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注：OP および BP 4.12 は共に、OD 4.30「非自発的住民移転」の差し替えとなるものです。これら OP お

よび BP は、2002 年 1 月 1 日以降にプロジェクトコンセプト審査が実施される全てのプロジェクトに適用

されます。本文書に関する質問は、社会開発局（SDV）局長までお問い合わせ下さい。  

非自発的住民移転 

1.  世界銀行が支援する1プロジェクトのうち非自発的住民移転を伴うものにおいては、

準備段階における移転活動の計画が不可欠な要素となります。タスクチーム（TT）は、

プロジェクト発掘段階で、プロジェクトにおいて非自発的住民移転2が生じる可能性を見

極めます。また、TT は、プロジェクト手続きの全ての段階において、地域社会開発ユニ

ット3、法務担当副総裁（LEG）、および（必要に応じて）移転委員会（本 BP パラグラ

フ７参照）の助言を仰ぎます。 

2.  提案されたプロジェクトが、非自発的住民移転を伴う可能性がある場合、TT は

借入人に対し、OP/BP 4.12 の条項について知らせます。TT および借入人は、以下の

作業を行います。 

a. 想定される移転の内容および規模を評価する。 

                                                   

1  ここに言う「世界銀行」には、国際復興開発銀行（IBRD）および国際開発協会（IDA）が

含まれる。「融資」には IDA 融資および IDA 贈与、保証、プロジェクト準備ファシリティ（PPF）

前渡金およびグラントが含まれる。また、「プロジェクト」には、(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) 投資活動が含まれるPPFおよび制度開発基金（IDF）、

(d) 世銀が実施・執行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

づくグラント、(e) その他ドナーからのグラントまたは融資のうち、世銀が管理しているものが

含まれる。開発政策融資業務の下で実施されるプログラムは、ここでいう「プロジェクト」には

含まれない。「借入人」は、文脈に応じ、保証人またはプロジェクト実施機関を指す場合もある。 

 

2   OP 4.12「非自発的住民移転」参照。 

 

3  移転を管轄する地域ユニットまたは部局。 
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b. 移転を回避（現実的に可能であれば）または最小化するために、全ての想定 

   しうる代替プロジェクトデザインを検討する4。 

c. 移転に関する法的枠組み、政府及び実施機関の政策を評価する（それら政策 

   と世銀セーフガード政策の乖離を特定する） 

d. 借入人および想定される実施機関の、類似の施策に関する過去の経験を確認 

   する。 

e. 移転の管轄機関と、移転に関する政策、制度、法律および諮問枠組みに関し

協議する。協議の内容には、政府または実施機関の政策と世銀ポリシーとの乖

離を解消するための方策も含まれる。 

f. 借入人に提供される技術協力につき協議する（OP 4.12、パラグラフ 32 参照）。 

3.   TT は、移転課題のレビューに基づき、地域社会開発ユニットおよび LEG との

間で、移転文書の類型（移転計画、簡易移転計画、移転ポリシーフレームワークみ

またはプロセスフレームワーク）およびその範囲と要求される詳細度につき合意し

ます。また、TT はこの決定を借入人に伝え、移転文書の準備に必要な措置について

借入人と協議し5、移転文書を準備する時期について合意し、進捗状況をモニタリン

グします。 

4.  TT は、プロジェクト・コンセプト文書（PCD）およびプロジェクト情報文書（PID）

において、移転の性質と規模、適用される移転文書に関して確認した情報の概略を

記載します。また、TT はプロジェクト計画が進むに従い、定期的に PID を更新しま

す。 

                                                   

4  世銀は、借入人が、非自発的住民移転を回避するため、または回避が現実的でない場合は

その規模と影響を最小化するための、想定しうる全ての代替プロジェクトデザイン（例えば、道

路の位置変更やダムの堤高の引下げは、移転を減尐させる可能性がある）を検討することを求め

る。このような代替案は、世銀の他のポリシーに準拠したものでなければならない。 

 

5  これら措置の例としては、移転支援の受給権を認定するための手続き策定、社会経済調査お

よび法令分析の実施、パブリックコンサルテーションの実施、移転先地の特定、生計手段および

生活水準の向上・回復のための選択肢の評価、また、リスクが高いもしくは係争が生じているプ

ロジェクトについては、独立かつ国際的に認知された移転の専門家から成る委員会の設置等が挙

げられる。 
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5.   プロジェクトが OP 4.12、パラグラフ 3(a) に示される影響をもたらす場合、TT

