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(1) 世界銀⾏報告書、より強靱なインフラへの投資は4.2兆ドルの費⽤削減を可能にすると指摘

世界銀⾏と世界銀⾏防災グローバルファシリティ（GFDRR）が6⽉19⽇に発表した報告書によると、低中所得国におけるより強靱なインフラへの投資は4.2
兆ドルの費⽤削減を可能にすると指摘しています。本報告書では、4つの重要なインフラ・システムである電⼒、⽔と衛⽣、交通、電気通信をより強靱にする
ことは、多額の費⽤を必要とする修復を防ぐためだけでなく、⼈々の暮らしと福祉のために、⾃然災害の広範囲にわたる影響を最⼩限に抑えるためにも重要
である、と指摘しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/V4MG30oYIZa 

(2) 世界銀⾏グループと住宅⾦融⽀援機構は、グリーン住宅⾦融分野において協同する機会を探るための覚書（MoU）を締結

世界銀⾏グループと住宅⾦融⽀援機構は、6⽉17⽇、アジア諸国におけるグリーン住宅⾦融における協⼒促進を⽬的とした覚書（MoU）を締結しまし
た。本パートナーシップは、住宅および省エネルギー⾦融における両機関の世界・地域レベルでの経験に基づき、アジア諸国を中⼼に多くの国に対して、技術
⽀援およびグリーン住宅⾦融に係る実践的なソリューションを提供していくとともに、地球環境ファシリティとの連携の下、世界銀⾏グループのグローバルな取り
組みの⼀つであるグリーン住宅⾦融（GreenHF）プログラムを活⽤し、持続可能な省エネルギー⾦融エコシステムの設計・開発を⽀援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/OeFi30oXvfB 

(3) ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）応募受付中（締切：2019年6⽉30⽇）

現在、世界銀⾏ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）の応募を受付中です。YPPは若⼿専⾨家を対象としたグローバルな採⽤プログラムです。今年
の応募条件は、誕⽣⽇が1987年10⽉1⽇以降であること、関連分野での修⼠号と3年以上の実務経験、或いは博⼠号を有すること等です。詳しくは以
下リンクをご覧ください。

応募期間： 2019年6⽉1⽇（⼟）〜6⽉30⽇（⽇）
応募詳細： http://wrld.bg/Czrq30oT69n （英語）
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6⽉10⽇にフェイスブックでライブ配信したYPPについての質疑応答セッションを録画でご覧いただけます。

録画： http://ow.ly/keu330oWjSa 

(4) 【募集期間延⻑】2019年世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）上級環境エンジニア募集（締切：2019年7⽉12
⽇）

東アジア・⼤洋州地域⼜はヨーロッパ・中央アジア地域のプラスチックごみなどの廃棄物処理および汚染管理プログラムを担当する上級環境エンジニアポジシ
ョンへの募集期間が7⽉12⽇（⾦）まで延⻑となりました。ご応募をご検討されている⽅は、募集職種の詳細や採⽤スケジュール、応募⽅法などをご覧いた
だきご応募をお願いいたします。なお、既にご応募くださいました⽅は、再度書類をご提出して頂く必要はありません。

詳細・応募： http://wrld.bg/xTmt30oQt8Y 

(5) 2019年世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）⼈事専⾨官（リクルート）募集中（締切：2019年7⽉5⽇）

世界銀⾏グループは、2019年⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）募集の⼀環として、雇⽤政策や就業規則の管理、報酬・福利厚⽣プロ
グラムの推進など、グローバルな職員採⽤の管理を担当する⼈事専⾨官（リクルート）を募集中です。応募締切は7⽉5⽇（⾦）正午です。

