
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 710号】横浜銀行がサステナブル・ディベロップメン
ト・ボンドに投資、ブログ：新型コロナウィルス感染症の世界的流行―複合災害リスクに
ついて考えるべき5つの理由、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第710号 2020年8月28日 発行

ブログ「新型コロナウィルス感染症の世界的流行:複合災害リスクについて考えるべき5つの理由」 写真：イ
ンドネシア、シナブン山の火山灰雲 ©Unsplash

横浜銀行がサステナブル・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）、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5,000万米ドルのサステナブル・ディベロップメン
ト・ボンドを発行し、株式会社 横浜銀行が全額を購入しました。世界銀行が発行するサス
テナブル・ディベロップメント・ボンドとは、世界銀行が開発途上国のために取り組む様々
なプロジェクトを支援するために発行する債券です。

プレスリリース：http://wrld.bg/7L6630r6Jlu

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd7a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd7c
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd7d


ブログ：新型コロナウィルス感染症の世界的流行―複合災害リ
スクについて考えるべき5つの理由

世界銀行が発表した2020年6月の世界経済見通し（GEP）では、2020年の世界の国内総生産
（GDP）は5.2％縮小し、数百万人が貧困に陥ると予測しています。ブログでは、この前例
のない困難と不確実な状況の中、将来のリスクや災害を考慮して計画を立てるべき理由と、
その計画の立案方法について説明しています。
 
ブログ： http://wrld.bg/57eE30r6wxG 

採用情報：多数国間投資保証機関（MIGA）アンダーライター
募集<9月4日締切>

現在、多数国間投資保証機関（MIGA）では、プロジェクト投資・プロジェクトファイナン
スや政治リスク保険の引受に関する経験と高い能力を持つアンダーライターを3名募集して
います。アンダーライターは、MIGAにおける保証に関する業務の他、新規ビジネスの開拓
や顧客管理、開発支援活動を担います。詳しい業務内容および応募条件については、リンク
先のTORをご覧ください。
 
主な応募条件

金融、経済、国際ビジネス、または関連分野における経営学修士（MBA）または修士
号

リミテッドリコース、ノンリコースプロジェクトファイナンス、および民間、公共セ
クターにおける投資の分析と実行、新興市場の一般インフラおよびエネルギーセクタ
ーにおける複雑な取引に焦点を当てた財務分析の5年以上の経験。
複雑な財務・保証契約の交渉に関する2年以上の実務経験。

 
締切： 2020年9月4日午後8時59分（日本時間）
詳細・応募： http://wrld.bg/6gLz30qYW2F

セミナーのお知らせ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd7e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd7f


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

アフガニスタン：新型コロナウイルス感染症への緊急対応と医療システムの
配備

世界銀行は、国際開発協会（IDA）を通じた1億40万ドルの緊急対応プロジェクトにより、
医療従事者、サービス提供者、医療施設、検査設備、および保健機関を支援し、アフガニス
タンの医療システムの強化に貢献しています。

ブログ： http://wrld.bg/tMaJ30r6xNq （英語）

アフリカ大陸における新型コロナウイルス感染症への共同戦略

新型コロナウイルス感染症により、今後7,100万人が極度の貧困に陥る可能性があり、その3
分の1以上がサブサハラ・アフリカ地域に住む人々だと予想されています。世界銀行が国際
開発協会（IDA）を通じて支援するアフリカ疾病予防管理センター（アフリカCDC）地域投
融資プロジェクトは、アフリカにおける検査能力および対応システムの強化、感染症の予防
と管理に取組んでいます。

ブログ： http://wrld.bg/7rQt30r6xNu （英語）

ジェンダーギャップを埋める方法

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd80
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd81
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd82


洪水リスクや、海岸侵食、固形廃棄物管理、都市のアップグレードに関する地図が男性によ
って作成された場合、女性にとって重要な情報が地図に含まれていない場合があります。デ
ジタル参加型地図作成に女性の参加を促進することにより、地域全体の各都市におけるジェ
ンダーギャップが埋まり、より包括的で強靭性を持った都市開発が後押しされます。

ブログ： http://wrld.bg/zuSY30r6xNz （英語）

パキスタン：灌漑用水の改善により農作物の収穫量が増加

世界銀行は、パキスタンのシンド州における7つの主要運河、28の運河、173の水路のイン
フラ改良、および20万ヘクタールの農地を覆う排水インフラ改善を行うプロジェクトを完了
しました。このプロジェクトにより、容易に水が利用できるようになり、一度離れた農家の
人々がこの地域に戻り新たな作物を育て、作物の収穫量が増加しました。

