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本業務政策は、OP/BP 8.00「危機的状況および非常事態への迅速な対応」の発行を受けて

2007 年 3 月に改訂されました。前回の改訂は、2004 年 4 月発行の OP/BP 6.00「世銀融資」

の要件との整合性を確保するために 2004 年 4 月に行われました。そのときの変更点は、こ

ちらからご覧いただけます。 

注：OP および BP 4.12 を合わせて、OD 4.30「非自発的住民移転」を置き換えます。これ

らの OP および BP は、プロジェクトコンセプト審査が 2002 年 1 月 1 日以降に行われたす

べてのプロジェクトに適用します。ご質問は、社会開発局（SDV）局長にお問い合わせく

ださい。 

非自発的住民移転 

 

1. 世銀1の経験によれば、開発プロジェクトに伴う非自発的住民移転で緩和策が講じら

れなかった場合、重大な経済的、社会的、環境的リスクをもたらすケースが多くなって

います。たとえば、生産システムが解体される、生産資源や収入源が失われて貧困化に

直面する、自らの生産能力を活用できなず、資源を巡る競争が厳しい環境に移転させら

れる、コミュニティの制度や社会的ネットワークが脆弱化する、親族が分散する、文化

的アイデンティティ、伝統的権威、相互扶助の可能性などが弱まる、もしくは失われる

などです。本政策は、こうした貧困化のリスクに取り組み、緩和するための予防的措置

も含みます。 
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  「世銀」とは、IBRD および IDA を含む。「融資」とは、IDA 融資、IDA 贈与、保証、プロ