詳細・応募： http://wrld.bg/ONOa30oWk4O

(6) IFC東京事務所オペレーションズ・アナリスト（パートナーシップ担当）を募集（締切：2019年7⽉7⽇）

国際⾦融公社（IFC）東京事務所では、オペレーションズ・アナリスト（コンサルタント契約）を募集しています。
 
■勤務形態：Short-Term Consultant
・最⼤雇⽤期間：応相談（当初6か⽉または1年間。数回以上延⻑可）
・勤務時間：週数⽇程度の勤務で、最⻑年150⽇まで（応相談）
■勤務開始⽇：2019年8⽉中旬（応相談）
■待遇：IFCの所定に基づく
■応募⽅法 :英語CVと志望動機（カバーレター）を IFCTokyoNews@ifc.org までご送付ください。
■締切：2019年7⽉7⽇
■お問合せ：IFC東京事務所 03-3597-6657/ IFCTokyoNews@ifc.org 
 
詳細： http://wrld.bg/QT4S30oXxlJ 

(7) ⽇本の専⾨家がインドの鉄道インフラの強靭性強化に貢献

インドの鉄道の災害に対する強靱性を⾼めることを⽬的とした東部専⽤貨物鉄道プロジェクト（EDFC）では、⽇本政府が⽀援する世界銀⾏防災グローバ
ル・ファシリティ（GFDRR）のグラントによる技術⽀援を通じ、既存のインドの鉄道インフラとそれに関わる取組の強靭性評価が⾏われました。2018年11⽉
28⽇にニューデリーにて開催されたステークホルダー向けのコンサルテーションワークショップでは、技術⽀援を通じて⾏われた評価の結果と、鉄道運営を更に気
象災害に強いものにしていくためのアイデア等が協議されました。

特集： http://wrld.bg/pkin30oXvh0 
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(8) セミナーのお知らせ 

■アフリカにとってデジタル開発がなぜ重要か？
世界銀⾏グループTICADセミナーシリーズ第18回

⽇時：2019年6⽉25⽇（⽕）午前7時45分〜午前8時45分
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容： 2016年には世界全体でのデジタルエコノミーは世界全体のGDP の15.5％に達し、今後10年以内に25％に達するといわれています。本セミナーで
は、ミシェル・ロギー世界銀⾏インフラストラクチャー・プラクティスグループ デジタル開発 アフリカ・中東担当プラクティスマネージャーと、ティム・ケリー世界銀⾏イン
フラストラクチャー・プラクティスグループ デジタル開発 ⾸席デジタル開発専⾨官が、デジタル開発をアフリカで進めることがなぜ重要かをテーマにテレビ会議で
ワシントンよりご説明し、皆様のご質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/dPpa30oX3nJ 

■ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）達成に向けた質が⾼く効率的な保健財政：21世紀の持続可能で包摂的な成⻑を推進する
世界銀⾏グループ G20新報告書発表セミナー

⽇時：2019年6⽉27⽇（⽊）午後4時半〜6時
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容： 6⽉28⽇に⼤阪で開催予定のG20財務⼤⾂・保健⼤⾂合同セッションでは、G20 議⻑国である⽇本が優先課題として推進するユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ（UHC）がテーマとして取り上げられる予定です。本セミナーでは、ティム・エヴァンス世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティス シニアディ
レクターが、G2同セッションに向けて作成された報告書をグローバルに発表し、その主なポイントをご紹介したうえで、皆様からのご質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/TYGF30oX55p 

■国際⾦融公社（IFC）で働く
キャリアセミナー

⽇時：2019年7⽉18⽇（⽊）午後6時30分〜午後8時
場所：世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容： 世界銀⾏グループでは、⽇本⼈の採⽤を積極的に⾏っており、海外で活躍する⽇本⼈職員が来⽇する際に、皆様に世界の開発課題や世界銀⾏
グループの活動を紹介するセミナーを実施しています。今回のセミナーでは、2018年のリクルートミッションで採⽤された環境専⾨官の本⽊正⼈より、IFCの活
動や⾃⾝の経歴、ESG部⾨での業務をご紹介します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/WiRz30oRgFC （PDF）

(9) 主なニュース

■ミャンマー：成⻑に向けた勢⼒の再編
6⽉18⽇に発表されたミャンマーの経済動向、経済⾒通し、および政策優先事項を分析し年2回発⾏される報告書の最新版によると、同国の経済は、変
動が⼤きかった2018年以降、安定性と回復速度を徐々に取り戻していると指摘しています。同報告書はまた、ミャンマーは産業およびサービス分野に⽀えら
れ、引き続き広範囲にわたる成⻑を続け、2018-19年の成⻑率は6.5％になるだろうと予測しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/ljpT30oYGJW （英語）

