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2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション締切間近

世界銀行グループは、グループ機関の世界銀行、国際金融公社（IFC）及び多数国間投資保
証機関（MIGA）による日本人を対象とした採用募集を2020年1月に開始し、3月中旬にリク
ルートミッションを派遣して、事前に行われる書類選考を通った候補者の面接を行います。
今回のリクルートミッションでは、特に脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響下にある国への
支援強化のため、FCV戦略に沿った支援に求められるスキルを有する専門家を数多く募集致
します。
専門性をグローバルに活かせるまたとないチャンスです。各ポジションとも締切間近となっ
ていますので、この機会を逃さずご応募ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0ad
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0af


締切日はポジションにより異なりますのでご注意ください。以下のポジションは、締切間近
となっています。2月7日以降締切のポジションについては、ウェブサイトからご覧くださ
い。

■2020年1月31日午後11時59分（UTC）締切のポジション
上級ガバナンス専門官 ＜WB5＞
シニアエコノミスト＜WB6＞
エコノミスト ＜IFC8＞

■2020年2月3日午後11時59分（UTC）締切のポジション
エコノミスト＜MIGA2＞

■2020年2月5日午後11時59分（UTC）締切のポジション
オペレーションズ・アナリスト＜MIGA3＞

■2020年2月6日午後11時59分（UTC）締切のポジション
インベストメント・アナリスト＜IFC1＞
インベストメント・オフィサー/ アソシエイト・インベストメント・オフィサー＜IFC2＞
アップストリーム・オフィサー
シニア・アップストリーム・オフィサー
オペレーションズ・アナリスト＜IFC5＞
オペレーションズ・オフィサー＜IFC6A＞＜IFC6B＞
ポートフォリオ・アナリスト＜IFC7＞
環境・社会開発専門官＜IFC9＞
リスク・アナリスト＜IFC10＞
アソシエイト・リスク・オフィサー＜IFC11＞
 
詳細： http://wrld.bg/wK4t30pZuXg 

ブログ：アフリカでの絶好の機会を捉えるために

デイビッド・マルパス世界銀行グループ総裁は、1月20日にロンドンで開催された「英国・
アフリカ投資サミット」において、経済プログラムにおける抜本的改善の重要性や、その難
しさについて強調しました。マルパス世界銀行グループ総裁のブログ（日本語訳）でご覧く
ださい。

ブログ： http://wrld.bg/xipu30qdJp1

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b1


世界銀行東京防災ハブ動画：報告書「ライフライン」報告書
著者インタビュー

9月24日に行われた防災セミナーにて、自然災害に対するインフラの強靱性の強化について
の報告書「ライフライン：強靱なインフラ構築がもたらす機会」の主執筆者が、自然災害に
対する強靭なインフラ構築と投資の必要性についてインタビューで語っています。動画でご
覧ください。

パート 1： http://ow.ly/uJ1U30qdJfD
パート 2： http://ow.ly/9fnm30qdJfG

セミナーのお知らせ

大阪開催：第27回ワン・ワールド・フェスティバルに世界銀行グループも参
加

日時：2020年2月1日（土）～2日（日）午前10時～午後5時
場所：カンテレ扇町スクエア、北区民センター、扇町公園（大阪市） 
内容：大阪で開催予定の「第27回ワン・ワールド・フェスティバル」に世界銀行グループも
参加します。セミナー「国際金融機関（IFIs）で働こう」への登壇のほか、2日間にわたりブ
ースを出展します。ぜひご来場ください。
詳細： http://wrld.bg/q20L30qdIX9

ジェンダー平等な世界の実現に向けて：世界銀行グループ、JICAの取り組み

日時：2020年2月3日（月）午後4時～午後6時
場所：JICA市ヶ谷ビル 国際会議場 http://ow.ly/ZMVh30qa8NB 
内容：カレン・グロウン 世界銀行ジェンダーグループシニアディレクターの就任後初めて
の来日の機会を捉え、同シニアディレクターよりグローバルな開発課題とジェンダー平等に
向けた現況と展望、世界銀行がジェンダー平等のために果たす役割と今後の計画などをご紹
介します。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/pzqp30qa96w

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0bb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0bc


