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非自発的住民移転文書 

 

1. 本付属文書では、OP 4.12 の第 17～31 項に記述する住民移転計画、簡易住民移転計

画、移転ポリシーフレームワーク、およびプロセスフレームワークの要素について説明

します。 

住民移転計画 

2. 住民移転計画の範囲や詳細さは、移転の規模や複雑さによって異なります。住民移

転計画は、（a）移転案ならびに当該移転案が移転住民や負の影響を受けるその他のグ

ループに与える影響、および（b）移転の法的問題に関する最新の信頼できる情報に基

づき作成します。住民移転計画には、関連する以下の要素が含められます。当該プロジ

ェクトの状況に関連性のない要素がある場合は、住民移転計画の中でその旨を明記すべ

きです。 

3. プロジェクトの説明。プロジェクト概要の説明とプロジェクト対象地の特定。 

4. 潜在的影響 下記の特定。 

a. 住民移転をもたらすプロジェクトコンポーネントもしくは活動。 

b. そうしたコンポーネントもしくは活動の影響範囲。 

c. 住民移転を回避もしくは最小化するために検討された代替策。 

d. プロジェクト実施中に住民移転を可能な限り最小化にするために構築されたメ

カニズム。 

5. 目的 住民移転プログラムの主目的。 

6. 社会経済調査 案件形成の早い段階で潜在的な移転住民の関与を得て実施される社

会経済的調査の結果。 

a. 下記を対象とするセンサス調査の結果。 



 

 

i. 移転プログラム策定のベースとなり、調査以降の流入者を補償や移転支援の

対象から除外するための、影響地域の調査時点の占有者 

ii. 生産システム、労働、世帯構成の内容など移転住民世帯の標準的な特徴、影

響世帯の生計（関連する場合、生産レベル、公式・非公式の経済活動から得

られる所得など）や生活水準（健康状態など）に関する基本情報 

iii. 予想される資産損失（全部または一部）および物的もしくは経済的な移転の

範囲 

iv. 特別な支援を必要としうる、OP 4.12 の第 8 項に定める社会的弱者に関する

情報 

v. 移転住民の生計および生活水準に関する情報を定期的に更新し、移転時に最

新情報が入手可能にするための規定 

b. 下記について記述したその他の調査。 

i. 住民の暮らしや生計の拠り所となる共有天然資源の資源目録など土地保

有・移転システム、現地で認識されている土地配分メカニズムにより管理さ

れる所有権に基づかない使用権システム（漁業、放牧、森林区域利用など）、

プロジェクト対象地内で異なる保有システムが並存することで生じる問題 

ii. 社会的ネットワークや社会的支援システムなど、影響を受けるコミュニティ

内での社会的相互作用の形態、ならびにそうした形態がプロジェクトによっ

て受ける影響 

iii. 影響を受ける公共インフラおよび社会サービス 

iv. 住民協議戦略や移転活動の策定と実施に関連しうる公式・非公式の機関（コ

ミュニティ組織、儀礼的グループ、非政府組織（NGO）など）を含む移転

対象コミュニティの社会的、文化的な特性 

7. 法的枠組み 下記を対象とする法的枠組みの分析結果。 

a. 土地収用権の範囲およびそれに伴う補償の範囲（算定方法および支払時期）。 

b. 司法プロセスで移転住民が利用可能な救済の説明など、適用される法的・行政

的手続きの説明と当該手続きに通常要する時間、ならびにプロジェクトの下で

移転に関連して利用可能な代替的紛争解決メカニズム。 



 

 

