 completed projects. For 
definitions of the indicators used above see World Bank Corporate Scorecard Tier 2 indicator definitions:  http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-
Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

for active projects

SDG ターゲット1.3 – 各国において最低限の基準を含
む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年まで
に貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。

SDG ターゲット 2.2 - 5歳未満の子どもの発育阻害や
消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを
2025年までに達成するなど、あらゆる形態の栄養不良
を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養
ニーズへの対処を行う。

SDG ターゲット 3.8 – すべての人々に対する財政リスク
からの保護、安全で効果的かつ質が高く安価な必須医
薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘ
ルス・カバレッジ（UHC）を達成する。 

SDG ターゲット 6.1 – すべての人々の、安全で安価な
飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。

SDGターゲット 6.2 - すべての人々の、適切かつ平等な
下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での
排泄をなくす。女性及び女子、ならびに脆弱な立場にあ
る人々のニーズに特に注意を向ける。

those in vulnerable situations人

SDG ターゲット 9.4 – 資源利用効率の向上とクリーン
技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡
大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能
性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた
取組を行う。 

69,797USD
projected lifetime energy or fuel savings

15,265,288 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

1,210,000　人
 

が社会的セーフティネットの恩恵を享受（イラク、北マケドニア）

1,882,000People
provided with access to improved sanitation services in 
China, Indonesia, Iraq, and Turkey
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26,935,000 People
who received essential health, nutrition, and population 
services in Angola, Egypt, and  Indonesia

HUMAN CAPITAL

8,941,098People
provided with access to improved water sources in 
Brazil, China, India, Indonesia, and Iraq

84 Projects approved & disbursing
in FY18-FY19

Notes:

/5 The projected impact highlights have been aggregated where possible and represent a subset of results from projects that were approved and began disbursing in FY18-
FY19 (fiscal years include July 1 - June 30). Projects are added to the report once disbursements have begun. Not all projects are represented in the results presented above 
and therefore not all regions or sectors may be represented in the highlights. See “Projects by Sector” for target project level results for the set of 84 completed projects. For 
definitions of the indicators used above see World Bank Corporate Scorecard Tier 2 indicator definitions:  http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-
Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

for active projects

SDG target 1.3 – implement nationally 
appropriate social protection systems and 
measures for all, including floors, and by 2030 
achieve substantial coverage of the poor and 
the vulnerable

SDG target 2.2 – end all forms of malnutrition, 
including achieving by 2025 the internationally 
agreed targets on stunting and wasting in 
children under 5 years of age, and address the 
nutritional needs of adolescent girls, pregnant 
and lactating women, and older persons

SDG target 3.8 – achieve universal health 
coverage (UHC), including financial risk 
protection, access to quality essential health 
care services, and access to safe, effective, 
quality, and affordable essential medicines and 
vaccines for all

SDG target 6.1 – achieve universal and 
equitable access to safe and affordable 
drinking water for all

SDG target 6.2 – achieve access to adequate 
and equitable sanitation and hygiene for all 
and end open defecation, paying special 
attention to the needs of women and girls and 
those in vulnerable situations

SDG target 7.3 – double the global rate of 
improvement in energy efficiency

SDG target 9.4 – upgrade infrastructure and 
retrofit industries to make them sustainable, 
with increased resource-use efficiency and 
greater adoption of clean and environmentally 
sound technologies and industrial processes, 
with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities

69,797
の推定生涯エネルギー費・燃料費削減を達成

15,265,288 tCO2 eq.

の年間温室効果ガス純排出量の削減

RESILIENCE

1,210,000People
benefiting from social safety net programs in 
Iraq and North Macedonia

1,882,000People
provided with access to improved sanitation services in 
China, Indonesia, Iraq, and Turkey
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26,935,000 People
who received essential health, nutrition, and population 
services in Angola, Egypt, and  Indonesia

HUMAN CAPITAL

8,941,098People
provided with access to improved water sources in 
Brazil, China, India, Indonesia, and Iraq

84 Projects approved & disbursing
in FY18-FY19

Notes:

/5 The projected impact highlights have been aggregated where possible and represent a subset of results from projects that were approved and began disbursing in FY18-
FY19 (fiscal years include July 1 - June 30). Projects are added to the report once disbursements have begun. Not all projects are represented in the results presented above 
and therefore not all regions or sectors may be represented in the highlights. See “Projects by Sector” for target project level results for the set of 84 completed projects. For 
definitions of the indicators used above see World Bank Corporate Scorecard Tier 2 indicator definitions:  http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-
Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

for active projects

SDG target 1.3 – implement nationally 
appropriate social protection systems and 
measures for all, including floors, and by 2030 
achieve substantial coverage of the poor and 
the vulnerable

SDG target 2.2 – end all forms of malnutrition, 
including achieving by 2025 the internationally 
agreed targets on stunting and wasting in 
children under 5 years of age, and address the 
nutritional needs of adolescent girls, pregnant 
and lactating women, and older persons

SDG target 3.8 – achieve universal health 
coverage (UHC), including financial risk 
protection, access to quality essential health 
care services, and access to safe, effective, 
quality, and affordable essential medicines and 
vaccines for all

SDG target 6.1 – achieve universal and 
equitable access to safe and affordable 
drinking water for all

SDG target 6.2 – achieve access to adequate 
and equitable sanitation and hygiene for all 
and end open defecation, paying special 
attention to the needs of women and girls and 
those in vulnerable situations

SDG target 7.3 – double the global rate of 
improvement in energy efficiency

SDG target 9.4 – upgrade infrastructure and 
retrofit industries to make them sustainable, 
with increased resource-use efficiency and 
greater adoption of clean and environmentally 
sound technologies and industrial processes, 
with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities

69,797USD
projected lifetime energy or fuel savings

15,265,288 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

1,210,000People
benefiting from social safety net programs in 
Iraq and North Macedonia

1,882,000People
provided with access to improved sanitation services in 
China, Indonesia, Iraq, and Turkey

4
WORLD BANK BONDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  |  IMPACT REPORT 2019 11

26,935,000 人 
基礎的な保健制度のアクセス提供と健康・栄養状態の改
善、高い出生率を抑制（アンゴラ、エジプト、インドネシア）

HUMAN CAPITAL

8,941,098People
provided with access to improved water sources in 
Brazil, China, India, Indonesia, and Iraq

84 Projects approved & disbursing
in FY18-FY19

Notes:

/5 The projected impact highlights have been aggregated where possible and represent a subset of results from projects that were approved and began disbursing in FY18-
FY19 (fiscal years include July 1 - June 30). Projects are added to the report once disbursements have begun. Not all projects are represented in the results presented above 
and therefore not all regions or sectors may be represented in the highlights. See “Projects by Sector” for target project level results for the set of 84 completed projects. For 
definitions of the indicators used above see World Bank Corporate Scorecard Tier 2 indicator definitions:  http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-
Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

for active projects

SDG target 1.3 – implement nationally 
appropriate social protection systems and 
measures for all, including floors, and by 2030 
achieve substantial coverage of the poor and 
the vulnerable

SDG target 2.2 – end all forms of malnutrition, 
including achieving by 2025 the internationally 
agreed targets on stunting and wasting in 
children under 5 years of age, and address the 
nutritional needs of adolescent girls, pregnant 
and lactating women, and older persons

SDG target 3.8 – achieve universal health 
coverage (UHC), including financial risk 
protection, access to quality essential health 
care services, and access to safe, effective, 
quality, and affordable essential medicines and 
vaccines for all

SDG target 6.1 – achieve universal and 
equitable access to safe and affordable 
drinking water for all

SDG target 6.2 – achieve access to adequate 
and equitable sanitation and hygiene for all 
and end open defecation, paying special 
attention to the needs of women and girls and 
those in vulnerable situations

SDG target 7.3 – double the global rate of 
improvement in energy efficiency

SDG target 9.4 – upgrade infrastructure and 
retrofit industries to make them sustainable, 
with increased resource-use efficiency and 
greater adoption of clean and environmentally 
sound technologies and industrial processes, 
with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities

69,797USD
projected lifetime energy or fuel savings

15,265,288 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

RESILIENCE

1,210,000People
benefiting from social safety net programs in 
Iraq and North Macedonia

1,882,000
に改善された衛生サービスの利用が可能に（中国、インドネシア、
イラク、トルコ）

4
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26,935,000 People
who received essential health, nutrition, and population 
services in Angola, Egypt, and  Indonesia

HUMAN CAPITAL

8,941,098
に改善された水源の利用が可能に
（ブラジル、中国、インド、インドネシア、イラク）

84 Projects approved & disbursing
in FY18-FY19

Notes:

/5 The projected impact highlights have been aggregated where possible and represent a subset of results from projects that were approved and began disbursing in FY18-
FY19 (fiscal years include July 1 - June 30). Projects are added to the report once disbursements have begun. Not all projects are represented in the results presented above 
and therefore not all regions or sectors may be represented in the highlights. See “Projects by Sector” for target project level results for the set of 84 completed projects. For 
definitions of the indicators used above see World Bank Corporate Scorecard Tier 2 indicator definitions:  http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-
Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

for active projects

SDG target 1.3 – implement nationally 
appropriate social protection systems and 
measures for all, including floors, and by 2030 
achieve substantial coverage of the poor and 
the vulnerable

SDG target 2.2 – end all forms of malnutrition, 
including achieving by 2025 the internationally 
agreed targets on stunting and wasting in 
children under 5 years of age, and address the 
nutritional needs of adolescent girls, pregnant 
and lactating women, and older persons

SDG target 3.8 – achieve universal health 
coverage (UHC), including financial risk 
protection, access to quality essential health 
care services, and access to safe, effective, 
quality, and affordable essential medicines and 
vaccines for all

SDG target 6.1 – achieve universal and 
equitable access to safe and affordable 
drinking water for all

SDG target 6.2 – achieve access to adequate 
and equitable sanitation and hygiene for all 
and end open defecation, paying special 
attention to the needs of women and girls and 
those in vulnerable situations

SDG target 7.3 – double the global rate of 
improvement in energy efficiency

SDG target 9.4 – upgrade infrastructure and 
retrofit industries to make them sustainable, 
with increased resource-use efficiency and 
greater adoption of clean and environmentally 
sound technologies and industrial processes, 
with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities

実施中のプロジェクト:

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia

10    WORLD BANK BONDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  |  IMPACT REPORT 2019

SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

期待される成果5

24 開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 |  インパクトレポート 2019  

2018～19年度に承認され、
融資が開始されたプロジェクト84

注:

/5 「期待される成果」に記載された情報は、入手可能な情報のみをまとめたもので、2018～19年度（世界銀行の会計年度は7月1日～6月30日）に承認され、融資が開始されたプロジェク
トの期待される成果の一部です。プロジェクトは融資が開始された時点で本レポートに追加されます。上記の情報はすべてのプロジェクトを網羅したものではなく、一部の地域やセクター
は反映されていない場合があります。84件の完了プロジェクトの個別の成果については、「セクター別プロジェクト（Projects by Sector）」をご覧ください。上記で使用している指標の定義
については、世界銀行コーポレート・スコアカードの第2階層指標の定義をご覧ください。
 http://pubdocs.worldbank.org/en/404971580918297358/World-Bank-Group-Scorecard-2019-definitions.pdf

人

人

米ドル
SDG ターゲット7.3 -　世界全体のエネルギー効率の改
善率を倍増させる。



India and Mexico

74,800 T

Projected Impact Highlights5

1,876,951 
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持続可能かつ包摂的な成長

with enhanced access to transportation services in India

for active projects

reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, 

SDG ターゲット2.4 – 生産性を向上させ、生産量
を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気
象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対す
る適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の
質を改善させるような、持続可能な食料生産シス
テムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践
する。

SDG ターゲット4.3, 4.4 – すべての人々が男女の
区別なく、手の届く質の高い技術教育、職業教育
及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを
得られるようにする。技術的・職業的スキルなど、
雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業
に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅
に増加させる。 

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and

sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 

law and based on the best available 
scientific information

and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally222,510 Hectares

of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951
改良された農業技術を導入

ジル、インド、パキスタン）

の土地に新規又は改良型の灌漑・排水サービスを提供
（アンゴラ、インド、インドネシア、チュニジア）
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1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 
を対象に採用又は研修を実施（中国、ヨルダン、チュニジア）

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

に対して学習効果の向上を目的とした直接的支援を実施
（ブラジル、中国）

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605 
の中小企業が金融サービスの恩恵を享受
（ベラルーシ、コンゴ共和国、ジャマイカ、トルコ）

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

の農業従事者が農業資産又はサービスを利用（アンゴラ、中国、
コートジボワール、インド、モンテネグロ、パキスタン、チュニジア）

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG ターゲット14.5 – 国内法及び国際法に則り、
最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくと
も沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。

SDG ターゲット15.2 – あらゆる種類の森林の持
続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止
し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林

及び再植林を大幅に増加させる。

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

5,000,000Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

222,510 Hectares
of land area under sustainable management practices in 
India and Mexico

Hectares
of sustainable use marine-protected areas in Africa

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

1,500,000
が運輸サービスへのアクセス向上の恩恵を享受（インド）

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

345,595Hectares
of forest reforested, rehabilitated or brought under 
management plans in China, India, and Mexico

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

5,000,000

74,800 Teachers
recruited or trained in China, Jordan, and Tunisia

605Medium and Small Enterprises
benefitting from financial services in Belarus, Republic of Congo, 
Jamaica, and Turkey

Projected Impact Highlights5

1,876,951Farmers
adopting improved agricultural technology in Angola, Brazil, 
India, and Pakistan

1,178,400Hectares
provided with new/improved irrigation and drainage in 
Angola, India, Indonesia, and Tunisia
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SUSTAINABLE & INCLUSIVE GROWTH

1,500,000People
with enhanced access to transportation services in India

for active projects

2,947,173 Students
benefitting from direct interventions to enhance learning in 
Brazil and China

2,761,000Farmers
reached with agricultural assets or services in Angola, China, 
Cote D’Ivoire, India, Montenegro, Pakistan, and Tunisia

SDG target 2.4 – ensure sustainable 
food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase 
productivity and production, that help 
maintain ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding and 
other disasters, and that progressively 
improve land and soil quality

SDG targets 4.3, 4.4 – ensure equal 
access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and 
tertiary education, including university; 
and substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant 
skills, including technical and vocational 
skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

SDG target 8.5, 8.10 – achieve full and 
productive employment and decent work 
for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, 
and equal pay for work of equal value; 
Strengthen the capacity of domestic 
financial institutions to encourage and to 
expand access to banking, insurance and 
financial services for all

SDG target 9.1 – develop quality, reliable, 
sustainable and resilient infrastructure, 
including regional and trans- border 
infrastructure, to support economic 
development and human well-being, with a 
focus on affordable and equitable access 
for all

SDG target 14.5 – conserve at least 10 
per cent of coastal and marine areas, 
consistent with national and international 
law and based on the best available 
scientific information

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

SDG target 15.2 – promote the 
implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt 
deforestation, restore degraded forests 
and substantially increase afforestation 
and reforestation globally

4        
     開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 |  インパクトレポート 2019     25

人の農業従事者

（アンゴラ、ブラ

1,178,400  ヘクタール

2,947,173 人の学生

人の教員

社

2,761,000 人

人

ヘクタール

の海域を持続可能な資源利用を目的とした海洋保護区に指定（アフリカ）

345,595
222,510 ヘクタール

ヘクタール

の土地を持続可能な管理手法により管理（インド、メキシコ）

の森林を再生又は修復、もしくは管理計画を策定（中国、インド、メキシコ）

SDG ターゲット 8.5, 8.10 -　若者や障害者を含む
すべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇
用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに
同一労働同一賃金を達成する。国内の金融機関
の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保
険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大
する。

SDG ターゲット 9.1 - 　すべての人々に安価で公
平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の
福祉を支援するために、地域・越境インフラを含
む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジ
リエント）なインフラを開発する



ボゴタの運輸セクターでは、従業員に占める女性の割合がわずか14.5％と
なっています。ボゴタメトロ1号線支援（7,000万ドル）は、メトロ従業員の女性
比率を少なくとも20％まで高めることを目指し、女性の雇用を促進する仕組
みを導入しました。このほか、セクシュアルハラスメントの被害者が被害を通
報できる仕組みや、メトロの警察や職員が介入する場合の手順も定められ
ました。

IBRD融資承認額：7,000万米ドル
プロジェクトの総費用：44億米ドル
承認日：2018年8月2日
プロジェクトの状況：実施中（2023年12月31日に完了予定）
セクター：都市交通、行政

運輸セクターは、男女間の雇用・移動格差の解消に向けた世界銀行の取り
組みにおいて、中心的な分野の一つです。本プロジェクトには「ジェンダー」
のタグが付けられていますが、これは男女格差の分析、特定された男女格
差への対応と女性又は男性のエンパワーメントを促進するための具体的な
措置の策定、その措置の成果をモニタリングするための指標がプロジェクト
の成果の枠組みに含まれているためです。

Photo credit: © Dominic Chavez/ World Bank
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プロジェクト事例:

ボゴタの運輸セクターにおける
ジェンダー格差の解消
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プロジェクト事例:

ブルーエコノミー：ルーマニアに
おける水路・海洋汚染の削減

欧州の農場の3分の1はルーマニアにありますが、その大半が農場で飼育している家
畜の排泄物を適切に処理できる施設を持っていません。このため、地下水が硝酸塩
やバクテリアで汚染され、地下水を飲用に利用している地域住民の健康を脅かして
います。ルーマニアは土地と水を総合的に管理することでドナウ川と黒海につながる
河川への汚染物質の流出を抑え、EUの硝酸塩指令の要求事項を遵守することを約
束しました。黒海を有害な汚染から守ることは、高い生産性、健全性、強靱性、持続
可能性を備えたブルーエコノミーの実現につながります。

IBRD融資承認額：5,239万米ドル
プロジェクトの総費用：5,458万米ドル
承認日：2016年3月28日
プロジェクトの状況：実施中（2022年3月31日に完了予定）
セクター：衛生、廃棄物管理、その他農業（漁業、林業）

総合的な栄養素による汚染管理プロジェクトの第1フェーズでは、100を超える地区を
支援しました。11の下水道と地域下水道処理場が建設され、57のコミュニティの182
ヘクタールの土地に苗が植えられ、水質検査用の設備が導入されたほか、ルーマニ
ア初の糞尿を利用したバイオガス製造のためのパイロットプラントが建設されまし
た。この10年間にドナウ川と黒海流域の水質・生態系は改善され、海洋と沿岸の生
態系に恩恵をもたらしています。また、同じ期間に窒素の排出量は20％、リンの排出
量は50％減少しました。

Photo credit: © Victor Neagu / World Bank
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Marine Pollution in Waterways
in Romania

Romania is home to one-third of Europe’s farms. A majority of these farms keep animals 
without adequate storage facilities for animal waste collection. This contributes to pollution 
of groundwater with nitrates and bacteria, posing threats to the rural population that uses the 
groundwater for drinking. Romania has committed to comply with the EU Nitrates Directive 
requirements by reducing nutrient discharges to water bodies leading to the Danube River 
and Black Sea through integrated land and water management. Protecting the Black Sea 
from harmful pollution will result in a more productive, healthy, resilient, and sustainable 
blue economy.

IBRD Commitment Amount: US$52.39 million
Total Project Cost: US$54.58 million
Approval Date: March 28, 2016
Project Status: Active (closing March 31, 2022)
Sector: Sanitation, Waste Management, Other Agriculture (Fishing/Forestry) 

Over 100 communes have benefited from support under the first phase of the Integrated 
Nutrient Pollution Control Project, 11 sewerage systems and communal wastewater 
treatment plants were built, seedlings were planted on 182 hectares in 57 communities, and 
laboratory equipment were secured for water quality testing; a first Romanian pilot plant 
for biogas production from manure was also built. Over the past decade, the water quality 
and ecosystem of the Danube River and Black Sea basin have improved, benefiting marine 
and coastal ecosystems. Nitrogen and phosphorus emissions have also decreased by 20 
percent and 50 percent respectively over the years. 

Photo credit: © Victor Neagu / World Bank

プロジェクト事例

エジプトにおける安価な
クリーン・エネルギーの提供 

エジプトは電力を化石燃料に依存しているため、低コストの再生可能エ
ネルギー市場が十分に発達しておらず、安価なエネルギーを安定的に
供給するための明確なビジネスモデルやビジネス慣行がありませんでし
た。国内総生産（GDP）の7％を占める燃料補助金も問題を悪化させてい
ました。燃料補助金は社会的保護や保健、教育分野への政府の支出額
を上回っていただけでなく、最も貧しい人々を考慮したものでもありませ
んでした。エネルギー分野への投資の不足により、エジプトはエネル
ギーの輸出国から輸入国に転落しました。2012～14年に発生した深刻
な電力不足も、景気の急激な悪化に拍車をかけました。

Photo credit: © Dominic Chavez / World Bank

28   開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 |  インパクトレポート 2019



4
WORLD BANK BONDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  |  IMPACT REPORT 2019 19

Blue Economy: Reducing
Marine Pollution in Waterways
in Romania

FEATURED PROJECT:

Romania is home to one-third of Europe’s farms. A majority of these farms keep animals 
without adequate storage facilities for animal waste collection. This contributes to pollution 
of groundwater with nitrates and bacteria, posing threats to the rural population that uses the 
groundwater for drinking. Romania has committed to comply with the EU Nitrates Directive 
requirements by reducing nutrient discharges to water bodies leading to the Danube River 
and Black Sea through integrated land and water management. Protecting the Black Sea 
from harmful pollution will result in a more productive, healthy, resilient, and sustainable 
blue economy.