「日本における統合都市洪水リスク管理」の出版 日本の都市水害対策の教
訓を途上国へ
第23回防災セミナー 世界銀行ナレッジノートシリーズ

日時：2020年2月3日（ 月 ）午前10時～午前11時45分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：日本の様々な都市洪水対策の取組を実施してきた知見をまとめ、途上国で様々な水害
リスクに対する対策を講じる実務者が活用できるよう、世界銀行では日本の統合都市洪水リ
スク管理(IUFRM)の取り組みから学んだ多くの重要な教訓を取りまとめた一連のナレッジノ
ートを作成しました。本セミナーは4編のナレッジノートの出版を記念し、世界と日本の都
市洪水対策の課題や対策について専門家を交えて議論します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/1YgT30qa7gv
（本セミナーは定員に達しましたので、お申込みを締め切りました。多数の方にお申込みい
ただき、誠にありがとうございました。）

世界銀行グループジョブフェア（於：ワシントンDC） 

日時：2020年2月3日（月）午前9時～午後4時（EST）
場所：世界銀行本部（1818 H Street NW）
内容：世界銀行は、脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響下にある国々への支援を拡大するた
めリクルートメント・ドライブを進めています。ワシントンDCにある世界銀行本部で開催
される今回のジョブフェアでは、世界銀行が今年6月までに採用を計画している100以上のポ
ジションをご紹介し、要件を満たした方からの応募を受け付けます。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/NxlI30qa99B

CVの書き方
キャリアセミナー

日時：2020年2月5日（水）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、現在日本国籍を持つ方を対象とした職員募集を行っておりま
す。本セミナーでは、主に世界銀行のポジションに応募することを前提としたCVの書き方
指導、キャリアアドバイスを行います。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/ARt230qdIR2

ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビジネス分野の規制を比較する

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0bd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0be
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0ba


世界銀行モーニングセミナー（第58回）
日時：2020年2月19日（水）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：世界銀行が10月に発表した新報告書「ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビ
ジネス分野の規制を比較する」では、世界115カ国・地域の政府が、民間セクターのビジネ
ス環境を改善し、雇用の創出や商業活動の拡大、所得向上への道筋をつけるため、この1年
間に294件の改革を実施したと指摘しています。同報告書の作成・執筆担当チームを統括す
るバレリア・ペロッティ世界銀行開発経済総局（DEC）ビジネス環境の現状プログラムマネ
ージャーがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご
質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/4XGc30q9f9O

TDLCマルチメディアスペシャリスト（短期コンサルタン
ト）、都市開発・まちづくりリサーチインターン募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、マルチメディアスペシャリスト（短
期コンサルタント）、都市開発・まちづくりに関するリサーチインターン（有給）を募集し
ております。共に勤務地は東京、応募締切は2020年2月14日（金）です。

マルチメディアスペシャリスト（短期コンサルタント）詳細： http://wrld.bg/sbRA30qbV0L
都市開発・まちづくりリサーチインターン詳細： http://wrld.bg/CW7m30qbV0r

主なニュース

タイ：絵画コンテストで青少年が描く国の未来

世界銀行は、タイへの支援開始から70周年に当たり、新たな国別パートナーシップ枠組みが
実施されることを記念して、全国の青少年を対象に、国の未来をテーマとする絵画コンテス
トを開催しました。環境や気候変動、持続的成長、質の高い教育、文化の多様性等が絵画を
通じて表現されました。

特集： http://wrld.bg/feNd30qdIcI （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0bf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0b7


ベナン：パーボイルド米の生産が農村コミュニティを活性化

「西アフリカ農業生産性向上プログラム（WAAPP）」の一環として、より多くの収入を得
るためにパーボイルド米生産の協同組合が立ち上げられたことで、農村部に暮らす多くの女
性がチャンスをつかみました。国際開発協会（IDA）の資金を受けて生産技術の無料研修や
近代的な機器の調達が進められた結果、処理能力が飛躍的に改善し、質の高いコメの選別に
も役立っています。

特集： http://wrld.bg/ZE4330qdIe0 （英語）

マーシャル諸島：子供たちの明るい未来のために

マーシャル諸島では5歳未満児の35％が中程度以上の慢性栄養不良状態にあります。そこ
で、国際開発協会（IDA）の資金1,300万ドルを受けたプロジェクトが、生後1,000日未満の
乳児を支援します。同プロジェクトは、人的資本プロジェクトの一環であり、国中の子供た
ちが元気に成長し学習できるようにすることを目指します。

