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安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクト 

（仮訳） 

 
2018 年 12 月 10、11 日の両日にモロッコに会した、我々、国家元首及び上級代表は、難民と移
民に関するニューヨーク宣言を再確認し、あらゆる局面における国際的な移住における協力の
強化に向けて重要な貢献を行うことを決意し、安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・
コンパクトを採択した。 
 
 

序文 

 
1. 本グローバル・コンパクトは国連憲章の目的と原則に基づいている。 

 
2. 本グローバル・コンパクトは「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」とその他の重要な国際的人権条約 1、
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人（特に女性及び児童）の取
引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」と「国際的な組織犯罪の防止に関する国
際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する
議定書」を含む「国際組織犯罪防止条約」、「奴隷制度廃止補足条約」、「気候変動に関する
国際連合枠組条約」、「国際連合砂漠化対処条約」、「パリ協定 2」、「働きがいのある人間らし
い仕事推進と労働力の移動に関する国際労働機関条約 3」と「持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」、「アディスアベバ行動目標」、「仙台防災枠組」及び「ニューアーバンアジェ
ンダ」のいずれにも基づいている。 

 
3. 人がグローバルに国境を超えて移動する移住についての議論は新しいものではない。2006

年と 2013 年の国連における「国際移住と開発に関するハイレベル対話」を通じて我々は

 
1 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子差別撤廃条約」、「拷問及び他の残虐な、非
人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約」、「子どもの権利条約」、「全ての移住労働者
及びその家族の権利の保護に関する国際条約」、「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」、
「障害者の権利に関する条約」。 
2 UNFCCC FCCC/CP/2015/10/Add.1、決定 1/CP.21.に基づいて採択された。 
3 「1949 年移民労働条約(第 97 号)」、「1975 年移民労働条約(第 143 号)」、「1962 年処遇平等条約(第 118
号)」、「2011 年働きがいのある人間らしい仕事に関する家事労働者条約(第 189 号)」。 
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着実に歩みを進めてきた。また、2007 年に初開催された「移住と開発に関するグローバル・
フォーラム」も大きな役割を果たした。これらのプラットフォームは「難民と移民に関す
るニューヨーク宣言」への道を切り拓き、それらを通じて難民に関するグローバル・コン
パクトを詳述し、安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクトを採択する
という 2 つの異なるプロセスに我々は責任をもって取り組んできた。この 2 つのグローバ
ル・コンパクトを合わせると、移民と難民は多くの共通の課題と同様の脆弱性に直面する
可能性があることを確認した「難民と移民に関するニューヨーク宣言」で構築された、そ
れぞれの任務を果たすのに必要な国際的な協力枠組みとなるだろう。 

 
4. 難民と移民には全ての人に普遍的に与えられた人権と基本的自由が認められており、それ

らはいかなる時においても尊重され、保護され、遂行されなければならない。しかしなが
ら、移民と難民はそれぞれ別の法的枠組みのもとで扱われる。国際難民法で定められた特
定の国際的保護を受けられるのは難民だけである。本グローバル・コンパクトは移民に言
及し、あらゆる局面における移住に取り組むための協力枠組みを提示する。 

 
5. 本グローバル・コンパクトの準備過程では、協議段階と現状調査段階における加盟国と関

係者によって共有された内容と事務総長が発表した報告書「移住の利益を全ての人に」が
多大なる貢献を行ったことをここに明記する。 

 
6. 本グローバル・コンパクトは移住に関する世界的な対話と国際協力の歴史における重要な

通過点となるものである。本グローバル・コンパクトは「持続可能な開発のための 2030 ア
ジェンダ」と「アディスアベバ行動目標」を基礎としたものであり、2013 年 10 月に採択
された「国際移住と開発に関するハイレベル対話宣言」の議論を用いている。また、2017
年 2 月 3 日付報告書を含め、「国際移住と開発」に関する事務総長の前特別代表による先
駆的取り組みに基づくものである。 

 
7. 本グローバル・コンパクトは、「難民と移民に関するニューヨーク宣言」において加盟国が

合意した責任の上に成り立つ法的拘束力のない協力枠組みを提示するものである。本グロ
ーバル・コンパクトは一国だけで取り組めるものではなく、国の主権と国際法に基づく各
国の義務を認めた上で、移住に関わる関係各国及び関係者間での国際協力を強化するもの
である。 

 
 

ビジョンと指導原則 
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8. 本グローバル・コンパクトは、国際的な移住に関する協力体制強化のための共同誓約であ
る。移住は人類がいつの時代も経験してきたことであり、今日のグローバル化された世界
においては、移住は繁栄、革新、持続的開発の源である。これらの明確な影響は移住のガ
バナンスを改善することで最大限に生かされる。世界中の移民の多くは、安全かつ秩序の
ある環境において正規の手続きに従って移動、居住、そして労働する。それにも関らず、
移住は我々の国、コミュニティ、移民とその家族に対して様々な形で、時に予想もできな
いような影響を与えることは紛れもない事実である。 