IBRD Commitment Amount: US$52.39 million
Total Project Cost: US$54.58 million
Approval Date: March 28, 2016
Project Status: Active (closing March 31, 2022)
Sector: Sanitation, Waste Management, Other Agriculture (Fishing/Forestry) 

Over 100 communes have benefited from support under the first phase of the Integrated 
Nutrient Pollution Control Project, 11 sewerage systems and communal wastewater 
treatment plants were built, seedlings were planted on 182 hectares in 57 communities, and 
laboratory equipment were secured for water quality testing; a first Romanian pilot plant 
for biogas production from manure was also built. Over the past decade, the water quality 
and ecosystem of the Danube River and Black Sea basin have improved, benefiting marine 
and coastal ecosystems. Nitrogen and phosphorus emissions have also decreased by 20 
percent and 50 percent respectively over the years. 

Photo credit: © Victor Neagu / World Bank

IBRD 融資承認額：11億5,000万米ドル
プロジェクトの総費用：11億5,000万米ドル
承認日：2017年12月5日
プロジェクトの状況：完了
セクター：エネルギー・採取産業、その他の産業・貿易・サービス

「財政再建・持続可能なエネルギー・競争力強化プログラム開発政策融資」シリーズ
は、2019年度のエネルギー補助金をGDPの2.0％まで削減し、歳入増加と、現代的
な出資法や産業ライセンス取得の緩和によるビジネス環境の改善に貢献しまし
た。。世界銀行グループは公的資金の不足を民間資金で補う「開発資金の最大化」
アプローチに従って、政府を技術面と財政面で支援しました。その結果、投資家の
信頼が高まり、再生可能エネルギーに対して20億米ドルの民間投資を動員すること
ができました。
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適格プロジェクトの評価・選定プロセスS   
世界銀行の支援対象となるプロジェクトはす
べて、世界銀行の使命との整合性と、各国が
重視する開発課題の解決に貢献するものかを
確認するため、厳格な審査と承認プロセスの
対象となります。このプロセスには、（i）
プロジェクトが環境・社会に及ぼすインパク
トを特定するためのスクリーニングと、イン
パクトを緩和するための政策及び具体的な施
策の設計、（ii）世界銀行理事会による承
認、（iii）定期的なモニタリング・評価が
含まれます。プロセスの詳細は「付属資料
2：世界銀行のプロジェクトサイクル」をご
覧ください。

プロセスの管理 すべての世銀債の調達資金
は、持続可能な開発プロジェクトやプログラ
ムへの融資に活用されるまで、世界銀行の流
動性資金運用基準に基づいて安全に運用され
ます。適格プロジェクトに対する融資の要請
は、IBRDの所定の政策と手続に従って行われ
ます。融資はプロジェクト又はプログラムの
進捗状況により、数年間にわたることがあり
ます。   

報告  世界銀行は、加盟国の持続可能な開発
プロジェクトやプログラムに対する融資の状
況を透明性の高い方法で毎年報告していま
す。本インパクトレポートは、市場のベスト
プラクティスに基づき、前年度に発行された
世銀債の調達資金を活用している世界銀行の
融資プロジェクトについて報告するもので
す。調達資金の配分状況に加えて、完了した
プロジェクトがもたらした成果を測定可能な
指標を用いて概観します。調達額、目標、開
発指標など、プロジェクトごとの詳細情報も
掲載しています。 

Sustainable Development
Bond Process

ANNEX 1:

4
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サステナブル・ディベロップメント・
ボンドのプロセス

世界銀行のサステナブル・ディベロップメント・ボンドは、国際資本市場協会（ICMA）が策定したサステナビリティボ
ン 6ド・ガイドライン に準拠しています。

調達資金の使途 IBRDが世銀債の発行によっ
て調達した資金は、世界銀行加盟国の持続可
能な開発プロジェクトやプログラムへの融資
に活用されます（調達した資金の使途は特定
のプロジェクトやプログラムへの融資に限定
されるものではありません。世銀債の元利金
の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行わ
れるため、投資家は個々の融資プロジェクト
やプログラムのリスクを負うことはありませ
ん）。調達した資金は、プロジェクトに使用
されるまでの間、IBRDの財務局がIBRDの流動
資産管理投資政策に従って運用します。IBRD
の管理・運営費はIBRDの様々な収入（純利
益）によって全額がまかなわれていす。IBRD
の主な収入源は金利マージン、拠出、投資利
益です（詳細はInformation Statementをご
覧ください）。
IBRDの融資対象となるのは中所得国と信用力
のある低所得国のみです。各国は、極度の貧
困の撲滅と繁栄の共有促進のためにIBRDと連
携しながら、公平かつ持続可能な経済成長の
達成を目指し、地域及び地球規模の差し迫っ
た経済・環境問題に対する持続可能な解決に
取り組みます。IBRDが支援するプロジェクト
やプログラムは社会に良いインパクトをもた
らすように設計されており、公正かつ持続可
能な経済成長を確保するため、厳格な審査と
内部承認プロセスを経て実行されす。
IBRDの融資活動には「気候変動」、「ジェン
ダー」、「インフラ・官民パートナーシッ
プ・保証」、「ナレッジマネジメント」、
「脆弱性・紛争・暴力」という5つの包括的
なテーマがあり、融資対象国が持続可能な開
発ソリューションを構築できるよう支援して
います。

Notes:

/6 https://www.icmagroup.org/green-social-andsustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/
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Determining Project Eligibility
World Bank Sustainable Development Bonds are
consistent with the Sustainability Bond Guidelines8, 
coordinated by the International Capital Market
Association. All World Bank operations are designed
to achieve positive environmental and social impacts
and outcomes consistent with the World Bank Group’s
twin goals and the SDGs. Operations are approved
after an extensive internal review process, which
integrates sustainability policies and environmental
and social requirements.

Eligible Project Examples:
保健医療、栄養、児童の発達支援の改善 

 

教育への公平なアクセスの改善、学生の
在籍率・修了率の向上、学校の学習環境
の改善、教員向け研修の実施、教員の基
礎スキルの向上

 
 

 

気候変動対応型農業の促進、農業インフラ
及び支援サービスの改善、フード・バリュー
チェーンの強化、小規模農家の市場アクセ
スの改善

食料安全保障の推進

社会保障、年金制度、司法制度の強化

安価な金融商品・サービス（取引、支払、貯
蓄、信用取引、保険など）への個人及び企業
のアクセスの改善

規制・政策改革を通じた安価な住宅へのア
クセスの支援と改善、及び金融へのアクセス
の改善

雇用の量と質の改善、障壁の撤廃とスキル
の構築による、不利な立場にある人々への
雇用機会の提供 

正規の技術・職業訓練、短期間のスキル開発、
訓練生制度の有効性の向上 

石炭からクリーン・エネルギーへの移行を決めた
国々への財政・技術支援及び助言 

projects and activities can be found at
https://www.worldbank.org/en/topic. 

Target populations: World Bank projects aim
to protect and empower vulnerable groups,
including women and girls, the poor, disabled
people, and youth and reduce poverty,
improve living standards, and raise incomes
and productivity in line with the World Bank’s
development mandate and mission.

TARGET POPULATIONS:

4
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Notes:

/8  https://www.icmagroup.org/green-social-and-
sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/

This is complemented by comprehensive project disclosure, portfolio management and review processes
that are designed to provide timely feedback to enhance, improve, and, if necessary, adjust operations to
achieve positive impacts in line with desired outcomes.

The list below provides examples of projects that meet the eligibility criteria to be supported by the World
Bank’s Sustainable Development. Such eligible projects and activities include, but are not limited to, those
which aim to:

3,330,267MWh
of annual energy/fuel savings

1,705,913 tCO2 eq.
net GHG emissions reduced annually

4,421,791People
benefiting from social safety net programs

2,950,548People
provided with access to improved sanitation services
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1,305,681People
provided with improved urban living conditions

158,471 People
provided with essential health, nutrition, and population services

HUMAN CAPITAL

1,274,805People
provided with access to improved water sources

71 Total projects completed
in FY19

プロジェクトの適格性審査
世界銀行のすべてのプロジェクトは、世界銀行の2大
目標とSDGs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。どのプロ
ジェクトも持続可能性に関する方針や環境・社会面の
要件を満たしており、徹底した内部審査を経て承認さ
れます。

これに加えて、包括的なプロジェクトの開示、ポート
フォリオの管理、レビュープロセスが実施されます。
このプロセスは適時のフィードバックによってプロジェ
クトの強化、改善、必要な場合には調整を促進し、期
待される成果に沿った、良いインパクトを生み出すこ
とを狙ったものです。 

以下は世界銀行の支援を受けるための条件となる、持続可能な開発の適格性基準を満たしているプロジェクトの例で
す。適格プロジェクトや活動には下記の目標を掲げるものが含まれますが、これに限定されません。

世界銀行のプロジェクトは、開発金融機関と
しての世界銀行の任務と使命に従って、女性
と少女、貧困層、障害者、若者を含む脆弱層
を保護し、エンパワーメントすること、貧困を
削減し、人々の生活水準を引き上げ、所得と
生産性を向上させることを目指しています。

プロジェクトの対象

適格プロジェクト

豊富な資源を持つ途上国が、採掘活動が環境と
気候にもたらす影響を最小限に抑えつつ、鉱物・
金属需要の拡大から恩恵を享受できるよう支援

生物多様性の保全又は環境汚染や天然資源の劣
化問題への対応 

環境の保護と災害リスクの管理（感染症の世界的
流行対策を含む）を目的とした国家計画の策定及
び法整備

気候変動の緩和（太陽光・風力発電設備の導入、
温室効果ガス排出量削減のための新技術、排出
量削減を目的とした発電所や送電設備の復旧、ク
リーンな運輸、持続可能な廃棄物管理、森林再生
やや森林伐採の防止による二酸化炭素排出量の
削減）と気候変動への適応（洪水対策、食料安全
保障の強化、気候変動対応型農業、持続可能な
森林管理、森林伐採の防止）への貢献

4 
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適格プロジェクト及び活動の例は
https://www.worldbank.org/en にも
掲載されています。

https://www.worldbank.org/en/topic


The World Bank is committed to supporting client countries in the development and implementation of projects 
that are environmentally and socially sustainable and to enhancing the capacity of developing countries’ 
environmental and social frameworks to assess and manage the environmental and social risks and impacts 
of projects.

Assessing and 
Mitigating Environmental 
and Social Risks

A CLOSER LOOK:

4
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The World Bank Environmental and Social Framework (ESF) sets out the World Bank’s commitment to 
sustainable development, through a World Bank policy and a set of environmental and social standards for 
Investment Project Financing (IPF) that are designed to support borrowers’ projects, with the aim of ending 
extreme poverty and promoting shared prosperity.

This framework comprises:

• A Vision for Sustainable Development, which sets out the World Bank’s aspirations regarding environmental 
and social sustainability; 

• The World Bank Environmental and Social Policy for Investment Project Financing, which sets out the 
mandatory requirements that apply to the World Bank; and

• The Environmental and Social Standards, together with their Annexes, which set out the mandatory 
requirements that apply to the borrower and projects. 

The World Bank also undertakes Program-for-Results (P-for-R) and Development Policy Financing (DPF) which 
have their own rigorous environmental and social standards designed specifically for those lending operations 
which are consistent with the ESF. 
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環境・社会リスクの
評価と対応

世界銀行は、環境的・社会的に持続可能なプロジェクトの開発と実施を支援する一方で、途上国がプロ
ジェクトの環境・社会リスク及びインパクトを評価し、管理するための環境的・社会的な枠組みの強化に
も取り組んでいます。

世界銀行の 環境・社会フレームワーク　(ESF) は、持続可能な開発に対する世界銀行のコミットメント
を示すもので、投資プロジェクト融資(IPF)に適用される世界銀行の政策と環境・社会基準を定めていま
す。この政策と一連の基準は、極度の貧困の撲滅と繁栄の共有促進を目指して、借入国のプロジェクト
を支援するように設計されています。

• 世界銀行が目指す持 可能な環境と社会の実現に向けた持 可能な開発のビジョン

• 投資プロジェクト融資において世界銀行が果たすべき義務を定めた環境 社会政策

• 借入国とプロジェクトが果たすべき義務を定めた環境・社会基準とその付属文書

世界銀行は、成果連動型プログラム融資や開発政策融資についても、ESFの基準と整合した厳格な
環境・社会基準を定めています。
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環境・社会リスクとイ
ンパクトの評価及び
管理

労働と作業条件 資源の効率性と環
境汚染の防止及び
管理

コミュニティの衛生
と安全

用地取得、土地利用
制限及び非自発的
住民移転

生物多様性の保全
と生物天然資源の
持続可能な管理

先住民族、サブサ
ハラ・アフリカ地域
の歴史的に十分な
サービスを受けて
いない伝統的地域
のコミュニティ

文化遺産 金融仲介機関 ステークホルダー
の関与と情報開示

ESFの内容は以下の構成となっています。

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework


World Bank Exclusion List
ANNEX 4:

• アルコール飲料
• タバコ又はタバコの加工機械
• 未加工又は加工した真珠、貴石及び半貴石
• 金・銀・プラチナの金属で作られた宝石類（時計

と時計ケースを除く）及び金細工又は銀細工製品
（宝石をはめ込んだものを含む）

• 非貨幣用金（金鉱石と金精鉱を除く）
• 放射性物質及び関連物質
• 原子炉及びその部分品、原子炉用核燃料要素

（カートリッジ式で未使用のもの）

その他の除外領域の例

• 軍事目的又は準軍事目的の物品、又はぜいたく品
• 加盟国の法律又は借入国政府が参加している国際

協定により、製造、使用又は輸入が禁止されてい
る環境に有害な物品、もしくは加盟国と世界銀行
の間の取決めにより、環境に有害であると指定さ
れているその他の物品

• 国連憲章第7章に基づく国連安全保障理事会の

決定によって禁止され、世界銀行が支援国の
代表者又は世界銀行資金のその他の受領者
が、汚職、不正、共謀又は強制的行為に関与
したと判断し、かつ当該行為の発生時に支援
国（又は世界銀行資金のその他の受領者）が
世界銀行の納得する適切な対応策を適時に講
じなかった、すべての支払い

化石燃料:
世界銀行は石炭火力発電を支援の対象外としてお
り、2010年以降は新規の石炭火力発電所に対する
融資を実施していません。世界銀行は、各国が炭
鉱を閉鎖し、影響を受けるコミュニティにとって
公正な移行を実現できるよう支援することで、石
炭からの脱却を支援します。2019年以降は例外的
な状況を除き、石油・ガスの上流部門には資金を
提供しませんが、石油・ガスを含むエネルギーセ
クターの透明性やガバナンス、組織・制度能力、
規制環境を強化するための技術協力については今
後も継続する予定です。
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世界銀行の除外リスト
世界銀行は、以下を含むプロジェクトを支援の対象外としています。
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農業・漁業・林業

教育

エネルギー・採取産業

金融セクター

保健

産業・貿易・サービス

情報通信

行政

社会的保護

運輸

水・衛生・廃棄物処理 

プロジェクトの成果目標については、付属文書1に記載された報告アプローチも併せてご覧ください。

世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクト又はプログラムへの融資に限定
されるものではありません。世銀債の元利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行われるた
め、投資家が個々の融資プロジェクトやプログラムのリスクを負うことはありません。

4 
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2018～19年度に承認され、融資が開始されたプロジェクト
の成果目標、融資承認額及び融資実行額

プロジェクト別レポート
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# 詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）
Target Resultsa,

IBRD 
Original 

Commitment
IBRD Net 

Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

1 第3次南西インド洋漁業ガバナンス及び成長共有プロジェクト
（SWIOFish3）（P155642 | 2018年度）：対象地区の海域と海洋漁業の管理を改
善し、セーシェル共和国の漁業バリューチェーンを強化する。

2018年度 アフリカ 20 • 5,000,000 ha of sustainable-use marine protected areas
• 44% increase in key demersal indicator species stable or 

rebuilding in the Mahé Plateau fisheries
• 40% increase in by-catch landed and sold in the Seychelles 

resulting in expansion of value chains, job creation and 
increased revenues in the country

 $5,000,000  $5,000,000  $579,683  $1,237,898  $15,292,110 33%

2 湖南省総合農地汚染管理プロジェクト（P153115 | 2018年度）：一部の県
において、農地の重金属汚染のリスク管理を中心とした総合的アプロー
チ を実証し、農産物産地の安全性を確保する。

2018年度 中国 26 • 8,000 ha of agricultural lands managed under the project $100,000,000  $100,000,000  $3,000,000  $3,250,000  $111,940,000 89%

3 浙江省千島湖・新安江流域水資源・生態環境保護プロジェクト
（P159870 | 2018年度）：一部の地域において、汚染・流域の総合的な管理を
強化し、改善された水供給サービスへのアクセスを増加させることにより、浙
江省の千島湖・新安江流域保護プログラムを支援する。

2018年度 中国 25 • 218,100 people provided with access to improved water 
sources

• Pesticide consumption reduced by 92 tons per year in project 
areas

• 10,470 ha of degraded monoculture plantations converted to 
mixed stands with multiple species

• 2,260 ha of denuded forests fully planted with multiple tree and 
shrub species

$150,000,000  $150,000,000  $15,000,000  $15,375,000 $293,460,000 51%

4 広西チワン族自治区成果連動型貧困削減プログラム（P163138 | 2018年
度）：広西チワン族自治区統合貧困削減プログラム（CPRP）が対象県にも
たらすインパクトを強化し、プロジェクトの効率を高める。

2018年度 中国 26 • 3,959 RMB increase in production income of registered poor 
households in targeted counties

• 114,600 registered poor persons with new piped drinking water 
connections

• 28 additional targeted counties with newly accredited poverty 
countries with poverty reduction leading enterprises

• 100,000 farmers reached with agricultural assets or services, 
30,000 of which are female

$400,000,000  $400,000,000  $100,000,000  $101,697,556 $400,000,000 100%

5 マハーラーシュトラ州気候変動対応型農業プロジェクト（P160408 |2018年
度）：マハーラーシュトラ州の一部の県において、小規模農業システムの気候
変動に対する強靭性と収益性を強化する。

2018年度 インド 24 • 20% increase in water productivity at farm level: from 0.23 to 
0.276 kg per m³

• Annual reduction of 5,502,523 tCO2eq (1.9tCO2eq. per year 
per ha)

• 1,320,000 farmers reached with agricultural assets or services
• 1,272,800 farmers adopting improved agricultural technology
• 624,000 ha provided with new/improved irrigation or drainage 

services
• Improved availability for 83,900,000 m³ of surface water storage 

capacity for agriculture

$420,000,000  $420,000,000  $2,624,466  $4,160,100 $599,550,000 70%

6 国家農業高等教育プロジェクト（P151072 | 2018年度）：参加農業大学とインド
農業研究協議会（ICAR）が社会のニーズを踏まえた質の高い教育を農業大学
の学生に提供できるよう支援する。

2018年度 インド 19 • 90,000 project beneficiaries, 50% of which are female
• 18 accredited agricultural universities with revised norms and 

standards
• Increase by 51.5% in agricultural universities revenue 

generation

 $82,500,000  $82,500,000  $14,721,788  $14,928,038 $165,000,000 50%

7 メガラヤ州コミュニティ主導型景観管理プロジェクト（P157836 |　2018年度）：
メガラヤ州の一部の地域において、コミュニティ主導の景観管理を強化する。

2018年度 インド 15 • 31,510 ha of land area under sustainable management 
practices

• 12,585 ha of forest area brought under management plans
• 400 villages supported with capacity-building package in 

Natural Resource Management
• 100,000 ultimate project beneficiaries

 $48,000,000  $48,000,000  $207,148  $327,148  $60,000,000 80%
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https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P155642?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P155642?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P153115
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P159870
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163138
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160408
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P151072
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?searchTerm=P157836
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Agriculture, Fishing & Forestry

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years) 成果目標 a,
IBRD融資

の当初承認額 

IBRD融資の
純承認額b

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

1 Third South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth 
Project (SWIOFish3) (P155642 | FY18): improve management of marine 
areas and fisheries in targeted zones and strengthen fisheries value 
chains in the Seychelles. 

FY18 Africa 20 • 500万ヘクタールの海域を持続可能な資源利用を目的とした海
洋保護区に指定

• 4マヘプラトー漁場において生息数が安定又は増加傾向にある
主要底生指標種が44％増加

• セーシェル共和国で陸揚げされ販売される混獲魚が40％増加
し、国内のバリューチェーン拡大、雇用の創出、収入の増加を
促進

 $5,000,000  $5,000,000  $579,683  $1,237,898  $15,292,110 33%

2 Hunan Integrated Management of Agricultural Land Pollution Project 
(P153115 | FY18): demonstrate a risk-based integrated approach 
to managing heavy metal pollution in agricultural lands for safety of 
agricultural production areas in selected counties. 

FY18 China 26 • プロジェクトの下で8,000ヘクタールの農地を管理 $100,000,000  $100,000,000  $3,000,000  $3,250,000  $111,940,000 89%

3 Zhejiang Qiandao Lake and Xin'an River Basin Water Resources and 
Ecological Environment Protection Project (P159870 | FY18): strengthen 
integrated pollution and watershed management and increase access to 
improved water supply in selected landscapes in support of Zhejiang's 
program for the protection of Qiandao Lake and Xin’an River Basin. 

FY18 China 25 • 21万8,100人に改善された水資源へのアクセスを提供
• プロジェクト対象地域における殺虫剤の年間消費量が92トン減少
• 1万470ヘクタールの劣化した単一栽培プランテーションを複数の

品種からなる混合群落に転換
• 2,260ヘクタールの荒廃した森林の全域に様々な種類の高木・低

木を植林

$150,000,000  $150,000,000  $15,000,000  $15,375,000 $293,460,000 51%

4 Guangxi Poverty Reduction Program for Results (P163138 | FY18): 
enhance the impact and efficiency of the Guangxi Consolidated Poverty 
Reduction Program (CPRP) in the Targeted Counties. 