■ベトナム：保健サービス改善を⽀援
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世界銀⾏理事会は6⽉19⽇、ベトナムの13の貧困地域における基本的な保健サービスの質とアクセス向上を⽀援するための8,000万ドルの融資を承認しま
した。このプロジェクトにより、新⽣児や⼦供、⺟⼦への必要不可⽋な保健サービスの提供と、⾮感染症および感染症の管理が開始され、約920万⼈が恩
恵を受ける⾒込みです。

プレスリリース： http://wrld.bg/UwbG30oYGK3 （英語）

■リベリア：モンロビア給⽔システムを改善
世界銀⾏理事会は、モンロビアの給⽔システムの修復と拡張、およびモンロビア上下⽔道公社（LWSC）の運営効率強化のため、2,474万ドルの国際開
発協会（IDA）クレジットと526万ドルのIDAグラントの追加融資を承認しました。この追加融資により、さらに5万2,000⼈のモンロビアおよび周辺地域の
⼈々への⽔道⽔の提供が可能になると予想されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/gse930oYGK6 （英語）

■データ：世界の難⺠数、記録的な増加
新たに発表された国連難⺠⾼等弁務官事務所（UNHCR）の報告書と世界銀⾏の推定によると、2018年の世界の難⺠数は2,590万⼈に上ります。難
⺠の最も多く発⽣する国は、シリア・アラブ共和国、アフガニスタン、南スーダン、ミャンマー、ソマリア、スーダンで、2018年の難⺠の半数以上がこの6カ国の出
⾝です。そして、難⺠を受け⼊れている⼤半の国が中低所得国です。

ブログ： http://wrld.bg/WwY230oYJ1b （英語）

*******************
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世界銀⾏東京事務所ツイッター https://twitter.com/WorldBankTokyo
世界銀⾏東京事務所フェイスブックページ https://www.facebook.com/WorldBankTokyo/
世界銀⾏東京事務所インスタグラム http://instagram.com/worldbanktokyo
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(1) 国別プログラムが達成する良質な開発成果

就任して2カ⽉経った世界銀⾏グループのデイビッド・マルパス世界銀⾏グループ総裁が、今最も気にかけているのは、あまりに多くの⼈が依然貧困にあえぎ、
あまりに多くの⼈が清潔な⽔、医療、教育へのアクセスがなく、あまりに多くの⼈が地域経済から取り残されたままになっていることに対する世界銀⾏グループ
が持つミッションの緊急性です。各国が良好な経済発展を遂げられるよう⽀援することが、⾃分に課せられた使命であると述べています。

ストーリー： http://wrld.bg/GM6U30oWjPZ

(2) ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）応募受付中（締切：6⽉30⽇）

現在、世界銀⾏ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）の応募を受付中です。YPPは若⼿専⾨家を対象としたグローバルな採⽤プログラムです。今年
の応募条件は、誕⽣⽇が1987年10⽉1⽇以降であること、関連分野での修⼠号と3年以上の実務経験、或いは博⼠号を有すること等です。詳しくは以
下リンクをご覧ください。 

応募期間： 2019年6⽉1⽇（⼟）〜6⽉30⽇（⽇）
応募詳細： http://wrld.bg/Czrq30oT69n （英語）

6⽉10⽇にフェイスブックでライブ配信したYPPについての質疑応答セッションを録画でご覧いただけます。

録画： http://ow.ly/keu330oWjSa

(3) ＜募集ポジション追加＞2019年世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）⼈事専⾨官（リクルート）募集（締切：7⽉
5⽇）

世界銀⾏グループは、2019年⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）募集の⼀環として、新たに雇⽤政策や就業規則の管理、報酬・福利厚
⽣プログラムの推進など、グローバルな職員採⽤の管理を担当する⼈事専⾨官（リクルート）のポジション募集を開始しました。応募締切は2019年7⽉5⽇
（⾦）です。 
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詳細・応募： http://wrld.bg/ONOa30oWk4O