 
9. 国際的な移住の課題と機会によって、我々は分断されるのではなく、団結するのだという

ことが重要である。本グローバル・コンパクトは、移住の利益を全ての人々が享受できる
よう、移住に関する我々の共通の理解、責任の共有、そして一致した目的を提示する。 

 
共通の理解 

 
10. 本グローバル・コンパクトは、閉鎖的でなく透明性が確保された包括的プロセスにおいて、

収集された根拠とデータを、類を見ない規模で見直して作成されたものである。複雑な事
象である移住について、現状を共有し、多様な意見を聞き、共通理解を深めて形成してき
た。移住は、地域内そして地域を超えて社会を結び、どの国も出身国、経由国、あるいは
目的国となりうる、グローバル化した世界を決定づける大きな特徴である。移住に関する
知識と分析を強化する国際的取り組みは、継続的に行われる必要がある。共通理解を深め
ることにより、全人類が享受できる持続的開発の潜在的可能性を開く政策立案が進むから
である。我々は質の高いデータを収集し、広めなければならない。現在及び将来的な移民
が、安全で秩序ある正規の移住に関して、自らの権利、義務と選択肢を完全に理解し、ま
た非正規移住のリスクについても認識していることを、確実にする必要がある。さらには、
移民に対して否定的な見方を生み出す誤ったナラティブを一掃するために、全ての市民が、
移住の利益と課題に関する客観的で証拠に基づく明確な情報にアクセスできるようにしな
ければならない。 

 
責任の共有 

 
11. 本グローバル・コンパクトでは、出身国、経由国、目的国の個人とコミュニティにとって

のリスクと課題に取り組む一方で、国際的な移住について全方位的ビジョンを提示し、包
括的アプローチが移住の全般的な利益を最大限に活用するためには必要であると認識して
いる。一国のみでこのグローバルな事象の課題と機会に取り組み、対応することはできな
い。国際協力と本グローバル・コンパクトで提案された方策を通じて、非正規移住自体と
その悪影響を低減させる一方で、包括的アプローチのもと、安全で秩序ある正規の移住の



4 
 

促進を目標としている。それぞれのニーズと移住に関する懸念に取り組むために、国連加
盟国として相互に共有する責任を認識し、全てのコミュニティの安全と繁栄を推進しなが
ら、個々の在留資格に関わらず全ての移民の人権を尊重し保護、実行するための包括的義
務に取り組む。 

 
12. 本グローバル・コンパクトは、人々が自らの出身国で持続可能な生活の構築と維持が困難

となり、将来的に別の場所に移住せざるを得なくなる不利益な要因や構造的要因を緩和す
ることを目標としている。移民の人権を尊重、保護、保障し、必要なケアと支援を提供す
ることで、移民が移住の様々な段階で直面するリスクと脆弱性を軽減することを目指す。
また、社会は様々な規模での人口統計学的、経済的、社会的、環境的変化の過程にあり、
これらは移住と密接に関わっているか、移住の結果と関連するかもしれないと認識する一
方で、コミュニティが抱くもっともな懸念への対応手段を探る。全ての移民が人的、経済
的、社会的な能力を発揮して我々の社会を豊かにするような状況を作り出し、移民の地方、
国、地域、グローバルなレベルでの持続可能な開発への貢献の促進に努める。 

 
目的の一致 

 
13. 本グローバル・コンパクトでは、安全で秩序ある正規の移住は、情報が十分に開示され、

計画的で同意のもとに行われた場合に、全ての人にとって利益となると認識する。移住は
決して、絶望的な状況下で行われるべきではない。そのような場合、脆弱な状況にある移
民のニーズに対処するために協力し、それぞれの課題に対応しなければならない。我々は
コミュニティ及び個人が安全かつ尊厳を持って自国で暮らせる状況を創造するために共に
協力すべきである。移民の命は守られ、危険から遠ざけられなければならない。移民が我々
の社会の完全な一員となるようエンパワメントを行い、移民の明確な貢献に光を当て、包
摂と社会的結束を推進しなければならない。国、コミュニティ、移民の全てに対して同様
に、予測可能性と確実性をより高めなければならない。その達成のために、全ての人に利
益をもたらす安全で秩序ある正規の移住を促進し確立していけるよう、責任感をもって取
り組んでいく。 