特集： http://wrld.bg/EtBf30qdIen （英語）

カンボジア：子供の教育に対する母親の向き合い方を改善

2015年、カンボジアで、保育施設がないために幼児教育を受けられない3～4歳児は77.1％
でした。水上生活者のための早期幼児開発（ECCD)プロジェクトにより7つのコミュニティ
保育センターが建設され、1,021人が幼児教育を受けられるようになり、多くの父兄が研修
を受けました。

特集： http://wrld.bg/AmsA30qdIf2 （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=h651d067,3198423,319b0c0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0c1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0c2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0c3


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=h651d067,3198423,319b0c4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0c5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h651d067,3198423,319b0c6
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【世界銀行東京事務所 Eニュース 680号】富国生命が世界銀行の「サステナブル・ディ
ベロップメント・ボンド」を購入、2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション募集
中、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第680号 2020年1月24日 発行

富国生命が世界銀行の「サステナブル・ディベロップメント・
ボンド」を購入ー 障がい者支援への取組み ー

開発プロジェクトを通じて障がい者を積極的に支援する世界銀行（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）が発行するサステナ
ブル・ディベロップメント・ボンドに、富国生命保険相互会社（フコク生命）が投資を実施
しました。債券投資を通じて、障がい者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。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e3f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e41


世界銀行では、障がい者を包摂した開発の調査分析、データ、優れた事例の共有を進めると
ともに、今後の加盟国への融資においても、障がい者への支援が確実に組み込まれるよう新
たな環境や社会の枠組みを活用し開発支援プロジェクトを実施します。

プレスリリース：http://wrld.bg/IVtp30qbUSS

2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション募集中

世界銀行グループは、グループ機関の世界銀行、国際金融公社（IFC）及び多数国間投資保
証機関（MIGA）による日本人を対象とした採用募集を2020年1月に開始し、3月中旬にリク
ルートミッションを派遣して、事前に行われる書類選考を通った候補者の面接を行います。
今回のリクルートミッションでは、特に脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響下にある国への
支援強化のため、FCV戦略に沿った支援に求められるスキルを有する専門家を数多く募集致
します。
専門性をグローバルに活かせるまたとないチャンスです。この機会を逃さずご応募くださ
い。

締切日はポジションにより異なりますのでご注意ください。以下のポジションは、締切間近
となっています。

■2020年1月29日午後11時59分（UTC）締切のポジション
上級環境・社会専門官＜MIGA1＞
アソシエイト・ポートフォリオ・オフィサー < IFC12 >

■2020年1月31日午後11時59分（UTC）締切のポジション
上級ガバナンス専門官 ＜WB5＞
シニアエコノミスト＜WB6＞
エコノミスト ＜IFC8＞

詳細： http://wrld.bg/wK4t30pZuXg 

日本と国際開発協会（IDA）

世界の最貧国（うち39カ国はアフリカ諸国）に対する資金援助を行う国際開発協会（IDA）
の活動を地域とテーマ別に更新しました。以下ページからご覧ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e42
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e43


詳細： http://wrld.bg/aKb530qbUI6

採用情報：東京開発ラーニングセンター（TDLC）マルチメデ
ィアスペシャリスト（短期コンサルタント）募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、マルチメディアスペシャリスト（短
期コンサルタント）を募集 しております。勤務地は東京、応募締切は2020年2月14日（金）
です。

＜主な職務内容＞
世界銀行の東京開発ラーニングセンター（TDLC）にて、公開セミナー等の機材運用計画を
立案・助言し、ビデオ会議とWebExの接続状況モニター、コントロール室と会議室の定期保
守点検支援などを実施。
＜応募条件＞

オーディオ・ビジュアル分野での業務経験が3年以上ある方 。ビデオおよびオーディオ機器
に関する専門レベルの知見と経験があり、会議ブリッジを操作した経験を有するか、学ぶ意
欲のある方。ビデオ編集ソフトを使用した経験、および使用する能力を有することが望まし
い。

応募締切： 2020年2月14日（金）

詳細： http://wrld.bg/sbRA30qbV0L

インターン情報：東京開発ラーニングセンター（TDLC）都市
開発・まちづくりリサーチインターン募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、都市開発・まちづくりに関するリサ
ーチインターン（有給）を募集 しております。勤務地は東京、応募締切は2020年2月14日
（金）です。