ジェクト準備ファシリティ（PPF）の前渡金およびグラントを含む。「プロジェクト」とは、

（a）アダプタブル・プログラム融資、（b）学習・イノベーション融資、（c）投資活動を

伴う PPF および制度開発基金（IDF）、（d）世銀が実施機関となっている地球環境ファシ

リティおよびモントリオール議定書に基づく贈与、（e）世銀が管理する他のドナーにより

提供された贈与もしくは融資に基づくプロジェクトを含む。「プロジェクト」という語は、

開発政策融資業務に基づくプログラムは含まない。「借入人」は、文脈上で要求される場合、

保証人またはプロジェクト実施機関を含む。 

http://go.worldbank.org/KVT24VG170


政策目的 

2. 非自発的住民移転は、適切な方策が入念に計画、実施されなければ、長期にわたる

きわめて困難な状況、貧困化、環境破壊を引き起こす可能性があります。こうした理由

により、非自発的住民移転に関する世銀の政策では次のようなことを目的としています。 

a. 非自発的住民移転は、可能な限り回避し、そうでなければ実行可能なあらゆる

代替的なプロジェクト設計を検討することにより最小化すべきである2。 

b. 移転の回避が不可能である場合、移転活動を持続可能な開発プログラムとして

考え、実行し、移転住民がプロジェクトによる恩恵を享受できるように十分な

投資資源を充てるべきである。移転住民3との有意義な協議を行い、移転住民が

移転プログラムの立案や実施に参加できる機会を提供するべきである。 

c. 移転住民は、生計および生活水準を改善、あるいは尐なくとも移転前の水準も

しくはプロジェクト開始前の水準のうちいずれか高い方の水準まで実質的に回

復させるための取り組みに対し支援を受けるべきである4。 

対象となる影響 

3. 本政策は、世銀が支援する投資プロジェクトの結果として生じ5、なおかつ下記によ

って生じる経済・社会に対する直接的な影響6を対象とします。 

                                                   
2
  世銀が支援するプロジェクトにおける移転方法を立案する際には、関連する他の世銀政策も

考慮に入れるべきである。そうした政策としては、OP 4.01「環境アセスメント」、OP 4.04

「自然生息地」、OP 4.10「先住民族」、OP 4.11「有形文化資源」などが挙げられる。 

3
  「移転住民」という語は、本政策の第 3 項に記述するいずれかの形態で影響を受ける人々を

指す。 

4
  第 3 項(b)における移転住民に対しては、公園や保護区域の持続可能性を維持するような形態

で、生計の改善もしくは回復のための取り組みに対する支援が行われるべきである。 

5
  本政策は、コミュニティ主導型プロジェクトでの天然資源へのアクセス制限、すなわち当該

資源を利用しているコミュニティが資源へのアクセスを自ら制限した場合には適用しない。

ただし、コミュニティの意思決定プロセスが適切であること、ならびに当該コミュニティの

中の社会的弱者が存在する場合にそうした弱者に対する負の影響を緩和するための適切な

方策の特定が規定されていることがアセスメントにより立証され、世銀がそれに納得するこ



a. 次のようなことをもたらす非自発的な7用地取得8。 

i. 家屋の移転または損失。 

ii. 資産もしくは資産へのアクセスの損失。 

iii. 影響を受ける人々が別の場所に移転しなければならないかどうかに関わら

ず、収入源もしくは生計手段の喪失。 

b. 移転住民の生計に負の影響をもたらす結果となる、指定公園や保護区域への強

制的な立ち入り制限9。 

                                                                                                                                                     