FY18 China 26 • 対象県の登録貧困世帯の生産収入が3,959人民元増加
• 新たに11万4,600人の登録貧困層が飲用水道水を利用
• 新たに28の対象県が貧困削減を牽引する企業を有する県に認

定
• 110万人の農民（内、3万人は女性）が農業資産又はサービ

スを利用

$400,000,000  $400,000,000  $100,000,000  $101,697,556 $400,000,000 100%

5 Maharashtra Project on Climate Resilient Agriculture (P160408 | FY18): 
enhance climate-resilience and profitability of smallholder farming systems 
in selected districts of Maharashtra. 

FY18 India 24 • 農場レベルの水生産性が20％向上（0.23→0.276キログラム／立
方メートル）

• 年550万2,523tCO2eq（1ヘクタール当たり年間1.9tCO2eq）の温室
効果ガス排出量を削減

• 132万人の農民が農業資産又はサービスを利用
• 127万2,800人の農民が改良された農業技術を導入
• 62万4,000ヘクタールの土地に新規又は改良型の灌漑・排水

サービスを提供
• 農業用途として、8,390万立方メートルの地表水貯水量を確保

$420,000,000  $420,000,000  $2,624,466  $4,160,100 $599,550,000 70%

6 National Agricultural Higher Education Project (P151072 | FY18): support 
Participating Agricultural Universities and ICAR in providing more relevant 
and higher quality education to Agricultural University students. 

FY18 India 19 • 9万人（内、半数は女性）がプロジェクトの恩恵を享受
• 18の認定農業大学が規範と基準を刷新
• 農業大学の収益が51.5％増加

 $82,500,000  $82,500,000  $14,721,788  $14,928,038 $165,000,000 50%

7 Meghalaya Community-led Landscapes Management Project (P157836 
| FY18): strengthen community-led landscapes management in selected 
landscapes in the state of Meghalaya. 

FY18 India 15 • 3万1,510ヘクタールの土地を持続可能な管理手法により管理
• 1万2,585ヘクタールの森林地域について管理計画を策定
• 400の村で天然資源管理に関するキャパシティ・ビルディングを

実施
• 最終的に10万人がプロジェクトの恩恵を享受

 $48,000,000  $48,000,000  $207,148  $327,148  $60,000,000 80%

4
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 農業・漁業・林業

# 詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国 Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

8 タミル・ナドゥ州灌漑農業現代化プロジェクト（P158522 | 2018年度）：タミル・
ナドゥ州の一部の支流域において、灌漑農業の生産性と気候変動に対する
強靭性を高め、水管理を改善し、農民と農業起業家の市場機会を拡大する。

2018年度 インド 22 • 160,000 ha provided with improved irrigation or drainage 
services

• 75,000 ha under climate-resilient technologies
• 500,000 project beneficiaries
• 100,000 ha under improved agronomic practices
• 25,100 ha under improved fish production
• 4,741 tank irrigation systems modernized
• 284,000 tCO2eq. avoided annually

$318,000,000  $318,000,000  $42,978,085  $48,854,391 $455,800,000 70%

9 総合灌漑・農業変革プロジェクト（P160463 | 2019年度）：アンドラ・プラデシュ
州の一部の県において、自作農の農業生産性、収益性、気候変動に対する
強靭性を高める。

2019年度 インド 24 • 200,000 farmers reached with agricultural assets or 
services, 50,000 of which are female

• Farmer's income increased by 3,931 INR
• 90,000 ha provided with new/improved irrigation or 

drainage services

$172,200,000  $172,200,000  $28,000,000  $28,430,500 $245,800,000 70%

10 戦略的灌漑近代化・緊急復旧プロジェクト（P157585 | 2018年度）：一部の地
域の灌漑サービスを改善し、灌漑施設の管理に対する説明責任を強化す
る。 

2018年度 インドネシア 16 • 276,000 area provided with new/improved irrigation or 
drainage services

• Reduced net annual average emissions by 439,743 tons 
of CO2 eq

• Crop intensity increased by 20%
• 300,000 farmer households provided with improved 

irrigation services

$250,000,000  $250,000,000  $5,988,873  $5,988,873 $578,000,000 43%

11 農地改革加速プログラム（P160661 | 2019年度）：対象地域において、土
地の権利と用途の実態を村レベルで明確化する。

2019年度 インドネシア 13 • 15.6% increase in the share of project target area land 
parcels mapped in a parcel map (equivalent to  4,300 land 
parcels mapped)

• 1,200 project beneficiaries (landholders, concessionaires, 
government agencies, community members) in the project 
target areas with their land parcels mapped

• 43% increase in the share of target areas with available 
and accessible geospatial data

• 14% increase in the share of project target area land 
rights registered to the land register

$200,000,000  $200,000,000  $3,744,948  $3,744,948 $240,000,000 83%

12 第2次組織制度開発・農業強化プロジェクト（P164424 | 2018年度）：モンテネグ
ロ政府が提供する支援を、EU加盟基準と整合する形で強化することにより、同
国の農業と漁業の競争力を高める。

2018年度 モンテネグロ 25 • 20% increase in sales per productive unit supported by 
the project

• 1,500 farmers reached with agricultural assets or services, 
150 of which are female

• 5,000 days of training provided
• Volume of fish produced within Montenegro quotas 

increased by 500 metric tons per year

 $34,890,000  $34,890,000  $2,319,200  $2,407,460  $34,890,000 100%

13 灌漑農業集約化プロジェクト（P160245 | 2018年度）：一部の灌漑施設を
対象に、灌漑・排水サービスの信頼性と効率性を高め、灌漑作物の市場
との連携を強化する。

2018年度 チュニジア 28 • 50% reduction in water service disruption
• 15% increase in irrigation system efficiency
• 25,900 ha provided with new/improved irrigation or 

drainage services
• 1,000 farmers reached with agricultural assets or services, 

200 of which are female
• 3,500 farmers provided with new or improved irrigation 

and drainage services

$140,000,000  $140,000,000  $3,361,200  $3,681,637 $170,500,000 82%

プロジェクト
期間*
（年）

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158522
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160463
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157585
P160661
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164424
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160245
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Agriculture, Fishing & Forestry

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

8 Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernization Project (P158522 | FY18): 
enhance productivity and climate resilience of irrigated agriculture, 
improve water management, and increase market opportunities for 
farmers and agro-entrepreneurs in selected sub-basin areas of Tamil 
Nadu. 

FY18 India 22 ・16万ヘクタールの土地に改良型の灌漑・排水サービスを提
供
・7万5,000ヘクタールの土地に気候変動対応型テクノロジーを
導入
・50万人がプロジェクトの恩恵を享受
・10万ヘクタールの土地に改良型の農法を導入
・2万5,100ヘクタールの地域で漁業生産量が増加
・4,741のタンク灌漑システムを近代化
・年28万4,000tCO2eqの温室効果ガス排出量を削減

$318,000,000  $318,000,000  $42,978,085  $48,854,391 $455,800,000 70%

9 Integrated Irrigation & Agriculture Transformation Project (P160463 | 
FY19): enhance agricultural productivity, profitability and climate resilience 
of smallholder farmers in selected districts of Andhra Pradesh.  

FY19 India 24 ・20万人の農民（内、5万人は女性）が農業資産又
はサービスを利用
・農民の収入が3,931インドルピー増加
・9万ヘクタールの土地に新規又は改良型の灌漑・排水
サービスを提供

$172,200,000  $172,200,000  $28,000,000  $28,430,500 $245,800,000 70%

10 Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project 
(P157585 | FY18): improve irrigation services and strengthen 
accountability of irrigation schemes management in selected areas. 

FY18 Indonesia 16 ・27万6,000の地域に新規又は改良型の灌漑・排水サー
ビスを提供

・年平均43万9,743tCO2eqの温室効果ガス純排出量を削減
・作物強度が20％向上
・30万世帯の農家に改良型の灌漑サービスを提供

$250,000,000  $250,000,000  $5,988,873  $5,988,873 $578,000,000 43%

11 Program to Accelerate Agrarian Reform (P160661 | FY19): establish 
clarity on actual land rights and land use at the village level in the target 
areas. 

FY19 Indonesia 13 ・プロジェクト対象地域において、区画地図に掲載されている
土地の割合が15.6％（4,300区画相当）増加
・区画地図への掲載により、プロジェクト対象地域の1,200人
（地主、土地使用権所有者、政府機関、コミュニ
ティ住民）がプロジェクトの恩恵を享受
・対象地域の内、入手可能かつアクセス可能な地理空間デー
タを持つ土地の割合が43％増加
・対象地域の内、土地登記簿に権利関係が記録されてい
る土地の割合が14％増加

$200,000,000  $200,000,000  $3,744,948  $3,744,948 $240,000,000 83%

12 Second Institutional Development and Agriculture Strengthening Project 
(P164424 | FY18): improve the competitiveness of agriculture and 
fisheries in Montenegro through enhanced delivery of government support 
in alignment with EU accession requirements. 

FY18 Montenegro 25 ・プロジェクトが支援する生産単位当たりの売上高が20％増加
・1,500人の農民（内、150人は女性）が農業資産又はサービス
を利用
・5,000日分の研修を実施
・モンテネグロの漁獲枠内で漁業生産量が年500トン増加

 $34,890,000  $34,890,000  $2,319,200  $2,407,460  $34,890,000 100%

13 Irrigated Agriculture Intensification Project (P160245 | FY18): improve 
the reliability and efficiency of the irrigation and drainage services and 
strengthen market linkages for irrigated products in selected irrigation 
schemes. 

FY18 Tunisia 28 ・水サービスの停止が50％減少
・灌漑システムの効率が15％上昇
・2万5,900ヘクタールの土地に新規又は改良型の灌漑・排
水サービスを提供
・1,000人の農民（内、200人は女性）が農業資産又は
サービスを利用
・3,500人の農民に新規又は改良型の灌漑・排水サービスを
提供

$140,000,000  $140,000,000  $3,361,200  $3,681,637 $170,500,000 82%

IBRD融資の
純承認額b

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

IBRD融資
の当初承認額 

成果目標 a,
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教育

# Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

14 ブラジル後期中等教育支援プロジェクト（P163868 | 2018年
度）：教育局の能力を強化し、脆弱な学校を中心に後期中等教
育改革を推進することにより、ブラジル領の対象全日制後期中
等教育機関の基礎教育開発指数（IDEB）を改善する。

2018年度 ブラジル 21 • 27 States where at least 50 percent of vulnerable 
schools have implemented the New Curriculum

• 18% increase in the Basic Education Development 
Index (IDEB) in targeted FTS (Full-time School)

• 27 States where the average absolute gender gap of 
enrollment in formative itineraries is less than 5%

• 2,400,000 students benefiting from direct interventions 
to enhance learning

$250,000,000  $250,000,000  $43,000,000  $43,625,000  $250,000,000 100%

15 チリ公立大学強化プロジェクト（P163437 | 2018年度）：公立
大学の質と公平性を高め、州・国レベルの開発課題に対応
できるように各校の組織・制度能力を強化する。

2018年度 チリ 12 • Decrease by 1% in dropout rate of 3rd year vulnerable 
students

• 1,048 Peer reviewed publications at State Universities
• 7 institutions that improve their accreditation level
• 20% of last year students who have received quality 

career services

 $50,126,000  $50,126,000  $10,000,000  $10,125,315  $375,126,000 13%

16 広東省義務教育プロジェクト（P154621 | 2018年度）：プロ
ジェクト対象県の一部の公立小・中学校において、学習施
設と教員の質を改善する。

2018年度 中国 26 • 22,800 additional teachers trained
• 532,000 students benefiting from direct interventions to 

enhance learning
• 15,200 classrooms with ICT installed

$120,000,000  $120,000,000  $5,000,000  $5,300,000  $279,400,000 43%

17 エジプト教育改革支援プロジェクト（P157809 | 2018年度）：
公立学校の教育・学習環境を改善する。

2018年度 エジプト・
アラブ共和国

35 • 50% increase in kindergartens that reach higher quality 
standards according to the Quality Assurance System

• 35% increase in teachers demonstrating improved 
teaching practices

• First cohort of students graduates from secondary 
education under the new GPA based assessment and 
certification system

• Education Technology entity established and fully 
operational

• 90% of existing classroom spaces refurbished and 
equipped

$500,000,000  $500,000,000  $125,000,000  $126,250,000 $2,000,000,000 25%

18 オリッサ州卓越性と公平性のための高等教育プログラム
（P160331 | 2018年度）：オリッサ州の一部の教育機関の質を
高め、学生に公平なアクセスを提供するとともに、州の高等教
育制度のガバナンスを強化する。

2018年度 インド 18 • 15% increase in the number of selected colleges that 
have improved their NAAC  (National Assessment and 
Accreditation Council) grade from the previous cycle of 
accreditation

• 10% increase in on-time graduation rate of students in 
undergraduate degree programs in selected institutions

• 165,500 students beneficiaries, 83,400 of which are 
female

 $119,000,000  $119,000,000  $27,325,746  $39,808,937 $1,724,000,000 7%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163868
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163437
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154621
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160331
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?searchTerm=P157809
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# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

14 Support to Upper Secondary Reform in Brazil Operation 
(P163868 | FY18): strengthen the capacity of the state 
secretariats of education to implement the upper secondary 
reform, prioritizing vulnerable schools, and to increase the 
Index of Basic Education Development in targeted full-time 
upper secondary schools in Brazil’s territory. 

FY18 Brazil 21 27州において、脆弱な学校の少なくとも50％が新カリキュラ
ムを導入
・対象全日制学校の基礎教育開発指数（IDEB）が18％改善
・27州において、学生の教育課程における授業の男女格差
（絶対値）が5％未満に縮小    
・240万人の学生が学習効果の向上を目的とした直接的支
援の恩恵を享受

 $250,000,000  $250,000,000  $43,000,000  $43,625,000  $250,000,000 100%

15 Strengthening of State Universities in Chile (P163437 | 
FY18): improve quality and equity within State Universities 
and to strengthen their institutional capacity to address 
regional and national development challenges. 

FY18 Chile 12 ・脆弱な大学3年生の退学率が1％減少
・公立大学の査読付き論文数が1,048本に
・7校の評価レベルが上昇
・最終学年の学生の20％が質の高いキャリアサービスを利用

 $50,126,000  $50,126,000  $10,000,000  $10,125,315  $375,126,000 13%

16 Guangdong Compulsory Education Project (P154621 | 
FY18): improve learning facilities and teaching quality in 
selected public primary and junior secondary schools in 
project counties. 

FY18 China 26 ・新たに2万2,800人の教員が研修に参加
・53万2,000人の学生が学習効果の向上を目的とした直接的
支援の恩恵を享受
・1万5,200の教室に情報通信技術（ICT）を導入

 $120,000,000  $120,000,000  $5,000,000  $5,300,000  $279,400,000 43%

17 Supporting Egypt Education Reform Project (P157809 | 
FY18): improve teaching and learning conditions in public 
schools.

FY18 Egypt, Arab 
Republic of

35 ・質保証制度により、高い品質水準を達成していると評価され
た幼稚園が50％増加
・指導力に改善が見られる教員が35％増加
・新しいGPAベースの評価・認定制度を導入した中等学校が
初の卒業生を輩出
・教育工学の専門機関が設立され、活動を本格化
・既存の教室の90％が改修され、必要な設備を配置

 $500,000,000  $500,000,000  $125,000,000  $126,250,000 $2,000,000,000 25%

18 Odisha Higher Education Program for Excellence and Equity 
(P160331 | FY18): improve the quality of and students' 
equitable access to selected institutions and enhance 
governance of the higher education system in Odisha.

FY18 India 18 ・インド国家評価認定委員会（NAAC）による格付けが前回よ
り改善した大学が15％増加
・一部の教育機関の学部課程において、留年せずに卒業す
る学生の割合が10％増加
・16万5,500人の学生（内、8万3,400人は女性）がプロジェクト
の恩恵を享受

 $119,000,000  $119,000,000  $27,325,746  $39,808,937 $1,724,000,000 7%
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IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

IBRD融資の
純承認額b



42   開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 |  インパクトレポート 2019

教育

# Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

19 ウッタラカンド州労働力開発プロジェクト（P154525 |2018年度）：
ウッタラカンド州の重点産業訓練校（ITI）の教育の質と内容を強
化し、短期間の訓練により、労働市場のニーズに合った労働者
を養成する。

2018年度 インド 17 • 11% increase in job placement rate among graduates of 
priority ITIs within six months of training completion

•  2,035 additional students enrolled in labor market 
relevant trades in priority ITIs

• 32,000 of target trainees who obtain certification from a 
short term training course

• 64,000 project beneficiaries, 40,000 of which are short-
term training students

• 18 communication and awareness campaigns 
conducted

• 24,000 ITI students

 $74,000,000  $74,000,000  $800,000  $985,000  $92,500,000 80%

20 教育改革支援プログラム（P162407 | 2018年度）：ヨルダン人と
シリア難民の子供を対象に幼児教育へのアクセスを拡大し、
生徒の習熟度評価と教育・学習環境を改善する。

2018年度 ヨルダン 35 • 30,000 Jordanian children and Syrian refugee children 
enrolled in kindergarten level 2

• 5% point reduction in the dropout rate of Syrian refugees
• 70% of schools with high proportion of Syrian refugees 

implemeting the socioemotional learning program
• 400 public and private kindergartens that have 

developed and implemented quality improvement plan
• 50,000 K-12 grade teachers trained and certified."

$147,700,000  $147,700,000  $738,500  $57,824,550  $200,000,000 74%

21 若者の経済的包摂支援プロジェクト（P151169 | 2019年度）：プ
ロジェクト対象地域において、若年層により多くの働く機会を提
供経済機会へのアクセスを改善する。

モロッコ 25 • 9,500 beneficiaries of training activities (apprenticeship 
and qualification/retraining) who are inserted after 
project intervention, 41% of which are women and 30% 
are inhabitants of rural areas

• 1,500 formal enterprises created by project beneficiaries
• 16,000 beneficiaries of youth employment centers 

services who are inserted after project intervention

 $55,000,000  $55,000,000  $10,724,670  $10,859,660  $110,100,000 50%

22 学習基礎強化プロジェクト（P162297 | 2018年度）：一部の県に
おいて、公立幼稚園・小学校の学習環境を改善し、公的就学前
教育へのアクセスを拡大する。

2018年度 チュニジア 28 • 4,984 additional children enrolled in public preschools in 
targeted districts

• 2,000 preschool teachers trained on the core 
professional development program for early childhood 
education

• 3,000 school directors and deputy directors that have 
completed the new leadership program

• 250  preschool classrooms built in selected districts

$100,000,000  $100,000,000  $8,910,899  $9,141,050  $130,000,000 77%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国 プロジェクト期間*
（年）

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154525
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P151169
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162297
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162407
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# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

19 Uttarakhand Workforce Development Project (P154525 
| FY18): improve the quality and relevance of training at 
priority Industrial Training Institutes (ITIs) and to increase the 
number of labor-market-relevant workers through short-term 
training in Uttarakhand.

FY18 India 17 ・重点ITIの卒業生が修了後6カ月以内に内定を獲得する率
が11％上昇
・新たに2,035人が労働市場のニーズに即した重点ITIのコー
スに入学

・3万2,000人の対象訓練生が短期訓練コースの修了証を獲
得
・6万4,000人（内、4万人は短期訓練生）がプロジェクトの恩恵
を享受
・18の広報・啓発キャンペーンを実施
・ITIの学生数が2万4,000人に到達

 $74,000,000  $74,000,000  $800,000  $985,000  $92,500,000 80%

20 Education Reform Support Program (P162407 | FY18): 
expand access to early childhood education, and to improve 
student assessment and teaching and learning conditions for 
Jordanian children and Syrian refugee children. 

FY18 Jordan 35 ・3万人のヨルダン人とシリア難民の子供が幼稚園に2年間通
うこと
・シリア難民の中退率が5ポイント低下
・シリア難民の比率が高い学校の70％が社会情緒的な学習
プログラムを導入
・400の公立・私立幼稚園が質向上計画を策定し、実施
・5万人の小中高の教員が研修に参加し、認定を獲得

 $147,700,000  $147,700,000  $738,500  $57,824,550  $200,000,000 74%

21 Supporting the economic inclusion of youth (P151169 | 
FY19): increase access to economic opportunities for youth 
in the project area. 

FY19 Morocco 25 ・プロジェクトの支援により、9,500人（内、41％は女性、30％
は農村部住民）が研修プログラム（訓練生制度、資格取得・
再研修）に参加し、恩恵を享受
・プロジェクトの受益者により、1,500の企業が誕生
・プロジェクトの支援により、1万6,000人が若年雇用セ
ンターのサービスを利用

 $55,000,000  $55,000,000  $10,724,670  $10,859,660  $110,100,000 50%

22 Strengthening Foundations for Learning Project (P162297 | 
FY18): improve learning conditions in public preschools and 
primary schools, and to increase access to public preschool 
education in selected districts. 