c. 土地保有、資産や損失額の評価、補償、天然資源使用権などに適用する関連法

（慣習的および伝統的な法律を含む）、退去に関係した慣習的な属人法、環境

法および社会福祉法。 

d. 移転活動の実施について責任を負う機関に関係する法律および規制。 

e. 土地収用や住民移転に適用する国内法と世銀の住民移転政策のギャップ（ある

場合）、ならびにそうしたギャップを埋めるための枠組み。 

f. 慣習法や伝統的風習に基づく請求を含め、土地の所有権の申請を認証する手続

きなど、プロジェクトにおける移転活動の効果的な実施を確保するために必要

な法的措置（OP 4.12 の第 15 項 b を参照） 

8. 制度的枠組み 下記を対象とする制度的枠組みの分析結果。 

a. 移転活動について責任を負う機関およびプロジェクト実施で何らかの役割を担

いうる NGO の特定。 

b. そうした機関および NGO の制度面の能力評価。 

c. 移転実施について責任を負う機関および NGO の制度面の能力を強化するため。

の段取り 

9. 資格要件 移転住民の定義、ならびにカットオフデートなど補償やその他の移転支

援を受ける資格を決定する基準。 

10. 損失の評価と補償 再取得価格を求めるための損失評価に使用される手法、ならび

に現地法に基づき提案される補償の形態や水準についての記述、損失資産に対する再取

得価格を実現するために必要な追加的措置1。 

                                                   
1
  土地および構造物に関する「再取得価格」は以下のとおり定義される。農地については、影

響を受ける土地の近隣に位置し、同等の潜在的生産性もしくは用途を備えた土地の事業前も

しくは移転前のいずれか高い方の市場価値に、影響を受ける土地と同様の水準まで整地する

ための費用、ならびに登録税および譲渡税を加えた額である。都市部の土地については、同

等の面積および用途で、類似のもしくはより良い公共インフラ施設およびサービスが存在し、

影響を受ける土地の近隣に位置する土地の移転前の市場価格に、登録税および譲渡税を加え

た額である。住宅およびその他の構造物については、影響を受ける構造物と類似のもしくは

それ以上の面積および質を備えた代替構造物を建築するため、または部分的に影響を受ける

構造物の修繕のための建材の市場価格に、建築現場までの建材の輸送費、人件費および請負



 

 

11. 住民移転策  政策の目的を達成するために各カテゴリーの適格移転住民を援助す

る一連の補償およびその他の住民移転策の記述（OP 4.12 の第 6 項を参照）。一連の住

民移転策は、技術的かつ経済的に実行可能であることに加え、移転住民の文化的嗜好に

適合しており、移転住民との協議の上で作成されるべきです。 

12. 移転先地の選定、整備、移転。考慮された移転先地候補および選定された用地の説

明。 

a. 農村部であるか都市部であるかを問わず、少なくとも取得される土地の利点と

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移転先地の選

定および整備のための制度的・技術的取り決め、ならびに土地および付帯資源

の取得および移転のために必要な時間の見積もり。 

b. 選定された用地での土地投機や非資格者の流入を防止するために必要な方策 

c. 移転先地の整備および移転のためのタイムテーブルを含め、プロジェクトにお

ける物理的な移転手続き。 

d. 保有を正式なものとし、移転住民に所有権を移転するための法的取り決め 

13. 住宅、インフラ、社会サービス 住宅、インフラ（水道、区画道路など）、社会サ

ービス（学校、医療など）2を提供するための計画、移転先住民への同等のサービスを

確保するための計画、そうした施設に必要な敷地造成、土木、建築の設計。 

14. 環境保全と管理 移転区域の境界の記述、移転案の環境影響の評価3、ならびにそう

した影響の緩和および管理のための方策（適宜、住民移転の必要性をもたらす主要投資

の環境アセスメントと調整されます）。 

                                                                                                                                                     

料、ならびに登録税および譲渡税を加えた額である。再取得価格を求める際、当該資産の減

価償却および発生材価値は考慮に入れず、影響を受ける資産の評価から控除される当該プロ

ジェクトからの利益の価値も考慮しない。国内法では再取得価格の全額の補償水準が満たさ

れない場合は、再取得価格水準を満たすための追加的措置によって国内法に基づく補償が補

完される。そうした追加的な支援は、OP 4.12 の第 6 項の他の規定に基づいて提供される移

転策とは異なる。 

2
  医療、特に妊娠中の女性、小児、高齢者への医療の提供は、栄養不良、移転させられる心理

的ストレス、病気発症の危険性などによる疾患率や死亡率の上昇を防止するために、移転中

および移転後に重要でありうる。 



 

 