(4) 2019年世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）上級環境エンジニア応募締切間近（締切：6⽉20⽇）

世界銀⾏グループで現在募集中の、プラスチックごみなどの廃棄物処理および汚染管理プログラムを担当する上級環境エンジニアポジションへの応募締切は
2019年6⽉20⽇（⽊）正午となっております。ご応募をご検討されている⽅は、募集職種の詳細や採⽤スケジュール、応募⽅法などをご覧いただきご応募
をお願いいたします。 

詳細・応募： http://wrld.bg/xTmt30oQt8Y 

(5) 内藤証券が「⾷品ロスと⾷品廃棄問題への取り組みの重要性」に焦点を当てたサステナブル・ディベロップメント・ボンドを販売

世界銀⾏（国際復興開発銀⾏、ムーディーズ：Aaa、スタンダード＆プアーズ:AAA）及び内藤証券株式会社は、国内の個⼈投資家向けにサステナブル・
ディベロップメント・ボンドの発⾏、販売を⾏います。ご投資いただいた資⾦は、開発途上国における「⾷品ロスと⾷品廃棄問題への取り組み」を含む世界銀
⾏の様々な分野の融資案件に活⽤されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/og0O30oWjOt 

(6) ⽶州開発銀⾏の理事が世界銀⾏東京防災ハブを訪問 −防災における⽇本の経験、「⽇本−世界銀⾏防災共同プログラム」のプロジェクトと取組
について世界銀⾏職員と協議

2019年4⽉4⽇、世界銀⾏東京防災ハブは、⽶州開発銀⾏（IDB）の理事を迎え、防災における⽇本の経験と、「⽇本-世界銀⾏防災共同プログラム」
のこれまでのプロジェクトや取組について共有しました。東京防災ハブ、IDB、東京開発ラーニングセンター（TDLC）による発表後には、IDB理事団と世界銀
⾏スタッフの間で、「⽇本―世界銀⾏防災共同プログラム」の詳細や両機関のコラボレーションの可能性について活発な議論が展開されました。

特集： http://wrld.bg/fucJ30oUDjD

(7) ケニアにおける「建築規制を活⽤した防災」ワークショップ

ケニア政府は2019年1⽉24⽇、災害リスクに対処するための建築規制強化と⼟地利⽤改⾰に焦点を当てたワークショップをナイロビで開催しました。ワークシ
ョップは、インフラ・交通・住宅・都市開発・公共事業省が主導し、世界銀⾏が進⾏役を務めました。ワークショップには50以上の政府代表者が参加し活発
に議論を交わしました。防災グローバル・ファシリティ(GFDRR)と世界銀⾏はケニア政府の災害リスク管理体制強化を⽀援しています。

特集： http://wrld.bg/jRj530oWk0h

(8) セミナーのお知らせ 

■世界銀⾏ 対アフリカ⼈的資本計画
世界銀⾏グループTICADセミナーシリーズ第17回
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⽇時： 2019年6⽉18⽇（⽕）午前7時45分〜午前8時45分
場所： 世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容： 2019年4⽉11⽇に発表された「世界銀⾏ 対アフリカ⼈的資本計画」（World Bank Africa Human Capital Plan）の主なポイントを、マグナ
ス・リンデロー世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティス 東・南部アフリカ担当プラクティスマネージャーが、テレビ会議でワシントンよりご説明し、皆様の
ご質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/GHm230oKjqG 

■貧困撲滅と繁栄の共有の促進の進捗状況とモニタリング⼿法
世界銀⾏セミナー

⽇時： 2019年6⽉19⽇（⽔）午後4時30分〜午後6時
場所： 世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容： 世界銀⾏グループに加盟する各国における「2030年までの極度の貧困の撲滅」と「繁栄の共有の促進」の2つの⽬標に向けた取り組み状況をとりま
とめて半年に1回発表する「貧困・平等ブリーフ」（Poverty and Equity Brief）の主なポイントと、迅速にモニタリングを⾏うための世帯調査ツールである
SWIFT（Survey of Well-being via Instant and Frequent Tracking、瞬間・⾼頻度追跡によるウェルビーイング調査）をご紹介します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/bjzF30oTP5X 