ブログ： http://wrld.bg/Kw8O30r6xNF （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。
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http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd83
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd84
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd85
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd86
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd87
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd88
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd89
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd8a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=hab345b5,437a737,437bd8b


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 709号】ブログ「新たな貧困層：これまでの貧困層と
の違いと今後の課題」、こくみん共済coopが世界銀行グリーンボンドを購入、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第709号 2020年8月21日 発行

ブログ「新たな貧困層：これまでの貧困層との違いと今後の課題」 写真: 世界銀行/Sambrian Mbaabu

ブログ「新たな貧困層：これまでの貧困層との違いと今後の課
題」

新型コロナウイルス感染症がなければ貧困から抜け出していたはずの人々、ならびに新型コ
ロナウイルス感染症が原因で貧困に陥ると予測される人々が、新たな貧困層となることが予
想されています。ブログでは、新たな貧困層を特定することの重要性、今回の危機により影
響を受けた世帯を効果的に支援するための課題について説明しています。

ブログ：http://wrld.bg/rcBw30r5ul3

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0526
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0528
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0529


こくみん共済coopが世界銀行グリーンボンドを購入

世界銀行（正式名称：国際復興開発銀行（IBRD）、Aaa/AAA）は、期間10年の豪州ドル建
てグリーンボンド（総額1,500万ドル）を発行し、こくみん共済 coop （全国労働者共済生活
協同組合連合会）が全額購入しました。グリーンボンドは地球温暖化に苦しむ開発途上国を
支援するために発行され、その資金は温室効果ガスの排出削減ならびに温暖化による災害等
に対処する世界銀行の開発プロジェクトへの融資に活用されます。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/IeJP30r4md9 

採用情報：多数国間投資保証機関（MIGA）アンダーライター
募集

現在、世界銀行グループMIGA（多数国間投資保証機関）では、プロジェクトファイナンス
や政治リスク保険の引受に関する高い技術力を持つアンダーライターを3名募集していま
す。アンダーライターは、MIGAにおける保証に関する業務の他、新規ビジネスの開拓や顧
客管理、開発支援活動を担います。詳しい業務内容および応募条件については、リンク先の
TORをご覧ください。
  
主な応募条件

金融、経済、国際ビジネス、または関連分野における経営学修士（MBA）または修士
号

リミテッドリコース、ノンリコースプロジェクトファイナンス、および民間、公共セ
クターにおける投資の分析と実行、新興市場の一般インフラおよびエネルギーセクタ
ーにおける複雑な取引に焦点を当てた財務分析の5年以上の経験。
複雑な財務・保証契約の交渉に関する2年以上の実務経験。

  
締切： 2020年9月4日午後8時59分（日本時間）
詳細・応募 ： http://wrld.bg/6gLz30qYW2F

＜締切延長：8月24日正午＞採用情報：東京開発ラーニングセ
ンター（TDLC）廃棄物専門家（デジタル化）募集

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f052a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f052b


世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、コロンビアにおける融資・アドバイ
ザリー事業への技術協力に関わるミッドキャリアの短期コンサルタント（デジタル化）の応
募締切を2020年8月24日（月）正午（日本時間）に延長しました。勤務地は原則日本です。
詳しい業務内容および応募条件については、リンク先のTORをご覧ください。
  
主な応募条件

情報システム、モニタリング・評価システム（M&E）、IT分野での国際的な実務経験
とコンサルティング経験が豊富（10年以上）
環境政策、環境経済学、公共政策、理工・情報通信学で修士号以上
簡潔な分析と提言を作成する実践的な英語でのプレゼン・執筆能力があり、廃棄物を
デジタルなど新たな視点で捉えられる

締切： 2020年8月24日（月）正午（日本時間）
詳細・応募 ： http://wrld.bg/Opke30r5u5d

セミナーのお知らせ

途上国による脱炭素化に向けた長期目標の達成を支援する
世界銀行モーニングセミナー（第75回）

日時：2020年8月28日（金）午前8時～午前9時
内容：6月4日発表の新報告書「世界銀行見通し2050戦略的方向性ノート：脱炭素化に向け
た長期目標の達成を支援する」（World Bank Outlook 2050 Strategic Directions Note:
Supporting Countries to Meet Long-Term Goals of Decarbonization）の共同執筆者であるネ
ハ・ムキ世界銀行気候変動・炭素市場・イノベーションプラクティス上級気候変動専門官
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/C9n930r370v