はプロジェクト準備段階において、以下の項目に対する評価を行います。 

a. 非自発的住民移転を最小化・軽減するための代替的プロジェクト設計および 

   選択肢がどの程度検討されたか。 

b. 移転計画または移転ポリシーフレームワーク策定の進捗状況、および、 

    OP 4.12 の観点から見たそれら計画・フレームワークの妥当性。妥当性の評 

    価には、影響を受けるグループの関与や、それらグループの意見がどの程 

    度考慮されたかが含まれる。 

c. 移転住民が補償またはその他移転支援を受けるための、受給資格の認定基準 

   案。 

d. 必要に応じた移転先地の確保を含む、移転施策の実現可能性、年次ベースの 

   カウンターパート・ファンディングを含む移転費用の調達、法的枠組み、 

   および実施・モニタリングに関する取り決め等。 

e. 土地に依存して生計を立てている、または土地ベースの移転戦略を望む移転 

   住民に対し十分な土地を提供できない場合、土地が不足していることの証 

   明（OP 4.12、パラグラフ 11）。 

6.  プロジェクトが OP 4.12、パラグラフ 3(b) に示される影響をもたらす場合、TT

はプロジェクト形成段階において、以下の項目に対する評価を行います。 

a. 非自発的住民移転を最小化・緩和するため、代替的なプロジェクト設計およ 

 び選択肢がどの程度考慮されたか。 

b. プロセスフレームワーク策定の進捗状況、および提案された参加型アプロー 

 チの妥当性を含む、OP 4.12 の観点から見たプロセスフレームワークの妥当 

 性、受給権を有する移転住民の認定基準、移転費用の調達、法的枠組み、お 

 よび実施・モニタリングに関する取り決め等。 

7.  TT は移転委員会との会合を要請し、(a) プロジェクトにおける移転への対応方

法、または (b) 本ポリシーの適用および範囲の明確化に対する承認または指導を求

める場合があります。移転を担当する副総裁が議長を務める同委員会メンバーには、

社会開発局ディレクター、LEG の代表 1 名およびオペレーション部門の代表 2 名（う

ち 1 名は当該プロジェクトのセクターの担当）が含まれます。同員会は本ポリシー
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の他、数ある情報源の中でも特に「非自発的住民移転ソースブック」を指針として

います。これは過去の優良事例を反映させる形で定期的に更新されています。 

審査 

8.  借入人は、非自発的住民移転を伴うプロジェクトの審査条件として、世銀に対

し、OP 4.12 の要件を満たす移転計画、移転ポリシーフレームワークみまたはプロセ

スフレームワークを提出します（OP 4.12、パラグラフ 17-31 参照）。極めて例外的

な状況（緊急支援オペレーション等）においては、マネージングディレクターが移

転委員会に諮問を行ったうえで、計画が完成する前に審査を行うことを許可するケ

ースもあります。このような場合、TT は借入人との間で、OP 4.12 の要件を満たす

移転文書を策定し世銀へ提出するスケジュールにつき合意します。 

9.  借入人が移転文書案を世銀に対し正式に提出すると、世銀のスタッフ（地域の

移転専門家および法務担当者を含む）がそれを確認し、プロジェクト審査のための

適切な根拠を成すか否かを判断し、それに応じて地域セクター幹部へ助言を行いま

す。国別担当局長により審査が許可されると、TT は移転文書案を世銀の Infoshop へ

送付します6。また、TT は、移転文書案の英語版要旨を事務局に送りますが、その際、

この要旨および移転文書案は、審査過程において変更されうる旨を記した送達状が

付されます。 

10.  プロジェクト審査の過程で、TT は、(a) 移転文書実施に対する借入人のコミッ

トメントおよび能力、(b) 生計手段および生活水準の向上または回復のために提案さ

れた措置の実現可能性、(c) 移転活動のための十分なカウンターパートファンドの利

用可能性、(d) 移転文書の不適切な実施によって生じる重要なリスク（貧困化リスク

を含む）、(e) 提案された移転文書とプロジェクト実施計画の整合性、および (f) 移

転文書の実施に対する内部および（TT が適当と判断した場合）独立したモニタリン

グ・評価制度の妥当性を評価します7。TT は、審査過程で生じる移転文書案の如何な

る変更に関しても、地域社会開発ユニットおよび LEG の同意を得ます。借入人が世

銀に対し、世銀ポリシー(OP 4.12)に準拠した移転文書案の最終版を正式に提出して

初めて、審査は完了します。 

                                                   

6  世界銀行の情報開示方針、パラグラフ 34 参照（2002 年世界銀行、ワシントン DC）。 

 

7 プロジェクトが OP 4.12、パラグラフ 3(b) に規定される影響をもたらす場合、上記(b)および

(d)の分析は、行動計画が世銀に提出された後実施される（本 BP パラグラフ 15 参照）。 
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11.   TT は、プロジェクト審査文書（PAD）に、移転に係る課題、提案された移転文