＜主な職務内容＞
世界銀行の東京開発ラーニングセンター（TDLC）にて、都市開発関連の調査補助、研究報
告書・ブリーフィングノートなどの資料作成補助を遂行。
＜応募条件＞

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e44
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e45


都市計画、都市経済、都市開発・政策（都市政策、住宅）、都市インフラまたは関連分野を
専攻している学生の方。
応募締切： 2020年2月14日（金）

詳細： http://wrld.bg/CW7m30qbV0r

セミナーのお知らせ

世界銀行で働く＆CVの書き方
キャリアセミナー

日時：2020年1月30日（木）午後6時30分～午後8時30分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容：第1部では、2017年日本人採用リクルートミッションを通じて採用された瀬山奏・世
界銀行ガバナンスグローバルプラクティス公共セクター専門官が、自身の世界銀行入行前か
ら現在に至るキャリアパス、これまでどのような業務に従事してきたか、世界銀行で求めら
れる人材像などについてお話します。第2部は、3月に来日する世界銀行グループ・リクルー
トミッションへの応募準備に向けたCVの書き方セミナーとなります。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/9cOI30qa6mx

ジェンダー平等な世界の実現に向けて：世界銀行グループ、JICAの取り組み

日時：2020年2月3日（月）午後4時～午後6時
場所：JICA市ヶ谷ビル 国際会議場 http://ow.ly/ZMVh30qa8NB 
内容：カレン・グロウン 世界銀行ジェンダーグループシニアディレクターの就任後初めて
の来日の機会を捉え、同シニアディレクターよりグローバルな開発課題とジェンダー平等に
向けた現況と展望、世界銀行がジェンダー平等のために果たす役割と今後の計画などをご紹
介します。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/pzqp30qa96w

「日本における統合都市洪水リスク管理」の出版 日本の都市水害対策の教
訓を途上国へ
第23回防災セミナー 世界銀行ナレッジノートシリーズ

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e46
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e47
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e4a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e4b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e4c


日時：2020年2月3日（ 月 ）午前10時～午前11時45分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：日本の様々な都市洪水対策の取組を実施してきた知見をまとめ、途上国で様々な水害
リスクに対する対策を講じる実務者が活用できるよう、世界銀行では日本の統合都市洪水リ
スク管理(IUFRM)の取り組みから学んだ多くの重要な教訓を取りまとめた一連のナレッジノ
ートを作成しました。本セミナーは4編のナレッジノートの出版を記念し、世界と日本の都
市洪水対策の課題や対策について専門家を交えて議論します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/1YgT30qa7gv

世界銀行グループジョブフェア（於：ワシントンDC） 

日時：2020年2月3日（月）午前9時～午後4時
場所：世界銀行本部（1818 H Street NW）
内容：世界銀行は、脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響下にある国々への支援を拡大するた
めリクルートメント・ドライブを進めています。ワシントンDCにある世界銀行本部で開催
される今回のジョブフェアでは、世界銀行が今年6月までに採用を計画している100以上のポ
ジションをご紹介し、要件を満たした方からの応募を受け付けます。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/NxlI30qa99B

ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビジネス分野の規制を比較する
世界銀行モーニングセミナー（第58回）

日時：2020年2月19日（水）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：世界銀行が10月に発表した新報告書「ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビ
ジネス分野の規制を比較する」では、世界115カ国・地域の政府が、民間セクターのビジネ
ス環境を改善し、雇用の創出や商業活動の拡大、所得向上への道筋をつけるため、この1年
間に294件の改革を実施したと指摘しています。同報告書の作成・執筆担当チームを統括す
るバレリア・ペロッティ世界銀行開発経済総局（DEC）ビジネス環境の現状プログラムマネ
ージャーがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご
質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/4XGc30q9f9O

主なニュース

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e48
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e4d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e4e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e49
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,3120e4f


アフガニスタン：政情不安にもかかわらず経済成長を拡大

半期に一度発表される開発報告書の最新版は、干ばつからの復興を経て農業生産高が大幅に
拡大したことで、2019年の成長率は推定2.9％に達した一方で、長引く政情不安が信認を低
下させ投資の落ち込みを招いていると指摘しています。分析の根拠としては、2019年9月の
大統領選挙の影響やタリバンとの和平合意の見通し等を取り上げています。