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0aae
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0aaf


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

女性起業家資金イニシアティブ：第3回目の資金支援を発表

女性起業家資金イニシアティブ（We-Fi）は8月20日、第3回目となる4,930万ドルの支援を
発表しました。今回の支援は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた女性起業家へ
の対応を図るとともに、デジタル開発、パートナーシップ開発、および成果連動メカニズム
の活用などを推し進めて女性起業家の資金調達へのアクセスを促進し、1万5,000件以上の女
性主導によるビジネスを後押しします。

プレスリリース： http://wrld.bg/3W7S30r5u3y （英語）

南アフリカ：結核感染の対策と予防を支援

南アフリカの鉱業セクターでは、10万人あたり2,500件から3,000件の結核の症例が報告され
ており、これは世界保健機関（WHO）が緊急事態とするしきい値の10倍にあたります。世
界銀行はこの問題に取組むために調査とプロジェクトを実施し、2015から2017年の間に、
すべての鉱山労働者の90％が結核の健診を受け、感染が判明した人は治療を受けました。

特集： http://wrld.bg/H4y530r5u3B （英語）

ルワンダ：社会的保護プログラムによる貧困支援

ルワンダは、現在ではアフリカ大陸で2番目に高い成長率を示していますが、今も幼児の発
育不良や教育面に課題が残っています。同国の貧困層を支援するための世界銀行のプログラ
ムでは、2009年以降10万7,000世帯以上への現金給付を行うなど、プログラム全体で13万
3,000世帯以上が受益する見通しです。

特集： http://wrld.bg/8fPu30r5u3D （英語）

エジプト：風力発電でクリーンエネルギーの規模を拡大

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab3


エジプトには豊富な太陽光エネルギー資源がありますが、風力発電の導入にも力を入れてい
ます。同国の風力発電の拡大を目的とした世界銀行のエジプト風力発電開発プロジェクト
は、民間セクターの参入を促進して250メガワットの風力発電所の開発と建設を行い、これ
までに140万人以上が受益しました。

成果： http://wrld.bg/cFiw30r5u3G （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=ha9067f1,42ed308,42f0ab4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0ab9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0aba
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha9067f1,42ed308,42f0abb


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 708号】世界銀行が初の総合的なアジア・インフラ・
サービス検証結果を発表、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第708号 2020年8月14日 発行

世界銀行が初の総合的なアジア・インフラ・サービス検証結果を発表 

世界銀行グループ、2020年度の財務諸表を発表

8月10日、世界銀行グループは、グループ4機関（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））の財務諸表を発表し
ました。世界銀行グループは、途上国における開発成果の向上を支援すると同時に、新型コ
ロナウイルス感染症の保健・経済面への影響軽減に全力を注いでおり、2020年度（2019年7
月1日～2020年6月31日）のコミットメント総額は734億ドルに上りました。これは前年度比
23％増であり、過去10年間における最高水準となります。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aedc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aede


プレスリリース：http://wrld.bg/qJ2x30r4lNp

世界銀行が初の総合的なアジア・インフラ・サービス検証結果
を発表

世界銀行は7月30日、アジアのインフラにおける3大セクターである道路輸送、電力、水・衛
生の整備状況についてのデータをまとめた初の報告書を発表しました。報告書では、入念な
投資計画が、経済成長率の上昇や競争力の強化、新たな経済的機会の提供、人的資本への投
資加速につながるとしています。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/k3AP30r3KHt 

IFC、開発途上国の新型コロナウイルス感染症対策に必要な医
療品の確保へ

IFCは、開発途上国における深刻な医療品の供給不足に対処するべく、総額40億ドルのグロ
ーバル・ヘルス・プラットフォーム（GHP）を新たに立ち上げました。途上国及び先進国の
医療機器・医薬品メーカーとサプライヤー、医療サービス・プロバイダー等への資金提供を
通じ、開発途上国の新型コロナウイルス感染症対策に必要となる医療・医薬品の供給拡大を
目指します。

詳細： http://wrld.bg/OaVH30r4lNP

ブログ：世界中で進む急速な高齢化：都市の備えは？

世界は急速な高齢化に直面しており、中でも都市部では長寿化と少子化が際立っています。
高齢者たちが社会で生き生きと活躍することをサポートするため、世界各国の都市は、どの
ような備えができるでしょうか。世界銀行やTDLCによる取り組み事例などを通じ、解決策
のカギを探ります。ブログ記事をご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aedf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee1