15. 住民参加。移転住民および移転先コミュニティの関与4
 

a. 移転住民および移転先のコミュニティとの協議ならびに移転活動の策定や実施

へのそうしたコミュニティの参加のための戦略の記述。 

b. 表明された意見、ならびにそうした意見が住民移転計画の策定でどのように考

慮されたかの要約。 

c. 提示された住民移転の選択肢についての検討、ならびに補償や移転支援の形式、

個別の世帯としての移動か既存のコミュニティもしくは親族グループの一部と

しての移転か、グループ組織の既存の形態の持続、文化財（礼拝所、聖地、墓

地など）5へのアクセスの維持に関係した選択肢など、利用可能な選択肢の中か

らの移転住民の選択。 

d. 計画および実施の期間を通じて移転住民が自分たちの懸念をプロジェクト当局

に伝えることのできる制度化された取り決め、ならびに先住民族、少数民族、

土地を持たない人々、女性といった脆弱なグループからの十分な代表が得られ

ることを確保するための方策。 

16. 移転先住民との融合 住民移転が移転先コミュニティにもたらす影響を緩和するた

めの方策。 

a. 移転先コミュニティや地元政府との協議。 

b. 移転住民に提供された土地やその他の資産について、移転先住民へ迅速に支払

いを行うための方策。 

c. 移転住民と移転先コミュニティの間で生じうる対立に対処するための方策。 

                                                                                                                                                     
3
  予測され緩和されるべき負の影響としては、農村部への住民移転の場合は森林伐採、過放牧、

土壌浸食、衛生、汚染などが挙げられ、都市部への住民移転の場合、プロジェクトにおいて

輸送能力あるいは飲料水、下水システム、医療施設の利用しやすさなど、人口密集に関係す

る問題に取り組むべきである。 

4
  地元 NGO により有益な支援が提供されることが多く、実行可能なコミュニティ参加が確保

されることが経験から示されている。 

5
  OP 4.11「有形文化資源」。 



 

 

d. 移転先コミュニティにおけるサービス（教育、水道、保健、生産サービスなど）

を強化して、少なくとも移転住民が利用可能なサービスと同等にするために必

要な方策。 

17. 苦情処理手続 住民移転から生じる紛争の第三者による解決を図るための安価で利

用しやすい手続き。こうした苦情処理メカニズムでは、司法に訴えることや、コミュニ

ティ内あるいは伝統的な紛争解決メカニズムの利用可能性が考慮に入れられるべきで

す。 

18. 組織の責任 移転策の提供やサービスの提供について責任を負う機関の特定など、

住民移転実施のための組織的枠組み。実施に関わる機関や管轄区域の間で適切な調整を

確保するための取り決め。実施機関が移転活動を策定し遂行する能力を強化するために

必要な方策（技術協力など）。プロジェクトの下で提供される施設やサービスの管理の

責任を地元当局または移転住民自身に移転するための、あるいは適切な場合にそうした

責任を移転を担う実施機関から移転させるための規定。 

19. 実施スケジュール 移転住民および移転先コミュニティにとっての期待便益の提供

や様々な形の支援の完了予定日など、準備から実施まですべての移転活動を対象とする

実施スケジュール。そうしたスケジュールでは、移転活動がプロジェクト全体の実施と

どのように連動されるかを明記すべきです。 

20. 費用と予算 インフレ、人口増加、その他の偶発事象を見込んだすべての移転活動

の費用見積もりの明細を示した表、支出の予定表、資金源、ならびに支出スケジュール

や実施機関の管轄外の区域における住民移転（ある場合）の資金についての取り決め。 

21. モニタリングと評価 実施機関による移転活動のモニタリング、及び完全かつ客観

的な情報を確保するために行われ、世銀が適切とみなした独立した監視者によって補完

されるモニタリングの取り決め。移転活動のインプット、アウトプット、成果を測定す

るための実績モニタリング指標。モニタリングプロセスへの移転住民の関与。すべての

移転活動および関連する開発活動が完了した後の合理的な期間にわたる住民移転の影

響の評価。その後の実施手引きとしての移転モニタリング結果の利用。 



 

 

簡易住民移転計画 

22. 簡易計画で取り上げられる最低限の要素は次のようなものです6。 

a. 移転住民のセンサス調査および資産の評価。 

b. 提供される補償およびその他の移転支援についての記述。 

c. 受け入れ可能な選択肢に関する移転住民との協議。 

d. 実施に対する制度的責任および苦情処理手続き。 

e. モニタリングおよび実施の取り決め。 

f. スケジュールと予算。 

移転ポリシーフレームワーク 

23. ポリシーフレームワークの目的は、プロジェクト実施期間中に策定されるサブプロ

ジェクトに適用される移転方針、組織的取り決め、策定基準を明確化することにありま

す（OP 4.12 の第 26～28 項を参照）。その後、ポリシーフレームワークに従ったサブプ

ロジェクトの住民移転計画は、具体的な計画情報が入手可能になってから世銀に提出さ

れ、承認を求められます（OP 4.12 の第 29 項を参照）。 

24. 移転ポリシーフレームワークは、OP 4.12 の第 2 項および第 4 項に記述されている規

定に従って、次のような要素を含みます。 

a. 用地取得と住民移転が必要となるプロジェクトおよびコンポーネントについて

の簡単な記述、ならびに第 2～21 項に記述されている住民移転計画または第 22

項に記述されている簡易計画をプロジェクト審査までに作成できない理由の説

明。 

b. 住民移転の準備と実施に適用する方針と目的。 

c. 住民移転計画の策定および承認のプロセスについての記述。 

d. 可能な限り、移転人口の推定および考えうる移転住民の分類。 

                                                   
6
  一部の移転住民が生産的資産の 10％以上を失うもしくは物理的移転を求められる計画では、

社会経済調査および所得回復策も対象となる。 



 

