
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 714号】新報告書「政府の有効性と透明性の拡大：汚職
との闘い」、富国生命がサステナブル・ディベロップメント・ボンドに投資、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第714号 2020年9月25日 発行

報告書：政府の有効性と透明性の拡大：汚職との闘い 

感染症の世界的流行の中、汚職対策がかつてなく重要－新報告
書

新型コロナウイルス感染症の世界的流行に対応するため、かつてない膨大な緊急資金が動員
される中、世界銀行の新報告書「政府の有効性と透明性の拡大：汚職との闘い」は、世界各
地でのケース・スタディを紹介しながら、公的調達、インフラ、国営企業、税関、行政サー
ビスの大きく5つのテーマに加え、開かれた政府に関するイニシアティブやGovTech等、テ
ーマ横断的な分野を取り上げています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9a2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9a4


プレスリリース：http://wrld.bg/bKu730rbFM2

富国生命がサステナブル・ディベロップメント・ボンドに投資

世界銀行（正式名称：国際復興開発銀行（IBRD）、Aaa/AAA）は、7,000万米ドル（74億
2,000万円相当）のサステナブル・ディベロップメント・ボンドを発行し、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受けた開発途上国の子どものために展開する教育支援プロジェクト
に賛同した富国生命が全額を購入しました。 債券投資を通じて、新型コロナウィルス感染
症の流行下における教育支援の重要性を発行体と投資家が共に提起するのは今回が初めてと
なります。

プレスリリース： http://wrld.bg/IMah30rbuAw

セミナーのお知らせ

女性と貿易：女性のための平等促進に貿易が果たす役割
世界銀行モーニングセミナー（第78回）

日時：2020年10月2日（金）午前8時～午前9時
内容：7月30日発表の新報告書「女性と貿易：女性のための平等促進に貿易が果たす役割」
(Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality)を作成した世界銀行と
WTOの共同チームの一員でもあるナディア・ロチャ世界銀行マクロ経済・貿易・投資グロ
ーバルプラクティス上級エコノミストが、同報告書の主なポイントをオンラインでご紹介し
ます。
詳細・ご質問受付： http://wrld.bg/ARY730rbGz1

 

主なニュース

パキスタン：クリーンで低コストな電力にシフト

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9a5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9a6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9a7


世界銀行理事会は9月24日、パキスタンの再生可能エネルギー資源への移行を目的とした4億
5,000万ドルの支援を承認しました。本プロジェクトは、コストを抑えた低炭素の電力を消
費者に提供するとともに、水力発電および太陽光発電プロジェクトに関わるコミュニティの
インフラの活性化、雇用創出、観光活動の発展を後押しします。

プレスリリース： http://wrld.bg/lr0R30rbFKP （英語）

報告書：近代的なエネルギーを熱源とした調理へのアクセス

世界銀行は新報告書を発表し、世界で40憶人が信頼性の高い手ごろな価格のクリーンなエネ
ルギーへのアクセスを持たず、その多くは健康、ジェンダー、経済、環境、気候変動に深刻
な影響を及ぼす昔ながらの燃料と技術によって調理を行っている、と指摘しています。同報
告書はまた、近代的なエネルギーを使った調理へのアクセスを増やすための推奨事項を挙げ
ています。

プレスリリース： http://wrld.bg/vWt930rbFKy （英語）

ネパール：新型コロナウイルス感染症が及ぼす中小・零細企業への影響

国際金融公社（IFC）と世界銀行が日本政府の協力を得て行った、ネパールのビジネスにお
ける新型コロナウイルス感染症の影響についての調査では、今回の新型コロナウイルスによ
る危機で同国の中小・零細企業の半数以上が、現状のままでは一ヶ月以内に廃業に追い込ま
れるリスクがあることが浮き彫りとなりました。世界銀行は、政府および民間セクターと緊
密に協力して、農業、観光、金融セクターの中小・零細企業を支援するための新しいプロジ
ェクトを進めています。