とを条件とする。本政策は、自然災害、戦争、もしくは内乱による難民にも適用しない（OP/BP 

8.00「危機的状況および非常事態への迅速な対応」を参照）。 

6
  間接的な社会的・経済的影響がある場合、借入人が社会アセスメントを実施して、経済的・

社会的な負の影響、特に貧困層や社会的弱者への負の影響を最小化し緩和策を講じることを

推奨する。用地取得の結果ではないその他の環境的、社会的、経済的な影響は、環境アセス

メントやその他のプロジェクト報告書、文書などを通じて特定され、対処されうる。 

7
  本政策において、「非自発的」とは、情報を提供した上での移転住民の同意または選択権な

しに行われうる措置を意味する。 

8
  「土地」とは、建物や作物など、当該土地に生育しているものや常設されているものを含む。

本政策は、流域管理、地下水管理、漁業管理など、天然資源の持続的利用の促進を目的とし

た国家あるいは地域レベルの天然資源の規制には適用しない。また、土地登記プロジェクト

における民間の当事者間の紛争にも適用しないが、借入人が社会アセスメントを実施して、

社会的な負の影響、特に貧困層や社会的弱者への負の影響を最小化し緩和策を講じるのは良

いことである。 

9
  本政策において、「強制的な立ち入り制限」とは、公園もしくは保護区域の外に居住してい

る人々またはプロジェクトの工事中および供用後も公園もしくは保護区域の中に引き続き

居住し続ける人々に課せられる資源利用に対する制限を対象とする。プロジェクトによって

新たに公園や保護区域が設けられる場合、住まい、土地、その他の資産を失う人々は、第 3

項(a)に該当する。既存の公園や保護区域の中にあった住まいを失う人々も、第 3 項(a)に該当

する。 



4. 本政策は、資金調達源にかかわらず、非自発的住民移転をもたらすプロジェクトの

すべてのコンポーネントに適用します。また、世銀が下記に該当すると判断する場合、

非自発的住民移転をもたらすその他の活動にも適用します。 

a. 世銀が支援するプロジェクトに直接的かつ重大な関係があり、 

b. 当該プロジェクト文書に定める目的を達成するために必要であり、 

c. 当該プロジェクトと同時に実施される、もしくは実施予定であるもの 

5. 本政策の適用および枠組みに関する指針をご希望の場合は、移転委員会（BP 4.12

第 7 項を参照）にお問い合わせください10。 

求められる方策 

6. 本政策の第 3 項(a)に該当する影響に対処するため、借入人は、下記を含む移転計画

もしくは移転ポリシーフレームワーク（第 25～30 項を参照）を策定します。 

a. 移転計画または移転ポリシーフレームワークには、移転住民について下記項目

の実施を確保するための方策が含められます。 

i. 移転に関する自己の選択肢と権利について情報が提供されること 

ii. 技術的かつ経済的に実施可能な移転代替案について協議が行われ、選択肢が

提示され、提供されること 

iii. プロジェクトに直接起因する資産損失11に対して完全な再取得費用12での迅

速かつ効果的な補償が行われること 

                                                   
10

  「非自発的移転ソースブック」には、本政策に関するスタッフ向けの優良事例が示されてい

る。 

11
  取得された以外の資産が経済的に成立しないものである場合は、資産全体が取得されたもの

として補償やその他の移転支援が提供される。 

12
  「再取得費用」とは、損失す資産を再取得すると共に取引費用を補償するために十分な金額

を求めるために有用な資産評価方法である。この評価方法を適用する際には、構造物や資産

の減価償却は考慮に入れない（再取得費用の詳細な定義は、付属文書 A の脚注 1 を参照）。

金銭的な評価や補償を容易に行えないもの（公共サービス、顧客、取引先へのアクセス、漁



b. 影響の中に物的移転が含まれている場合、移転計画または移転政策枠組みには、

移転住民について次のようなことを確保するための方策が含められます。 

i. 移転中に援助（移動手当など）が提供されること 

ii. 住宅もしくは住宅用地、または必要な場合は、尐なくとも旧用地の利点と同

等の潜在的生産性、立地上の優位性、その他の要因を併せ持つ農地が提供さ

れること13
 

c. 本政策の目的を達成するために必要な場合、移転計画または移転政策枠組みに

は、移転住民について次のようなことを確保するための方策も含められること

があります。 

i. 退去後に、移転住民の生計および生活水準の回復のために必要と思われる時

間の合理的推定に基づいた移行期間において、支援が提供されること14
 

ii. 第 6 項(a)に記述する補償策に加えて開発援助が提供されること 

iii. 整地、信用供与、訓練、雇用機会など 

7. 指定公園や保護区域への非自発的な立ち入り制限を伴うプロジェクトの場合（第 3

項(b)を参照）、制限の性質、ならびに負の影響を緩和するために必要な方策の種類は、

プロジェクトの計画および実施段階において、移転住民も参加した上で決定されます。

そうした場合、借入人は、世銀が許容可能なプロセスフレームワークを作成し、次のよ

うな参加型プロセスを記述します。 

a. プロジェクトの具体的なコンポーネントが検討され、実施される。 

                                                                                                                                                     