■国際⾦融公社（IFC）で働く
キャリアセミナー

⽇時： 2019年7⽉18⽇（⽊）午後6時30分〜午後8時
場所： 世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容： 世界銀⾏グループでは、⽇本⼈の採⽤を積極的に⾏っており、海外で活躍する⽇本⼈職員が来⽇する際に、皆様に世界の開発課題や世界銀⾏
グループの活動を紹介するセミナーを実施しています。今回のセミナーでは、2018年のリクルートミッションで採⽤された環境専⾨官の本⽊正⼈より、IFCの活
動や⾃⾝の経歴、ESG部⾨での業務をご紹介します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/WiRz30oRgFC （PDF） 

(8) 主なニュース

■インド：デリーの地下鉄の6割が太陽光エネルギーを利⽤
現在インドのデリーを⾛る地下鉄の半分以上が、世界銀⾏とクリーンテクノロジー基⾦（CTF）の⽀援を受けて建設されたウルトラ・メガソーラー発電所から供
給される太陽光エネルギーによって⾛⾏しています。このプロジェクトによる温室効果ガスの排出量削減や、2022年までに再⽣可能エネルギー容量を4倍に引
き上げるという同国の⽬標達成に⼤きな期待が寄せられています。

特集： http://wrld.bg/k0be30oWh6I （英語） 

■ベトナム：4つの都市部における重要なインフラ開発を⽀援
世界銀⾏理事会は6⽉11⽇、ベトナムの4つの都市において喫緊に必要とされる⾃治体インフラ建設と、都市計画の強化を⽬的とした1億9,436万ドルのク
レジットを承認しました。このプロジェクトによる洪⽔によるリスク削減や、衛⽣⾯の改善、道路の整備による移動時間の短縮が、⽣産性向上、輸出の後押
し、雇⽤創出につながり、約20万⼈の受益が⾒込まれます。

プレスリリース： http://wrld.bg/DO6t30oWh6E （英語）

■アンゴラ：持続可能な開発に向けた教育
アンゴラの質の⾼い教育を⽀援するため2014年に発⾜した世界銀⾏のプロジェクトでは、同国の⼩学校教員向けのトレーニングの提供を開始しました。教員
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はそれぞれの⽣徒のニーズを考慮した包括的な教育⽅法の訓練を受け、2020年にこのプロジェクトが終了する頃には、約1万5,000⼈の⼩学校教員の教育
スキルが向上し、50万⼈の⽣徒が改善された学習環境の恩恵を享受する⾒込みです。

特集： http://wrld.bg/LHIg30oWieF （英語）

■データ：世界で1億6,800万⼈の⼦どもが労働に従事
国際労働機関（ILO）の「児童労働に関する世界報告書（2015）」によると、世界では1億6,800万⼈の⼦どもが労働に従事しています。2000年から12
年間で児童労働に⼤きな進展が⾒られましたが、南スーダン、ブルキナファソをはじめとするサブサハラ以南のアフリカ地域の国々での児童労働率は依然とし
て⾮常に⾼く、労働に従事している⼦どもの3⼈に1⼈は学校に通っていません。

ブログ： http://wrld.bg/9omp30oWieJ （英語）

*******************
世界銀⾏東京事務所
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695 http://bit.ly/ucIAmw
世界銀⾏東京事務所ツイッター https://twitter.com/WorldBankTokyo
世界銀⾏東京事務所フェイスブックページ https://www.facebook.com/WorldBankTokyo/
世界銀⾏東京事務所インスタグラム http://instagram.com/worldbanktokyo
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【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 648号 】報告書「世界経済⾒通し（GEP）」2019年6⽉版発表、他

世界銀⾏東京事務所 Eニュース 第648号 2019年6⽉7⽇ 発⾏ http://bit.ly/tL300Q
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(1) 報告書「世界経済⾒通し（GEP）」2019年6⽉版発表