 
14. 本グローバル・コンパクトに盛り込まれた目標と責任を達成するための鍵は、各国の相互

信頼、決意そして団結にある。我々は、全ての人が満足する結果を求める協力精神のもと、
責任の共有と革新的な解決策を通じて、あらゆる局面における移住の課題と機会に取り組
むために一致団結する。歴史的一歩を踏み出したのは、この共通の目的という認識のもと
であり、安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクトは重要な通過点では
あるが、この努力は始まりに過ぎないことを十分に認識する。本文書の文言が世界中の何
百万人もの人々の利益となる具体的な活動に確実につながるよう、定期的かつ効果的なフ
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ォローアップ、及びレビューの仕組みを通じて、国連における多国間対話を継続する。 
 

15. 我々は、本グローバル・コンパクトが以下のような分野横断的かつ相互依存的な一連の指
導原則に基づくことに合意する： 

 
a) 人間中心: 本グローバル・コンパクトは、移住経験それ自体が内包している強い人間的

側面を有している。移住は移民と出身国、経由国、目的国のコミュニティの人々のウェ
ルビーイングを推進するものである。従って、本グローバル・コンパクトは個人にその
核がある。 

 
b) 国際協力: 移住は本質的に越境を伴うものであることから、一国だけで対処することは

できず、本グローバル・コンパクトはそれを踏まえた法的拘束力のない協力の枠組みで
ある。ここで必要となるのが、国際、地域、二国間の協力と対話である。本グローバル・
コンパクトの権威は、その合意性、信頼性、共同オーナーシップであること、共同実施、
フォローアップ、レビューを基礎として築かれている。 

 
c) 国家主権: 本グローバル・コンパクトは、国際法に従って、各国が自国の移住政策を決

定する国家主権と自らの管轄範囲内で移住を管理する権限を持つことを再確認する。国
は各国の主権の範囲内で、国際法に従って、本グローバル・コンパクトの実施に向けた
立法及び政策措置の決定を含め、各国の現状、政策、優先事項と入国、在留、雇用の要
求事項を考慮して、正規移住と非正規移住の状況を区別することができる。 

 
d) 法の支配と適正手続き: 本グローバル・コンパクトは、法の支配、適正手続きと司法ア

クセスの尊重が移住に関するガバナンスにおいて必要不可欠な要素であると認識して
いる。つまり、国、公的及び民間の機関・団体、そして人々は、国際法と矛盾のない、
正式に公布され、平等に適用され、独立して判断を下す法律を遵守する責任がある。 

 
e) 持続可能な開発: 本グローバル・コンパクトは「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」を基礎としており、移住は出身国、経由国と目的国の持続可能な開発に主要な関連
性をもつ多面的な現実の上に成り立っており、明確かつ包括的な対応が必要となること
を認識している。移住は、適切に管理が行われれば、明らかな開発成果につながり、「持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の目標達成に向けて大きな役割を果たす。本
グローバル・コンパクトは、全ての持続可能な開発目標の達成にむけて移住の潜在的可
能性を活用することを目標としており、同時に将来的にこの達成が移住にもたらす影響
にも注目している。 
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f) 人権: 本グローバル・コンパクトは国際人権法に基づき、後退禁止及び差別禁止の原則
を支持する。本グローバル・コンパクトを履行することにより、移住のステータスに関
わらず、移住過程のあらゆる段階にある全ての移民の人権を確実に尊重し、保護、実行
する。また、人種差別、外国人嫌い（排外主義）、移民やその家族に対する不寛容を含む
あらゆる差別の撤廃に向けて、責任をもって取り組むことをここに再確認する。 

 
g) ジェンダーへの配慮: グローバル・コンパクトは、あらゆる移住段階にある女性、男性、

男女児童の人権を尊重する。それぞれの特有のニーズは適切に理解、対処され、変化を
もたらす主体として認められる。ジェンダーの観点を極めて重視し、ジェンダーの平等
と全ての女性と女児の地位向上を推進し、被害者というレンズから見られがちな移民女
性の立場を是正するために、それぞれの自立、主体性、リーダーシップを認識する。 

 
h) 子どもへの配慮: 本グローバル・コンパクトは、全ての子どもの権利に関する既存の国

際的な法的義務を推進し、単身の子ども、親と離別した子どもを含む、国際的な移住の
文脈で子どもに関する全ての状況における最優先事項として、常に子どもの最善の利益
の原則を支持する。 

 
i) 政府全体でのアプローチ: 本グローバル・コンパクトでは、移住が政府の一つの政策分

野のみでは取り組むことはできない多面的な現実であることを考慮する。効果的な移住
政策と実践を立案して実施するためには、政府の全分野及びレベルにおいて水平的にも
垂直的にも政策的一貫性を確保する、政府全体でのアプローチが必要である。 

 
j) 社会全体でのアプローチ: 本グローバル・コンパクトは移民、ディアスポラ、地域コミ

ュニティ、市民社会、学界、民間セクター、国会議員、労働組合、国内人権機関、メデ
ィア、移住のガバナンスに関わる関係者を含むことによって、移住を多面的にとらえて
取り組むための多様な関係者によるパートナーシップを推進する。 