プレスリリース： http://wrld.bg/tDN330rbFKT （英語）

キプロス：新型コロナウイルス感染症からの経済回復に気候変動政策を統合

新型コロナウイルス感染症による危機はまだ収束していませんが、各国政府の対応は、緊急
支援から経済回復へと徐々に移行しています。ブログではキプロスを例に、持続可能で、雇
用と環境に有効な経済回復政策を策定するための7つの段階について紹介しています。

ブログ： http://wrld.bg/rJzg30rbFKW （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9a8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9a9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9aa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9ab


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=hb531bad,45dc204,45dc9ac
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9ad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9ae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9af
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9b0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9b1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb531bad,45dc204,45dc9b2


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 713号】「人的資本指標2020」発表、「包摂性へ方向転
換：障害を持つ学習者のために新型コロナウイルス感染症拡大からの教訓を活用する」、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第713号 2020年9月18日 発行

報告書「人的資本指標2020」 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により過去10年間の人
的資本の蓄積が損なわれる恐れ、と新報告書

世界銀行グループは9月16日発表の新報告書「人的資本指標2020」で、新型コロナウイルス
感染症の世界的流行により、最貧国を中心に、過去10年間にようやく達成された保健・教育
分野の成果が損なわれかねない、と指摘しています。同報告書には、世界人口の98％を占め
る174カ国の保健と教育分野について2020年3月までのデータが掲載されており、新型コロ
ナウイルス感染症の世界的流行が始まる以前の子供の保健・教育に関する基準値を示してい
ます。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e38
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e3a


プレスリリース：http://wrld.bg/kcfg30rarOq

報告書「包摂性へ方向転換：障害を持つ学習者のために新型コ
ロナウイルス感染症拡大からの教訓を活用する」

新型コロナウイルス感染症により、障害の有無に関係なく、すべての子供が教室の外で行わ
れる学習にアクセスし参加できる、包摂的な遠隔学習について再検討することが余儀なくさ
れました。世界銀行の包括的教育イニシアティブ（IEI）が発表した新報告書では、障害のあ
る子供たちが直面している多くの課題と遠隔学習を包摂性の視点でとらえた対応策について
論じています。

報告書概要： http://wrld.bg/oEwm30rarOF 
関連セミナー情報（セミナー動画有、9月18日開催）： http://wrld.bg/6I0P30r94ls

人事が語る〜グローバルキャリア構築のための処方箋～ ブログ
シリーズ 第4回「ネットワーキングの妙〜ポストコロナ時代に

通用するスキルとは」

世界銀行本部人事総局の担当者が最新の採用動向、世銀の職場としての魅力などをお伝えす
るブログシリーズの第4回は、戸崎智支 HRビジネスパートナーが、ネットワーキングの目
的を明確にして戦略的にアプローチすることの大切さや、ネットワーキングにおける日本人
の傾向などについてご紹介しています。

特集： http://wrld.bg/9h7630rarOU

ブログ「IDA：脆弱で紛争の影響下に暮らす人々に、より回復
力のある未来を」

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e3b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e3c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e3d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e3e


過去数年、脆弱性と紛争の状況は世界的に悪化を続けており、それらの影響下にある国々は
とりわけ貧困に苦しみ、そして現在では新型コロナウイルス感染症による打撃を受けていま
す。6月に終了した国際開発協会（IDA）のIDA第18次増資 （IDA18）における脆弱性・紛
争・暴力（FCV）への支援は、3年間で102億ドルから230億ドルに増強しましたが、IDA19
（2020年7月～2023年6月）においては、推定250億ドルが、紛争拡大防止や、難民および受
入コミュニティの開発の機会を創出するためのFCVの支援に充てられます。アクセル・ヴァ
ン・トロッツェンバーグ世界銀行専務理事のブログでご覧ください。