FY18 Tunisia 28 ・対象県において、新たに4,984人の児童が公立幼稚園に入
園
・2,000人の幼稚園教員が幼児教育の要諦を学ぶ専門プロ
グラムに参加
・3,000人の校長と副校長が新しいリーダーシッププログラム
を修了

・一部の県に250の幼稚園教室を建設

 $100,000,000  $100,000,000  $8,910,899  $9,141,050  $130,000,000 77%

成果目標 a, IBRD融資
の当初承認額 

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

IBRD融資の
純承認額b
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エネルギー・採取産業

# Target Resultsa, IBRD Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

23 ジャールカンド州電力システム改善プロジェクト
（P162086 | 2019年度）：ジャールカンド州の電力網の送電能
力を拡大し、州が所有する送電・配電事業者の組織・制度
能力を強化する。

インド 25 • 10,200 GWh of electricity wheeled through 
Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited network 
for supply to consumers in the State

• 90% increase in consumers serviced through 
upgraded commercial system

• 2,400,000 KVA of increased transformation capacity 
of the power transmission network in the state under 
the project

• 2,000 km of transmission lines constructed
• 25 transmission substations constructed

 $310,000,000  $310,000,000  $10,603,384  $11,378,384  $465,200,000 67%

24 エネルギー効率拡大プログラム（P162849 | 2018年
度）：住宅・公的セクターの省エネ化を進め、エナジー・
エフィシエンシー・サービシズ・リミテッド
（EESL）社の組織・制度能力を強化し、民間資金の調達機
会を拡大する。

インド 19 • 205,500 GWh of projected lifetime energy savings 
from LED bulbs, tube lights, energy efficient ceiling 
fans and LED street lights sold via Energy Efficiency 
Services Limited (EESL) programs

• USD200,000,000 of commercial financing leveraged 
by the IBRD guarantee

• Sustainable Development Unit and report on 
implementation of updated manual covering all EESL
programs under implementation

• 166,100,000 metric tons of avoided CO2 emissions 
associated with projected lifetime savings from 
products sold through EESL programs

 $220,000,000  $220,000,000  $83,959,716  $84,509,716  $1,348,000,000 16%

25 第2次公正な成長・雇用創出プログラム開発政策融資
（P168130 | 2019年度）：事業コストの削減に必要な基礎の
整備、市場へのアクセスの改善、より柔軟で統合された雇
用市場の創出、社会的扶助の質と効率性の向上、財政の
持続可能性の改善、より多くの情報に基づいたリスク対策な
ど、ヨルダン政府を支援する。

ヨルダン 34 • 2.5% increase in FDI in services as a percent of 
total investments facilitated by Jordan Investment 
Commission

• Guaranteed exports as a percentage of total exports 
more than doubled

• 100% of government entities prepare annual 
procurement plans at least one month before the 
end of the fiscal year

• 3% increase in female labor force participation rate
• 85,000 additional households covered by the 

National Aid Fund
• 15,000 households provided with electricity support 

benefits

 $1,450,000,000  $1,450,000,000  $725,000,000  $728,625,000  $1,450,000,000 100%

26 第2次エネルギー効率プロジェクト（P165509 | 2018年度）：
保健セクターの建物の省エネ化を進め、持続可能な資金
調達モデルを開発し、実証する。

モンテネグロ 15 • 3,981 MWh of annual energy savings
• 37,333 tons of CO2 eq. of emissions reduced 

annually
• 18 buildings retrofitted annually
• 1,200,000 USD captured energy cost savings 

annually
• 220,000 potential patients and 2,000 staff benefiting

 $7,390,000  $7,390,000  $402,483  $419,982  $8,997,800 82%

27 全国送電近代化プロジェクト（P154987 | 2018年度）：パキス
タンの送電系統の一部区間の送電能力と信頼性を高めると
ともに、国営送電会社であるナショナル・トランスミッション＆
ディスパッチ・カンパニー社の主要なビジネスプロセスを近
代化する。

パキスタン 25 • 50% reduction in frequency of forced outages per 
substation

• Duration of forced outages per substation reduced 
by 60% (equivalent to 1,013 minutes)

• 12,516,000 KVA of substation capacity of the system 
added

• 2 tons of GHG emissions reduced annually
• 131 km of transmission lines constructed or 

rehabilitated

 $425,000,000  $425,000,000  $136,787  $1,199,287  $536,330,000 79%

28 ガス貯蔵拡大プロジェクト（P162727 | 2018年度）：ガスの
地下貯蔵能力を拡大することにより、トルコのガス供給の
信頼性と安全性を高める。

トルコ 23 • Reduction of gas supply curtailments due to 
available gas storage at the Tuz Golu Expansion 
Plant from 1,500,000 m³ to 0 m³

• 67% reduction of spot liquefied natural gas 
purchases due to available gas storage at the Tuz 
Golu Expansion Plant

• Increased gas storage capacity through the Tuz Golu 
Gas Storage Expansion Plant by 4,000,000 m³

• 4,000,000 Turkish gas consumers benefitting from 
gas supply

 $600,000,000  $600,000,000  $55,197,917  $56,697,917  $2,735,000,000 22%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国 プロジェクト期間*
（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2019年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162086
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168130
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165509
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154987
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162727
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162849
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Energy & Extractives

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

23 Jharkhand Power System Improvement Project (P162086 
| FY19): increase the transmission capacity of electricity 
network in the state of Jharkhand and strengthen the 
institutional capacity of state-owned power transmission 
and distribution utilities. 

FY19 India 25 ・ジャールカンド・ウルジャ・サンチャラン・ニガム社の電
力網を通じて、1万200ギガワット時の電力をジャールカン
ド州の消費者に供給
・アップグレードされた商用電力系統から電力を得てい
る消費者が90％増加

・プロジェクトの下で、州の送電網の変電能力が240万キ
ロボルトアンペア向上
・2,000キロメートルの送電線を敷設
・25の送電変電所を建設

 $310,000,000  $310,000,000  $10,603,384  $11,378,384  $465,200,000 67%

24 Energy Efficiency Scale-up Program (P162849 | 
FY18): scale up energy savings in residential and 
public sectors, strengthen Energy Efficiency Services 
Limited's institutional capacity, and enhance its access to 
commercial financing. 

FY18 India 19 ・EESL社のプログラムを通じて販売されるLED電球、
チューブライト、省エネ効果の高い天井ファン、LED街灯に
より、20万5,500ギガワット時の推定生涯エネルギー消費量
を削減
・IBRDの保証を利用して2億米ドルの民間資金を調達
・持続可能な開発ユニット（SDU）を設立し、実施中のすべ
てのEESLプログラムを網羅した最新マニュアルの実施状況
を報告
・EESL社のプログラムを通じて販売される商品により、推
定生涯エネルギー消費量が削減され、1億6,610万トンの二
酸化炭素排出量を削減

 $220,000,000  $220,000,000  $83,959,716  $84,509,716  $1,348,000,000 16%

25 Second Equitable Growth & Job Creation Programmatic 
Development Policy Financing (P168130 | FY19): 
support Jordan to set foundations to reduce business 
costs and improve market accessibility, create more 
flexible and integrated labor markets and provide better 
and more efficient social assistance, and improve fiscal 
sustainability and take more informed decisions regarding 
risk. 

FY19 Jordan 34 ・ヨルダン投資委員会が促進した投資の総額に占める、
サービス分野への直接外国投資の割合が2.5％拡大
・総輸出に占める保証付輸出の割合が2倍以上に拡大
・政府機関の100％が年度末の少なくとも1カ月前に年間
調達計画を作成
・女性の労働参加率が3％上昇
・国民援助基金（NAF）の対象世帯が8万5,000世帯増加
・1万5,000世帯に電気料金補助金を支給

 $1,450,000,000  $1,450,000,000  $725,000,000  $728,625,000  $1,450,000,000 100%

26 Second Energy Efficiency Project (P165509 | FY18): 
improve energy efficiency in health sector buildings, 
and to develop and demonstrate a sustainable financing 
model. 

FY18 Montenegro 15 ・エネルギー消費量を年3,981メガワット時削減
・年3万7,333tCO2eqの二酸化炭素排出量を削減
・年18棟のビルを改修
・年120万米ドルのエネルギーコストを削減
・推定22万人の潜在患者と2,000人の職員が恩恵を享受

 $7,390,000  $7,390,000  $402,483  $419,982  $8,997,800 82%

27 National Transmission Modernization Project (P154987 
| FY18): increase the capacity and reliability of selected 
segments of the national transmission system in Pakistan 
and modernize key business processes of the National 
Transmission and Dispatch Company.

FY18 Pakistan 25 ・変電所当たりの計画外停止の発生頻度が50％減少
・変電所当たりの計画外停止の継続時間が60％
（1,013分相当）減少
・送電系統の変電能力が1,251万6,000キロボルトアンペ
ア拡大
・年2トンの温室効果ガス排出量を削減
・131キロメートルの送電線を敷設又は修復

 $425,000,000  $425,000,000  $136,787  $1,199,287  $536,330,000 79%

28 Gas Storage Expansion Project (P162727 | FY18): 
increase the reliability and security of gas supply in 
Turkey by expanding underground gas storage capacity 
in the country. 

FY18 Turkey 23 ・トゥズ湖のガス貯蔵施設の貯蔵能力を拡大し、ガスの供
給抑制を150万立方メートルから0立方メートルに削減
・トゥズ湖のガス貯蔵施設の貯蔵量拡大により、液化天然
ガスのスポット購入が67％減少
・トゥズ湖のガス貯蔵施設の拡大により、ガス貯蔵能力が
400万立方メートル増加
・国内の400万人のガス消費者がガスの供給から恩恵を享
受

 $600,000,000  $600,000,000  $55,197,917  $56,697,917  $2,735,000,000 22%

成果目標 a,
IBRD融資

の当初承認額 
IBRD融資の

19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

IBRD融資の
純承認額b
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金融セクター

# Target Resultsa, IBRD Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

29 中小・零細企業金融アクセスプロジェクト（P152276 | 2018
年度）：民間中小・零細企業の資金調達機会を拡大し、ベラ
ルーシ共和国開発銀行のガバナンスと組織・制度能力を
強化する。

ベラルーシ 16 • Governance and business model of (Development 
Bank of the Republic of Belarus (DBRB) strengthened

• 170% increase in DBRB MSME loan portfolio provided 
through participating financial institutions

• 150 MSME beneficiaries that obtained credit
• US$56,000,000 of loans disbursed

 $60,000,000  $60,000,000  $7,243,488  $7,243,488  $60,000,000 100%

30 中小・零細企業金融アクセス（P152307 | 2018年度）：中小・零
細企業の資金調達機会を拡大する。 

ジャマイカ 30 • 15 SMEs getting access to risk capital through the 
SME Fund

• 1,100 guarantees issued for MSME loans through the 
improved Credit Enhancement Facility

• US$10,000,000 of private capital mobilized."

 $15,000,000  $15,000,000  $2,375,205  $2,412,705  $15,000,000 100%

31 金融包摂・デジタル経済プロジェクト（P168587 | 2019年度）：
金融包摂を促進し、個人、企業、起業家のデジタル・トランス
フォーメーションに貢献する。

モロッコ 25 • 0.8% increase in gross loan portfolio for the 
microfinance sector

• Moroccan dirham (MAD) 0.6 billion increase in 
cumulative Tamwil El Fellah (agriculture development 
financing corporation) loans disbursed

• 75% of payment companies reporting gender-
disaggregated performance data to Central Bank of 
Morocco

• 50,000 independent professionals, selfemployed 
individuals, and non-salary individuals with health 
insurance coverage

• MAD 2 billion of Sukuk certificate issuances
• 3 insurance companies issuing Takaful products
• 20,000 mobile/"m"-wallets issued
• 2.6% increase in fixed broadband penetration as a 

percentage of households
• 3% increase in rural households with Internet access
• The new electronic portal is operational
• 2 business angel networks that have been certified by 

the Central Guarantee Agency
• 30 start-up projects submitted to business angels for 

financing

 $700,000,000  $700,000,000  $683,523,643  $685,248,044  $700,000,000 100%

32 国有金融機関改革プロジェクト（P156837 | 2018年度）：ベオグ
ラードに本店を置くセルビアの国有銀行（バンカ・ポスタンスカ・
ステディオニカAD）の業績を改善し、開発金融機関やその他
の国有金融機関の改革を促進する。

セルビア 15 • 60% decrease in Banka Postanska Stedionica gross 
amount of performing credit exposures to medium and 
large private sector enterprises compared to end-2016

• 70% reduction in state-owned non-performing loans 
compared to end-2016

• Adopted a strategy for development finance

 $50,000,000  $50,000,000  $5,115,793  $5,232,003  $56,000,000 89%

33 包摂的金融アクセス（P163225 | 2018年度）：シリア難民受入
れの影響下にある低開発地域において、女性参画企業の長
期融資へのアクセスを改善する。 

トルコ 29 • Increased from 0 to >1 the ratio of the average 
maturity of SME sub-financing under the project, over 
the average maturity of the participating financial 
institution's SME portfolio not financed under the 
project

• Increased from 0 to >1 the ratio of the average 
maturity of large enterprise sub-financing under the 
project, over the average maturity of the borrower's 
large enterprise portfolio not financed under the 
project

• 240 SME beneficiaries financed under the project
• 40 large enterprise beneficiaries financed under the 

project

 $400,000,000  $400,000,000  $75,000,000  $76,000,000  $400,000,000 100%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152276
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152307
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168587
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P156837
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163225
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Financial Sector

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

29 MSME Access to Finance Project (P152276 | FY18): 
improve access to finance for private MSMEs and 
enhance governance and the institutional capacity of the 
Development Bank of the Republic of Belarus. 

FY18 Belarus 16 ・ベラルーシ共和国開発銀行（DBRB）のガバナンスとビジネ
スモデルを強化
・DBRBが参加金融機関を通じて提供する中小・零細企業向
け融資総額が170％増加
・中小・零細企業150社が融資を獲得
・5,600万米ドルの融資を実行

 $60,000,000  $60,000,000  $7,243,488  $7,243,488  $60,000,000 100%

30 Access to Finance for MSMEs (P152307 | FY18): improve 
access to finance for micro, small, and medium enterprises. 

FY18 Jamaica 30 ・中小企業15社が自己資本の為に中小企業基金を活用
・信用補完ファシリティを強化し、中小・零細企業向け融資
に1,100件の保証を提供
・1,000万米ドルの民間資本を動員

 $15,000,000  $15,000,000  $2,375,205  $2,412,705  $15,000,000 100%

31 Financial Inclusion and Digital Economy Project (P168587 
| FY19): foster financial inclusion and contribute to 
digital transformation for individuals, enterprises, and 
entrepreneurs. 

FY19 Morocco 25 ・マイクロファイナンスセクターの融資ポートフォリオ総額
が0.8％増加

・タムウィル・エル・フェラ（農業開発金融機関）の累積融
資実行額が6億モロッコディルハム増加
・ペイメント事業者の75％がジェンダー別の実績データを
モロッコ中央銀行に報告

・5万人の独立専門家、自営業者、非給与所得者が健康
保険制度の対象に
・20億モロッコディルハムのスクーク（シャリーア適格の債
券）を発行
・保険会社3社がタカフル（シャリーア適格の保険商品）を
発行
・モバイル決済プラットフォーム「mウォレット」の発行件数
が2万件に
・固定ブロードバンドを利用できる世帯の割合が2.6％上
昇
・インターネット接続環境を持つ農村世帯が3％増加
・新たなポータルサイトが稼働
・中央保証基金が2つのエンジェル投資家ネットワークを
認定

・30件の新規プロジェクトがエンジェル投資を申請

 $700,000,000  $700,000,000  $683,523,643  $685,248,044  $700,000,000 100%

32 State Owned Financial Institutions Reform Project 
(P156837 | FY18): improve the performance of Banka 
Postanska Stedionica AD Beograd and promote the reform 
of development finance institutions and other state-owned 
financial institutions. 

FY18 Serbia 15 ・中・大規模民間企業に対する融資を2016年比で60％減
少し、貸し倒れリスクを軽減
・国有金融機関の不良債権が2016年末比で70％減少
・開発金融戦略を導入

 $50,000,000  $50,000,000  $5,115,793  $5,232,003  $56,000,000 89%

33 Inclusive Access to Finance (P163225 | FY18): improve 
access to longer-term finance for women-inclusive 
enterprises and enterprises in less developed sub-regions 
affected by the influx of Syrians under temporary protection. 

FY18 Turkey 29 ・本プロジェクト対象金融機関の中小企業向けポート
フォリオ（本プロジェクトの支援対象外）の平均満期に対す
る、本プロジェクトが支援する中小企業向けサブファイナン
スの平均満期の比率を「0」から「>1（1より大）」に拡大

・本プロジェクト支援対象銀行の大企業向けポートフォ
リオ（本プロジェクトの支援対象外）の平均満期に対する、本
プロジェクトが支援する大企業向けサブファイナンスの平均
満期の比率を「0」から「>1（1より大）」に拡大

・中小企業240社がプロジェクトの恩恵を享受
・大企業40社がプロジェクトの支援を受けて融資を獲得

 $400,000,000  $400,000,000  $75,000,000  $76,000,000  $400,000,000 100%

成果目標 a, IBRD融資
の当初承認額 

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

IBRD融資の
純承認額b
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保健

# Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

34 保健制度パフォーマンス強化プロジェクト
（HSPSP）（P160948 | 2018年度）：対象州及び自治
体において、保健医療サービスの利用率と質を改
善する。

アンゴラ 30 • 558,000 child health consultations in the 13 Child Health 
Expansion municipalities

• 60 health units implementing the minimum package of 
maternal and child health services

• 22 health facilities that provide TB diagnosis
• 160,000 people who have received essential health, 

nutrition, and population services
• 113,895 female adolescents (12-15) and women (ages 

15-49) who had a family planning consultation
• 110,000 children immunized
• 10,000  women and children who have received basic 

nutrition services
• 159,000 children receiving first dose of Measles and 

Rubella

$110,000,000  $110,000,000  $12,325,890  $12,600,890  $110,000,000 100%

35 保健サービス提供ネットワークプロジェクト
（P164453 | 2018年度）：一部の保健ネットワークに
おいて、保健サービスへのアクセスと提供される
サービスの質を改善する。

ボリビア
24 • 7 network referral centers operational with at least 

60% of the required medical staff and providing health 
services

• 75% of health facilities supported in the targeted 
networks fulfill the licensing standards

• 20 clinical guidelines updated or developed.

$252,000,000  $252,000,000  $4,000,000  $4,630,000  $300,000,000 84%

36 エジプト保健医療制度改革プロジェクト
（P167000 | 2018年度）：プライマリ及びセカンダリ・
ヘルスケア・サービスの質を改善し、保健・家族計
画サービスに対する需要を喚起し、C型肝炎の予
防と管理を支援する。

エジプト・
アラブ共和国

35 • 35,000,000 people screened for Viral Hepatitis C
• 7% increase in contraceptive prevalence rate
• 20,000,000 targeted people screened for non-

communicable diseases
• 3,400,000 women and children who have received basic 

nutrition services

$530,000,000  $530,000,000  $163,893,167  $165,218,167  $992,500,000 53%

37 プライマリ・ヘルスケア改革支援（P164277 | 2018
年度）：インドネシアのプライマリ・ヘルスケア制度
のパフォーマンスを強化する。

インドネシア 14 • Increase by 12% in women delivering at a health care 
facility

• 23,375,000 People who have received essential health, 
nutrition, and population services

• 600 special health worker teams deployed

$150,000,000  $150,000,000  $37,500,000  $37,500,000 $93,007,000,000 0%

38 プライマリ・ヘルスケア制度強化プロジェクト
（P163721 | 2018年度）：国内の特定地域に集中す
る人々の非感染性疾患の発見と管理を中心に、プ
ライマリ・ヘルスケア・サービスの利用率と質を改
善する。

スリランカ 33 • 105,449 women at age 35 and at age 45 years who are 
screened for cervical cancer at a network of public health 
facilities

• 550 primary medical care institutions that have the 
required capabilities for providing comprehensive and 
quality care

• Increase by 25% in screened adults with high risk for 
non-communicable diseases who are registered and 
actively followed-up at primary medical care institutions

$200,000,000  $200,000,000  $24,269,622  $24,769,622  $4,419,000,000 5%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 
融資承認年度）と概要

融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164453
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164277
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163721
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160948
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P167000
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# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans 
Approved) 

and Description
Year/ 

FY Approved Country Project Life*
(Years)

34  Health System Performance Strengthening 
Project (HSPSP) (P160948 | FY18): increase the 
utilization and the quality of health care services 
in target provinces and municipalities. 

FY18 Angola 30 ・小児保健の拡大に取り組む13の自治体で小児保健診療が
55万8,000件に拡大
・60の保健ユニットが母子保健の基本サービスパッケージを
提供
・22の保健施設が結核診断を実施
・16万人に基礎的保健・栄養・人口サービスを提供
・11万3,895人の青年期女子（12～15歳）と女性（15～49歳）を
対象に家族計画に関するコンサルテーションを実施
・11万人の子供に予防接種を実施
・1万人の母子に基礎的栄養サービスを提供
・15万9,000人の子供にはしかと風疹の予防接種（1回目）を実
施

$110,000,000  $110,000,000  $12,325,890  $12,600,890  $110,000,000 100%

35 Health Service Delivery Network Project 
(P164453 | FY18): improve access to, and quality 
of, health service delivery in selected health 
networks. 

FY18 Bolivia 24 ・7つの高度医療施設が必要な医療スタッフ数の少なくとも
60％を確保して保健サービスを提供
・対象ネットワークの被支援保健施設の75％が認可基準を
遵守
・20の診療ガイドラインを改訂又は作成

$252,000,000  $252,000,000  $4,000,000  $4,630,000  $300,000,000 84%

36 Transforming Egypt's Healthcare System Project 
(P167000 | FY18): improve the quality of primary 
and secondary health care services, enhance 
demand for health and family planning services, 
and support the prevention and control of 
Hepatitis C. 

FY18 Egypt, Arab Republic 
of

35 ・3,500万人にC型肝炎ウイルス検査を実施
・避妊普及率が7％上昇
・2,000万人に非感染性疾患の検査を実施
・340万人の母子に基礎的栄養サービスを提供

$530,000,000  $530,000,000  $163,893,167  $165,218,167  $992,500,000 53%

37 Supporting Primary Health Care Reform 
(P164277 | FY18): strenghten the performance of 
Indonesia’s primary health care system. 

FY18 Indonesia 14 ・保健医療施設で出産する女性が12％増加
・2,337万5,000人が基礎的保健・栄養・人口サービスを利用
・600の特別医療従事者チームを配備

$150,000,000  $150,000,000  $37,500,000  $37,500,000 $93,007,000,000 0%

38 Primary Health Care System Strengthening 
Project (P163721 | FY18): increase the utilization 
and quality of primary health care services, with 
an emphasis on detection and management 
of non-communicable diseases in high-risk 
population groups, in selected areas of the 
country. 