世界銀⾏は、2019年6⽉版の「世界経済⾒通し（GEP）：⾼まる緊張、抑制された投資」の中で、世界経済の成⻑は、2019年は2.6％とこれまでの想
定以上に低迷することが予測されるが、2020年には2.7％へと若⼲ながらも上向きに転じると⾒ています。また、新興国・途上国の成⻑率は、2019年に直
近4年間で最も低い4％まで減速した後、翌2020年には4.6%まで回復する⾒通しです。

プレスリリース： http://wrld.bg/Prok30oT65F

(2) デイビッド・マルパス世界銀⾏グループ総裁 世界経済⾒通し（GEP）発表記者会⾒

6⽉4⽇、「世界経済⾒通し（GEP）」2019年6⽉版の発表記者会⾒が開かれ、マルパス世界銀⾏グループ総裁がが同報告書の主なポイントを説明する
とともに、今後の課題への取組みを⼀層強化することが促されました。 

筆記録： http://wrld.bg/aKux30oTNu0

(3) ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）応募受付中（締切：6⽉30⽇）

現在、世界銀⾏ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）の応募を受付中です。YPPは若⼿専⾨家を対象としたグローバルな採⽤プログラムです。今年
の応募条件は、誕⽣⽇が1987年10⽉1⽇以降であること、関連分野での修⼠号と3年以上の実務経験、或いは博⼠号を有すること等です。詳しくは以
下リンクをご覧ください。 

応募期間： 2019年6⽉1⽇（⼟）〜6⽉30⽇（⽇）
応募詳細： http://wrld.bg/Czrq30oT69n （英語）

ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）についての質疑応答セッションをフェイスブックライブで配信します。以下のリンクからご質問の事前登録も受け付
けています。ツイッター⽤ハッシュタグ #WBLive でもライブの様⼦がフォローできます。

⽇時： 2019年6⽉10⽇（⽉）午後11時（⽇本時間）
ライブの視聴・質問：http://wrld.bg/gvgR30oSH8D （英語）
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(4) 2019年世界銀⾏グループ⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）上級環境エンジニア募集中（締切：6⽉20⽇）

世界銀⾏グループは、2019年⽇本⼈職員（⽇本政府が⽀援するミッドキャリア）募集の⼀環として、プラスチックごみなどの廃棄物処理および汚染管理プ
ログラムを担当する上級環境エンジニアのポジションを募集中です。応募締切は6⽉20⽇正午です。 

詳細・応募： http://wrld.bg/xTmt30oQt8Y 

(5) アフガニスタンからザンビア：世界各地の最貧国における国際開発協会（IDA）の活動

世界銀⾏の国際開発協会（IDA）は、開発という舞台で資⾦提供を超えたはるかに⼤きな役割を果たしています。成⻑、⼈々、強靭性、及び幅広いパー
トナーとの連携を重視したIDAは、今後10年間で極度の貧困を撲滅し、世界で最も貧しい⼈々のための機会を構築するとともに、IDA諸国が持続可能な
開発⽬標を達成できるよう⽀援していきます。

ストーリー： http://wrld.bg/vPdX30oT6ca

(6) ⽇本初の⾷品ロスと廃棄問題に焦点を当てたサステナブル・ディベロップメント・ボンドを⽇本の投資家向けに発⾏

世界銀⾏及び 岡三証券株式会社は、世界銀⾏（国際復興開発銀⾏：IBRD）が発⾏する「サステナブル・ディベロップメント・ボンド」について、国内の個
⼈投資家向けに販売を⾏うこととなりました。ご投資いただいた資⾦は、開発途上国における「⾷品ロスと廃棄問題への取り組み」を含む世界銀⾏の融資
案件に活⽤されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/jGvf30oT6g0

(7) セミナーのお知らせ 

■ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）2019 についての質疑応答セッション
フェイスブックライブ