場、放牧地、森林へのアクセスなどの損失）については、同等かつ文化的に受容可能な資源

や収益機会へのアクセスを確保するよう努力する。国内法において完全な再取得費用による

補償基準が満たされない場合は、再取得費用による補償基準を満たす付加的な方策によって

国内法に基づく補償が補完される。そうした付加的な支援は、第 6 項の他の規定（b,c）に基

づいて提供される移転支援とは異なる。 

13
  代替資産は十分な所有権の取り決めと共に提供される。提供される代替住宅、住宅用地、事

業用地、農地は、対応する損失資産に対して支払われる補償の全部もしくは一部と相殺され

うる。 

14
  支援とは、短期雇用、生活支援、給与維持、それらに類する対策の形を取りうる。 



b. 移転住民の補償受給資格要件が決定される。 

c. 公園や保護区域の持続可能性を維持しながら、移転住民による生計の改善もし

くは実質的な回復のための努力を支援する方策が特定される。 

d. 移転住民が関わる潜在的な紛争が解決される。 

プロセスフレームワークには、プロセスの実施およびモニタリングのための方策に関する

記述も含められます。 

8. 本政策の目的達成のため、移転住民の中でも社会的弱者、特に貧困ラインを下回っ

ている人々、土地を持たない人々、高齢者、女性、子供、及び先住民族15、尐数民族、

あるいは当該国の土地補償関連法規に基づく保護を受けられない可能性のある移転住

民らのニーズに、特に注意が払われます。 

9. 世銀の経験によれば、土地に根ざした伝統的な生産方式を持つ先住民族の移転は特

に複雑であり、民族のアイデンティティや文化の存続に重大な負の影響をもたらす可能

性があります。そのため、借入人が先住民族の物理的移転を回避するために実行可能な

あらゆる代替案を検討していることを、世銀が確認しなければなりません。物理的移転

の回避が実施不可能である場合、先住民族に対しては、当該民族の文化的嗜好に適合し、

当該民族との協議の上で作成される土地ベースの移転戦略が優先されます（第 11 項を

参照）。（付属文書 A の第 11 項を参照） 

10. 移転に必要な方策が実施されるまでは立ち退きも立ち入り制限も行われないことを

確保するため、移転活動の実施は当該プロジェクトの投資コンポーネントの実施と関係

づけられます。本政策の第 3 項(a)に該当する影響についてのこうした方策には、移転前

の補償金の支払いや移転のために求められるその他の支援の提供、十分な施設を備えた

移転先地の整備と提供などが、必要に応じて含められます。特に、土地や関連資産の取

得は、補償金が支払われ、該当する場合には移転先地や転居手当が移転住民に提供され

るまでは実施できません。本政策の第 3 項(b)に該当する影響については、移転住民への

支援策はプロジェクトの一部として行動計画に従って実施されます（第 30 項を参照）。 

11. 土地に依存して生計を立てている移転住民に対しては、土地ベースの移転戦略が優

先されるべきです。この戦略には、公用地への移転（上記脚注 1 を参照）、あるいは移

転先地用に取得もしくは購入された私有地への移転を含む場合があります。代替の土地

が提供される場合、移転住民には、尐なくとも取得される土地の利点と同等の潜在的生
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  OP 4.10「先住民族」を参照。 



産性、立地上の優位性、その他の要因を併せ持つ土地が提供されます。代替地が移転住

民にとって好ましい選択肢でない場合、あるいは土地の提供が公園または保護対象地の

持続可能性に負の影響をもたらす場合16、あるいは十分な土地を適正価格で提供するこ

とができない場合は、損失する土地やその他の資産に対する金銭補償に加えて、雇用や

自営の機会を中心とした非土地ベースの選択肢が提供されます。適切な土地が確保でき

ない場合は、世銀が満足する形で実証および文書化されなければなりません。 

12. 損失資産に対する金銭補償が適切であると考えられるのは、（a）土地を利用して生

計が立てられているが、プロジェクトのために取得される土地が影響を受ける資産のご

く一部であり17、残りの資産が経済的に成立する場合、（b）活発な土地・住宅・労働市

場が存在し、移転住民がそうした市場を利用でき、土地や住宅の十分な供給がある場合、

または（c）土地を利用して生計が立てられていない場合です。金銭補償は、損失する

土地およびその他の資産を現地市場において完全な再取得費用で取得するのに十分な

水準でなければなりません。 

13. 本政策の第 3 項(a)に該当する影響については、世銀は以下事項の実施を求めます。 

a. 移転住民およびそのコミュニティ、ならびに移転住民を受け入れる移転先コミ

ュニティが、適時に関連情報の提供を受け、移転の選択肢に関する協議に加わ

り、移転の計画、実施、モニタリングに参加する機会を提供されること。そう

したグループにとって適切で利用しやすい苦情処理メカニズムが構築されるこ

と。 

b. 新たな移転先地または移転先コミュニティにおいて、必要に応じてインフラお

よび公共サービスが提供されること。なお、移転住民および移転先コミュニテ

ィにとって、当該サービスの利用し易さや水準は改善、回復、もしくは維持さ

れること。コミュニティ資源（漁場、放牧地、燃料、飼料など）へのアクセス

の喪失を補償する代替資源もしくは類似の資源が提供されること。 

c. 新たな状況に適したコミュニティの組織形態が、移転住民による選択を踏まえ

たものであること。可能な限り、移転住民および移転先コミュニティの既存の

社会的・文化的制度が保全され、先在のコミュニティやグループの移転に関す

る移転住民の意向が尊重されること。 
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  OP 4.04「自然生息地」を参照。 

17
  原則として、この項目は、取得される土地が生産面積全体の 20％以下である場合に適用す

る。 



恩恵を受ける資格18
 

14. プロジェクトにおいて非自発的住民移転の必要性が確認され次第、借入人は、セン

サス調査を実施することにより、当該プロジェクトによって影響を受ける人々（付属文

書 A の第 6 項(a)を参照）、支援を受ける資格を有する人々を特定し、支援を受ける資

格のない人々の流入を防止します。借入人は、世銀が満足できる、移転住民について補

償やその他の移転支援を受ける資格があるかどうか判断する基準を設定します。そうし

た手順には、影響を受ける人々やコミュニティ、現地当局、そして必要に応じて非政府

組織（NGO）との有意義な協議が含まれ、苦情処理メカニズムも定められます。 

15. 受給要件。移転住民は、下記の 3 つのグループのいずれかに分類されます。 

a. 土地に対する正式な法的権利（借入国の法律で認められている慣習的および伝

統的な権利を含む）を有する者。 

b. センサス調査開始時点において、土地に対する正式な法的権利を有していないが、

当該の土地もしくは資産に対する請求権を有している者。ただし、そうした請求

権が借入国の法律で認められていること、もしくは移転計画で定められているプ

ロセスを通じて認められることが条件（付属文書 A の第 7 項(f)を参照）19。 

c. 占有している土地に対する確認できる法的権利あるいは請求権を持たない者。 

16. 第 15 項(a)および(b)に該当する人々には、損失する土地に対する補償およびその他

の支援が第 6 項に従って提供されます。第 15 項(c)に該当する人々には、借入人が設定

し世銀にとって許容可能なカットオフデート20の前にプロジェクト対象地を占有してい
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  第 13～15 項は、本政策の第 3 項(b)に該当する影響には適用しない。第 3 項(b)に基づく移転