ブログ： http://wrld.bg/Fn8Y30r3KHu

＜締切延長：8月18日正午＞東京開発ラーニングセンター
（TDLC）廃棄物専門家（経済的手法・デジタル化）2名募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、現在募集中のコロンビア国における
融資・アドバイザリー事業への技術協力に関わる廃棄物専門家（ミッドキャリア・短期コン
サルタント）2名の応募締切を2020年8月18日（火）正午（日本時間）に延長しました。勤
務地は原則日本です。下記リンク先のTORをご覧の上、お早目にご応募ください。

詳細・応募： http://wrld.bg/6gLz30qYW2F

セミナーのお知らせ

途上国による脱炭素化に向けた長期目標の達成を支援する
世界銀行モーニングセミナー（第75回）

日時：2020年8月28日（金）午前8時～午前9時
内容：6月4日発表の新報告書「世界銀行見通し2050戦略的方向性ノート：脱炭素化に向け
た長期目標の達成を支援する」（World Bank Outlook 2050 Strategic Directions Note:
Supporting Countries to Meet Long-Term Goals of Decarbonization）の共同執筆者であるネ
ハ・ムキ世界銀行気候変動・炭素市場・イノベーションプラクティス上級気候変動専門官
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/C9n930r370v

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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee4


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

ケニア：インフォーマルな居住地区における生活状況を改善

世界銀行グループ理事会は8月7日、ケニアの都市におけるインフォーマルな居住地に暮らす
人々の生活改善を目的として、国際開発協会（IDA）を通じて1億5,000万ドルのクレジット
を承認しました。このプロジェクトにより、同国の特定都市のインフォーマルな居住地で生
活する170万人の居住権の強化、および道路、水、衛生設備、街灯、コミュニティ施設など
の基本インフラサービスへのアクセス向上が期待されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/gI5930r4lGf （英語）

スーダン：新型コロナウイルス感染症による教育への影響を支援

世界銀行理事会は8月7日、スーダンにおける新型コロナウイルス感染症による教育への影響
を支援するための1,060万ドルのプロジェクトを承認しました。教育のためのグローバルパ
ートナーシップを通じたこのプロジェクトは、学校再開まで家庭での学習、および安全な学
校再開の準備を促進し、同国の540万人の生徒とその保護者、3万3,000人の教師が受益しま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/zxKr30r4lGi （英語）

アフガニスタン：貧困世帯と食料安全保障を保護

世界銀行理事会は8月4日、新型コロナウイルス感染症がアフガニスタンに及ぼした経済的影
響を緩和するために、3億8,000万ドルの支援パッケージの一環として、国際開発協会
（IDA）からの総額2億1,000万ドルのグラントを承認しました。この支援は、同国の貧困世
帯を保護するとともに、食料安全保障の改善や農村地域における短期雇用の提供を促進しま
す。

プレスリリース： http://wrld.bg/Qofm30r4lGx （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423aee7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0c8


南部アフリカ農業生産性プログラム：国境を越えた農業研究を拡充

2013年に開始された南部アフリカ農業生産性プログラム（APPSA）では、これまでに合計
301の農業技術や新たな品種の種子が農家に提供されました。アンゴラとレソトで始まる新
たなプロジェクトにおいては、2020年1月に終了したマラウイ、モザンビーク、ザンビアで
のプロジェクトの教訓を活かし、より良い成果を生むことが期待されます。

成果： http://wrld.bg/QYOy30r4lGJ （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=ha784443,4239342,423b0c9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0ca
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0cb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0cc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0cd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0ce
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0cf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha784443,4239342,423b0d0


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 707号】EU定期経済報告「強靭性の回復」、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3回「空席情報を読み
解く」、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第707号 2020年8月7日 発行

EU定期経済報告「強靭性の回復」 

新型コロナウイルス感染症による所得減少から人々を守る： 8
世帯のうち1世帯には社会的保護が鍵

世界銀行は7月31日発表のEU定期経済報告「強靭性の回復」の中で、新型コロナウイルス感
染症の世界的流行の影響により、8世帯のうち1世帯が長期的な所得減少に直面しており、欧
州連合（EU）加盟国は現行の社会的保護と労働市場支援を強化する必要があるとしていま