プレスリリース： http://wrld.bg/V9ot30qbSGP （英語）

ウズベキスタン：世界銀行からの追加支援を受け、改革は次の段階へ

世界銀行のヨーロッパ・中央アジア地域総局のシリル・ミューラー副総裁が1月、ウズベキ
スタンのミルジヨーエフ大統領と会談し、経済の目覚ましい転換により国民の生活改善の機
会を創出したとして政府の取組みを歓迎しました。追加支援1億ドルは、国内300の村落で学
校、医療施設、水供給と衛生、廃棄物処理サービス等の基礎インフラ整備に充てられます。

プレスリリース： http://wrld.bg/4cyV30qbSGo （英語）

ケニア：データ収集能力の強化に向けて

経済成長と改革が進むケニアは、アフリカ東部への商業ゲートウェイの役割を担っています
が、さらなる開発効果を達成するために、近代的なシステムを活用し信頼性の高い統計をま
とめる必要に迫られています。国際開発協会（IDA）資金と2007年から続く世界銀行の支援
を受けて、国家統計局が主要指標の刷新とデータ・エコシステム改善を図っています。

成果： http://wrld.bg/ONAY30qbSGr （英語）

マダガスカル：現金給付プログラムを通じ、貧困の3大要因を緩和

2013～15年の干ばつにより、国内で最も貧しい地域で農作物の収穫が途絶え、数百人が食
糧不足に陥りました。そこで、生活水準向上、人的資本の強化、経済活動の再開を目標に国
際開発協会（IDA）資金による現金給付プログラムが導入された結果、45万人以上が恩恵を
受け、子供の学校教育や雇用の安定が可能になりました。

特集： http://wrld.bg/JTds30qbSGC （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

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d3


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=h63cae38,3120115,31215d4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215d9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h63cae38,3120115,31215da


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 679号】報告書「女性・ビジネス・法律2020」発
表、2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション：国際金融公社（IFC）募集開
始、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第679号 2020年1月17日 発行

新報告書「女性・ビジネス・法律2020」：女性の経済参加推
進のため、40カ国が62件の法改正を実施

14日、世界銀行は新報告書「女性・ビジネス・法律2020」の中で、女性の経済参加推進の
ため、2年間で40カ国が62件の法改正を実施したと発表しました。しかし、まだ多くの国で
女性の法的権利は男性に比べ限られていると指摘しています。同報告書は、190カ国の主要
都市を対象とし、可動性、職場、賃金、結婚、育児、起業、資産、年金 の8つの分野で、法
律が男女平等に及ぼす影響を検証しています。

プレスリリース：http://wrld.bg/C3BE30q9OOY
報告書：http://wrld.bg/ky6d30q9OPw （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5c7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5c9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5ca
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5cb


2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション：国際金融
公社（IFC）募集ポジション公開

国際金融公社（IFC）は、リクルートミッションのポジション及びTORを公開し、募集を開
始しました。詳細は以下リンクからご覧ください。
 
詳細： http://wrld.bg/wK4t30pZuXg 

世界銀行スタッフの横顔第55回「世界銀行グループ 多数国間
投資保証機関（MIGA）駐日代表」

日本企業が途上国に投資する際の政治リスクを保証し、途上国を支援する多数国間投資保証
機関（MIGA）の林田修一駐日代表のインタビュー記事を掲載しました。国籍や経験など、
多様性に富む職場環境での仕事の醍醐味や途上国開発におけるMIGAの役割を紹介していま
す。

インタビュー： http://wrld.bg/bP1l30qa7HO

特集：「Understanding Risk Europe」において緊急時対応
手段に関する日本の教訓を共有

世界銀行グループと防災グローバル・ファシリティ（GFDRR）は2019年11月27日から29
日、ルーマニアのブカレストにて、同国政府と共同で「Understanding Risk Europe」を開催
しました。「自然災害の財政的・経済的影響の評価と対応：国の金融強靭性に関する近年の
経験と新機軸」をテーマに議論されたセッションでは、災害発生直後の最も緊急で資金が必
要な際に資金を提供するための事前取り決め型金融手段の開発とその後の採用に関し、様々
な国の経験を紹介しました。