ブログ： http://wrld.bg/IptT30rarQY

世銀財務局におけるインターンおよび新卒採用プログラム開始

世界銀行の財務局で新たに、学部4年生を対象とした「ファイナンス・インターンシップ・
プログラム」と、経済、金融または関連分野の学士号を過去1年間（2020年4月以降）に取
得している方を対象とした「ジュニア・アナリスト・プログラム」が立ち上がりました。
「ファイナンス・インターンシップ・プログラム」の募集は2021年初頭からの予定で、
2021年12月から2022年8月までの間に卒業予定の現役の学部生（日本の2021年度の4年生）
が対象です。詳細は、以下のリンクからご覧ください。

詳細： http://wrld.bg/2k4A30rarR2

主なニュース

インド：「グリーンな復興」のための5つの教訓

世界銀行がインドにおいて支援しているプロジェクトによる森林や天然資源、生物多様性の
保全は、気候変動や土地劣化に対する対策となるばかりでなく、新型コロナウイルス感染症
の危機により故郷の村に戻った多くの人々への雇用やビジネスを促進し、景気回復に貢献す
る可能性があります。「グリーンな復興」がもたらす利点について、下記リンクよりご覧く
ださい。

特集： http://wrld.bg/OgWd30rarGk （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e3f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e40
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,4529e41


ウガンダ：小規模灌漑による生産性向上

ウガンダでは、農業が国の経済を支えていますが、農家の人々は水インフラの不足と気候変
動の影響による課題に直面しています。世界銀行は、同国政府のプログラムに3憶ドルの追
加支援を承認し、その一環である小規模灌漑プロジェクトを通じて、小規模農家への灌漑設
備の導入および知識や技術に関する研修を提供し、気候変動への適応と生産性の向上を後押
しします。

特集： http://wrld.bg/Z2cT30rarGp （英語）

デジタル規制に関するハンドブックを発表

情報技術の普及が世界中で広まる中、オンライン上での市民の権利やデータの保護には、強
力な規制環境と政策が必要です。世界銀行と国際電気通信連合（ITU）によるデジタル規制
に関するハンドブックとプラットフォームは、政策立案者と規制当局にデジタル経済の利点
を活用するための実用的なガイダンスを提供します。

特集： http://wrld.bg/xEU630rarGt （英語）

南アジア：人間開発への投資の重要性

新報告書「人的資本指標2020」では、南アジアにおける数百万人の生活が劇的に改善された
ことを示すと同時に、人間開発の成果の強化には、更なる取組みが必要であるとしていま
す。ブログでは、学習レベルの低迷や発育阻害、ショックに対する脆弱性など、貧困層に多
く見られる不平等に着目し、柔軟に対応していくことの重要性を強調しています。

ブログ： http://wrld.bg/XDOQ30rarGu （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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1a8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1a9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1aa
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1ab
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1ac
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1ad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1ae


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=hb298ef6,45285c6,452a1af
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1b0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb298ef6,45285c6,452a1b1


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 712号】信金中央金庫がサステナブル・ディベロップメ
ント・ボンドに投資、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第712号 2020年9月11日 発行

9月18日（金）開催：世界銀行モーニングセミナー（第77回）「包摂性への方向転換：障害を持つ学習者の
ために新型コロナウィルス感染症拡大からの教訓を活用する」

信金中央金庫がサステナブル・ディベロップメント・ボンドに
投資

世界銀行（正式名称：国際復興開発銀行（IBRD）、Aaa/AAA）はこの度、期間10年、総額1
億米ドル（106億円相当）のサステナブル・ディベロップメント・ボンドを発行し、信金中
央金庫が全額を購入しました。 信金中金の本債券への投資は、途上国における自然災害に
対する強靭性向上の支援を重要な投資テーマとしており、災害を含む様々な分野の開発プロ
ジェクトを支えるための世界銀行の資金ニーズに大きく貢献します。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb05cab5,449d33a,449fa94
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb05cab5,449d33a,449fa96