 

e. 移転住民の様々な分類を定義するための資格要件。 

f. 借入国の法律や規制と世銀の政策要件との適合性を検討する法的枠組み、なら

びにそれらの間に存在するギャップを埋めるために提案される方策。 

g. 影響を受ける資産の評価方法。 

h. 民間セクターの仲介者が関与するプロジェクトに関する金融仲介者、政府、民

間開発者の責任など、資格付与のための組織的手続き。 

i.  住民移転を土木工事と関連させる実施プロセスについての記述。 

j.  苦情処理手続きについての記述。 

k. コスト見積もり、資金フロー、不測の事態の取り決めの準備と検討など、住民

移転への資金提供のための取り決めについての記述。 

l.  移転住民との協議、ならびに計画、実施、モニタリングへの移転住民の参加の

ためのメカニズムについての記述。 

m. 実施機関、ならびに要求される場合は独立した監視者によるモニタリングの取

り決め。 

25. 融資の条件として提出する必要のある文書が移転ポリシーフレームワークのみであ

る場合、サブプロジェクトへの融資の条件として提出される住民移転計画は、移転ポリ

シーフレームワークに記載されている政策方針、資格と適格要件、組織的取り決め、モ

ニタリングと評価の取り決め、参加の枠組み、ならびに苦情処理メカニズムを含んでい

る必要はありません。サブプロジェクトに固有の住民移転計画は、基本となるセンサス

調査および社会経済調査の情報、特定の補償率および基準、センサス調査もしくはその

他の調査を通じて特定された付加的な影響に関係する政策資格、移転先地ならびに生計

や生活水準の改善もしくは回復のためのプログラムについての記述、移転活動の実施ス

ケジュール、詳細な費用見積もりを含んでいる必要があります。 

プロセスフレームワーク 

26. プロセスフレームワークは、世銀支援プロジェクトが法定公園や保護区域の中にあ

る天然資源へのアクセス制限を引き起こしうる場合に作成されます。プロセスフレーム

ワークの目的は、潜在的に影響を受けるコミュニティの構成員がプロジェクトコンポー

ネントの策定、住民移転政策目的を達成するために必要な方策の決定、関連プロジェク



 

 

ト活動の実施とモニタリングに参加するプロセスを構築することにあります（OP 4.12

の第 7 項および第 31 項を参照）。 

27. 具体的には、プロセスフレームワークでは次のような活動が達成される参加型プロ

セスについて記述されます。 

a. プロジェクトコンポーネントの作成と実施  プロセスフレームワークでは、天

然資源の利用に関する新たな制限もしくは制限の厳格化を伴うプロジェクトお

よびコンポーネントもしくは活動について簡単に記述する。潜在的な移転住民

がプロジェクト設計に参加するプロセスについても記述する。 

b. 移転住民の資格要件の決定  プロセスフレームワークでは、潜在的に影響を受

けるコミュニティの負の影響の特定、影響の重大性の評価、必要な緩和策もし

くは補償策の資格要件の策定に関与することを確立する。 

c. 公園または保護区域の持続可能性を維持しながら、影響を受ける人々による生

計の改善もしくは移転前の水準への実質的な回復のための努力を支援する方策

の特定 プロセスフレームワークでは、負の影響を受ける人々に提供される潜

在的な緩和策もしくは補償策をコミュニティが特定し選択する方法や手続き、

ならびに負の影響を受けるコミュニティ構成員が利用可能な選択肢の中から選

択する手続きについて記述する。 

d. 影響を受けるコミュニティ内もしくはそうしたコミュニティ間での潜在的な紛

争や苦情の解決  プロセスフレームワークでは、資源利用の制限に関係して影

響を受けるコミュニティ間で生じうる紛争、あるいは資格要件、コミュニティ

計画策、もしくは実際の実施に納得していないコミュニティ構成員から生じう

る苦情を解決するための手続きについて記述する。 

さらに、プロセスフレームワークでは次のようなものに関係した取り決めについても記述

する。 

e. 行政的・法的手続き  プロセスフレームワークでは、プロセスのアプローチに

関する管轄行政機関もしくは担当省庁との合意（当該プロジェクトの下での行

政的・財政的責任の明確な説明など）について検討する。 

f. モニタリングの取り決め  プロセスフレームワークでは、プロジェクト影響地

域の人への影響（正の影響および負の影響）に関係したプロジェクト活動に対

する参加型モニタリングの取り決め、ならびに所得や生活水準の改善（または



 

 

少なくとも回復）のために講じられる措置の有効性のモニタリングの取り決め

について検討する。 

 

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。 

 


