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【世界銀⾏東京事務所 Eニュース 728号】世界銀⾏、IDAを通じ⽀援を拡⼤、かんぽ⽣命がグリーンボ
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ブログ「新型コロナウイルス感染症の影響は貧困国で特に甚⼤：世界銀⾏、IDAを通じ⽀援を拡⼤」 

新型コロナウイルス感染症の影響は貧困国で特に甚⼤：世界銀⾏、
IDAを通じて⽀援を拡⼤

国際開発協会（IDA）は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡⼤による公衆衛⽣上の危機と経済的
危機への対応を続けています。⻄尾昭彦 世界銀⾏開発⾦融担当副総裁によるブログでは、新たな貧困
層、⾷糧危機、対外債務過剰のリスクが⼤きな国、⼩国における成⻑縮⼩、包括的な回復、の5つの課
題を挙げ、世界の最貧国における強靭な回復に向けた道を提⽰しています。

ブログ：http://wrld.bg/HEjz30ruESG

かんぽ⽣命がグリーンボンドに投資

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd46&s=3kI85VbuXAgr5YbdvfqlfNbqXeOcKwVlwLzpVOBW--8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd48&s=QwAp9MlBuX3plyjBUqyvsBIhpewSqyYV1b-sbEe16gc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd49&s=hFAT-Ted-kP3ENS6nGXsvWHFF_K3NbBGWQvVhF44uI4


世界銀⾏（正式名称：国際復興開発銀⾏（IBRD）、ムーディーズ: Aaa、スタンダード＆プアーズ:
AAA）はこの度、期間10年、総額1億3,000万豪州ドル建てのグリーンボンドを発⾏し、新型コロナウイル
ス感染症の世界的流⾏下におけるグリーン・リカバリーの⽀援を投資のテーマとしてかんぽ⽣命が全額を購
⼊しました。
世界銀⾏のグリーンボンドは、開発途上国の低炭素化並びに気候変動への対応⼒のある成⻑を⽬指した
⼀定の基準を満たす開発プロジェクトへの融資資⾦の原資となり、温室効果ガスの排出量の削減または
⼈々が温暖化による影響へ適応できるよう⽀援をしています 。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/3YBK30ruDWv 

2⽉募集開始：2021年 世界銀⾏グループ⽇本⼈職員採⽤プログラム
（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）／ミッドキャリア

（MC））

世界銀⾏グループは2021年2⽉（予定）、⽇本政府が⽀援するジュニア・プロフェッショナル・オフィサー
（JPO）とミッドキャリア（MC）ポジションの募集を開始します。今回募集されるポストの詳細と応募⽅
法は、準備ができ次第、下記のページで公開します。

詳細： http://wrld.bg/F2TJ30ruvh9

採⽤情報：東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサルタント
（広報）募集＜2⽉15⽇締切＞

世界銀⾏東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、⽇英の両⾔語による広報活動や広報戦略の⽴
案を先導する短期コンサルタントを募集しています。PRやジャーナリズム、マーケティングなど関連分野の学
⼠号以上の学歴と、これらに関連する業務経験を5〜10年を有することなどが主な応募条件となっていま
す。勤務地は原則⽇本で、応募締切は2021年2⽉15⽇（⽉）です。

詳細・応募： http://wrld.bg/M7EG30rtdA9

ブログ：アジア太平洋地域における公衆衛⽣上の緊急事態に合わせた
災害リスク管理の調整

新型コロナウイルス感染症流⾏下で複数の災害および危機が同時に発⽣した場合、国の災害リスク管理
システムには適応性と柔軟性が必要であり、医療関連の緊急事態はすでに抱えている脆弱性をさらに悪

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd4a&s=8_MkxVtOi4qRAV3A5rhEI1zaA_KVLlZJ9skRAxZ6stQ
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd4b&s=uq6ou5i_bRh_8t78S3iSbbx13cpeYJNOI9E4e3-GG2g
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd4c&s=iuHr9G7bV0_sBeGQPQ2oNcn4r7PeU-5n0climIW9c8I


化させます。ブログでは、医療関連の緊急事態に対応できるよう災害リスク管理システムを調整する際に検
討すべき5つのポイントをご紹介しています。

ブログ： http://wrld.bg/kS2Q30rrKXb

セミナーのお知らせ

脆弱・紛争国におけるパンデミックに対応する：世界銀⾏グループの役割
世界銀⾏グループセミナー（オンライン開催）

⽇時：2021年2⽉10⽇（⽔）午前8時〜9時30分
内容：新たな世界銀⾏グループ脆弱性・紛争・暴⼒（FCV）戦略の策定をとりまとめたフランク・ブスケ
世界銀⾏グループ脆弱性・紛争・暴⼒（FCV）グループシニアディレクターが、同戦略の主なポイントと世
界銀⾏グループの取組みについてご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/QZg330ruFBk