FY18 Sri Lanka 33 ・公衆衛生施設のネットワークにおいて、35歳と45歳の女性10
万5,449人に子宮頸がん検査を実施
・質の高い総合的な医療を提供できる一次医療機関の数が
550に拡大
・検査の結果、非感染性疾患のリスクが高いと診断・登録さ
れ、一次医療機関で積極的な追跡診療を受けている成人が
25％増加

$200,000,000  $200,000,000  $24,269,622  $24,769,622  $4,419,000,000 5%

成果目標 a, IBRD融資
の当初承認額 

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

IBRD融資の
純承認額b
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産業・貿易・サービス

# Target Resultsa, IBRD Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

39 商業的農業開発プロジェクト（P159052 | 2018年度）：プロジェク
ト対象地域において、一部の受益者の生産性と市場アクセス
を改善する。

アンゴラ 30 • 12% increase in average gross sales by crop/non-crop 
activities of beneficiary farmers and SMEs

• 11,500 farmers reached with agricultural assets or 
services

• 5,000 farmers adopting improved agricultural 
technology

• 2,500 ha provided with new/improved irrigation or 
drainage services

• 175 electricity connections supported by the project

 $130,000,000  $130,000,000  $2,274,264  $2,574,649  $230,000,000 57%

40 第1次包摂的成長プログラム開発政策融資（P167889 | 2019
年度）：民間セクター主導の成長の基礎と社会的セーフティ
ネットを強化し、財政の公平性を強化する。

アルゼンチン 33 • 8 anti-competitive practices resolved through 
sanctions or corrective measures by the new 
competition authority

• 10% increase in intermediate and capital goods 
imports, by value, subject to reduced tariffs or 
automatic licenses

• 45% increase in commercial companies registered as 
simplified corporations

• 59% increase in firms that issue securities that 
are using the streamlined multiple issuance pre-
authorization

• 80 integrity plans registered in the government 
procurement platforms for goods, services, and public 
works

• 5% increase in beneficiaries of social programs that 
receive social tariffs

• 6% decrease in sales tax (Ingresos Brutos) in total 
provincial own revenue

• 10 social programs included in the Single Window 
system

• 20 provinces actively implementing the new Universal 
Health Coverage system

 $500,000,000  $500,000,000  $498,750,000  $500,000,000  $500,000,000 100%

41 パライバ州持続可能な農村開発プロジェクト（P147158 | 2018
年度）：パライバ州の水アクセスを改善し、農業気候変動に対
する脆弱性を低減し、農村部住民の市場へのアクセスを改善
する。

ブラジル 18 • 41,400 people in urban areas provided with access to 
improved water sources

• 64,151 clients who have adopted an improved 
agricultural technology promoted by the project, 
19,254 of which are women

• Increase by 20% in the average gross value of sales 
of producers under productive alliances

• 8,500 producers benefited with productive alliance 
subprojects

• 165,012 project beneficiaries

 $50,000,000  $50,000,000  $1,301,202  $1,426,202  $80,000,000 63%

42 江西省農産物流通システム開発プロジェクト（P147009 | 2018
年度）：プロジェクトに参加する江西省の県において、一部農
作物の流通システムを改善する。

中国
24 • 225,000 farmers reached with agricultural assets or 

services, 37,300 of which are female
• 186  farmer cooperatives supported
• 88,600 farmers receiving training
• 8 markets/distribution centers constructed or 

rehabilitated and connected to provincial market 
information platform

 $150,000,000  $150,000,000  $3,000,000  $3,598,414  $198,280,000 76%

43 企業開発・競争力支援プロジェクト（P161590 | 2018年度）：
コンゴ共和国領の対象セクター及び対象地域の中小・零細企
業の競争力を強化する。

コンゴ共和国
22 • 12 investment climate reforms implemented

• 20% of beneficiary firms under the Support to 
Enterprise Development grants demonstrating a 
sustained increase in annual turnover

• 50% of new firms supported under the Business Plan 
Competition that are still operating 24 months after 
receiving financial and non-financial assistance

• 100 business plans successfully launched
• 200 MSME receiving technical support and 500 

benefiting from private sector initiatives

 $25,000,000  $25,000,000  $2,685,326  $2,742,095  $25,000,000 100%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P159052
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P147158
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P147009
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161590
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P167889
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# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

39 Commercial Agriculture Development Project (P159052 | 
FY18): increase productivity and market access for selected 
beneficiaries in the project areas. 

FY18 Angola 30 ・支援対象の農家及び中小企業の農業またはその他の事
業による平均総売上高が12％増加
・1万1,500人の農業従事者が農業資産又はサービスを利用
・5,000人の農業従事者が改良された農業技術を導入
・2,500ヘクタールの土地に新規又は改良型の灌漑・排水
サービスを提供
・プロジェクトの支援により175戸が電力網に接続

 $130,000,000  $130,000,000  $2,274,264  $2,574,649  $230,000,000 57%

40 First Inclusive Growth Programmatic Development Policy 
Financing (P167889 | FY19): strenghten the foundations 
for private sector-led growth, and the social safety net and 
enhancing fiscal equity. 

FY19 Argentina 33 ・新しい競争当局が実施する制裁又は是正措置により、8
つの反競争的慣行を撲滅
・関税引下げや自動輸入許可証の対象となる中間財・資
本財の輸入額が10％増加
・簡易株式会社として登記されている営利企業が45％増加
・事前承認取得済の証券発行プログラムを利用する企業
が59%増加
・財、サービス、公共事業に関する政府の調達プラット

フォームに登録された健全化計画（integrity plan）が80に

・社会福祉料金の給付を受けている社会プログラムの受益
者が5％増加
・州の総収入に占める売上税（Ingresos Brutos）の割合が
6％減少
・10の社会プログラムをシングルウインドウ（一括窓口）シ
ステムに統合
・20州が新しいユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）シ
ステムを導入

 $500,000,000  $500,000,000  $498,750,000  $500,000,000  $500,000,000 100%

41 Paraiba Sustainable Rural Development Project (P147158 
| FY18): improve access to water, reduce agro-climatic 
vulnerability and increase access to markets of Paraiba's 
rural inhabitants. 

FY18 Brazil 18 ・都市部の4万1,400人に改善された水資源へのアクセスを
提供
・6万4,151人（内、1万9,254人は女性）がプロジェクトの奨励
する改善された農業技術を導入

・生産者同盟に加盟する生産者の平均総売上高が20％
増加
・8,500人の生産者が生産者同盟のサブプロジェクトの恩
恵を享受
・16万5,012人がプロジェクトの恩恵を享受

 $50,000,000  $50,000,000  $1,301,202  $1,426,202  $80,000,000 63%

42 Jiangxi Farm Produce Distribution System Development 
Project (P147009 | FY18): improve the distribution systems 
of selected farm products in participating counties of Jiangxi.

FY18 China 24 ・22万5,000人（内、3万7,300人は女性）の農民が農業資
産又はサービスを利用
・186の農業協同組合を支援
・8万8,600人の農民を対象に研修を実施
・8つの市場及び流通センターを建設又は復旧し、省の
市場情報プラットフォームと接続

 $150,000,000  $150,000,000  $3,000,000  $3,598,414  $198,280,000 76%

43 Support to Enterprise Development and Competitiveness 
Project (P161590|FY18): foster MSME competitiveness in 
the targeted sectors and targeted geographic areas of the 
Republic of Congo's territory. 

FY18 Congo, Republic of 22 ・12件の投資環境改革を実施
・企業開発支援グラントを受領した企業の20％で年間売
上高が継続的に上昇
・事業計画コンテストの支援を受けた新興企業の50％
が、財務的・非財務的支援の受領から24カ月後も事業を
継続
・100の事業計画が始動
・中小・零細企業200社が技術的支援を受け、500社が民
間セクター関連のイニシアティブの恩恵を享受

 $25,000,000  $25,000,000  $2,685,326  $2,742,095  $25,000,000 100%

成果目標 a, IBRD融資
の当初承認額 

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd

IBRD融資の
純承認額b
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FY19c

IBRD Total 
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Total Project 
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44 カシュー・バリューチェーン競争力プロジェクト（P158810 | 
2018年度）：カシューの生産力、品質、付加価値を高める
ことにより、コートジボワール共和国の自作農とカシュー
加工産業を支援する。

コートジボワール 30 • Cashew productivity in the project area increased by 
0.13 metric tons

• 110,374 metric tons of increased Raw Cashew Nut 
processed domestically each year

• 225,000 farmers reached with agricultural assets or 
services

• 190,000 metric tons of storage capacity of warehouses 
built and/or rehabilitated

• 12,000 jobs created within the cashew processing 
industrial platforms

 $200,000,000  $200,000,000  $22,892,617  $23,366,447  $285,250,000 70%

45 タミル・ナドゥ州農村改革プロジェクト（P157702 | 2018年度）：タ
ミル・ナドゥ州の一部地区において、農村型事業、金融へのア
クセス、雇用機会を促進する。

インド 30 • 411,620 project beneficiaries, 65% of which are female
• 60% of individual and collective enterprises with 

ongoing operations after two years of project support
• 75% of individual and collective enterprises supported 

by the project leveraging funds from financial 
institutions

• 40,000 beneficiaries accessing convergence training 
programs

• 7,670 individual and collective enterprises receiving 
funds from financial institutions

 $100,000,000  $100,000,000  $520,967  $770,967  $142,800,000 70%

46 アッサム州アグリビジネス・農村改革プロジェクト（P155617 | 
2018年度）：アッサム州の対象地区の自作農と農業起業家
に重点を置き、一部の農業バリューチェーンの付加価値を
高め、強靱性を強化する。

インド 17 • 25% increase in price premium of commodities sold by 
beneficiaries in the selected value chains

• 500,000 farmers reached with agricultural assets or 
services

• 25% increase in selected commodities sold through 
new marketing channels

• 360,000 farmers adopting improved agricultural 
technology

• 25 climate resilient technologies demonstrated in the 
project areas

 $200,000,000  $200,000,000  $7,148,967  $8,554,585  $262,400,000 76%

47 総合国家観光戦略地域インフラ開発プロジェクト
（P157599 | 2018年度）：インドネシアの一部の観光地におい
て、観光産業との関連性が高い基本的インフラやサービス
の質とアクセスを改善し、地域経済と観光の連携を強化し、
民間投資を誘致する。

インドネシア
14 • US$388,800,000 of increased private investment in 

the tourism sector
• 100% increase in performance on the 'sustainable 

tourism' indicators
• 2,849,500 beneficiaries of improvements to tourism-

relevant basic infrastructure and services (546,000 
people provided with access to improved water 
sources, 858,000 provided with access to sustainable 
solid waste collection service and 624,000 provided 
with access to improved sanitation services)

• 45,000 trainees and tourism professionals completing 
competency based certification

 $300,000,000  $300,000,000  $3,310,679  $3,310,679  $772,900,000 39%

48 生産林地域における森林マネジメント強化（P164661 | 2018年
度）：メキシコの一部森林地域において、持続可能な森林管理
を強化し、森林に依存している個人及び企業の経済機会を拡
大する。

メキシコ 15 • 191,000 ha under sustainable landscape management 
practices

• 330,750 ha of forest area brought under management 
plans

• 70% increase in target beneficiaries that increase their 
Index of forest entrepreneurship by at least one range

• 370,015 beneficiaries implementing sustainable forest 
management schemes

• 3,688,424 tCO2 eq. reduced

 $56,000,000  $56,000,000  $9,887,738  $10,027,738  $185,000,000 30%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158810
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157702
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P155617
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157599
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164661
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Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
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Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

44 Cashew Value Chain Competitiveness Project (P158810 
| FY18): increase cashew productivity, quality and added 
value, benefiting smallholder farmers and the cashew 
processing industry in the Republic of Côte d’Ivoire. 

FY18 Cote d'Ivoire 30
・プロジェクト対象地域のカシューの生産力が0.13トン増加
・国内で加工される生カシューナッツが毎年11万374トン増
加

・22万5,000人の農業従事者が農業資産又はサービスを利
用
・倉庫の建設又は修復により、19万トンの貯蔵能力を確保
・カシュー加工産業プラットフォーム内で1万2,000の雇用を
創出

 $200,000,000  $200,000,000  $22,892,617  $23,366,447  $285,250,000 70%

45 Tamil Nadu Rural Transformation Project (P157702 | 
FY18): promote rural enterprises, access to finance, and 
employment opportunities in selected blocks of Tamil Nadu. 

FY18 India 30 ・41万1,620人（内、65％は女性）がプロジェクトの恩恵を享
受
・個人・集団企業の60％がプロジェクトの支援を受けてから
2年後も事業を継続
・プロジェクトの支援を受けた個人・集団企業の75％が金融
機関から得た資金を活用
・4万人が特別研修プログラムを利用
・個人・集団企業7,670社が金融機関から資金を調達

 $100,000,000  $100,000,000  $520,967  $770,967  $142,800,000 70%

46 Assam Agribusiness and Rural Transformation Project 
(P155617 | FY18): add value and improve resilience of 
selected agriculture value chains, focusing on smallholder 
farmers and agro-entrepreneurs in targeted districts of 
Assam. 

FY18 India 17 ・一部のバリューチェーンにおいて受益者の販売する一次
産品の価格が25％上昇
・50万人の農民が農業資産又はサービスを利用
・新しいマーケティングチャネルで販売される一部の一次産
品が25％増加
・36万人の農民が改良された農業技術を導入
・プロジェクト対象地域において25の気候変動対応型技術
を実証

 $200,000,000  $200,000,000  $7,148,967  $8,554,585  $262,400,000 76%

47 Integrated Infrastructure Development for National Tourism 
Strategic Areas Project (P157599 | FY18): improve 
the quality of, and access to, tourism-relevant basic 
infrastructure and services, strengthen local economy 
linkages to tourism, and attract private investment in 
selected tourism destinations in Indonesia. 

FY18 Indonesia 14 ・観光セクターへの民間投資が3億8,880万米ドル増加
・観光産業との関連性が高い基本的インフラやサービスを
改善することにより、284万9,500人が恩恵を享受（54万6,000
人に改善された水資源へのアクセス、85万8,000人に固形廃
棄物収集サービスへの持続可能なア
クセス、62万4,000人に改善された衛生サービスへのアクセ
スを提供）
・4万5,000人の訓練生と観光産業人材が技能認定を獲得

 $300,000,000  $300,000,000  $3,310,679  $3,310,679  $772,900,000 39%

48 Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest 
Landscapes (P164661 | FY18): strengthen sustainable 
forest management and increase economic opportunities for 
forest-dependent people and enterprises in selected forest 
landscapes in Mexico. 

FY18 Mexico 15 ・19万1,000ヘクタールの森林を持続可能な管理手法により
管理
・30万750ヘクタールの森林地域について管理計画を策定
・森林起業家精神の指標が1段階以上高まった対象受益者
が70％増加
・37万15人の受益者が持続可能な森林管理スキームを導
入
・368万8,424tCO2eqの二酸化炭素排出量を削減

 $56,000,000  $56,000,000  $9,887,738  $10,027,738  $185,000,000 30%
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産業・貿易・サービス
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Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

49 農業食品バリューチェーン強化（P158346 | 2018年度）：プ
ログラム対象地域の一部の農業食品バリューチェーンに
おいて、付加価値商品の取扱量を増やす。

モロッコ 25 • 193,200 tons of conditioned and exported citrus 
annually

• 24,871 tons of conditioned and exported olives 
annually

• 10,000 tons of high quality olive oil commercialized 
annually

• 1,000 small and/or medium enterprises agri-food 
authorized by ONSSA (National Food Safety Agency)

• 50 small- and/or medium-size producers and/or 
enterprises assisted by the Agri-food Innovation 
Center

 $200,000,000  $200,000,000  $42,960,000  $93,460,000  $200,000,000 100%

50 パンジャブ州農業・農村改革のための成果連動型融資プログ
ラム（P162446 | 2018年度）：パンジャブ州の栽培・畜産農家の
生産性を高め、農家の気候変動に対する強靱性を強化し、ア
グリビジネスの成長を促進する。

パキスタン 25 • 175,000 farmers reached with agricultural assets or 
services

• 240 beneficiaries reached with financial services
• 5 private markets and collection centers established
• 165,000 farmers adopting climate-smart agriculture 

packages
• 500,000 farmers covered by agricultural insurance
• 400,000 ha under high-value agriculture

 $300,000,000  $300,000,000  $19,650,000  $63,325,000  $300,000,000 100%

51 若年層経済的包摂プロジェクト（P158138 | 2018年度）：チュニ
ジアの一部の県において、対象となる不利な立場にある若者
の経済機会を改善する。

チュニジア 30 • 20% increase in share of supported youth with wage 
or self-employment

• 40% increase in share of supported youth with a job 
at intake who increased their monthly earnings by at 
least 20%

• 750 full-time equivalent (FTE) direct jobs created 
among businesses supported by the project

• 10,500 beneficiaries of job-focused interventions
• 7,000 youths who completed internships or training, 

3,000 of which are female

 $60,000,000  $60,000,000  $10,055  $4,783,318  $60,000,000 100%

52 投資・競争力・包摂プロジェクト（P161483 | 2018年度）：チュニ
ジアが雇用の創出と包摂的な成長を促進できるよう支援する。

チュニジア 28 • Reduction in number of days required to issue the 
“Foreign Trade Certificate” (from 7 to 3 days)

• Reduction in electricity and gas subsidies (from 1.20% 
to 1.00% of GDP)

• Reduction in transmission and distribution losses of 
the power utility (from 16% to 12.5% of generated 
power)

• Increase in volume of microcredits disbursed towards 
income generating activities from 1103 to 1775

• Cash transfer program for children’s human capital 
formation established

 $500,000,000  $500,000,000  $483,314,156  $484,523,506  $500,000,000 100%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
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2018年度

2018年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158346
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162446
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158138
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161483
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49 Strengthening Agri-Food Value Chains (P158346 | 
FY18): increase the volume of added-value products 
commercialized in selected agri-food value chains in the 
Program area. 

FY18 Morocco 25 ・年19万3,200トンの柑橘類を検査し、輸出
・年2万4,871トンのオリーブを検査し、輸出
・年1万トンの高品質オリーブオイルを出荷
・中小企業1,000社の農業食品がONSSA（食品安全衛生
局）の認定を獲得
・50の中小規模生産者・企業が農業食品イノベーション
センターの支援を利用

 $200,000,000  $200,000,000  $42,960,000  $93,460,000  $200,000,000 100%

50 Punjab Agriculture and Rural Transformation P4R Program 
(P162446 | FY18): increase the productivity of crop and 
livestock farmers, improve their climate resilience, and foster 
agribusiness development in Punjab. 

FY18 Pakistan 25 ・17万5,000人の農民が農業資産又はサービスを利用
・240人に金融サービスを提供
・5つの民間市場と集荷所を設置
・16万5,000人の農民が気候変動対応型農業パッケージ
を導入
・50万人の農民が農業保険の対象に
・40万ヘクタールの農地で高付加価値農業を実践

 $300,000,000  $300,000,000  $19,650,000  $63,325,000  $300,000,000 100%

51 Youth Economic Inclusion Project (P158138 | FY18): 
improve economic opportunities for targeted disadvantaged 
youth in the selected governorates of the borrower.

FY18 Tunisia 30 ・支援対象者の内、若年賃金労働者又は若年自営業者
の割合が20％増加
・支援対象者の内、月収が20％以上増加した若年有職者
の割合が40％増加
・プロジェクトの支援を受けた企業が750FTE（フルタイム
当量）の直接雇用を創出

・雇用重視の支援により、1万500人が恩恵を享受
・7,000人の若年層（内、3,000人は女性）がインターンシッ

プ又は研修を修了

 $60,000,000  $60,000,000  $10,055  $4,783,318  $60,000,000 100%

52 Investment, Competitiveness and Inclusion Project 
(P161483 | FY18): help Tunisia boost job creation and 
inclusive growth.

FY18 Tunisia 28 ・外国貿易許可証の発行に要する日数が減少
（7日→3日）
・電力・ガス補助金が減少（GDPの1.20％→1.00％）
・電力会社の送電・配電ロスが減少
（発電量の16％→12.5％）
・所得創出につながる活動を対象としたマイクロクレジット
が増加（1,103件→1,775件）
・子供の人的資本形成を支援する現金給付プログラムが
登場

 $500,000,000  $500,000,000  $483,314,156  $484,523,506  $500,000,000 100%
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54 包括的な成長を目指す開発政策融資を通じた民間セクター
開発（P168630 | 2019年度）：エジプトの金融サービスの拡
大、民間セクター開発、包摂的成長のための財政運営強化
を支援する。

エジプト・
アラブ共和国

35 • 600,000 microfinance beneficiaries using mobile 
payment or e-payment

• 20,000 published collateral registrations used by 
MSME, corporate, individual debtors and syndicated 
loans

• 73% decrease in days needed to start a busines 
(from 11 to 3 days)

• 20 average firm registrations per month at the new 
Investor Service Centers

• 50% increase in non-government financing as 
percentage of total financing under Fekretak 
Sherketak/Egypt Ventures initiative

• 20% increase in the number of SMEs participating in 
public tenders and/or being awarded contracts

• 10% of property registration offices in the “new 
urban communities” implementing the more 
transparent procedures for deed registration

• 100,000 ride-sharing driver licenses issued
• 30,000 companies filing annual income tax returns 

electronically
• Reduction in energy subsidies as a percentage of 

GDP from 3.8% to 2.5%
• An updated expanded medium-term debt 

management strategy will be published
• All 27 governorates and 188 districts preparing their 

capital investment plans in accordance with the 
formula-based system

 $1,000,000,000 $1,000,000,000  $997,500,000 $1,000,000,000 $1,000,000,000 100%

55 第2次財政再建・包摂的成長開発政策融資
（P164201 | 2019年度）：ガボン政府が財政の持続可
能性と公的セクターの管理効率を高め、競争力を強
化し、貧困層を保護できるよう支援する。

ガボン 20 • Reduction in non-oil revenue (as a percentage of 
non-oil GDP)

• Reduction in number of days necessary for business 
registration

• Increased access to internet services

 $200,000,000  $200,000,000  $198,410,451  $198,906,862  $200,000,000 100%
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53 電子政府（E-government）を通じた市民・企業へのサービ
ス提供改善プロジェクト（P161989 | 2018年度）：市民、企
業、公的機関を対象に、一部の電子政府サービスの質を
改善し、サービスへのアクセスを促進する。

ウルグアイ 18 • 35% reduction in processing time of foreign trade 
related administrative requirements by VUCE (Single 
Window for Foreign Trade) (equivalent to 17.4 hours)

• 300 additional distance learning materials delivered to 
targeted schools

• 15,000 citizens' administrative processes attended to by 
the Mobile Citizens Access Point

• 243 additional government executing units managing 
electronic invoices received from their providers

 $12,000,000  $12,000,000  $1,829,995  $2,850,917  $12,000,000 100%

行政
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54 Private Sector Development for Inclusive Growth 
Development Policy Financing (P168630 | FY19): enable 
financial inclusion, private sector development and 
strengthening fiscal management for inclusive growth in 
Egypt.