プレスリリース：http://wrld.bg/ZGU730r94oL

新型コロナウィルス感染症の流行下における日本の避難所運営

7月8日に開催された防災グローバルファシリティ主催（GFDRR）のオンラインセミナーで
は、専門家による新型コロナウィルス感染症と熱帯暴風雨による複合災害リスクへの対応か
ら得た貴重な経験と教訓が共有されました。日本からは、東京大学生産技術研究所の沼田宗
純准教授、及び災害対策トレーニングセンター（DMTC）センター長が登壇し、地方自治体
が複合災害リスクへの対策を講じる際に直面する主な課題を挙げ、提言が行われました。

特集： http://wrld.bg/alUp30r94oT

セミナーのお知らせ

IFCキャリアセミナー

日時：2020年9月16日（水）午後6時30分～午後8時
内容：2018年に国際金融公社（IFC）に入社し、インドのニューデリー事務所にて予算管
理、内部統制強化、チームマネージメント、収益（ポートフォリオ）のパフォーマンス・レ
ポーティングなどの業務に従事する酒井太郎ファイナンス・オフィサーが、自身の経歴や
IFCの活動、経理部門での業務についてお話しします。オンラインによる開催となります。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/KQNb30r2wLF

包摂性へ方向転換：障害を持つ学習者のために新型コロナウィルス感染症拡
大からの教訓を活用する
世界銀行モーニングセミナー（第77回）

日時：2020年9月18日（金）午前8時～午前9時
内容：報告書「包摂性への方向転換：障害を持つ学習者のために新型コロナウィルス感染症
拡大からの教訓を活用する」（Pivoting to Inclusion: Leveraging Lessons from the COVID-19
Crisis for Learners with Disabilities）の執筆チームを主導したシャーロット・マクレイン＝
ンハラポ世界銀行グローバル障害アドバイザーが、同報告書の主なポイントをオンラインで

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb05cab5,449d33a,449fa97
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb05cab5,449d33a,449fa98
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb05cab5,449d33a,449fa99


ご紹介します。
詳細・ご質問受付： http://wrld.bg/6I0P30r94ls

 

主なニュース

ウガンダ難民受入地域の道路インフラを改善

世界銀行理事会は9月10日、ウガンダの西ナイル難民受入地域における道路修復プロジェク
トに、国際開発協会（IDA）の第18次増資 難民・受入コミュニティ向け地域サブウィンドウ
を通じた1億3,080万ドルの支援を承認しました。このプロジェクトにより、コンゴ民主共和
国やスーダン南部との貿易を通じた地域統合が促進され、若者や女性の雇用創出が見込まれ
るなど、難民と受入コミュニティの双方に利益をもたらすことが期待されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/yBDi30r9etN （英語）

ネパール：10年間で400万人の雇用増加

世界銀行は、ネパールの雇用について調査した報告書を9月10日に発表しました。報告書で
は、過去10年間で400万近くの雇用が増え、平均的な仕事の質が大幅に向上したものの、と
りわけ女性が家事や農業手伝いなどの無給の仕事に留まっており、中小企業の生産性や成長
を促進する政策を推奨し、起業を含むより良い仕事に女性や若者を結び付けることが改善に
つながるとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/egZF30r9etQ （英語）

ケニア：アフリカの角ゲートウェイ開発プロジェクト

世界銀行理事会は9月8日、ケニアのイシオロ―マンデラ道路回廊が横断する地域における物
品や人の輸送、光ファイバー接続、基本的な社会サービスへのアクセスの改善を目的とし
た、7億5,000万ドルの支援を承認しました。国際開発協会（IDA）を通じた本プロジェクト
により、投資への可能性や、地域や国内の貿易促進、雇用創出、デジタル通信による情報共
有の向上が見込まれます。

プレスリリース： http://wrld.bg/ksOj30r9etU （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hb05cab5,449d33a,449fa9a
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フィリピン：活気に満ちた農業が今後の回復と貧困削減のカギ

世界銀行は新報告書を発表し、フィリピンの農業の近代化を前進させるには、農家の統合や
共同化などへの介入や、eコマース、アグリビジネス起業への投資などのパラダイムシフト
が必要だと指摘しています。また、新型コロナウイルス感染症の流行下であっても、同国の
農業を改革することが危機からの回復、貧困削減、包括的な成長を加速させるために不可欠
だと述べています。