IFCキャリアセミナー
（オンライン開催）

⽇時：2021年3⽉12⽇（⾦）午後8時〜午後9時30分
内容：2003年に国際⾦融公社（IFC）に⼊社し、ワシントンDC本部に勤務するグローバルヘッドの豊⽥
牧⼦が、⾃⾝の経歴やIFCの活動、貿易⾦融部⾨での業務についてご紹介します。
詳細： http://wrld.bg/zN8H30ruFQw  

 

主なニュース

シエラレオネ：電⼒へのアクセスを改善

世界銀⾏の理事会は1⽉28⽇、シエラレオネにおける電⼒へのアクセス改善と、電⼒セクターの制度⾯にお
ける能⼒や経営強化を⽬的として、国際開発協会（IDA）を通じた5,000万ドル、⽇本開発政策・⼈材
育成基⾦（PHRD）を通じた270万ドルの⽀援を承認しました。本プロジェクトにより、同国の約27万
6,000⼈と約700の医療施設や学校へ電⼒を供給し、年間平均1万5,135トンの温室効果ガス排出量
削減が⾒込まれます。

プレスリリース： http://wrld.bg/x2QT30ruEMg （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd4d&s=Luq7ksFRDPAZlQb79OUVTuq8OZb1oeIC-slhFtdmYyU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd4e&s=NSZYeMSth6XfWplCfN-WVJhw7r9lGmz5OyzkRp5pZ8s
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd4f&s=a8HLEPUigdHM7MYHvWYPyLYxyK5mloGH8HfEXlQBbE8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd50&s=Cu7ou_hFJ80NvBV2vFvTKjLcGTtKsMy8On4ekb1dpfs


フィジー：排出量削減と気候変動に対する強靭性強化

フィジーは1⽉28⽇、世界銀⾏が⽴ち上げた森林炭素パートナーシップ基⾦（FCPF）の温室効果ガス排
出量取引購⼊協定（ERPA）に署名しました。この最⼤1,250万ドルのプログラムは、5年間で250万トン
の排出量の削減を⽬的としており、⼟壌の維持や洪⽔調節など、気候変動に対する強靭性を⾼めるため
に不可⽋な⽣態系サービスの回復にも貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/Oqqu30ruEMi （英語）

ガイアナ：質の⾼い中等教育に向けた追加⽀援

世界銀⾏理事会は1⽉25⽇、ガイアナにおける中等教育を改善する既存のプロジェクトに1,350万ドルの
追加⽀援を承認しました。このプロジェクトにはリモート教育を促進する機器の供給や中学校の建設などが
含まれ、算数教育の改善と、中等教育へのアクセス向上を図ります。

プレスリリース： http://wrld.bg/c6MB30ruEMk （英語）

ネパール：持続可能な都市開発促進と地⽅都市における感染危機後の経済回復を後
押し

ネパール政府と世界銀⾏は1⽉27⽇、1億5,000万ドルの都市ガバナンスとインフラプロジェクトを開始しまし
た。新型コロナウイルス感染症対応の⼀環であるこのプロジェクトは、公共インフラの維持と修繕による⼀時
的な雇⽤機会の創出を通じて、最も脆弱な失業者2万⼈以上が少なくとも50⽇間の賃⾦を得られるよう
⽀援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/Hyvf30ruEMm （英語）

リンクが表⽰できない場合、お⼿数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付けていただくか、メールでご
連絡をいただければ幸いです。

世界銀⾏東京事務所
東京都千代⽥区内幸町2-2-2 富国⽣命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695