FY19 Egypt, Arab Republic 
of

35 ・マイクロファイナンスを利用する60万人がモバイル決裁
又は電子決済を利用
・中小・零細企業、企業、個人債務者、シンジケートロー
ンの担保登録の公開が2万件に

・事業の設立に要する日数が73％減少（11日→3日）
・投資家サービスセンターが新設され、毎月平均20社の
登記を処理
・フェクレタック・シェルケタック/エジプト・ベンチャー・イニ
シアティブが扱う融資に占める民間融資の割合が50％増
加

・公開入札に参加する中小企業、又は契約を受注する中
小企業の数が20％増加
・「新都市コミュニティ」の資産登録局の10％が証書登録
手続の透明性を強化
・10万枚のライドシェア運転免許証を発行
・3万社が法人税を電子申告
・GDPに占めるエネルギー補助金の割合が3.8％から
2.5％に低下
・中期債務管理戦略の拡大改訂版が公開予定
・27の県と188の地区のすべてが数式ベースのシステム
に従って資本投資計画を作成

 $1,000,000,000 $1,000,000,000  $997,500,000 $1,000,000,000 $1,000,000,000 100%

55 Second Fiscal Consolidation and Inclusive Growth 
Development Policy Financing (P164201 | FY19): 
support Government’s efforts in strengthening 
fiscal sustainability and efficiency in public sector 
management; enhancing competitiveness; and 
protecting the poor. 

FY19 Gabon 20 ・非石油収入（非石油GDPの割合）が減少
・事業登記に要する日数が減少
・インターネットサービスへのアクセスが向上

 $200,000,000  $200,000,000  $198,410,451  $198,906,862  $200,000,000 100%
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53 Improving Service Delivery to Citizens and Businesses 
through E-Government Project (P161989 | FY18): 
improve the quality of selected e-government services 
for citizens, businesses and the borrower's public 
entities, and facilitate their access. 

FY18 Uruguay 18 ・VUCE（外国貿易単一窓口）によって貿易関連事務に要する
時間が35％（17.4時間相当）減少
・対象校に新たに300の遠隔学習教材を提供
・モバイル市民アクセスポイントを利用して1万5,000人分の行
政事務プロセスを処理
・新たに243の政府実施ユニットが業者の請求書を電子形式
で管理

 $12,000,000  $12,000,000  $1,829,995  $2,850,917  $12,000,000 100%

Public Administration
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56 ウッタル・プラデシュ州貧困削減に寄与する観光開発プロジェクト
（P146936 | 2018年度）：対象地域において、現地コミュニティが享
受する観光関連の利益を拡大する。

インド 19 • 500 additional people provided with improved urban 
living conditions

• 300 individuals, professionals and small businesses in 
the project destinations with increased annual income

• Average duration of stay of tourists in project areas 
doubled

• 3,700,000 additional domestic visitors and 100,000 
international visitors in project destinations

 $40,000,000  $40,000,000  $3,341,531  $4,585,584  $57,140,000 70%

57 ラジャスタン州公共財政管理強化（P156869 | 2018年度）：ラジャスタン
州政府が予算執行を改善し、説明責任を強化し、歳入管理を効率化で
きるよう支援する。

インド 14 • Strengthened budget execution by increasing the use 
of Commitment Control System in 20  departments 
covering 90% of their capital expenditure above 
threshold as established by the policy

• Strengthened public procurement framework and 
capacity by developing database of debarred firms, 
enhancing procurement capacity of the officials and 
publishing/notifying Standard Bidding Documents

• Improving effectiveness of Tax Audit in the Commercial 
Taxes Department by improving by 20% audit hit

• District level planning under strengthened framework 
mainstreamed in Rural Development and Panchayati 
Raj Department and Department of Planning

 $21,700,000  $21,700,000  $2,341,009  $2,395,259  $31,000,000 70%

58 チャッティースガル州公共財政管理・説明責任プログラム
（P166578 | 2019年度）：チャッティースガル州において、公共財政管理
における説明責任を改善し、歳入管理を強化し、一部のスキームにおけ
る給付効率を高める。

インド 11 • Complete and timely state financial reports available In 
public domain

• Audits completed in at least 10,500 units
• Increase in property tax collected over the baseline in 

the selected urban local bodies by 20%
• Use of direct benefit transfer in 90% of validated 

baseline of beneficiaries in the shortlisted schemes

 $25,200,000  $25,200,000  $2,000,000  $2,063,000  $36,036,000 70%

59 第3次財政改革開発政策融資（P167297 | 2019年度）：インドネシア政府
の財政セクター改革を支え、政府が中期経済開発・貧困削減目標を達
成できるよう支援する。

インドネシア 14 • Decrease in time taken for central government 
monthly budget realization data to be made public 
from 2 months to 15 days

• Proportion of Ministry of Public Works and Housing 
budget (total) delivered through multi-year contracts 
increased by 10%

• 6% increase in ministries and agencies covered by 
disaster risk insurance (out of 87)

• 5% increase in the share of ministries and agencies 
undertaking budget tagging for climate change 
adaptation (out of 87)

• 20% increase in the proportion of the value of 
contractual package for the budget year being 
procured by the Ministry of Public Works and Housing 
in the first semester

• 90% increase in the share of monthly value-added tax 
(VAT) returns filed electronically

• Respectively 20% and 55% increase in the share of 
annual individual and corporate income tax income tax 
returns filed electronically

• Decrease in average time taken to receive land asset 
and access financial information requested for audit 
from 5 to 1 day

• The income tax regime is revised to reduce tax base 
erosion and broaden the tax base

 $1,000,000,000 $1,000,000,000  $1,020,070,896 $1,020,070,896 $1,000,000,000 100%

60 歳入管理改革プロジェクト（P149743 | 2018年度）：モンテネグロの税
務行政の業務効率を高め、納税企業が負担するコンプライアンス（法
令遵守）コストを削減する。

モンテネグロ 25 • 6% reduction in tax gap for VAT compared to 2020
• 10% and 7% increase in tax returns filed on time 

(respectively for VAT and corporate income tax
• Decrease by 114 hours in the time it takes to pay 

taxes and social contributions

 $15,700,000  $15,700,000  $124,879  $778,509  $15,700,000 100%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2019年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P146936
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P156869
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166578
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P167297
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P149743
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# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

56 Uttar Pradesh Pro-Poor Tourism Development Project (P146936 | 
FY18): increase tourism-related benefits for local communities in 
targeted destinations. 

FY18 India 19 ・新たに500人に改善された都市生活環境を提供
・対象地域において、300人の個人、専門家、小規模事業
者の年収が増加
・対象地域において、観光客の平均滞在期間が2倍に拡大
・対象地域において、国内からの訪問者が370万人、外国
からの訪問者が10万人増加

 $40,000,000  $40,000,000  $3,341,531  $4,585,584  $57,140,000 70%

57 Strengthening Public Financial Management in Rajasthan (P156869 
| FY18): contribute to improved budget execution, enhanced 
accountability, and greater efficiency in revenue administration in 
Government of Rajasthan. 

FY18 India 14 ・20の部署でコミットメント管理システムの使用を拡大し、予
算執行を強化（所定の閾値を超える支出の90％をカバー）

・受注資格停止措置を受けている企業のデータベース化、
政府関係者の調達能力の強化、標準入札書類の公開・通知
により、公的調達の枠組みと能力を強化
・監査ヒット率を20％改善し、商業税部門の税務監査の有
効性を改善
・農村開発省、パンチャーヤティ・ラージ省、計画省におい
て、強化された枠組みを利用した、県レベルの計画立案が
主流化

 $21,700,000  $21,700,000  $2,341,009  $2,395,259  $31,000,000 70%

58 Chhattisgarh Public Financial Management and Accountability 
Program (P166578 | FY19): improve accountability in the 
management of public finances; strengthen revenue administration; 
and improve efficiency in delivery of benefits in selected schemes, in 
the state of Chhattisgarh.

FY19 India 11 ・完全かつタイムリーな州の財政報告書の作成と公開
・少なくとも1万500のユニットが監査を完了
・一部の都市自治体において、ベースラインを越える資産
税収が20％増加
・特定のスキームにおいて、有効な受益者ベースラインの
90％で直接現金給付（DBT）を実施

 $25,200,000  $25,200,000  $2,000,000  $2,063,000  $36,036,000 70%

59 Third Fiscal Reform Development Policy Financing (P167297 | 
FY19): support fiscal sector reforms that will assist the Government 
of Indonesia in achieving its medium-term economic development 
and poverty reduction goals. 

FY19 Indonesia 14 ・中央政府が実行済月次予算のデータの公開に要する時
間が2カ月から15日に減少
・公共事業・国民住宅省の予算（総額）の内、複数年契約
を通じて提供される予算の割合が10％拡大
・災害リスク保険の適用対象となる省庁・機関（現在は87）
が6％増加

・気候変動への適応に予算を割り当てる省庁・機関（現在
は87）が5％増加
・公共事業・国民住宅省が前期に調達した当該予算年度の
契約パッケージの割合が20％増加（金額ベース）

・月次の付加価値税（VAT）申告に占める電子申告の割合
が90％増加
・税務申告に占める電子申告の割合が所得税では20％、
法人税では55％増加
・土地資産の情報等、監査に必要な財務情報の受領・アク
セスに要する平均日数が5日から1日に減少

・税源浸食を防ぎ、税基盤を拡大するために所得税制を改
正

 $1,000,000,000 $1,000,000,000  $1,020,070,896 $1,020,070,896 $1,000,000,000 100%

60 Revenue Administration Reform Project (P149743 | FY18): improve 
the effectiveness of operational functions of Montenegro’s tax 
administration and to reduce the compliance costs for corporate 
taxpayers.  

FY18 Montenegro 25 ・付加価値税の税ギャップ（納付されるべき税金と実際
に納付されている税金の差）を2020年比で6％削減
・期限内の税務申告が付加価値税では10％、法人税
では7％増加
・税金や社会負担金等の納付に要する時間が114時
間減少

 $15,700,000  $15,700,000  $124,879  $778,509  $15,700,000 100%
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行政

# Target Resultsa, IBRD Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

61 カサブランカ自治体支援プログラム（P149995 | 2018年度）：カサブランカ
自治体の投資能力を強化し、事業環境の改善と基礎的サービスへのア
クセスを拡大する。

モロッコ 23 • 40% increase in municipal revenues excluding 
transfers

• 40% decrease in the average number of days required 
for issuance of a building permit at the municipality 
(equivalent to 20 days)

• 10,000 households in disadvantaged neighborhoods 
provided with improved access to basic services

 $200,000,000  $200,000,000  $24,173,223  $95,540,854  $550,000,000 36%

62  第3次繁栄の共有プログラム開発政策融資（P166159 | FY18)：国際課
税の透明性、財務の健全性、財政運営の枠組みの強化、社会的扶助
と教育を支える組織・制度の強化、エネルギーセクターのサービス提
供に係る規制や財務の持続可能性に関する枠組みの強化等、パナマ
政府がを支援する。

パナマ 20 • By 2019 Panama has started sending and receiving 
confidential financial information for tax purposes on 
automatic basis

• 55 banks supervised on-site on "Anti-Money 
Laundering"/"Combating the Financing of Terrorism" 
matters

• 90% of central government and decentralized 
agencies expenditure payments

• 100% of  central government debt that is paid 
electronically

• 23% increase in extreme poor population benefiting 
from at least one social assistance program

• 70% of investments by local governments that follow 
National Planning and Public Investment System 
norms and procedures

 $100,000,000  $100,000,000  $100,000,000  $100,000,000  $100,000,000 100%

63 財政運営改善（P167651 | 2019年度）：フィリピン政府が財政運営を改善
するために掲げた包括的な目標を支援する。

フィリピン 19 • Revenue from the petroleum excise tax increased 
from 2% to 0.5% of GDP

• Revenue from VAT increased from 4.3% to 4.6% of 
GDP

• Increase by 10% in payments processed through the 
Budget and Treasury Management System

• At least 5 departments/agencies (DepEd; DOH; 
DPWH; NIA; and DSWD) will have data captured in 
the National Asset Registry by end-2019

 $450,000,000  $450,000,000  $200,000,000  $200,000,000  $450,000,000 100%

64 官民パートナーシップ支援のためのフレームワーク開発・インフラ融資
プロジェクト（P163864 | 2019年度）：スリランカ政府が優先度の高いイ
ンフラ及びサービスの開発資金を民間セクターから調達できるよう
に、官民パートナーシップの準備を支援する。

スリランカ 20 • Feasibility studies or project designs completed for at 
least 5 public-private partnership (PPP) transactions 
with the assistance of the project

• Transaction advisory services provided for at least 4 
PPP transactions with the assistance of the project

• Commercial closure of at least 3 PPP with the 
assistance of the project

 $25,000,000  $25,000,000  $3,387,276  $3,449,776  $25,643,087 97%

65 持続可能な都市プロジェクト2（P161915 | 2018年度）：参加自治体及
び公益事業者において、対象自治体サービスへのアクセスを改善す
る。

トルコ 30 • 268,000 urban people provided with access to 
improved sanitation services

• 225,000 m³ of additional water capacity provided
• 36 km of water pipes laid
• 333 km of sewerage pipes laid
• 1 deep sea discharge line constructed
• 414,000 project beneficiaries

 $652,140,000  $652,140,000  $22,456,000  $22,671,015  $92,540,000 705%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2019年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P149995
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166159
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P167651
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163864
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161915
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61 Casablanca Municipal Support Program (P149995 | FY18): increase 
the investment capacity of the Municipality of Casablanca, improve 
the business environment and enhance access to basic services. 

FY18 Morocco 23 ・自治体歳入（移転を除く）が40％増加
・同市において建築許可の発行に要する平均日数が40％
（20日相当）減少
・不利な条件下にある地域で暮らす1万世帯を対象に、基
礎的サービスへのアクセスを改善

 $200,000,000  $200,000,000  $24,173,223  $95,540,854  $550,000,000 36%

62 Third Programmatic Shared Prosperity Development Policy 
Financing (P166159 | FY18): support the Government of 
Panama's efforts to strengthen the frameworks for international tax 
transparency, financial integrity, and fiscal management; strengthen 
institutional arrangements to support social assistance and 
education; and enhance the regulatory and financial sustainability 
framework of service delivery in the energy sector.

FY18 Panama 20 ・機密性の高い財務情報を税務目的で自動交換する仕
組みを2019年までに導入
・「マネーロンダリング防止」と「テロ資金対策」の目的
で、55の銀行がオンサイト監視の対象に
・中央・地方政府機関の支出の90％が国庫単一口座
（TSA）を経由
・中央政府の債務返済の100％が電子的な方法を利用
・少なくとも一つの社会的扶助プログラムの恩恵を享受し
ている極度の貧困層が23％増加
・地方政府の投資の70％が国家計画及び公共投資シス
テムの規範と手続を遵守

 $100,000,000  $100,000,000  $100,000,000  $100,000,000  $100,000,000 100%

63 Improving Fiscal Management (P167651 | FY19): support the high-
level objective of the Government of the Philippines to improve fiscal 
management.

FY19 Philippines 19 ・石油消費税の税収がGDPの0.2％から0.5％に増加
・VATの税収がGDPの4.3％から4.6％に増加
・予算資金管理システム経由で処理された支払が10％増
加
・2019年末までに少なくとも5つの省庁
（DepEd、DOH、DPWH、NIA、DSWD）が公共資産台帳への
データ提供を開始

 $450,000,000  $450,000,000  $200,000,000  $200,000,000  $450,000,000 100%

64 Framework Development and Infrastructure Financing to Support 
Public-Private Partnerships Project (P163864 | FY19): support 
the preparation of public-private partnerships that will enable the 
Government of Sri Lanka to facilitate private sector financing for the 
development of its priority infrastructure and services.

FY19 Sri Lanka 20 ・プロジェクトの支援により、少なくとも5つの官民パート
ナーシップ（PPP）案件の実現可能性調査又はプロジェクト
設計が完了
・プロジェクトの支援により、少なくとも4つのPPP案件にト
ランザクション・アドバイザリー・サービスを提供
・プロジェクトの支援により、少なくとも3件のPPPが成立

 $25,000,000  $25,000,000  $3,387,276  $3,449,776  $25,643,087 97%

65 Sustainable Cities Project 2 (P161915 | FY18): improve the access 
to targeted municipal services in participating municipalities and 
utilities. 

FY18 Turkey 30 ・26万8,000人の都市住民に改善された衛生サービ
スへのアクセスを提供

・給水量が22万5,000立方メートル増加
・36キロメートルの水道管を敷設
・333キロメートルの下水道管を敷設
・1本の深海吐出管を敷設
・41万4,000人がプロジェクトの恩恵を享受

 $652,140,000  $652,140,000  $22,456,000  $22,671,015  $92,540,000 705%

成果目標 a, IBRD融資
の当初承認額 

IBRD融資の
純承認額b

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd
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# Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

66 サルバドール市マルチセクター・サービス提供プロジェクト
（P162033 | 2018年度）：保健医療制度の効率化、教育の質の向
上、社会的扶助の有効性の改善に重点を置き、サルバドール市の
社会的サービスの提供を改善する。

ブラジル 31 • 45% increase in students at adequate level of literacy and 
numeracy at the end of the second grade in municipal 
schools

• 28,500 families supported by the Integrated Family Support 
Program at the Social Assistance Reference Center

• 78 additional health units with health services provision 
available within the Municipal Regulation System

• 15,173 students benefiting from direct interventions to 
enhance learning

• 106 municipal primary care units with financial management 
system installed

 $125,000,000  $125,000,000  $55,200,000  $55,512,500  $250,000,000 50%

67  第1次包摂的・持続可能な成長開発政策融資（P169822 | 2019
年度）：政府資源の動員と配分を効率化し、民間セクター開発
の障壁を削減し、脆弱層の保護と包摂を促進する。

エクアドル 30 • 6% decrease in the difference between approved and actual 
budget

• 1% decrease in spending in goods and services and 
personnel in the non-financial public sector as a share of 
GDP

• 1% decrease in energy subsidies as a share of oil revenues
• 1.4% increase in tax revenues as a share of GDP
• At least 3 new government contracts for amounts higher than 

US$50 million, including public-private partnership contracts 
in the tender process, that allow for international arbitration

• 2,590 new commercial companies registered and 12% 
decrease in average days to import

• 80% of households in the bottom 40 percent of the 
consumption distribution receiving compensation 
mechanisms for the subsidy reforms

• Regulatory framework of the reform, approved
• 24 million of debt card transactions associated to 

consumption

 $500,000,000  $500,000,000  $500,000,000  $500,000,000  $500,000,000 100%

68 開発のための社会基金（P163108 | 2018年度）：対象コミュ
ニティにおいて、基礎的サービスへのアクセスを改善し、短
期雇用の機会を拡大する。

イラク 15 • 1,500,000 households benefitting from improved access to 
basic services, 750,000 of which are women

• 150,000 beneficiaries of short term employment, 50,000 of 
which are women

• 1,350 targeted government staff trained in participatory 
decision-making

 $300,000,000  $300,000,000  $5,000,000  $5,750,000  $300,000,000 100%

69 緊急社会安定化・強靱性プロジェクト（P165114 | 2018年度）：解
放地域における生計を立てる機会の増加、心理社会的サポート
へのアクセスの改善、システムの強化を通じた社会的セーフティ
ネットの提供範囲の拡大を支援する。

イラク
15 • 150,000 beneficiary households receiving Cash for Work 

support, 75,000 of which are female headed households
• 150,000 beneficiaries receiving direct counseling
• 12,000 beneficiaries receiving livelihood support
• 1,200,000 beneficiaries of social safety net programs

 $200,000,000  $200,000,000  $10,000,000  $10,500,000  $200,000,000 100%

70 第１次公正な成長・雇用創出プログラム開発政策融資
（P166360 | 2018年度）：ヨルダン政府が事業コストの削減と市場ア
クセスの改善に必要な環境を整備し、より柔軟で統合された雇用市
場の創出や、社会的扶助の質と量の改善、財政の持続可能性の
改善とより多くの情報をもとにリスクに関する意思決定を下せるよう
支援する。

ヨルダン 35 • Aggregate business compliance costs reduced by 30%
• Guaranteed exports as a percentage of total exports doubled
• 10% increase in average annual growth of formal, private, 

part-time work for youths
• 1,919 additional manufacturing and services work permits 

issued to Syrian workers
• 85,000 households covered by National Aid Fund

 $389,000,000  $389,000,000  $388,027,500  $389,000,000  $500,000,000 78%

71 社会サービス改善プロジェクト（P162246 | 2019年度）：脆弱層を対
象に就学前サービスを含む社会サービスへのアクセスを拡大し、
サービスの質を改善する。

北マセドニア 15 • Increase by 10.8% in national preschool enrollment rates for 
children ages 3 to 6 years old

• 60% increase in cash benefit recipients and social services 
recipients recertified and recorded in the new information 
system

• 40% of preschools with improved process quality as 
measured by the quality assessment tool

• 3,000 beneficiaries receiving non-institutional social services 
(alternative/non-residential forms of care) from licensed 
providers

• 10,000 beneficiaries of social safety net programs

 $33,400,000  $33,400,000  $1,125,790  $1,207,639  $33,400,000 100%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国 プロジェクト期間*
（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2019年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162033
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169822
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163108
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P165114
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166360
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162246
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Social Protection

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
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FY Approved Country Project Life*

(Years)

66 Salvador Social Multi-Sector Service Delivery Project (P162033 
| FY18): improve social service delivery in the Municipality 
of Salvador, emphasizing improvements in health care 
system efficiency, education quality, and social assistance 
effectiveness. 