⽇時：2019年6⽉10⽇（⽉）午後11時〜
内容：ヤング・プロフェッショナル・プログラム（YPP）についての質疑応答セッションをフェイスブックライブで配信します。以下のリンクから、ご質問の事前登録
も受け付けています。ツイッター⽤ハッシュタグ #WBLive でもライブの様⼦がフォローできます。 
ライブの視聴・質問：http://wrld.bg/gvgR30oSH8D （英語） 

■世界銀⾏ 対アフリカ⼈的資本計画
世界銀⾏グループTICADセミナーシリーズ第17回

⽇時： 2019年6⽉18⽇（⽕）午前7時45分〜午前8時45分
場所： 世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容： 2019年4⽉11⽇に発表された「世界銀⾏ 対アフリカ⼈的資本計画」（World Bank Africa Human Capital Plan）の主なポイントを、マグナ
ス・リンデロー世界銀⾏保健・栄養・⼈⼝グローバルプラクティス 東・南部アフリカ担当プラクティスマネージャーが、テレビ会議でワシントンよりご説明し、皆様の
ご質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/GHm230oKjqG 
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■国際⾦融公社（IFC）で働く
キャリアセミナー

⽇時： 2019年7⽉18⽇（⽊）午後6時30分〜午後8時
場所： 世界銀⾏東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容： 世界銀⾏グループでは、⽇本⼈の採⽤を積極的に⾏っており、海外で活躍する⽇本⼈職員が来⽇する際に、皆様に世界の開発課題や世界銀⾏
グループの活動を紹介するセミナーを実施しています。今回のセミナーでは、2018年のリクルートミッションで採⽤された環境専⾨官の本⽊正⼈より、IFCの活
動や⾃⾝の経歴、ESG部⾨での業務をご紹介します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/WiRz30oRgFC （PDF） 

(8) 主なニュース

■ヨルダン：包括的な成⻑と雇⽤創出を促進
世界銀⾏グループ理事会は6⽉4⽇、ヨルダンの包括的な経済成⻑と雇⽤創出の促進を⽬的とした14億5,000万ドルの融資パッケージを承認しました。この
プログラムは、ビジネス環境の更なる改善や、ブロードバンドサービスの拡張などの広範囲に及ぶ漸進的な改⾰を通じ、同国のビジネス国としての⽴ち上げを後
押しします。

プレスリリース： http://wrld.bg/Ikij30oTtH0 （英語） 

■タジキスタン：⾸都の上下⽔道サービスを改善
世界銀⾏理事会は6⽉5⽇、タジキスタンの⾸都ドゥシャンベにおける上下⽔道サービスの改善に向けた国際開発協会（IDA）からの3,000万ドルの⽀援を
承認しました。このプロジェクトにより、⽔道管などのインフラ改良や貯⽔タンクの建設により給⽔の信頼性と安全性が⾼まり、また汚⽔ますや下⽔道パイプの
交換により悪天候時の下⽔溢流と⽔の汚染が防⽌され、特定地区の住⺠に恩恵をもたらします。

プレスリリース： http://wrld.bg/bcO130oTtHa （英語）

■報告書：東南アジアのデジタル経済
世界銀⾏は6⽉6⽇、東南アジアのデジタル開発の拡⼤に伴う機会と課題を分析し、テクノロジーがもたらす経済的および社会的恩恵を確かなものにするた
めの報告書を発表しました。同報告書では、同地域はデジタル経済の基盤を強化する⼀⽅、デジタルへの変換に伴うリスクと脆弱性への対処が必要である
としています。

プレスリリース： http://wrld.bg/lLBH30oTMVJ （英語）

■セントビンセント及びグレナディーン諸島：財政と気候変動の影響からの回復⼒を⽀援
世界銀⾏理事会は6⽉6⽇、セントビンセント及びグレナディーン諸島の財政政策を強化し、気候変動の影響からの回復⼒を強化するための中期的な改⾰
プログラムに、3,000万ドルの⽀援を承認しました。国際開発協会（IDA）を通じたこの開発⽀援プログラムは、⼩さな島々から成り⽴つ同国の⾃然災害に
対するレジリエンスを向上させ、ブルーエコノミーへの移⾏を推進します。

プレスリリース： http://wrld.bg/3eLk30oTMVC （英語）

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