プレスリリース： http://wrld.bg/5UME30r9etX （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
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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 711号】レバノンにおける改革と再建のために断固た
る行動と変化が必要、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第711号 2020年9月4日 発行

レバノンにおける改革と再建のために断固たる行動と変化が必要

レバノンにおける改革と再建のために断固たる行動と変化が必
要

8月4日、首都ベイルートを襲った爆発事故を受けて、世界銀行グループ（WBG）は国連
（UN）と欧州連合（EU）との協力の下、レバノンの省庁や市民社会組織等をはじめとする
主要なステークホルダーと緊密に連携し、損害とニーズに関する緊急アセスメント
（RDNA）を実施しました。インフラと有形資産への損害は最大46億ドルになると見られて
います。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hae05caf,44141be,441a1b1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hae05caf,44141be,441a1b3


プレスリリース：http://wrld.bg/GQCV30r85jK

セミナーのお知らせ

ジェンダーの視点から見た新型コロナウィルス感染症拡大
世界銀行モーニングセミナー（第76回）

日時：2020年9月11日（金）午前8時～午前9時
内容：4月発表の政策ノート「ジェンダーの視点から見た新型コロナウィルス感染症拡大」
（Gender Dimensions of the COVID 19 Pandemic）の共同執筆者であるイシス・ギャディス
世界銀行ジェンダーグループ上級エコノミストが、同報告書の主なポイントをオンラインで
ご紹介します。
詳細・ご質問受付： http://wrld.bg/PMPO30r856s

IFCキャリアセミナー

日時：2020年9月16日（水）午後6時30分～午後8時
内容：2018年に国際金融公社（IFC）に入社し、インドのニューデリー事務所にて予算管
理、内部統制強化、チームマネージメント、収益（ポートフォリオ）のパフォーマンス・レ
ポーティングなどの業務に従事する酒井太郎ファイナンス・オフィサーが、自身の経歴や
IFCの活動、経理部門での業務についてお話しします。オンラインによる開催となります。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/KQNb30r2wLF

 

主なニュース

気候変動対策資金が3年連続で目標を上回る

世界銀行グループの気候変動の課題に対する2020年度の支援は約214億ドルとなり、3年連
続で目標額を上回りました。世界銀行グループの気候変動に関連する融資額は最初の気候変
動行動計画（2016-2020）が実施されてから約5年間で830億ドルに上ります。

特集： http://wrld.bg/MRIl30r854K （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hae05caf,44141be,441a1b4
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ミャンマー：コミュニティ主導型で人々に寄り添った開発を

ミャンマーでは、国際開発協会（IDA）の支援を通じた全国コミュニティ主導型開発プロジ
ェクトにより、2013年以降、同国の橋や道路の建設、および電気や水へのアクセスなどが改
善され、700万人以上が受益しました。同プロジェクトは、男女が平等に恩恵を受けられる
よう女性にプロジェクトへの積極的な関与を促し、現在は受益者の半数以上が女性となって
います。

成果： http://wrld.bg/dshI30r854M （英語）

公共財政管理の改善に向けた投資

政府による透明性の欠如、腐敗への取組みの一環として、世界銀行は各国の公共財政管理
（PFM）の近代化および財政管理情報システム（FMIS）の採用を支援しています。ブログ
では、政府が破壊的技術や財政管理情報システムを取り入れる場合の利点と、市民の視点に
立つことや政府全体で取組むことの重要性を説明しています。

ブログ： http://wrld.bg/GySD30r854P （英語）

持続可能で包摂的な社会を実現するために

世界銀行の社会的持続可能性・包摂性グローバルプラクティスは、経済的および社会的機会
から除外されている人々を支援し、性別、人種、宗教、民族、年齢、性的指向、障害の有無
に関係なく、誰もが開発の恩恵を享受できるように尽力しています。具体的な活動を特集で
ご覧ください。

特集： http://wrld.bg/qPxK30r85Lt （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
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