FY18 Brazil 31 ・市立学校2年生の内、学年末において十分な識字・計算能力を
持つ生徒の割合が45％増加
・社会的扶助リファレンスセンターにおいて、2万8,500世帯が総合
家族支援プログラムを利用
・市の規制システムに新たに78の保健ユニットが追加され、保健
サービスを提供
・1万5,173人の学生が学習効果の向上を目的とした直接的支援
の恩恵を享受
・市の106のプライマリケア・ユニットが財務管理システムを導入

 $125,000,000  $125,000,000  $55,200,000  $55,512,500  $250,000,000 50%

67 First Inclusive and Sustainable Growth Development Policy 
Financing (P169822 | FY19): promote a more efficient 
mobilization and allocation of government resources; reduce 
barriers for private sector development; protect and include 
vulnerable segments of the population. 

FY19 Ecuador 30 ・予算の承認額と実行額の差が6％縮小
・GDPに占める非金融公的部門の財・サービス及び人件費への支
出額の割合が1％減少
・石油収入に占めるエネルギー補助金の割合が1％減少
・GDPに占める税収の割合が1.4％拡大
・新規政府契約（入札段階の官民パートナーシップ契約を含む）の
内、契約金額が5,000万米ドルを超過し、国際仲裁を利用できる契
約が3件以上
・新たに2,590社の営利企業が登記され、輸入に要する平均日数
が12％減少
・消費分布の下位40％の世帯の80％が補助金改革の補償メカ
ニズムから恩恵を享受

・改革の規制枠組みが承認
・消費に関連した決済用デビットカード取引が2,400万件増加

 $500,000,000  $500,000,000  $500,000,000  $500,000,000  $500,000,000 100%

68 Social Fund for Development (P163108 | FY18): improve 
access to basic services and; to increase short-term 
employment opportunities, in targeted communities. 

FY18 Iraq 15 ・基礎的サービスへのアクセスが改善されたことにより、150万世
帯（内、75万世帯は女性が世帯主）が恩恵を享受
・短期雇用の増加により、15万人（内、5万人は女性）が恩恵を享
受
・対象政府職員1,350人が参加型意思決定に関する研修に参加

 $300,000,000  $300,000,000  $5,000,000  $5,750,000  $300,000,000 100%

69 Emergency Social Stabilization and Resilience Project 
(P165114 | FY18): increase livelihood opportunities in liberated 
areas; increase access to psychosocial services in liberated 
areas; and strengthen the systems to expand the provision of 
social safety nets. 

FY18 Iraq 15 ・15万世帯（内、7万5,000世帯は女性を世帯主とする世帯）が
キャッシュ・フォー・ワーク（雇用創出・現金報酬）プログラムの恩
恵を享受
・15万人が直接カウンセリングを利用
・1万2,000人が生計支援の恩恵を享受
・120万人が社会的セーフティネット・プログラムの恩恵を享受

 $200,000,000  $200,000,000  $10,000,000  $10,500,000  $200,000,000 100%

70 First Equitable Growth & Job Creation Programmatic 
Development Policy Financing (P166360 | FY18): support 
Jordan to set foundations to reduce business costs and improve 
market accessibility, create more flexible and integrated labor 
markets and provide better and more efficient social assistance, 
and improve fiscal sustainability and take more informed 
decisions regarding risk.

FY18 Jordan 35 ・企業が負担するコンプライアンス（法令遵守）コストの総額を30％
削減
・総輸出に占める保証付輸出の割合が2倍に拡大
・若年層向けの公的・民間・パートタイム雇用の平均年間成長率
が10％上昇
・新たに1,919件の製造・サービス就労許可証をシリア人労働者に
発行
・国民援助基金（NAF）の対象世帯が8万5,000世帯増加

 $389,000,000  $389,000,000  $388,027,500  $389,000,000  $500,000,000 78%

71 Social Services Improvement Project (P162246 | FY19): expand 
access to and improve the quality of social services, including 
preschool services, for vulnerable groups.

FY19 North Macedonia 15
・3～6歳の保育園・幼稚園入園率が全国で10.8％上昇
・新しい情報システムに登録されている、現金給付及び社会

サービスの認定受給者が60％増加

・質評価ツールを用いた評価により、40％の保育園・幼稚園の質
の向上を確認
・3,000人が認可業者の提供する非制度的な社会サービス（代替
的ケア、施設外ケア）を利用
・1万人が社会的セーフティネット・プログラムの恩恵を享受

 $33,400,000  $33,400,000  $1,125,790  $1,207,639  $33,400,000 100%

成果目標 a,
IBRD融資

の当初承認額 
IBRD融資の
純承認額b

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd



64    開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 |  インパクトレポート 2019

運輸

# Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

72 地域・コミュニティ道路網連結性（P163239 | 2018年度）：一部の
農業・観光拠点へのアクセスを改善し、自治体の道路資産管理
能力を強化する。

アルバニア 30 • Travel time on project roads reduced by 35%
• Improved municipalities’ road asset management 

capacity as demonstrated through the adoption of 
Municipal Rehabilitation and Maintenance Plan

• 9 agricultural and tourism centers connected by 
improved project roads

• 55 km of rural roads rehabilitated

 $50,000,000  $50,000,000  $1,136,250  $1,261,250  $50,000,000 100%

73 北西回廊道路開発プロジェクト（P163115 | 2018年度）：北西回
廊の対象道路区間の連結性と道路の安全性を改善し、アルゼ
ンチン北西部の回廊開発を支援する。

アルゼンチン 32 • 20% average travel time saved (25% for cars and 17% 
for trucks)

• Flow of passenger vehicles increased by 1,266 
vehicles per day (additional 1,224 cars and 42 buses 
per day)

• Freight volume transported along targeted road 
sections of the Northwestern Development Corridor 
increased by 1.24 millions tons per year

• 30% decrease in traffic-related deaths per hundred 
million vehicle-kilometers travelled along targeted road 
sections of the Northwestern Development Corridor

$300,000,000  $300,000,000  $27,000,000  $27,750,000  $311,000,000 96%

74 スルプスカ共和国鉄道再建プロジェクト（P161122 | 2018年度）：同
国が優先度の高い運輸ハブ沿いの交通網を強化し、鉄道運営や
資産管理を改善できるよう支援する。

ボスニア
・ヘルツェゴビナ

32 • 41% decrease in Railway Company of Republika 
Srpska working ratio

• Public Service Obligations Contract for passenger 
services implemented and fully covering passenger 
operations deficit

• Multi-annual infrastructure contract implemented, fully 
covering infrastructure investments

 $60,598,000  $60,598,000  $40,241,225  $40,390,841  $149,191,750 41%

75 湖北省内陸水路改善プロジェクト（P158717 | 2018年度）：漢江流域
の内陸水路の輸送能力と信頼性を高め、二酸化炭素排出量が少な
い開発を促進する。

中国 25 • 3,390,000 tons of traffic passing through the Yakou 
Complex annually

• 340 days of navigability of 1000 DWT (Dead Weight 
Tonnage) vessels annually

• 13,689 tons of CO2 emission reduction annually
• 6 additional powerhouses in operation
• 246,000,000 KWh of renewable energy provided
• 340 staff trained

$150,000,000  $150,000,000  $26,348,054  $26,723,054  $515,130,000 29%

76 マディヤ・プラデシュ州農村連結プロジェクト（P157054 |2018年
度）：マディヤ・プラデシュ州の砂利舗装された農村道路の耐久性
を高め、気候変動に対する強靱性を強化し、州政府が農村道路
網と道路の安全性を効果的に管理するためのキャパシティ・ビル
ディングを実施する。

インド 25 • 25% decrease in annual maintenance cost (equivalent 
to US$250 per km)

• Maintenance network investment plan prioritized
• 100% of state highway network covered under Road 

Accident Data Management System
• 10,510 km of rural roads constructed
• 1,500,000 rural population connected by all weather 

paved roads

$210,000,000  $210,000,000  $74,820,097  $75,345,097  $502,000,000 42%

77 インフラ効率・持続可能性向上（P163760 | 2018年度）：政府の能力
とシステムを強化し、資産の改善と支出の効率化により、一部の公
共インフラの管理と持続可能性を改善する。

セルビア 20 • 7,000 km of roads with better pavement condition by IRI 
(International Roughness Index) < 2.5

• 1,100,000 MWh of projected lifetime energy savings (in 
renovated public buildings)

• 195 renovated buildings that meet Class C (or 2 
classes higher) energy performance certificate

• 19,000 metric tons of CO2 emissions reduction from 
energy saved in renovated buildings

• 8,000 km of national roads maintained
• 1,381,000 estimated direct project beneficiaries

$118,600,000  $118,600,000  $3,379,200  $33,476,888  $763,960,000 16%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

2018年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163239
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163115
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P161122
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158717
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P157054
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163760
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Transportation

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

72 Regional and Local Roads Connectivity (P163239 | FY18): 
improve access to selected agricultural and tourism centers, 
and to strengthen their municipalities’ capacity to manage their 
road assets. 

FY18 Albania 30 ・プロジェクト道路の移動所要時間が35％短縮
・自治体再建・保守計画の導入により、自治体の道路
資産管理能力が向上
・プロジェクト道路の改善により、9つの農業・観光拠
点が連結
・55キロメートルの農村道路を修復

 $50,000,000  $50,000,000  $1,136,250  $1,261,250  $50,000,000 100%

73 Northwestern Road Development Corridor Project (P163115 
| FY18): improve connectivity and road safety along targeted 
road sections of the Northwestern Corridor and to support 
corridor development in the Northwest of Argentina. 

FY18 Argentina 32 ・平均移動時間が20％短縮（自動車は25％、トラックは
17％）
・乗用自動車の通行台数が1日当たり1,266台増加（自動車
が1,224台、バスが42台）
・北西開発回廊の対象道路区間を通過する貨物量が1年当
たり124万トン増加
・北西開発回廊の対象区間の1億車キロ当たりの交通関連
死が30％減少

$300,000,000  $300,000,000  $27,000,000  $27,750,000  $311,000,000 96%

74 Republika Srpska Railways Restructuring Project (P161122 
| FY18): improve transport connectivity of the country along 
priority transport links and to support improvements in transport 
operations and asset management practices.

FY18 Bosnia and 
Herzegovina

32 ・スルプスカ共和国鉄道の稼働率が41％減少
・旅客サービスに公共サービス輸送義務契約を導入し、旅
客営業の赤字を全額補填
・インフラ投資を網羅した複数年のインフラ契約を実行

 $60,598,000  $60,598,000  $40,241,225  $40,390,841  $149,191,750 41%

75 Hubei Inland Waterway Improvement Project (P158717 | FY18): 
improve inland waterway transport capacity and reliability along 
the Han River in support of low carbon development.

FY18 China 25 ・年339万トンの貨物がYakou Complexを往来
・1,000DWT（積載重量トン）の船が年間340日航行可能
・年1万3,689トンの温室効果ガス排出量を削減
・新たに6つの発電所が操業を開始
・246万キロワット時の再生可能エネルギーを提供
・340人の職員が研修に参加

$150,000,000  $150,000,000  $26,348,054  $26,723,054  $515,130,000 29%

76 Madhya Pradesh Rural Connectivity Project (P157054 | FY18): 
improve durability and enhance resilience to climate changes 
of the gravel surfaced rural roads in Madhya Pradesh while 
building the capacity of the state to manage its rural road 
network and road safety. 

FY18 India 25 ・年間保守費が25％減少（1キロメートル当たり250米ドル相
当）

・保守ネットワークに対する投資計画を重点分野に設定
・州道網の100％が交通事故データ管理システムの対象に
・1万510キロメートルの農村道路を建設
・150万人の農村部住民が全天候型舗装道路に接続

$210,000,000  $210,000,000  $74,820,097  $75,345,097  $502,000,000 42%

77 Enhancing Infrastructure Efficiency and Sustainability (P163760 
| FY18): improve the management and sustainability of select 
public infrastructure by strengthening government capacity 
and systems, upgrading assets, and increasing expenditure 
efficiency. 

FY18 Serbia 20 ・IRI（国際ラフネス指数）を用いた路面評価によ
り、7,000キロメートルの道路が2.5未満の評価を獲得
・（改修された公共施設において）110万メガワット時の推定生
涯エネルギー消費量を削減
・195の改修後施設がクラスC（又は2クラス上）の省エネ認証
を獲得
・施設改修による消費エネルギー削減により、1万9,000トンの
二酸化炭素排出量を削減

・8,000キロメートルの国道を整備
・推定138万1,000人がプロジェクトから直接的な恩恵を享受

$118,600,000  $118,600,000  $3,379,200  $33,476,888  $763,960,000 16%

成果目標 a,
IBRD融資

の当初承認額 
IBRD融資の
純承認額b

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd
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水・衛生・廃棄物処理

# Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

78 賀州市都市水インフラ・環境改善プロジェクト
（P158622 | 2018年度）：賀州市の洪水リスク管理を改善し、
水質汚染物質の流出を削減する。

中国 32 • 105,600 people protected by improved flood mitigation 
infrastructure

• 100,000 people provided with access to improved 
sewerage systems

• Flood risk management system developed and 
implemented

• 1,073 metric tons of Biological Oxygen Demand (BOD) 
pollution loads removed by the completion of sewer 
system annually

• 68 km of river rehabilitated to improve flood risk 
management and prevent water pollution

• 16 km of sewer pipeline constructed
• 4 water quality monitoring stations constructed and 

operational

$150,000,000  $150,000,000  $8,000,000  $8,448,371 $359,400,000 42%

79 江西省総合農村・都市水供給・汚水管理プロジェクト
（P158760 | 2019年度）：江西省の一部の県において、水
供給サービスへのアクセスを改善し、サービスの稼働効
率を高め、より強力な汚水管理を試行する。

中国 29 • 584,198 people with new access to piped water supply
• Non-revenue water decrease by 10%
• Operation and Maintenance unit cost of water supply 

system decreased by 22% (equivalent to 0.141 RMB/m³)
• 28,000 people with new connections to sewerage systems
• 16 km of sewerage pipelines completed or rehabilitated
• 83% decrease in BOD in pilot wastewater treatment plant 

(equivalent to 73 tons)
• 1,880 km of water supply pipelines newly constructed and 

rehabilitated

$200,000,000  $200,000,000  $2,000,000  $2,500,000 $366,730,000 55%

80 ウッタラカンド州都市周辺地域水供給プログラム
（P158146 | 2018年度）：ウッタラカンド州の都市周辺地域に
おいて、改善された水供給サービスへのアクセスを改善す
る。

インド 17 • 436,800 people receiving improved water supply services 
in peri-urban areas, 218,400 of which are female

• 30 peri-urban areas with improved policy, planning and 
M&E systems implemented

• 87,757 water connections providing improved water supply 
services in peri-urban areas

• Annual report on water services performance in peri-urban 
areas prepared and published

• 0.5 hours per day per (female) household saved due to 
water connection

$120,000,000  $120,000,000  $1,000,000  $1,300,000 $150,000,000 80%

81 シムラ上下水道提供改革プログラム開発政策融資
（P167246 | 2019年度）：ヒマーチャル・プラデシュ州政府の政
策と組織・制度開発プログラムを支援し、政府が柔軟性と説明
責任を備えた組織に水道管理を委託し、財政的に持続可能な
上下水道を実現できるよう支援する。

インド 16 • 2 urban local bodies as customers of the Shimla Jal 
Prabandhan Nigam Limited

• Collection efficiency increased by 20%
• Increase in Operations and Maintenance cost recovery for 

bulk water & distribution, water distribution and sewage by, 
respectively, 20%, 50% and 70%

• 2-% decrease in energy consumption of water production 
from existing sources

• 20% reduction in non-revenue water

 $40,000,000  $40,000,000  $39,900,000  $40,000,000  $40,000,000 100%

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2019年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158622
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158760
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P158146
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P167246
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Water, Sanitation & Waste Management

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

78 Hezhou Urban Water Infrastructure and Environment 
Improvement Project (P158622 | FY18): improve flood risk 
management and reduce discharge of water pollutants in 
Hezhou Municipality. 

FY18 China 32 ・洪水緩和インフラの整備により、10万5,600人を保護
・10万人が改善された下水道システムを利用
・洪水リスク管理システムを開発し、導入
・下水道システムの完成により、生物学的酸素要求量
（BOD）汚染負荷量を年1,073トン削減
・洪水リスク管理の改善と水質汚染防止のため、68キロ
メートルの河川を再生

・16キロメートルの下水管を敷設
・4つの水質監視所を建設し、操業を開始

$150,000,000  $150,000,000  $8,000,000  $8,448,371 $359,400,000 42%

79 Jiangxi Integrated Rural and Urban Water Supply and 
Wastewater Management Project (P158760 | FY19): 
increase access to and improve operating efficiency of 
water supply services, and to pilot provision of improved 
wastewater management, in selected counties in Jiangxi 
Province.

FY19 China 29 ・新たに58万4,198人が水道サービスを利用
・料金徴収できていない浄水場からの水が10％減少
・水供給システムの運営・保守ユニット費用が22％（0.141人民
元/立方メートル相当）減少
・下水道の利用者が2万8,000人増加
・16キロメートルの下水道管を敷設又は修復
・試験汚水処理場においてBODが83％（73トン相当）減少
・1,880キロメートルの給水管を新規敷設又は修復

$200,000,000  $200,000,000  $2,000,000  $2,500,000 $366,730,000 55%

80 Uttarakhand Water Supply Program for Peri Urban Areas 
(P158146 | FY18): increase access to improved water 
supply services in peri-urban areas in Uttarakhand.  

FY18 India 17 ・都市周辺地域の43万6,800人（内、21万8,400人は女性）が改善
された水供給サービスを利用
・30の都市周辺地域に改善された政策、計画、モニタリング・評
価システムを導入
・都市周辺地域の8万7,757箇所で改善された水供給サービスを
提供
・都市周辺地域の水サービスの提供状況をまとめた年次報告書
を作成し、発行
・水道給水の実現により、1（女性）世帯当たり、1日0.5時間を節
約

$120,000,000  $120,000,000  $1,000,000  $1,300,000 $150,000,000 80%

81 Shimla Water Supply and Sewerage Service Delivery 
Reform Programmatic Development Policy Financing 
(P167246 | FY19): support the Government of Himachal 
Pradesh in its policy and institutional development program 
for improving water supply and sewerage services that are 
financially sustainable and managed by an accountable 
institution responsive to its customers. 

FY19 India 16 ・2都市の自治体がシムラ・ジャル・プラバンダン・ニガ

ム・リミテッド社に水道サービスを委託

・回収効率が20％改善
・運用・保守費の回収がバルク水・配水では20％、配水では
50％、下水では70％改善
・既存の水源からの上水製造に要するエネルギー消費が2％弱
減少
・無収水が20％減少

 $40,000,000  $40,000,000  $39,900,000  $40,000,000  $40,000,000 100%

成果目標 a, IBRD融資
の当初承認額 

IBRD融資の
純承認額b

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd
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水・衛生・廃棄物処理

# Target Resultsa,
IBRD 

Original 
Commitment

IBRD Net 
Commitmentb

IBRD 
Disbursement 

FY19c

IBRD Total 
Disbursement

Total Project 
Financing IBRD%d

82 国家都市水供給プロジェクト（P156125 | 2019年度）：一部の
都市部において、改善された水源へのアクセスを住民に提
供し、水サービス事業者のパフォーマンスを強化する。

インドネシア 14 • 6,000,000 people provided with access to improved water 
sources, 3,000,000 of which are women

• 1,200,000 new piped household water connections
• 200 local governments and local government-owned 

utilities (Perusahaan Daerah Air Minum) participate in 
technical assistance and capacity building programs

• The National Urban Water Supply Framework 
operationalized

$100,000,000  $100,000,000  $1,000,000  $1,000,000  $602,600,000 17%

83 バグダッド上下水道改善プロジェクト（P162094 | 2018年
度）：バグダッドの飲料水供給サービスと汚水処理サービス
の質を改善する。

イラク 15 • 1,000,000 people provided with access to improved water 
sources

• 1,000 people benefiting from access to improved drinking 
water supply

• 4,000 people benefiting from access to improved sanitation
• Increased by three times the duration of water supply 

at a minimum pressure (10m) in Shaab and Rasheed 
municipalities (equivalent to 16 additional hours)

• 135,000 m³ of additional reservoir capacity constructed
• 97 m³ of additional wastewater collected and safely 

disposed annually

$210,000,000  $210,000,000  $5,000,000  $5,525,000  $210,000,000 100%

84 マニラ首都圏洪水管理プロジェクト（P153814 | 2018年
度）：マニラ首都圏の一部地域における洪水管理を改善
する。

フィリピン 25 • 4,900 ha of flood-prone areas that are free of water within 
24 hours after a major rainfall event

• 1,700,000 direct project beneficiaries, 850,000 of which 
are female

• 8,500 m³ of decreased solid wastes collected at targeted 
existing pumping stations

• 36 existing pumping stations rehabilitated and 20 new 
pumping stations constructed and operational

• 104 km of drainage waterways cleaned

$207,603,205  $207,603,205  $4,478,489  $4,997,497  $500,000,000 42%

注：

端数処理しているため、各値の合算値が合計の値と異なる場合があります。

世界銀行グリーンボンドのポートフォリオに含まれるプロジェクト

脆弱性・紛争・暴力の課題に対応するように設計されたプロジェクト

*プロジェクト期間：通常はプロジェクトの承認日から最終返済期日までの期間。

/a プロジェクトの承認時に作成された見積りに基づき、プロジェクトの実施期間（通常は5年間）の終了時点で実現していると予測される、期待される成果のこと。
本セクションに記載された指標のほとんどは、世界銀行プロジェクトサイト（http:// www.worldbank.org/projects）で公開されているプロジェクト文書に掲載されてい
る開発成果から抜粋したものです。記載された情報はプロジェクト全体の成果に基づいており、融資額の横に記載された数字は、プロジェクトの資金調達額全体
に占める世界銀行融資の割合を示しています。記載された成果は見積りであり、実際のインパクトとは異なる場合があります。また、特定の年度の実際の成果を
表すものではありません。定量的な情報はプロジェクトがもたらすインパクトの規模を、定性的な情報はプロジェクトが完全な形で遂行された場合に達成される変
化の性質を伝えることを意図したものです。

/b 承認額は世界銀行の融資額からキャンセル額（報告単位：10億米ドル相当）を除した値。米ドル以外の通貨建ての融資は報告日（2019年6月30日）時点の為替
レートで米ドル相当額に換算。

/c 実行額は、世銀債の調達資金のうち、プロジェクトへの融資を実行した金額。米ドル以外の通貨建ての融資は報告日（2019年6月30日）時点の為替レートで米
ドル相当額に換算。

/d プロジェクトの資金調達総額に占める、世界銀行融資の割合。協調融資プロジェクトの場合は、この数字をプロジェクト全体の成果のうち、世界銀行の支援に
按分される成果を算出するために使用することができます。

詳細情報のリンク
（英語） 

プロジェクト名（プロジェクト番号 | 融資承認年度）と概要 融資承認年度 国
プロジェクト期間*

（年）

2018年度

2018年度

2019年度

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P156125
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162094
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P153814
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Water, Sanitation & Waste Management

# Link to More 
Information

Project Name (Number | Year/s Loans Approved) 
and Description

Year/ 
FY Approved Country Project Life*

(Years)

82 National Urban Water Supply Project (P156125 | FY19): 
provide access to improved water sources for the 
population and strengthen the operational performance of 
water service providers in selected urban areas. 