 
 

協力の枠組み 

 
16. 「難民と移民のためのニューヨーク宣言」において、我々は政治的宣言と一連のコミット

メントを採択した。同宣言を全体的に再確認し、その上で以下のような 23 項目の目標、履
行、及びフォローアップとレビューで構成された協力の枠組みを掲げる。各目標には、コ
ミットメントに続いて、関連する政策手段と好事例を伴う一連の行動が盛り込まれている。
23 項目の目標を履行するには、移住のサイクルにそった安全で秩序ある正規の移住を達成
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するために必要なこれらの行動の中から活動を行う。 
 
 

安全で秩序ある正規の移住のための目標 

(1) 根拠に基づく政策立案の根拠となる、正確で分類されたデータを収集し活用する 

(2) 移民が出身国を去らざるを得なくなる不利益な要因及び構造的要因を最小化する 

(3) 移住のあらゆる段階において正確で時宜にかなった情報を提供する 

(4) 全ての移民が法的な身分証明書と適切な書類を所持することを徹底する 

(5) 正規移住への道筋の実現可能性と柔軟性を強化する 

(6) 公正で倫理的な採用と労働者保護の条件整備を促進し、働きがいのある人間らしい仕事

を保証する 

(7) 移住における脆弱性に対応し、それを軽減する 

(8) 移民の人命を救助し、行方不明の移民に関する国際的な取り組みを構築する 

(9) 移民の密入国に対する多国間対応を強化する 

(10) 国際的な移住における人身取引を防止し、対策を採り、撲滅する 

(11) 統合され、安全で連携の取れた国境管理を行う 

(12) 移住関連手続きにおいて適切な審査、調査、照会に関する確実性、予測可能性を強化す

る 

(13) 移民の収容については最後の手段としてのみ利用し、代替策の策定に向けて取り組む 

(14) 移住の全過程において、領事業務に関する保護、支援、協力を強化する 

(15) 移民に基本的サービスへのアクセスを提供する 

(16) 移民の包摂と社会的結束の実現に向け、移民と社会のエンパワメントを促進する 

(17) あらゆる形態の差別を撤廃し、移住への理解を形成するために、根拠に基づく幅広い議

論を推進する 

(18) 技能開発に資源を投じ、技能、資格、能力の相互認証を促進する 
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(19) 移民とディアスポラが、持続可能な開発に十分に貢献できる環境を全ての国で創出する 

(20) より迅速で安全で経済的な送金手段を促進し、移民が金融包摂されるようにする 

(21) 安全で尊厳ある帰国及び再入国と可能な再統合の推進に向けて協力する 

(22) 社会保障制度の受給資格を通算できる仕組みを構築する 

(23) 安全で秩序ある正規の移住に向けた国際協力とグローバルな連携を強化する 

 
 

目標とコミットメント 

 
目標 1: 根拠に基づく政策立案の根拠となる、正確で構成要素に細分化されたデータを収集し活
用する 
 

17. 我々は、性別、年齢、移民のステータスや各国状況に応じたその他の特徴で構成要素別に
細分化された正確で信頼性の高い比較可能なデータの収集、分析、普及の向上及び資源を
投じることで、国際的な移住に関するグローバルな根拠の基盤強化に責任をもって取り組
む。その際、国際人権法に基づくプライバシーの権利を守り、個人情報を保護する。さら
に、このデータによって研究が進み、一貫性のある根拠に基づく政策立案と十分に開示さ
れた情報に基づく社会的議論が促進され、これらのコミットメントの今後の実施状況のモ
ニタリングと評価を効果的に進められるように責任をもって取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 国連統計委員会の指導のもと、全ての関係者が参加して、データ収集方法を一致させ、
移住関連データと指標の分析と普及を強化することによって、地方、国、地域及びグロ
ーバルレベルの移住に関するデータを向上させる包括的戦略を策定して実施する。 

 
b) 国際的な移民の統計学的定義の開発と適用、移民の人口と流れの測定方法の標準化、移
住のパターンと傾向・移民の特徴・移住の要因と影響の記録を含め、移住に関する統計
データと国のデータシステムの国際的な比較可能性と互換性を向上する。 

 
c) データを共有し、データ不備への対処を行い、重要な移住の傾向の調査を行うためのデ
ータ収集、分析、普及に関する国の能力構築及び強化のためのグローバル・プログラム
を開発し、それによってあらゆるレベルの関係者間の協力を奨励し、専門研修、財政支
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援及び技術支援を提供し、ビッグデータを含む新しいデータソースを活用する。また以
上について、国連統計委員会の定期的な評価を受ける。 