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0270
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0272


す。同報告書はまた、市民の所得と労働市場に及ぼす影響に各国が効果的に対応するための
優先事項を挙げています。

プレスリリース：http://wrld.bg/g8J330r370E

TICAD8、チュニジアでの開催決定

2022年に予定されている第8回アフリカ開発会議（TICAD8）は、アフリカでの開催2回目と
なり、チュニジア和国で開催されます。昨年8月に横浜で開催されたTICAD7の成果を踏ま
え、TICAD共催者は開催国チュニジア共和国と協力し、アフリカ自身が主導する発展を引き
続き力強く後押ししていきます。
 
プレスリリース： http://wrld.bg/dr1H30r1LTZ 

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3回「空席情報を読み解く（戸崎智支 HRビジネ

スパートナー）」

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3回は、戸崎智支 HRビジネスパートナーが、自身の応募経験や、世
界銀行グループをはじめとする国際機関の空席公募に関するアドバイスなどをご紹介しま
す。

特集： http://wrld.bg/rcsm30r35yc

8月13日（木）締切：世界銀行東京開発ラーニングセンター
（TDLC）廃棄物専門家（経済的手法・デジタル化）2名募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、コロンビア国における融資・アドバ
イザリー事業への技術協力の一環として、廃棄物専門家（ミッドキャリア・短期コンサルタ
ント）を2名募集しております。勤務地は原則日本で、応募締切は2020年8月13日（木）で

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0273
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0274
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0275


す。下記リンク先のTORをご覧の上、お早目にご応募ください。

詳細・応募： http://wrld.bg/6gLz30qYW2F

セミナーのお知らせ

途上国による脱炭素化に向けた長期目標の達成を支援する
世界銀行モーニングセミナー（第75回）

日時：2020年8月28日（金）午前8時～午前9時
内容：6月4日発表の新報告書「世界銀行見通し2050戦略的方向性ノート：脱炭素化に向け
た長期目標の達成を支援する」（World Bank Outlook 2050 Strategic Directions Note:
Supporting Countries to Meet Long-Term Goals of Decarbonization）の共同執筆者であるネ
ハ・ムキ世界銀行気候変動・炭素市場・イノベーションプラクティス上級気候変動専門官
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/C9n930r370v

IFCキャリアセミナー
酒井太郎ファイナンス・オフィサー

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オンラインでお話しします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/KQNb30r2wLF

 

主なニュース

デジタル革命を利用した食品システム構築

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0276
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0277
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0278


より包括的で強靭性を持った持続可能な食料システムのモデルに移行するには、システム全
体にわたる情報の非対称性と取引コストを修正することが重要です。デジタルテクノロジー
を利用した、健全な人、社会、地球を実現するための食料システムの構築について、下記リ
ンクよりご覧ください。

ストーリー： http://wrld.bg/bAvO30r365Y （英語）

世界銀行が初の総合的なアジア・インフラ・サービス検証結果を発表

世界銀行は7月30日、アジアのインフラにおける3大セクターである道路輸送、電力、水・衛
生におけるインフラ供給に関する初の報告書を発表しました。報告書では、同地域の経済成
長率や競争力を高め、新たな経済的機会を提供し、人的資本の改善を促進するには、入念な
投資計画が必要だとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/XOED30r3661 （英語）

新型コロナウイルス感染症が中央アジア地域にもたらす人間開発危機

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、学生が全人口のほぼ半分を占める中央アジア諸国
の教育や人的資本、経済的および社会的発展に有害で長期的な影響を及ぼす可能性がありま
す。今回の危機により、同地域だけで440億ドルの経済的損失が予想され、今後数十年にわ
たる悪影響が続くと見られます。

プレスリリース： http://wrld.bg/DJuZ30r3664 （英語）

バングラデシュ：世界銀行の支援により穀物備蓄の貯蔵能力を強化

世界銀行理事会は7月31日、バングラデシュにおける食料安全保障を強化するため、国際開
発協会（IDA）を通じた2億200万ドルの追加支援を承認しました。このプロジェクトにより
公共の貯蔵施設が改善され、穀物の貯蔵量が53万5,500トン増加します。

プレスリリース： http://wrld.bg/torq30r3669 （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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0279
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b027a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b027b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b027c


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=ha52bb01,41ae18a,41b027d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b027e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b027f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0280
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=ha52bb01,41ae18a,41b0281
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