住民の受給資格要件には、プロセスフレームワーク（第 7 項および第 30 項を参照）を適用

する。 

19
  そうした請求権とは、不法占有、政府による立退き措置が講じられていない（すなわち政府

の暗黙の許可がある）公有地の継続的占有、あるいは慣習的・伝統的な法や利用などから生

じる場合がある。 

20
  通常、センサス調査の開始日がカットオフデートとなる。センサス調査に先立ってプロジェ

クト対象地の線引きが行われた日がカットオフデートとなる場合もあるが、ただし、線引き

された対象地に関する情報が市民に対して効果的に周知され、線引き後のさらなる人口流入

を防ぐべく計画的かつ継続的な周知が行われることが条件となる。 



た場合、占有している土地に対する補償の代わりに移転支援21、ならびに必要に応じて、

本政策に定める目的を達成するために必要なその他の支援が提供されます。カットオフ

デートの後にプロジェクト対象地に流入した人は、補償やその他のいかなる形の移転支

援も受ける資格がありません。第 15 項(a)、(b)、もしくは(c)に含まれるすべての人を対

象として、土地以外の資産の損失に対する補償が提供されます。 

移転の計画、実施、モニタリング 

17. 本政策の目的を達成するため、プログラムの種類によって異なる計画文書が使用さ

れます。 

a. 特段の指定がない限り、非自発的住民移転を伴うすべてのプロジェクトについ

て、移転計画または簡易移転計画が求められます（第 25 項および付属文書 A を

参照）。 

b. 特段の指定がない限り、第 26～30 項で言及され、非自発的住民移転を伴いうる

プロジェクトについて、移転ポリシーフレームワークが求められます。（付属

文書 A を参照）。 

c. 第 3 項(b)に示すアクセス制限を伴うプロジェクトについては、プロセスフレー

ムワークが作成されます（第 31 項を参照）。 

18. 借入人は、本政策に合致した移転計画、移転ポリシーフレームワーク、またはプロ

セスフレームワーク（「移転文書」）を適切に作成、実施、モニタリングする責任を負

います。移転文書では、本政策の目的を達成するための方策を提示し、想定される移転

案のすべての側面を対象とします。移転を成功させるための借入人のコミットメントと

能力が、プロジェクトへの世銀の関与を決定づける鍵となります。 

19. 移転計画には、初期スクリーニング、主要課題のスコーピング、移転文書の選択、

ならびに移転のコンポーネントもしくはサブコンポーネントの検討に必要な情報が含

まれます。移転文書の範囲や詳細さは、移転の規模と複雑さによって異なります。移転

のコンポーネントを策定する際、借入人は、社会、技術、法律に関する適切な専門知識、

ならびにコミュニティに根ざした関連組織や NGO を活用します22。借入人は、潜在的
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  移転支援には、必要に応じて土地、その他の資産、現金、雇用などが含まれる。 