 
d) 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」と関連する戦略やプログラムについて地
方、国、地域、グローバルレベルでの実施状況に寄与するために、移住の影響と恩恵に
関するデータ及び持続可能な開発に対する移民とディアスポラの持続可能な開発への
貢献についてのデータを収集し、分析、利用する。 

 
e) 重複を避けるために組織間の連携を強化しつつ、透明性のある、利用者が使用しやすい
方法で体系的に関連データを集約するために、国際移住機関（IOM）の「グローバル移
住データポータル」と世界銀行の「移住と開発に関する国際知識パートナーシップ」を
含む既存のグローバル及び地域レベルのデータベースと保管場所のさらなる開発及び
連携を支援する。 

 
f) 既存の地域及び準地域メカニズムと連携して、戦略を共有し、構成要素に細分化された
移住に関するデータの価値を最大限活用することを目指して、好事例や、移民による貢
献、出身国、経由国、目的国における移住の全体的な経済的、社会的、政治的利点と課
題、移住の要因に関する国連基準に沿ったデータを収集して分析するために、移住に関
する調査や研修を行う地域センターや「移住と開発に関するアフリカ観測所」のような
移住観測拠点を設立して強化する。 

 
g) 国勢調査において、出生国、両親の出生国、市民権取得国、国勢調査の実施 5 年前時点
の居住国、入国した最新の日付と移住の理由など移住関連の質問を可能な限り早く統合
して、国レベルでのデータ収集能力を強化し、結果の分析と公表を迅速に行う体制を確
立し、分析結果は統計目的の国際標準に従って構成要素によって分別し集計する。 

 
h) 移民の社会的経済的統合に関する情報収集を行うために、世帯調査、労働力調査、その
他の調査を行う。あるいは、国、地域、国際的な各レベルでの比較を充実させるため、
既存の世帯調査に標準的な移住に関する項目群を追加する。収集されたデータについて
は、統計学的マイクロデータファイルで一般公開する。 

 
i) 出入国記録、査証、滞在許可、人口台帳とその他関連するデータソースなどの行政記録
を統計目的で利用することを含め、国の移住データを管轄する部門と移住関連の統計を
作成する国の統計局との協力を進める。その際、プライバシー権には注意し、個人情報
は保護する。 
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j) 根拠に基づく移住政策の立案を行うために、労働市場のニーズ、技能の需要と供給可能
性、移住の経済・環境・社会的影響、送金手数料、医療、教育、職業、生活と労働環境、
賃金、移民と受け入れコミュニティそれぞれのニーズなど、国レベルでの移住のあらゆ
る局面における構成要素に細分化されたデータを含む国別の移住プロファイルを作成
し使用する。 

 
k) 出身国、経由国と目的国のそれぞれの関係者と協力して、移住と持続可能な開発の３つ
の局面、移民とディアスポラの貢献と技能、移民が出身国と目的国とどのようなつなが
りを維持しているかの相関関係について研究、学術的取り組み、調査を発展させる。 

 
 
目標 2: 移民が出身国を去らざるを得なくなる不利益な要因及び構造的要因を最小化する 
 

18. 人々が自国で平和で生産的で持続可能な生活を送ることが出来、また個人的な希望を充足
できるような政治・経済・社会・環境的状況を創造することにより、絶望と環境悪化によ
って人々が非正規移住を通じて他国で生活の機会を求めざるを得なくなることがないよう
に取り組む。さらに、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を適切なタイミングで
完全実施するために責任をもって取り組む。同時に、安全で秩序ある正規の移住の推進を
目的とした本グローバル・コンパクトの全体的な影響を強化するために、その他の既存の
枠組みを補強し、その実施に資源を投じる。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 「持続可能な開発目標」、「アディスアベバ行動目標」を含む「持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」、そして最も取り残された人々を最初に支援するというコミット
メント、並びに「パリ協定 4」、「仙台防災枠組み 2015-2030」の実施を推進する。 

 
b) 貧困の撲滅、食糧の安全保障、医療と衛生、教育、包括的な経済成長、インフラ、都市

及び農村開発、雇用創出、働きがいのある人間らしい仕事、ジェンダーの平等及び女
性と女児の地位向上、強靭性と災害リスク軽減、気候変動の緩和と適応、あらゆる形
式の暴力の社会経済的影響への対応、差別撤廃、法の支配とグッドガバナンス、司法
アクセスと人権保護、効果的で説明責任を果たす透明性が確保された機関のある平和
的で包括的な社会の創造と維持を通じて、人々が自らの出身国を去らざるを得なくな
る不利益な要因及び構造的要因を排除する目標のもと、各国による持続可能な開発目