世界銀⾏東京事務所フェイスブック
世界銀⾏東京事務所ツイッター
世界銀⾏東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd51&s=kE4jzkba9OaNO0Zt4h6oQl5XqH8v2QyQMrh3zx99BsM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd52&s=v0AdP9XamnpFu6owskiz_5J_MuJ9SJSgxcL4_H-STrY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd53&s=xu9HB5xZG33kq9lWnZIHFVmErrA9P0Y_78MOC6qQMQM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd54&s=TFF9n_tShWguA7LhULby4bmQ-3lfnSpOXnoJSmqQnAo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd55&s=hvCjg44kaL-g2fb8khM3_5UJUzjk4DWmyRmyDXBGj68
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd56&s=LT3IIM5VGyYapFsCp8kYwDIJjErF9R0U4LPuMNvovT4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd57&s=s0SV4BZCYQjpbH0iO_DTYd1f92cw0RMt7X-ppzTOu6c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd58&s=wbFPSFg4PejJbCA85I-eV2NKuGQEygYF6R1R81IDUmI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd59&s=TUkI8L_5em85I2GBTcpVqGbQhFauEfZ9Ycz2yKQ8aEY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he4d1d3e%2C513b4a9%2C513cd5a&s=cZ85fnshPWj0QLGyZAwQsdSYR1KwtB5-eKE1_SuKUOc


世界銀行東京事務所Eニュース

【世界銀行東京事務所 Eニュース 727号】新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に与え
る影響、5つの図表で読み解く世界経済の見通し、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第727号 2021年1月22日 発行

ブログ：新型コロナウイルス感染症が世界の貧困に与える影響：最新の試算－2020年の総括と2021年の見通
し

ブログ：新型コロナウイルスが世界の貧困に与える影響：最新
の試算－2020年の総括と2021年の見通し

2021年となり新型コロナウイルス感染症への対応において明るい兆しも見える中、本ブログ
では、今回の危機が2020年に世界の貧困に与えた影響について振り返り評価しています。
2020年10月、「世界経済見通し（GEP）」6月版で発表された成長予測を用いて試算したと
ころ、2020年に世界全体で8,800万人～1億1,500万人が極度の貧困に陥ることになるとの結

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f5c&s=1p6mZI0IdOpXI2VwTILG7_L-JSirIZ_4R7YlBK9R64I
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f5e&s=4-XCCU-GkWd4gyqLuc-7xzJNv88vprmU75k8g7vMZ8I


果が出ましたが、今回GEP2021年1月版の予測を用いて試算したところ、その数は1億1,900
万人～1億2,400万人に増えたと推定されます。この試算は幅があるものの、最近の各種成長
予測に基づいたその他の試算と一致しています。

ブログ：http://wrld.bg/csSM30rtGzT

ブログ：5つの図表で読み解く世界経済の見通し

1月5日発表の「世界経済見通し（GEP）2021年1月版」では、世界経済は、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的流行による急激な落ち込みから徐々に回復するとみられるとしていま
す。本ブログでは新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、世界経済の予測、2022年まで
の危機以前の予測との開き、世界の財政指標の変化、機構改革の進歩と後退の場合の長期的
成長の累積変化、という5つの図表を使って報告書「世界経済見通し」を読み解きます。
 
ブログ： http://wrld.bg/ED5630rtGD7 

野村證券がサステナブル・ディベロップメント・ボンドを販売

世界銀行（国際復興開発銀行（IBRD））は、期間3年のブラジルレアル建および期間3年の
インドルピー建のサステナブル・ディベロップメント・ボンドを発行し、野村證券株式会社
が全額を引受け、日本の個人投資家に販売しました。本債券の資金は、開発途上国の持続的
発展を目的とするあらゆる分野のプロジェクトへの融資案件に活用されます。今回の販売で
は、世界的な開発課題である栄養不良問題を採り上げ、世界銀行が開発途上国で取り組む栄
養改善プロジェクトの事例を紹介しました。2021年12月に東京で開催予定の国際栄養サミ
ットに向け、今この栄養問題に十分な資金を供与し、解決に動くことが将来のために必要だ
という認識が高まっています。世界銀行はその国際的な動きを牽引する役割も果たしていま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/9ZhA30rtycK

IFC：アフリカの食料問題の根本的な解決に取り組む

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f5f&s=H8xJjNa32MeeNv1aX64OUXmUsUMmmb3DTSW3oqX9MQY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f60&s=kAz0gDuPOH_LZsaU0BcEMOLL1jmCJiE2dbTPWhddnQs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f61&s=EFgGPEtuyUirjQDQMH00vl2fh6PInniWknEKxbgX3j8


サブサハラ・アフリカ地域では、気候変動と共に新型コロナウイルス感染症がもたらす社会
面・経済面への深刻な影響により、域内の食品セクターへの圧力が高まっています。国際金
融公社（IFC）は、アフリカの食料安全保障の課題解決に向けて、民間パートナーと協力し
て生産から販売までの輸送を含むサプライチェーンの構築・改善のための支援を行っていま
す。