22
  リスクの高いプロジェクトや議論の分かれるプロジェクト、あるいは重大かつ複雑な移転活

動を伴うプロジェクトについては、通常、借入人は国際的に認知されている独立した移転関



な移転住民に対してプロジェクトの移転面に関する情報を早い段階で提供し、そうした

人々の見解をプロジェクトの設計に取り入れます。 

20. プロジェクトの目的を達成するために必要な移転活動の全費用は、プロジェクトの

総事業費に含められます。移転費用は、他のプロジェクト活動費用と同様に、プロジェ

クトの経済的便益を得るための負担として扱われ、移転住民にとっての純便益（「プロ

ジェクトを実施しない」状況との比較）がプロジェクトの便益に加えられます。移転要

素または独立型の移転プロジェクトは、それ自体が経済的に実行可能である必要はあり

ませんが、費用対効果が高いものであるべきです。 

21. 借入人は、プロジェクト実施計画が移転文書に全面的に一致していることを確保し

ます。 

22. 移転を伴うプロジェクトの審査条件として、借入人は、本政策に従った当該の移転

文書案を世銀に提出すると共に、移転住民および地元 NGO にとって利用しやすい場所

に、理解しやすい形式、方法、言語で閲覧可能にします。そうした文書がプロジェクト

審査の十分な根拠を含むものとして世銀が受理した後に、世銀は InfoShop を通じてこの

文書を一般に公開します。世銀による最終移転文書の承認後に、世銀と借入人は、この

最終移転文書を同様の方法で再度公開します23。 

23. 移転文書の内容を実施し、そうした実施の進捗状況を世銀に逐次通知するという借

入人の義務は、当該プロジェクトの合意文書の中で法的に規定されます。 

24. 借入人は、移転文書に示されている活動の適切なモニタリングおよび評価について

責任を負います。世銀は、移転の実施を定期的に監理し、移転文書に従っているか判断

します。プロジェクトの完了後、借入人は、移転文書の目的が達成状況を判断するため

の評価を実施します。この評価では、初期条件および移転のモニタリング結果を考慮し

ます。目的が達成されていない可能性があることが評価によって明らかになった場合、

借入人は、世銀による監理継続の基礎となりうるものとして世銀が適切とみなすフォロ

ーアップ策を提案する必要があります（BP 4.12 の第 16 項も参照）。 

                                                                                                                                                     

係の専門家から成る諮問委員会を設置し、移転活動に関連するプロジェクトのあらゆる側面

について助言を得る。当該委員会の規模、役割、開催頻度は、移転の複雑さによる。独立し

た技術諮問委員会が OP 4.01「環境アセスメント」に基づいて設置される場合、移転委員会

を環境専門家委員会の一部とすることもできる。 

23
  「世界銀行の情報開示方針」第 34 項（ワシントン DC：世界銀行、2002）を参照。 



移転文書 

移転計画 

25. 上記の第 17 項(a)で言及するプロジェクトについては、本政策に従った移転計画案

が審査の条件となります（付属文書 A の第 2～21 項を参照）24。ただし、全ての被影響

住民に対する影響が軽微である場合25、あるいは移転住民が 200 人未満である場合は、

簡易移転計画の作成が借入人と合意されることがあります（付属文書 A の第 22 項を参

照）。第 22 項に定める情報開示手順が適用されます。 

移転ポリシーフレームワーク 

26. 非自発的住民移転を伴いうるセクター投資プロジェクトの場合、世銀は、プロジェ

クト実施機関に対し、世銀融資を受けるサブプロジェクトのスクリーニングを実施し、

それらのサブプロジェクトが本政策に従っていることを確かめるよう求めます。こうし

たプロジェクトの場合、借入人は、審査に先立ち、本政策に従った移転ポリシーフレー

ムワークを提出します（付属文書 A の第 23～25 項を参照）。このフレームワークは、

移転住民の総数および全体的な移転費用を可能な限り見積もります。 

27. 非自発的住民移転を伴いうる金融仲介融資プロジェクトの場合、世銀は、金融仲介

者（FI）に対し、世銀融資を受けるサブプロジェクトのスクリーニングを実施し、それ

らのサブプロジェクトが本政策に従っていることを確かめるよう求めます。こうしたプ

ロジェクトの場合、世銀は、借入人または FI に対し、本政策に従った移転ポリシーフ

レームワークを審査前に世銀に提出するよう求めます（付属文書 A の第 23～25 項を参

照）。さらに、このフレームワークにはサブプロジェクトに融資する各 FI の組織能力

および手続きにかかる評価も含まれます。FI が融資を受けるサブプロジェクトでいかな

る移転も想定されないことが世銀自らの評価で判明した場合は、移転ポリシーフレーム

ワークは不要です。その代わり、サブプロジェクトで移転が生じる場合には、FI に本政

策に従った移転計画を潜在的なサブプロジェクトの借入人から入手する義務を FI が負

うことが法的合意文書に明記されます。移転を伴うすべてのサブプロジェクトについて
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  きわめて特異な状況（緊急プロジェクトなど）については、世銀経営陣の承認を受ければ、