 
4UNFCCC FCCC/CP/2015/10/Add.1 決議 1/CP.21 にて採択された 
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標達成を加速するプログラムに資源を投じる。 
 
c) 移住を引き起こす、または影響を与えるようなリスクと脅威の悪化を監視して予測す

るメカニズムを構築または強化する。他国、関連する政府及び地方当局、国内人権機
関、市民社会との緊密な協力と支援のもと、早期警報システムの強化、緊急手続き及
びツールキットの開発、緊急作戦の開始及び緊急事態後の復興支援を強化する。 

 
d) あらゆる地域の地方及び国レベルでの持続可能な開発に資源を投じ、一貫した、包括

的で持続可能な経済成長を達成することで、全ての人々が生活を改善し、希望を叶え
られるようにする。これには、民間及び外国直接投資と貿易特恵を含め、コミュニテ
ィと人々の両方が、自国でのチャンスを生かし、持続可能な開発につながるような望
ましい状況を創造する。 

 
e) 労働市場のニーズに沿って、民間セクターや労働組合とも協力して、起業、教育、職業

訓練及び技能開発プログラムとのパートナーシップ、生産的な雇用創出を推進するこ
とで人的資源開発に資源を投じる。それによって、若年層の失業率を改善し、頭脳流
出を防止し、出身国への頭脳流入を最適化し、人口構成による恩恵を生かす。 

 
f) 被災した個人の権利、住民のレジリエンス、経済的社会的自立への尊重を確立した長

期的対応策と成果のために、共同分析、マルチドナーへのアプローチ及び複数年資金
供与サイクルの促進を含む人道支援組織と開発支援組織の協力を強化する。これらの
取り組みには、移住の可能性も考慮に入れる。 

 
g) 紛争または自然災害状態にある国における移民保護ガイドライン(MICIC ガイドライ

ン)など、国主導の協議プロセスによる関連する勧告を考慮に入れ、国家の非常事態へ
の準備及び対応策に移民を含める。 

 
自然災害、気候変動による悪影響、環境の悪化 

 
h) 突然発生する、あるいは徐々に発生する自然災害、気候変動による悪影響、自然環境

の悪化、その他の不安定な状況が原因となって発生する可能性のある移住の状況を詳
細に把握して理解し、予想し対応するために共同解析と情報共有を強化するとともに、
全ての移民の人権を尊重し、保護し、履行することを保障する。 

 
i) 砂漠化、土壌劣化、干ばつ、海面上昇など突然発生するあるいは徐々に発生する自然

災害、気候変動による悪影響、自然環境の悪化に対する適応及び強靭性戦略を策定す
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る。この際、出身国内での適応の優先を認識しつつ、移住への影響も考慮する。 
 
j) 避難の検討は災害準備戦略に統合し、近隣諸国及びその他関係各国と協力を推進して

早期警報、危機管理計画、備蓄、調整メカニズム、避難計画、受け入れ及び支援協定と
情報公開の準備を進めておく。 

 
k) 突然発生するあるいは徐々に発生する自然災害によって被災する人々の脆弱性に対応

するため、準地域及び地域レベルのアプローチとメカニズムを連携して開発し、場所
を問わず彼らの人権に配慮した、必要不可欠なニーズを満たす人道支援へのアクセス
を確保し、全ての関連各国の能力を考慮しつつ強靭性と自立性を向上させる持続的な
結果を生み出すようにする。 

 
l) 災害及び気候変動における越境避難民の保護に関するアジェンダと災害避難に関する

プラットフォームなどの国主導型の協議プロセスからの関連の勧告の考慮も含め、突
然発生するあるいは徐々に発生する自然災害という状況における移住の課題解決のた
め、一貫性のあるアプローチを開発する。 

 
 
目標 3: 移住のあらゆる段階において正確で時宜にかなった情報を提供する 
 

19. 各国間、コミュニティ、及び移住のあらゆる段階における移民に対して、移住に関する正
確で時宜にかない、アクセスが容易で透明性が確保された情報を提供し、普及する努力を
強化することについて責任を持って取り組む。さらに、この情報は、移住に関わる全ての
人にとって高い予測可能性と確実性を持った移住政策の策定に使用する。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 国ごとの移民法や政策、査証要件、申請手続き、手数料や互換性の基準、就労許可要

件、職業資格要件、資格調査と同等資格の認定、研修と学習の機会、及び生活の費用と 
状況など正規移住に関する情報を集約して掲載した一般公開の国レベルのウェブサイ
トをスタートさせ、移民が判断するための情報提供をする。 

 
b) 共同データベース、オンラインプラットフォーム、国際研修センター、連絡ネットワ

ークを通して、移住関連の動向に関する情報交換のための制度的な二国間、地域、国
際的な協力と対話を推進し強化する。その際、プライバシーの権利を守り、個人情報
を保護する。 
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c) 子どもとジェンダーに配慮した支援とカウンセリングを提供する、移住ルートに沿っ