詳細： http://wrld.bg/qrqr30rtGr4

採用情報：東京開発ラーニングセンター（TDLC）短期コンサ
ルタント（広報）募集＜2月15日締切＞

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、日英の両言語による広報活動や広報
戦略の立案を先導する短期コンサルタントを募集しています。PRやジャーナリズム、マー
ケティングなど関連分野の学士号以上の学歴と、これらに関連する業務経験を5〜10年を有
することなどが主な応募条件となっています。勤務地は原則日本で、応募締切は2021年2月
15日（月）です。

詳細・応募： http://wrld.bg/M7EG30rtdA9

 

主なニュース

レバノン：新型コロナウイルス感染症に対するワクチン配布を支援

世界銀行は1月21日、レバノンにおける新型コロナウイルス感染急増を受け、既存のプロジ
ェクトに3,400万ドルの追加支援を承認しました。この資金は、世界銀行による初の新型コ
ロナウイルス感染症に対するワクチン調達に割り当てられ、同国の200万人以上にワクチン
を提供します。

プレスリリース： http://wrld.bg/iajk30rtGoo （英語）

インドネシア：自然災害や保健危機への財政上の耐性を強化

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f62&s=gZWXbBhZmy22wte65WFb1tSC3yjzUk6fuOUfQUARv9U
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f63&s=6VMwsZBQkS4u2T7whYliAvbSdG3jRCdm4jlcN4teIP0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f64&s=PkcNy9XYFOnuPeYbM9HI-qaFqo_KbPo8ETHkjT4y9aw


世界銀行理事会は1月21日、インドネシアにおける自然災害、気候変動、保健危機によるシ
ョックに対する財政面での対応強化を目的とした5億ドルの融資を承認しました。このプロ
ジェクトは、災害や気候変動から打撃を受けた後の効果的な財政的対応計画を促し、同国の
財政に貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/g3Ur30rtGoq （英語）

海運セクターのデジタル化によりグローバル貿易の競争力と強靭性を強化

世界銀行と国際港湾協会（IAPH）は報告書を発表し、サプライチェーンをめぐるデジタル
面での官民協調が、効率化やより安全で強靭なサプライチェーン、排出削減に貢献すると指
摘しました。

プレスリリース： http://wrld.bg/stbC30rtGot （英語）

フィジ―：新型コロナウイルス感染症とサイクロン被害からの回復

世界銀行理事会は、フィジーの経済活性化と財政強化、気候変動に対する強靭性強化を目的
とした今後4年間の支援枠組みについて協議しました。投資とビジネス機会の創出と強靭化
の2点に焦点を当て、同国が経済回復を促進し、将来の気候変動と公衆衛生の緊急事態に対
する回復力をさらに強化する取組みを支援します。

プレスリリース： http://wrld.bg/Xg4J30rtGou （英語）

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター

世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f65&s=IAWeITfyPPOpI6qB6DUU67lsC0OyB2PY4vddUYir_MY
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f66&s=3JkBK4-bI4wofq9sWMpVS3InVVx-_fjbHyx38iPVVv0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f67&s=n9iQy8C2Qcu4crbT-cSCRmmhkOfGtrIP44KpLNfcG5U
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f68&s=wh6rHgIDQSa3tR1GvVJIhC-mAreAuobuTvdO4kTJps8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f69&s=1Qj0Al54dyCbg-HOlNXznEh63rGHmjc28Q6yBY61ATM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f6a&s=9J9n_hvuixBpokhJL1mdur0dZwVU9LoAy7tFZQnK7XA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f6b&s=uBZfvezmVXPgpOnN9zPZVWXnOXBT2Xr6vtsO3GWwPxU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f6c&s=swdMyuiluUxzISY1rHif14WCWPEsbWzKpl8u_V2EZ_w
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096f6d&s=qZ3ecd8PasHbvvk37sM3AvsF3U3qJF3L0zbZCvjTsnE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=he1e29b5%2C5096938%2C5096fc8&s=xtTo2YCYHmQ173ZdUbQU1ZcMPiJOLzHIE7Ygq-1GJGo


世界銀行東京事務所Eニュース

【世界銀行東京事務所 Eニュース 726号】「世界経済見通し（GEP）2021年1月版」発
表、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第726号 2021年1月8日 発行