書および施策、および、移転文書実施に対する借入人のコミットメントや組織・資

金能力につき記載します。また TT は、PAD において、提案された移転施策の実現

可能性および移転の実施に伴うリスクにつき検討します。PAD 付属文書においては、

移転の概略が記述されます。これには主に、影響を受ける住民に関する基礎情報、

移転対策、制度的取り決め、スケジュール、予算（適切かつ適時のカウンターパー

トファンドの投入を含む）、および成果モニタリングの指標等が含まれます。PAD

付属文書は、移転に係る総費用を、総事業費から切り出して表記しています。 

12.   融資契約上のプロジェクト概要には、移転コンポーネント、およびそのサブコ

ンポーネントが記載されます。法的合意文書には、適切に移転文書を実施し、プロ

ジェクト実施進捗状況を随時世銀に報告する借入人の義務が定められます8。交渉に

おいて、借入人と世銀は、移転計画または移転ポリシーフレームワークもしくはプ

ロセスフレームワークに関し合意します。TT は、プロジェクトを理事会に上申する

前に、借入人の担当当局および実施機関が、移転文書に最終承認を与えたことを確

認します。 

監理 

13.   地域担当副総裁は、移転を成功させるには緊密かつ頻繁な監理9が重要であると

を認識し、関係する国別担当局長と連携しつつ、非自発的住民移転を伴うプロジェ

クトに対する効果的な監理のための適切な対策が確立されるよう確保します。この

目的を達成するため、国別担当局長は、移転の適切な監理に必要となる資金を配分

しますが、その際には、移転に係るコンポーネントおよびサブコンポーネントの規

模や複雑さ、ならびに、不可欠な社会、財務、法務および技術面の専門家を雇用す

る必要性が検討されます。監理は、移転の監理に関する地域行動計画に十分に配慮

した上で実施されます10。 

                                                   

8 移転ポリシーフレームワークの場合、移転が発生する全てのサブプロジェクトに対し、フレ

ームワークに沿った移転計画を策定し、サブプロジェクト実施前に世銀に提出し承認を得ること

も、借入人の義務に含まれる。 

 

9 OP/BP 13.05「プロジェクト監理」参照。 

 

10 計画は、地域社会開発ユニットが TT および法務部と協議の上で作成する。 

 



14.   TL は、プロジェクト実施期間を通じて移転文書の実施を監理し、必要不可欠な

社会、財務、法務および技術面の専門家が監理ミッションに加わるよう確保します。

監理活動は、プロジェクト実施計画および移転文書を含めた法的施策の遵守確認に

焦点を置き、TT は、合意された施策からの逸脱につき借入人と協議し、地域幹部に

それらを報告し迅速な是正措置を求めます。TT は内部および独立（該当する場合）

のモニタリングレポートを定期的にレビューし、モニタリングによって明らかにな

った事項および勧告が、プロジェクト実施に確実に反映されるようにします。移転

に関連して発生しうる課題や機会に対し迅速に対応するため、TT は、プロジェクト

実施の初期段階において、プロジェクトの移転計画および実施を確認します。この

確認結果に基づき、TT は、借入人に対し、ポリシーの目的を達成するために、関連

する移転文書について協議し、必要な場合はそれを修正するよう働きかけます。 

15.  プロジェクトが OP 4.12、パラグラフ 3(b)に規定される影響をもたらす場合、

TT は、天然資源の持続性に配慮しつつ、移転住民の生活を向上させる（尐なくとも、

プロジェクト前または移転前の生活水準のいずれか高い方まで実質的に回復させ

る）ための支援措置の実現可能性を判断するため、行動計画を評価し、その結果を

地域幹部、地域社会開発ユニットおよび LEG に報告します。TL は、Infoshop を通

じ行動計画を一般に公開します。 

16.   移転文書に定められた移転施策が実施されるまでは、プロジェクトは完了した

と見做されず、世銀による監理は継続します。プロジェクトが完了すると、事業実

施完了報告書（ICR）11にて、移転文書の目的達成度および将来へ向けての教訓が評

価され、OP 4.12、パラグラフ 24 にて言及されている、借入人の評価によって明ら

かになった事項の概要が記載されます12。評価によって、移転文書の目的が達成さ

れていない可能性が示された場合、ICR にて、移転施策の妥当性を評価し、（必要

に応じて）世銀による継続的監理を含む今後の行動方針が提案されるケースもあり

ます。 

                                                   

11 OP/BP 13.55「事業実施完了報告書」参照。 

 

12 移転文書の目的達成度に関する ICR の評価は、通常、プロジェクト完了時点における、影

響を受ける住民に対する社会経済調査に基づいており、移転の範囲および移転住民と受入先住民

の生活にプロジェクトがもたらした影響を考慮に入れる。  
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国別援助戦略 

17.  移転を必要とする一連の活動を行っている国においては、政府との継続的な

国・セクター別対話には、当該国の移転に関する政策的、制度的および法的枠組み

に係る全ての論点が含まれることとなります。世銀スタッフはこれらの論点を、国

別経済セクター業務および国別援助戦略に反映しなければなりません。 

 

 

本手順書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。 

 