FY19 Indonesia 14 ・600万人（内、300万人は女性）に改善された水源へのアク
セスを提供
・新たに120万世帯が新たに配管された家庭用水を利用
・200の地方自治体と自治体が所有する公益事業者（ペルサ
ハーン・ダエラ・エア・マイナム）が技術協力とキャパシティ・ビ
ルディング・プログラムに参加
・国家都市水供給フレームワークが始動

$100,000,000  $100,000,000  $1,000,000  $1,000,000  $602,600,000 17%

83 Baghdad Water Supply and Sewerage Improvement 
Project (P162094 | FY18): improve the quality of drinking 
water supply and wastewater services in Baghdad.

FY18 Iraq 15 ・100万人に改善された水源へのアクセスを提供
・1,000人が改善された飲料水供給の恩恵を享受
・4,000人が改善された衛生施設の恩恵を享受
・シャアブとラシードの両地区において、最低水圧（水頭10
メートル）での給水継続時間が3倍に拡大（16時間の延長に相
当）
・貯水能力が13万5,000立方メートル増加
・収集し、安全に処理できる汚水の量が年97立方メートル増加

$210,000,000  $210,000,000  $5,000,000  $5,525,000  $210,000,000 100%

84 Metro Manila Flood Management Project (P153814 | 
FY18): improve flood management in selected areas of 
Metro Manila. 

FY18 Philippines 25 ・洪水の影響を受けやすい4,900ヘクタールの地域において、
豪雨の発生から24時間以内の排水が可能に
・170万人（内、85万人は女性）がプロジェクトから直接的な恩
恵を享受
・対象既存ポンプ場で回収される固形廃棄物が8,500立方

メートル減少

・36の既存ポンプ場が改修されたほか、20のポンプ場が新設
され、操業を開始
・104キロメートルの排水路を清掃

$207,603,205  $207,603,205  $4,478,489  $4,997,497  $500,000,000 42%

成果目標 a, IBRD融資
の当初承認額 

IBRD融資の
純承認額b

IBRD融資の
19年度実行額c

IBRD融資の
総実行額

プロジェクト
の総費用 

IBRD融資
シェアd
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ANNEX 2:

成果の指標 本レポートのプロジェクト表に掲載され
た指標は、いくつかの予想される開発成果の一部を抜
粋したものであり、様々なセクターや国において、どの
ような種類や規模の成果が期待されるかを例示するこ
とを目的としています。 

成果の範囲  特に明記のない限り、本レポートの内容
はプロジェクト審査の段階で事前に見積もられたイン
パクトに基づいており、通常はプロジェクトがもたらす
直接的な影響を表しています。本レポートの「インパク
ト・ハイライト」セクションに記載された成果は、データを
収集できるものに限られ、世界銀行が支援するすべて
の国又は地域のプロジェクトを網羅しているわけでは
ありません。「インパクト・ハイライト」セクションは、包括
的な成果報告ではないことにご留意ください。各プロ
ジェクトの成果については、本レポートの「セクター別プ
ロジェクト」セクションにも追加の情報を掲載していま
す。すべてのプロジェクトの詳細な成果については 
http://projects.worldbank.org　をご覧ください。

不確実性 インパクトの指標を推定し、成果を予測す
る際は、それが仮定に基づいていることを考慮に入れ
る必要があります。使用されている仮定は、専門家が
その時点で入手可能な情報に基づいて、妥当かつ保
守的なものとなるように合理的に導き出したものです
が、プロジェクトが実際にもたらすインパクトは通常、当
初の見通しとは異なります。一般に、人々の行動や前
提条件が変化すると、予測からの乖離が起こりやすく
なります。

比較可能性　プロジェクトやセクター、ポートフォリオ全
体を比較する際は、基準値（及び基準年）や計算方法
が大きく異なる可能性があるため、注意が必要です。
加えて、コスト構造は国によって違うため、コスト効率
（投資した1ドル当たりの成果など）を算定する際には、
例えば経済規模の小さい小国が不利になることがあ
り、国ごとの事情も考慮されません。

未掲載の成果と定性的な成果
プロジェクトの中には、支援国の社会や開発だけでな
く、気候や環境にも利益をもたらすように設計されてい
るものがあります。こうしたプロジェクトは、本レポート
に掲載された指標よりもはるかに広範囲の指標にイン
パクトを与えます。したがって、レポートに記載された指
標のみに注目すると、他の重要な開発インパクトを見
過ごすことになりかねません。定量的なデータを入手
できない場合は、その他の有益なインパクトを示すた
めに定性的な指標を掲載しています。

インパクトレポートのアプローチ
インパクトレポートは、世界銀行プロジェクトがもたらす成果を投資家の皆様に詳細に理解していただくことを目的としてい
ます。レポートには重要な成果指標に加えて、可能な場合には数値も盛り込んでいますが、こうしたデータには固有の限
界があることを理解していただく必要があります。以下は、成果を適切に解釈していただく上でポイントとなる事項です。

レポートへの掲載年度 プロジェクトは、承認後に融
資が開始された年度のインパクトレポ―トに掲載され
ます。

協調融資プロジェクトに関する報告
世界銀行は支援国やその他の金融機関と協力して、
プロジェクトに協調融資を行うことがあります。協調融
資プロジェクトの成果は、すべての資金提供機関を含
むプロジェクト全体の成果に基づいています。プロジェ
クトの資金総額に占める世界銀行の融資の割合は、
各プロジェクト情報に記載されています。

温室効果ガスに関する見積り　 「プロジェクト審査資
料」、「プロジェクト進捗状況・成果報告書」、「事業実施
完成・成果報告書」では、プロジェクトが温室効果ガス
排出量をどの程度削減したかを二酸化炭素に換算し
たトンの単位で報告しています。世界銀行は他の国際
金融機関と共同で、温室効果ガス排出量を算定する
ための統一されたアプローチを開発しました。同時に、
事前算定した投資プロジェクトに関連するセクターと経
済的耐用年数にわたった温室効果ガス排出量（グロ
ス、ネット）を追跡するために、世界銀行グループ内で
使用する共通の温室効果ガス算定手法も開発しまし
た。2019年度からは「2019年コーポレート・スコアカー
ド」において、温室効果ガスの年間純排出削減量の総
計を報告しています。このように、温室効果ガス排出
量の算定については近年、様々な進展があるた
め、2019年度より前に承認されたプロジェクトでは、温
室効果ガスの排出削減量を二酸化炭素に換算する際
の見積りの基礎が異なる場合があります。

公開情報に基づく成果報告　インパクトレポートで
は、「プロジェクト審査資料」、「プロジェクト進捗状況・
成果報告書」、「事業実施完成・成果報告書」において
公開されているプロジェクトのインパクトに基づいて成
果を報告しています。成果の比較可能性を高めるため
に、標準的な換算係数を使用できる場合には報告単
位を変換しています。プロジェクトが国家全体の開発に
もたらすインパクトについては、世界銀行のプロジェク
トサイト（http://projects. worldbank.org）で公開されて
いるプロジェクト文書をご覧ください

注：

/7　温室効果ガス排出量の算定に関する統一された枠組み

については、以下をご覧ください。

http://documents.worldbank.org/curated/en/758831468197412195/

pdf/101532-WP-P143154-PUBLIC-Box394816B-Joint-IFI-RE-

GHG-Accounting-Approach-clean-final-11-30.pdf

/8 https://scorecard.worldbank.org/tier1-development-context
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1

プロジェクトの実施　プロジェクトは支援国が実施し、世界銀行は必
要に応じて技術協力や支援を提供します。支援国政府と世界銀行
はプロジェクトの進捗をまとめた「プロジェクト進捗状況・成果報告
書」を年に2回作成します。

プロジェクトの完了・評価
プロジェクトが完了し、クローズされると、世界銀行のプ
ロジェクトチームが「事業実施完了・成果報告書」を作成
し、最終的な成果を当初の予測と比較します。また、
チームはプロジェクトが世界銀行の業務政策を適切に
遵守したかを評価し、世界銀行のリソースの使途につい
て説明します。世界銀行の独立評価グループ（IEG）は
毎年、4件のプロジェクトにつき、およそ1件の実績を評
価し、当初の目標に対してどのような成果が達成された
かを分析するとともに、成果の持続可能性や組織制度
開発に対するインパクトを評価します。IEGは、プロジェ
クトの経済価値や人間・環境への長期的影響を評価す
るために「インパクト評価報告書」を発行することもあり
ます。

2

3
4
5

6
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付属文書2：

世界銀行のプロジェクトサイクル
世界銀行が融資を決定し、世銀債の調達資金を原資として活用するプロジェクトはすべて、所定のプロジェクトサイクルに沿っ
て実行されます。

プロジェクトの選定 世界銀行は支援対象国政府と共同で「国別支援フレームワーク（CPF）」を作成し、支援国が貧困を削減
し、生活水準を高めるための優先課題を特定します。特定された優先課題の範囲で、世界銀行と支援国政府はプロジェクトの
コンセプトについて合意し、その概要を「プロジェクト・コンセプト・ノート（PCN）」に記します。「プロジェクト情報文書（PID）」にはプ
ロジェクトの範囲を簡潔にまとめ、プロジェクトが環境や社会にもたらす可能性のある問題は「総合セーフガード・データシート
（ISDS）」に記載します。

プロジェクトの準備 プロジェクトの準備は支援対象国が主導し、世界銀行は通常、助言を提供します。。必要に応じて、支援
国はプロジェクトが環境に与え得るインパクトと起こり得る被害の緩和策を説明した「環境アセスメント報告書」を作成します。大
きな課題がある場合は、支援国が「環境行動計画（EAP）」を作成します。また、プロジェクトが先住民族に悪影響を及ぼす可能
性を分析する場合もあります。懸念がある場合は「先住民族計画（IPP）」を策定し、対策をまとめます。

プロジェクトの審査 支援国政府と世界銀行は、プロジェクトの選定・準備段階で作成された文書を精査し、期待される成果、
想定受益者、評価ツールに加えて、プロジェクトの実施準備が整っているかを確認します。プロジェクトに対する融資が承認さ
れると「プロジェクト情報文書（PID）」が更新され、公開されます。

プロジェクトの承認　プロジェクトチームが「プロジェクト審査文書（PAD）」（投資プロジェクト融資の場合）又は「プログラム文

書（PD）」（開発政策融資の場合）を作成し、その他の融資・法律文書と併せて、世界銀行理事会に提出します。プロジェクトが
承認され、契約書等に署名がなされると、プロジェクトは実施段階に移ります。
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説明責任のメカニズム
世界銀行は、以下の四つのグループを通じて、世界銀行が支援国や出資国に対する説明責任を適切に果たし
ているかを確認するとともに、開発の有効性を最大化し、融資対象プロジェクトの公正性や誠実性を確保し、内
部業務のさらなる効率化に取り組んでいます。

査閲パネルは、世界銀行理事会によって設立された国際金融機関初の独立した説明責任メカニズ
ムであり、IBRD又はIDAが支援するプロジェクトにより被害を受けた、又は受ける可能性があると考
える人々やコミュニティが懸念を表明し、助力を要請できる機関です。査閲パネルの年次報告書は
inspectionpanel.orgで公開されています。

独立評価グループ（IEG）は、融資の成果と実績を評価し改善点を提案することにより、世界銀行グ
ループの開発効果の向上を目指す組織です。IEGが実施する評価は、説明責任と教訓の特定に貢
献するとともに、世界銀行の方向性、政策と手続、国別パートナーシップ枠組みの参考としても役立
てられています。IEGの報告書は、ieg.worldbankgroup.orgで公開されています。

組織公正総局（INT）は、世界銀行グループのプロジェクトにおける不正や汚職、談合、強制、妨害
等の違反行為に関する調査を行う組織です。世界銀行グループの職員や取引先が関係するものも
調査の対象となります。INTの年次報告書は、worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-
presidencyで公開されています。

グループ内部監査局（GIA）は、世界銀行グループの価値を保護・拡大するために、独立した客観的
見地から、深い理解に基づいたリスク・ベースの保証と助言を提供しています。また、リスク管理の
プロセス及びその全体的なガバナンスが適切に設計され、効果的に機能しているか否かについて、
独立した見解及び合理的保証を世界銀行幹部や理事会に提供します。GIAの年次・四半期報告書
はworldbank.org/internalauditで公開されています。

世界銀行は、世界銀行コーポレート・スコアカードを通じてIBRDの業務実績をモニタリングし、プロ
ジェクトの進捗状況を世界銀行理事会と話し合う機会を定期的に設けています。世界銀行コーポ
レート・スコアカードはscorecard.worldbank.orgで公開されています。　理事会の活動計画、カレン
ダー、議事録は worldbank.org/en/about/leadership/directorsで公開されています。

1
2
3
4
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持続可能性レビュー2019 （Sustainability Review 2019）」は、2017年7月
1日から2019年6月30日までの間に実施された世界銀行の活動を総括
し、世界銀行の内部業務が環境、社会、経済へ与える影響を管理してい
ます。報告書の内容とデータは世界銀行を構成するIBRDとIDAの両方を
対象としており、「世界銀行GRI指数2019」を補完しています。

GRI指数2019 （World Bank GRI Index 2019）」は、世界銀行が融資・分析
サービスや組織活動において持続可能性にどのように配慮したかをまと
めた報告書です。この報告書は持続可能性報告における国際的に認知
された基準であるGRIスタンダードの中核（Core）オプション（https://
www.globalreporting.org）に準拠して作成されています。報告の対象は
2019年度（2018年7月1日～2019年6月30日）に実施された活動です。

2016年に承認された世界銀行組織責任戦略計画（World Bank Corporate 
Responsibility Strategic Plan）」は、世界銀行が果たすべき組織としての
責任とその進捗状況を確認し、現状と動向を評価するとともに、このテー
マについてステークホルダーの意見を求め、重点施策を定め、世界銀行
が組織としての責任を果たしていくための3年単位の実施計画を策定して
います。

持続可能性に関する世界銀行の取り組みとその進捗について
は、CDP　（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）への報告をご覧
ください。

コーポレート・スコアカード （Corporate Scorecards）」は、世界銀行グルー
プを構成する三つの機関、すなわち世界銀行（IBRDとIDA）、国際金融公
社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）の成果と実績を俯瞰するもの
です。このスコアカードは、世界銀行グループが世界や組織にとって重要
な優先分野でどのような成果を上げているかをモニタリングする上で、必
須のツールとなっています。

年次報告 （Annual Report）」は、会計年度毎の世界銀行の活動と開発の
進捗に対する貢献を財務データとともに報告するものです。情報と成果は
テーマ・地域別に掲載され、各年度のデータはIBRDとIDAに分けて表示さ
れます。
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付属文書4:

持続可能性に関する
世界銀行報告書

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33191
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32465
http://documents.worldbank.org/curated/en/702821506406388173/World-Bank-corporate-responsibility-strategic-plan
https://www.cdp.net/en
https://scorecard.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/en/about/annual-report


略語
BOD Biological oxygen demand

CIT Computer Information Technology

CO2eq Carbon dioxide equivalent

DPL/DPO Development Policy Loan/Operation

EOE Export oriented enterprises

ESG Environmental, social, and governance

IBRD World Bank (International Bank for Reconstruction and Development)

ha Hectare

ICT Information, Communication, and Technology

IFI International Financial Institution

Km Kilometer 

kVA Kilo-volt-ampere

KWh Kilowatt-hour

LIBOR London Interbank Offered Rate

MSME Micro, small and medium enterprises

MVA Mega volt ampere

MWh Megawatt-hour

NOx Oxides of nitrogen

PFI Participating financial institution

PforR World Bank Program for Results

POS Point-of-sale

SDGs Sustainable Development Goals

SME Small and medium enterprises

SSA Sovereign, supranational and agency

TB Tuberculosis

tce Tons of coal equivalent

TEU Twenty-foot equivalent unit

USDeq. US dollar equivalent
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prevails. This document is not an offer for sale of securities of the World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). Any offering of World Bank securities will 
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Bank or on behalf of the World Bank, and is subject to restrictions under the laws of several countries. World Bank securities may not be offered or sold except in compliance with all 
such laws. Any examples provided in this document are provided for illustrative purposes only and no assurance can be provided that disbursements for projects with these specific 
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to, or financing of, any particular projects or programs, and returns on a specific World Bank bond are not linked to the performance of any particular project or program.Each recipient 
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without attributing the source or the prior written consent of the World Bank.

All photos, graphics and content © World Bank.

免責事項

本レポートは世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）が情報提供のみを目的として作成したものであり、本文書に含まれる情報の正確性又は完全
性に関して、明示的または黙示的を問わず、世界銀行はいかなる表明、保証、確約をすることはありません。。本レポートは、世界銀行職員が基
礎となるプロジェクト文書をレビューし、その内容に基づいて作成したものです。本レポートと、その基礎となる情報源（プロジェクト文書、債券文書
など）の間に相違がある場合には、後者が優先されるものとします。

本レポートは世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）債券の購入の勧誘もしくは販売を目的とするものではありません。世界銀行債券の販売は、販
売を担当する金融機関より交付される販売説明書等に基づき行われます。世界銀行債券の購入の勧誘は、単独又は複数の国の法律に準拠し
て行われており、関係する全ての法律が遵守されない場合は、購入の勧誘又は販売を行うことはできません。

本レポートに掲載されている事例はすべて、例示を目的としたものであり、世界銀行がこれらの特定のプロジェクトを特定の世銀債の償還期間に
実行することを保証するものではありません。

世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクト又はプログラムへの融資に限定されるものではありません。世銀債の元利金
の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行われるため、投資家が個々の融資プロジェクトやプログラムのリスクを負うことはありません。

本レポートの受領者は、本レポートが世界銀行の著作物であることを認めるものとみなされ、本レポートを受領することにより、情報源を明示せず
に、又は世界銀行による事前の書面による同意なしに、本レポートを第三者に開示しないこと、又は第三者への開示を許可しないことに同意しま
す。

すべてのコンテンツは世界銀行の所有物であり、すべての写真、画像、コンテンツの著作権は世界銀行（© World Bank）に帰属します。

本レポートの原文は英語です。英語版と日本語翻訳版との間に内容の相違がある場合は、英語版を優先します。

BOD Biological oxygen demand　生物学的酸素要求量

CO2eq Carbon dioxide equivalent　二酸化炭素換算

ESG Environmental, social, and governance　環境、社会、ガバナンス

FDI Foreign direct investment　外国直接投資

GWh Gigawatt hour　ギガワット時

ha Hectare　ヘクタール
IBRD World Bank (International Bank for Reconstruction and Development)　世界銀行（国際復興開発銀行）

IDA International Development Association　国際開発協会

ICT Information, Communication, and Technology　情報通信技術

Kg Kilogram 　キログラム
Km Kilometer　キロメートル

kVA Kilo-volt-ampere　キロボルトアンペア 

KWh Kilowatt-hour　キロワット時

LED Light emitting diode　発光ダイオード

LIBOR London Interbank Offered Rate　ロンドン銀行間取引金利

m3
Cubic meters　立方メートル

M&E Monitoring and evaluation　モニタリング・評価

MSME Micro, small and medium enterprises　中小・零細企業

MWh Megawatt-hour　メガワット時

RMB Chinese renminbi 人民元　
SDGs Sustainable Development Goals　持続可能な開発目標 

SME Small and medium enterprises　中小企業

SSA Sovereign, supranational and agency　ソブリン、国際機関、政府系機関

TB Tuberculosis 結核　
tCO2eq. Tons of carbon dioxide equivalent　二酸化炭素換算トン

USDeq. US dollar equivalent　二酸化炭素換算トン 

VAT Value-added tax　付加価値税
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