「世界経済見通し（GEP）2021年1月版」発表 

世界経済の成長率、2021年は4％に：回復の持続にはワクチン
展開と投資が鍵

世界銀行は1月5日に「世界経済見通し（GEP）2021年1月版」を発表し、2021年の世界経済
は新型コロナウイルス感染症の初期ワクチンが広く普及した場合、2021年の世界経済は4％
の成長が見込まれると予測しています。ただし、公平かつ持続可能な経済成長の根本的推進
力を改善するために政策担当者が包括的な改革を実施しない限り、世界経済は10年間にわた
り期待に沿った成長率を残すことができない可能性があると指摘しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b19a&s=vtzp_Xmwc5_t-nIyisiW6wNOyxNJxTSNXRIF0CyTibo
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b19c&s=ejrKq4ytpIAuzJngDnDtvGfKDxi6J7Nn2P8RXl-2XMo


プレスリリース：http://wrld.bg/6d6H30rrAyq
世界経済見通しウェブサイト：http://wrld.bg/uTdZ30rrAyb 

 

主なニュース

レバノン：ベイルート港再建に向けた港湾セクター改革

2020年8月4日に発生したレバノンにおける爆発事故がベイルート港にもたらした被害額
は、約3億5,000万ドルと推定されています。世界銀行が発表したレバノンの港湾セクターの
改革と再建についてまとめた文書では、ベイルート港再建には港湾セクターの強固な制度的
枠組みの確立が重要であるとし、政策立案者に重要な指針を提供しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/z4HO30rrLfG （英語）

コロンビア：アマゾンにおけるコミュニティベースの保全協定

森林破壊の要因を軽減するには、その地域の社会、経済、文化に解決策を取り込むことや、
代替の生計手段を提供しコミュニティに協力を求めることも効果的です。地球環境ファシリ
ティ（GEF）が資金を提供したプログラムの一環であるアマゾンの森林保護と持続可能性を
促進するプロジェクトは、世界銀行の支援を受けて、アマゾンにおける森林ガバナンスの制
度やコミュニティの強化、森林の保全と持続可能な管理の促進に取り組んでいます。

特集： http://wrld.bg/CDMe30rrKxr （英語）

バングラデシュ：チッタゴン市全域に安全な水を

バングラデシュで2番目に大きいチッタゴン市のスラム街や低所得世帯の住民は、水を得る
ために時間と労力を要するだけでなく、水質が悪いために様々な感染症のリスクにさらされ
ていました。世界銀行は同市の水と衛生サービスを改善するプロジェクトを支援し、過去10
年間で給水量が1日あたり1億7,200万リットルから36億リットルに増加し、約79万人が安全
な水道水を利用できるようになりました。

特集： http://wrld.bg/9TKA30rrKxI （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b19d&s=kI9JJ3z4830I2Z1aY5iWvy2dqGnZ5cTjdmVJ6Zbcoyk
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b19e&s=ZXrKtLZYqGpEJBZPI4xW8yRM2eRk7cIXQSp9NO-iFpA
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b19f&s=9ZQIaQ_zmyvmbJW8xP16rchrximlKsi3B3NT-cxKEJE
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a0&s=R3SALHV-iZt_2l0yDawx74c1-jUd--FCPOVIyMQOArI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a1&s=zBkAAczfqBY9MrT_1CQewj01Ij52Cc7hI4-UMdUtEpM


ジンバブエ：気候変動対応型農業への投資で生産性を向上

ジンバブエでは、農業セクターへの支出が増加していますが、生産性が課題となっていま
す。同国のトウモロコシの収穫量は2030年までに33％減少すると見込まれており、同国政
府は世界銀行が支援する気候変動対応型農業への投資計画を推し進め、生産性が高く、強靭
性があり、温室効果ガス排出を抑えた農業を目指します。

特集： http://wrld.bg/nt3B30rrKxN （英語）

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所
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世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター

世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a2&s=tj17E-Ng283jbnWSwq3bECkw0MLPFHp7-0g5rjEQbOM
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a3&s=BpCahOUu9TpXZ8dlw-VYBqjrKQX8cTskLyH7-9nIygU
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a4&s=E_OU-x8l-mYCgRIGm7FOqyQLOtIHCVwIjFNU_WQOSrI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a5&s=zWN8rGinuToJg2E066dFZbYZG5JyAn97QevU6dlzwTw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a6&s=bmDA0Jl77n0L8HOOY4khSuBRf5tRkhWYiA6S_ZewCUI
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a7&s=nzDmIB7sKRFh8JlEJVE6dA75DBHQ9ZPZmYQSxEoN7rw
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a8&s=IUi1ks4h2_d7q4_S1QaK8ynEOfn5LMuVcJwPeuUvmvs
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hdd4536a%2C4f51a98%2C4f5b1a9&s=JHMYBO6049mqqRqQuR7w5NDI7VqaP1RB5VjzUS-JieE
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