特集： http://wrld.bg/5DFQ30qa6CY

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5cc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5cd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5ce


ブログ：高まる気候変動・災害の脅威—強靭なインフラに向け
てさらに力強い取り組みを

災害が発生すると誰もが危険にさらされます。しかし、もっとも大きな打撃を受けるのは貧
しい人々です。気候変動および災害のリスクが悪化している時代において、世界銀行と国連
防災機関（UNDRR）は、都市やコミュニティが資源を結集し、気候変動対策に貢献できる
災害に強いインフラ（住宅、学校、道路）構築を目的とした地域単位の対策を講じられるよ
う支援することに力を注いでいます。

ブログ： http://wrld.bg/W3I130qa6DC

セミナーのお知らせ

国際金融公社 （IFC）リクルートミッション・キャリアセミナー

日時：2020年1月20日（月）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：今回のキャリアセミナーでは、2020年3月に予定しているリクルートミッションにつ
いてご紹介します。当日は、2018年のリクルートミッションで採用されたインベストメン
ト・オフィサーが、シンガポール・オフィスよりビデオで参加し、自身の経歴やIFCの活
動、 投融資部門での業務についてお話します。また、人事担当者より、CVやカバーレター
の書き方、面接対策についてご紹介します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/IE9J30q3xBY

世界金融開発報告2019－2020：世界金融危機から10年－途上国の銀行規制
と監督
世界銀行モーニングセミナー（第57回）

日時：2020年1月22日（水）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11月発表の新報告書「世界金融開発報告2019－2020：世界金融危機から10年
－途上国の銀行規制と監督」（Global Financial Development Report 2019 / 2020: Bank
Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis）の執筆担当でタスク
チームリーダーでもあるダビデ・マーレ世界銀行開発経済総局（DEC）リサーチエコノミス

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5cf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5d0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5d1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5d2


トがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご質問に
お答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/cu9930q8eA8

世界銀行で働く＆CVの書き方
キャリアセミナー

日時：2020年1月30日（木）午後6時30分～午後8時30分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容：第1部では、2017年日本人採用リクルートミッションを通じて採用された瀬山奏・世
界銀行ガバナンスグローバルプラクティス公共セクター専門官が、自身の世界銀行入行前か
ら現在に至るキャリアパス、これまでどのような業務に従事してきたか、世界銀行で求めら
れる人材像などについてお話します。第2部は、3月に来日する世界銀行グループ・リクルー
トミッションへの応募準備に向けたCVの書き方セミナーとなります。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/9cOI30qa6mx

ジェンダー平等な世界の実現に向けて：世界銀行グループ、JICAの取り組み

日時：2020年2月3日（月）午後4時～午後6時
場所：JICA市ヶ谷ビル 国際会議場 http://ow.ly/ZMVh30qa8NB 
内容：カレン・グロウン 世界銀行ジェンダーグループシニアディレクターの就任後初めて
の来日の機会を捉え、同シニアディレクターよりグローバルな開発課題とジェンダー平等に
向けた現況と展望、世界銀行がジェンダー平等のために果たす役割と今後の計画などをご紹
介します。
詳細・お申込み：http://wrld.bg/pzqp30qa96w

「日本における統合都市洪水リスク管理」の出版 日本の都市水害対策の教
訓を途上国へ
第23回防災セミナー 世界銀行ナレッジノートシリーズ

日時：2020年2月3日（ 月 ）午前10時～午前11時45分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd 
内容：日本の様々な都市洪水対策の取組を実施してきた知見をまとめ、途上国で様々な水害
リスクに対する対策を講じる実務者が活用できるよう、世界銀行では日本の統合都市洪水リ
スク管理(IUFRM)の取り組みから学んだ多くの重要な教訓を取りまとめた一連のナレッジノ
ートを作成しました。本セミナーは4編のナレッジノートの出版を記念し、世界と日本の都

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5d3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5d4
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市洪水対策の課題や対策について専門家を交えて議論します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/1YgT30qa7gv

世界銀行グループジョブフェア（於：ワシントンDC） 

日時：2020年2月3日（月）午前9時～午後4時
場所：世界銀行本部（1818 H Street NW）
内容：世界銀行は、脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響下にある国々への支援を拡大するた
めリクルートメント・ドライブを進めています。ワシントンDCにある世界銀行本部で開催
される今回のジョブフェアでは、世界銀行が今年6月までに採用を計画している100以上のポ
ジションをご紹介し、要件を満たした方からの応募を受け付けます。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/NxlI30qa99B

ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビジネス分野の規制を比較する
世界銀行モーニングセミナー（第58回）

日時：2020年2月19日（水）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：世界銀行が10月に発表した新報告書「ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビ
ジネス分野の規制を比較する」では、世界115カ国・地域の政府が、民間セクターのビジネ
ス環境を改善し、雇用の創出や商業活動の拡大、所得向上への道筋をつけるため、この1年
間に294件の改革を実施したと指摘しています。同報告書の作成・執筆担当チームを統括す
るバレリア・ペロッティ世界銀行開発経済総局（DEC）ビジネス環境の現状プログラムマネ
ージャーがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご
質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/4XGc30q9f9O

 

主なニュース

ミャンマー：世界経済の低迷にもかかわらず着実に成長

ミャンマーの2019-2020年における成長は、6.4パーセントと予測されています。特にサービ
ス・セクターの成長が堅調ですが、世界経済・域内経済の成長鈍化と貿易摩擦が下振れリス
クと考えられます。紛争、民間セクターの生産性低迷、組織・制度面の制約が投資家心理を
冷え込ませ、長期的展望の脅威となっているため、紛争の原因解消、社会的包摂の促進、民

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5d9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5da
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5db
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6263066,3093bea,30aa5dc


間セクターの多様化を通じ将来的な繁栄の基盤を築く必要があります。

プレスリリース： http://wrld.bg/A54v30qa8bs （英語）

ネパール：地震後の住宅再建のため新たに8万6,000世帯を支援

2015年のネパール地震による被害はGDPの35％に相当し、復興ニーズは70億ドルとみられ
ています。今回の追加融資は2015年6月に承認された「地震後の住宅再建プロジェクト
（EHRP）」の一環で、同プロジェクトは、地震に強い建設技術や資材を用いてより安全で
持続可能な住宅・コミュニティを作ることで、長期的な強靭性の構築を目指しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/lNNW30qa8bv （英語）

ペルー：22県で都市管理と所得創出の強化を支援

世界銀行理事会は10日、「国家都市土地台帳・自治体支援」プロジェクトに対する5,000万
ドルの融資を承認しました。これにより、都市部の土地台帳整備の他、都市管理、防災、税
徴収の有効性拡大に向けて22の県に技術協力を行います、更に、ドローンで撮影した画像を
用いるなどのイノベーションにより時間とコストの削減を目指します。

プレスリリース： http://wrld.bg/nyh730qa8bw （英語）

ソマリア：強靭かつ持続可能な洪水後復旧の支援により飢餓を予防

干ばつ後の飢饉発生を食い止めるための国際社会の努力に貢献するため、世界銀行は2017
年、わずか5週間で5,000万ドルのソマリア緊急干ばつ対策・復興プロジェクトを立ち上げま
した。プロジェクトは1年余りで実行され、当初の目標を上回る成果を上げました。

成果： http://wrld.bg/gDnt30qa8bA （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 Eニュース 678号 】「世界経済見通し」2020年1月版発表、14
の図表で見る2019年、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第678号 2020年1月15日 発行

「世界経済見通し」2020年1月版発表：2020年の世界経済の
成長率は2.5％までわずかに上昇する見通し

世界銀行は、半年ごとに発行している「世界経済見通し」の2020年1月版で、2020年の世界
経済成長率は2019年の2.4％をわずかに上回る2.5％となる見通しを発表した。先進国につい
ては、製造業の長引く不振などから、成長率は1.6％から1.4％に減速し、新興国・途上国の
成長率は昨年の3.5％から今年は4.1％に加速すると予測しています。 

プレスリリース： http://wrld.bg/3kRk30q8eob 

2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション：国際金融

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h61d1077,3032cca,3084283
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h61d1077,3032cca,3084285
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公社（IFC）募集ポジション公開

国際金融公社（IFC）は、リクルートミッションのポジションを公開しました。応募は1月
16日（木）開始です。
詳細は以下リンクからご覧ください。
 
詳細： http://wrld.bg/wK4t30pZuXg 

14の図表で見る2019年

2010年代、最貧国では水、電気、衛生設備（例えばトイレ）へのアクセスが拡大し、貧困率
と子供の死亡率が低下するなど、世界では多くの分野で進歩が見られました。2020年を迎え
るにあたり、目覚ましい達成があったことと並び、深刻な課題が残っていることを14のチャ
ートでご覧ください。