たオープンで誰でもアクセス可能な情報拠点を設立し、出身国の領事担当者に相談す
る機会を提供し、人権や基本的自由に関するものを含む関連情報、適切な保護と支援、
正規移住の選択肢と道筋、帰国の可能性について、サービスを受ける人が理解できる
言語で提供する。 

 
d) 新たに到着した移民に対して、移民が必要とする、ジェンダーと子どもに配慮した、

入手しやすい総合的な情報と、国や地方自治体の法律の遵守、就職、滞在許可証、滞在
ステータスの調整、当局への登録、人権侵害に対する異議申し立てなどの際の司法ア
クセス、基本的サービスの利用など移民の権利と義務に関する法律的な情報の提供と
助言を行う。 

 
e) 地方当局、領事館や大使館、民間セクター、学界、移民やディアスポラ団体や市民社会

と協力して、多言語対応のジェンダーに配慮した根拠に基づく情報提供キャンペーン
を推進し、啓発イベントを開催し、出身国において出発前オリエンテーション研修を
実施し、安全で秩序ある正規の移住を推進し、非正規で危険な移住に関するリスクを
周知する。 

 
 
目標 4: 全ての移民が法的な身分証明書と適切な書類を所持することを徹底する 
 

20. 全ての個人が国籍やその他関連情報を証明できる法的な身分証明書を有する権利を行使で
きるよう責任をもって取り組む。政府及び地方当局が移民の入国時、滞在中、帰国時に法
的な身分を確認することを認め、有効な移住手続き、効率的なサービス提供、市民の安全
向上を可能にする。さらに、適切な手続きを通じて、移民が自らの人権を有効に行使でき
る手段となるよう、移住のあらゆる段階において、適切な書類や出生、婚姻、死亡証明書
などの市民登録書類の発行を受けられるよう徹底して取り組む。 
 

このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 
 

a) 特に無登録者や外国に居住する自国民にも周知することに焦点を当てて、必要な身分
証明書や市民登録書類を提供することを含め、能力を強化し、情報通信技術ソリュー
ションに資源を投じることで市民登録制度を改善する。その際、プライバシー権と個
人情報の保護には万全を期す。 
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b) 国際民間航空機関（ICAO）の仕様に渡航文書を連携させて、相互運用可能でユニバー
サルな渡航文書の認証システムの推進に取り組む。同時に、デジタル化に資源を投じ、
生体認証によるデータ共有の仕組みを強化することで、身分詐称や文書偽造対策に取
り組む。その際、プライバシー権と個人情報の保護には万全を期す。 

 
c) 身分証明書と渡航文書を含む領事文書を、情報通信技術を活用し、特に遠隔地ではコ

ミュニティへの働きかけを行うことで、適切で時宜にかない信頼のおける利用しやす
い形で、外国在住の自国民に確実に提供する。 
 

d) 移住サイクルにおける脆弱性へのリスク増大を防ぐために、ジェンダーと年齢に配慮
した見直しを行うことで、旅券や査証など個人書類へのアクセスを整備し、書類取得
に関わる規則や基準が差別的でないことを確認する。 

 
e) 特に対策を講じなければ子どもが無国籍となるような状況において、国籍の権利を尊

重し、その国の法制を遵守しつつ、移民の出生登録を行い、女性と男性が平等に自ら
の国籍を子どもに継承させることを可能にし、また他国の領土で生まれた子どもに国
籍を与えることなどにより、無国籍状態を減少させる対策を強化する。 

 
f) 国籍証明または法的な身分証明書を所持していない移民が、基本的サービスへのアク

セスから排除されたり、人権を侵害されたりすることが無いよう、サービス提供拠点
における国籍証明の要求事項を見直して修正する。 

 
g) 自治体に居住する移民を含む全ての人に対して、市民権または滞在許可を記載せずに、

基本的な個人情報が記載された登録カードを発行することで、当局とのやりとりや、
関連サービスへのアクセスなど、コミュニティ生活への参加に関わる地方レベルの既
存の慣行を補強する。 

 
 
目標 5: 正規移住への道筋の実現可能性と柔軟性を強化する 
 

21. 安全で秩序ある正規の移住の道筋の可能性を拡大し多様化するという観点から、人口動態
と労働市場の実情を反映した労働力の移動と働きがいのある人間らしい仕事を推進し、教
育の機会を最大限活用し、家族生活を送る権利を尊重し、脆弱な状況にある移民のニーズ
に応える方法で、安全で秩序ある正規の移住の選択肢と道筋を変化に対応させる。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 
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a) 国際労働機関（ILO）の基準、ガイドライン、原則に沿って、関係各所と協力して、各