この要件の例外が認められうる（BP 4.12 の第 8 項を参照）。そうしたケースでは、世銀経

営陣による承認の中で移転計画策定の予定表や予算が規定される。 

25
  影響が「軽微」であるとみなされるのは、影響を受ける人々の物理的な移転がなく、損失す

る生産的資産が全体の 10％未満である場合。 



は、当該サブプロジェクトへの世銀の融資が承認される前に、移転計画が世銀に提出さ

れ、承認を得る必要があります。 

28. 世銀が支援する非自発的住民移転を伴いうる複数のサブプロジェクト26を含むプロ

ジェクトでは、世銀は、プロジェクトの審査に先立って本政策に従った移転計画案が世

銀に提出されるよう求めます。ただし、当該プロジェクトあるいは特定のサブプロジェ

クトの性質および設計により、（a）サブプロジェクトの影響対象地を特定できない場

合、もしくは（b）影響対象地はわかっているが厳密な立地を特定できない場合はこの

限りでありません。そうした場合、借入人は、審査に先立ち、本政策に従った移転ポリ

シーフレームワークを提出します（付属文書 A の第 23～25 項を参照）。上記の分類に

該当しないその他のサブプロジェクトについては、本政策に従った移転計画が審査前に

求められます。 

29. 第 26 項、第 27 項、もしくは第 28 項に記述されている事業における移転を伴いう各

サブプロジェクトについて、世銀は、当該サブプロジェクトへの世銀融資が承認される

前に、移転ポリシーフレームワークの規定に沿った適切な移転計画または簡易移転計画

が世銀の承認を受けるべく提出されるよう求めます。 

30. 上記の第 26～28 項で記述されているプロジェクトについて、その実施機関、管轄の

政府機関、金融仲介者が移転計画を承認し、本政策の順守を確保するための十分な組

織・制度能力を確認されている場合、世銀は、サブプロジェクトの移転計画を、世銀に

よる事前確認なしに実施機関が承認できることを文書で合意することができます。そう

した権限委譲、ならびに移転計画の承認した機関に対し世銀政策の不順守が判明した場

合に講じる改善措置は、当該プロジェクトの法的合意文書で規定されます。そのような

場合、移転計画の実施は世銀による事後確認の対象となります。 

プロセスフレームワーク 

31. 上記の第 3 項(b)の立ち入り制限を伴うプロジェクトの場合、審査の条件として、借

入人は本政策の関連規定に従ったプロセスフレームワーク案を世銀に提出します。さら

に、プロジェクト実施中および立ち入り制限の執行前に、借入人は、移転住民を支援す

るために実施される具体的な方策およびその実施のための取り決めを記述した世銀が

許容可能な行動計画を策定します。この行動計画は、当該プロジェクトについて策定さ

れる天然資源管理計画の形態を取ることもできます。 
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  本項の目的上、「サブプロジェクト」はコンポーネントおよびサブコンポーネントを含む。 



借入人への援助 

32. 本政策の目的を促進するため、世銀は、借入人からの要請に基づき、借入人および

その他の関係機関を以下のとおり支援することができます。 

a. 移転政策、戦略、法的枠組み、ならびに国レベル、地域レベル、セクターレベ

ルでの具体的計画を評価し強化するための支援。 

b. 移転に対する責任を負う機関の能力強化、あるいは影響を受ける人々がより効

果的に移転実施に関与するための能力を強化するための技術協力への資金提供。 

c. 移転政策、戦略、および具体的計画の構築、ならびに移転活動の実施、モニタ

リング、評価に関する技術協力への資金提供。 

d. 移転の投資コストへの資金提供。 

33. 世銀は、立ち退き及び移転が生じる主要投資の事業コンポーネント、もしくは立ち

退きをもたらす投資と並行して検討、実施される適切な相互条件付きの独立型の移転プ

ロジェクトのいずれかに融資することができます。世銀は、移転が生じる主要投資に融

資しない場合でも、当該事業の移転に対し融資をすることができます。 

 

本政策は世銀スタッフの使用に供するために作成されたものであり、必ずしも、対象事項への対応全てを

記載するものではありません。世銀スタッフは組織情報サービスセンター（IISC）、一般の方は情報セン

ター（PIC）において追加コピーを入手することが可能です。 

 