特集：http://wrld.bg/iIA030q8eoB

セミナーのお知らせ

国際金融公社 （IFC）リクルートミッション・キャリアセミナー

日時：2020年1月20日（月）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：今回のキャリアセミナーでは、2020年3月に予定しているリクルートミッションにつ
いてご紹介します。当日は、2018年のリクルートミッションで採用されたインベストメン
ト・オフィサーが、シンガポール・オフィスよりビデオで参加し、自身の経歴やIFCの活
動、 投融資部門での業務についてお話します。また、人事担当者より、CVやカバーレター
の書き方、面接対策についてご紹介します。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/IE9J30q3xBY

世界金融開発報告2019－2020：世界金融危機から10年－途上国の銀行規制
と監督
世界銀行モーニングセミナー（第57回）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h61d1077,3032cca,3084287
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h61d1077,3032cca,3084288
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日時：2020年1月22日（水）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11月発表の新報告書「世界金融開発報告2019－2020：世界金融危機から10年
－途上国の銀行規制と監督」（Global Financial Development Report 2019 / 2020: Bank
Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis）の執筆担当でタスク
チームリーダーでもあるダビデ・マーレ世界銀行開発経済総局（DEC）リサーチエコノミス
トがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご質問に
お答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/cu9930q8eA8

ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビジネス分野の規制を比較する
世界銀行モーニングセミナー（第58回）

日時：2020年2月19日（水）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：世界銀行が10月に発表した新報告書「ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビ
ジネス分野の規制を比較する」では、世界115カ国・地域の政府が、民間セクターのビジネ
ス環境を改善し、雇用の創出や商業活動の拡大、所得向上への道筋をつけるため、この1年
間に294件の改革を実施したと指摘しています。同報告書の作成・執筆担当チームを統括す
るバレリア・ペロッティ世界銀行開発経済総局（DEC）ビジネス環境の現状プログラムマネ
ージャーがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご
質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/4XGc30q9f9O

主なニュース

バヌアツ：防災に大きな後押し

世界銀行理事会は1月8日、バヌアツの災害に対する回復力強化、気候変動への適応支援、お
よび債務管理への支援として、1,000万ドルの支援を承認しました。国際開発協会（IDA）を
通じた本支援は、首都ポートビラやルーガンビルなどの主要都市部の地域サービスを改善
し、大規模な自然災害が発生した場合の人命の損失や壊滅的な被害の軽減のための対策、債
務管理の強化を目的としています。

プレスリリース： http://wrld.bg/pv7W30q7Zuf  （英語）
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モンゴル：家畜セクターの生産性を向上

世界銀行理事会は2019年12月13日、モンゴル家畜商業化プロジェクトの融資資金として
3,000万ドルを承認しました。バリューチェーンの市場化による家畜の健康と生産性の向上
は、経済の多様化を促進させ、農村地域における幅広い雇用と収入の増加に貢献すると同時
に、食料安全保障と食料安全性の強化に貢献します。

プレスリリース： http://wrld.bg/NY4x30q7Zui  （英語）

キリバス：より安全でより信頼性の高い水

世界銀行は2019年12月13日、キリバスの南タラワへの給水を大幅に強化するための1,500万
ドルのプロジェクトを承認しました。このプロジェクトは、南タラワの水道ネットワークの
拡張と近代化を図ることで各家庭に水道水を届け、水不足と不衛生がもたらす水媒介性感染
症に関する問題に対処します。

プレスリリース： http://wrld.bg/TrT330q7Zuk （英語）

ベトナム：世界銀行とGIF、太陽光発電競売計画への民間投資の動員を支援

グローバル・インフラストラクチャー・ファシリティー（GIF）理事会は、太陽光発電競売計
画における世界銀行とベトナム政府の活動を支援するための150万ドルの資金を承認しまし
た。ベトナム政府が固定価格買取制度から持続可能な太陽光発電の競売に移行するためのオー
クションプログラムの設計および構築を後押しします。

プレスリリース： http://wrld.bg/Qnqj30q7Zul（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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