セクターの雇用標準条項を含む、人権に基づきジェンダーに配慮した、二国間、地域
レベルあるいは多国間の労働力移動協定などを策定する。その際、国際人権法及び国
際労働法を遵守する。 

 
b) 国の優先事項、地方の市場ニーズ、及び技能の供給状況に応じて、自由な移動を可能

とする体制、査証免除または複数国査証などの国際、二国間協定や労働力移動協力枠
組みなどを通じて地域内及び地域間の労働力の移動を推進する。 

 
c) 民間セクターやその他の関係者と協議を行い、地方及び国レベルの労働市場の需要と

技能の供給に従い、労働市場における技能のマッチングを最適化し、人口動態の現状、
開発課題や機会への対応を念頭に、正規移住のための既存の選択肢と道筋を見直して
修正する。 

 
d) 正規と臨時の職業用、複数回入国の学生用、商用、訪問用、投資や起業用など、柔軟性

があり、変更可能で無差別な査証や滞在許可の選択肢を用意することで、地方と国レ
ベルの労働力市場のニーズとあらゆるレベルの技能の供給に従って、一時労働、季節
労働、循環労働、そして労働力が不足している分野においてはファーストトラックプ
ログラムなどを含む、移民の権利とジェンダーに配慮した柔軟な移民の労働力移動ス
キームを策定する。 

 
e) 正規の道筋を通して市場のニーズに対応した契約労働者の移動のために、地方の労働

市場の分析、技能の不足分野の確認、必要な技能の詳細な定義と移住労働政策の有効
性の評価を行うに際して、地方自治体や特に民間セクターや労働組合などその他の関
係者も関与して、国の経済における効果的な技能のマッチングを推進する。 

 
f) 標準的な労働許可のための査証や許可証の認証手続きにかかる時間を短縮し、法令を

遵守してきた雇用主については査証や許可証の発行時間を迅速化した手続きを提供す
ることで、効率的で効果的な技能適合プログラムを発展させる。 

 
g) 突然発生した自然災害やその他の危険な状況により、自らの出身国を去らざるを得な

くなった移民に対して、自らの出身国での対応や帰国が不可能である期間、人道的配
慮によるビザ、民間による受け入れ支援、子どもが教育を受ける機会、臨時の就労許
可などを提供することで、温情的、人道的またはその他の配慮から、入国を認め、必要
な期間の滞在を許可する既存の国及び地域レベルの取り組みを発展させる。 
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h) 砂漠化や土壌劣化、干ばつや海面上昇など徐々に発生する自然災害、気候変動による

悪影響や自然環境の悪化のせいで自らの出身国を去らざるを得なくなった移民のため
に、自らの出身国での対応や帰国が不可能である場合には、計画移転を行う、査証の
選択肢を検討するなど、解決策を確認し、対応を策定し強化する。 

 
i) 所得、語学の習熟度、居住期間、就労許可などの適用要件や社会保障やサービスへの

アクセスを見直し、修正するなど、家族が一緒に生活する権利の実現や子どもの最善
の利益を推進する適切な手続きを通じて、あらゆる技能レベルの移民に対して、家族
の再統合手続きへのアクセスを確保する。 

 
j) 教育機関やその他の関係者と協力して、学生及び教員向けの奨学金、客員教授制度、

共同研修プログラムや国際的な研究の機会など、学術交流を推進する二国間または多
国間協定を通じて学術的な人材の移動の選択肢を拡大する。 

 
 
目標 6: 公正で倫理的な採用と労働者保護の条件整備を促進し、働きがいのある人間らしい仕事
を保証する 
 

22. 働きがいのある人間らしい仕事を保証し、出身国と目的国の双方において移民の社会経済
的貢献を最大化するため、既存の求人メカニズムが公正で倫理的であることを保証し、全
ての移住労働者を搾取や虐待から保護することを目指して、既存の求人メカニズムの見直
しについて責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 国際的な労働移住、労働者の権利、働きがいのある人間らしい仕事、及び強制労働に

関連する国際法文書について署名、批准、加入及び実施を推進する。 
 
b) 知識を共有し、家事労働者を含むあらゆる技能レベルの移住労働者の人権と労働の権

利の完全な尊重を目指して地域間対話を促進することで、労働力の移動における障害
を乗り越え、好事例を確立してきた既存の二国間、準地域、地域プラットフォームに
おける取り組みを活用する。 

 
c) 職業紹介業への効果的な規制と監視のための義務的で強制執行力のあるメカニズムの

構築を含め、職業紹介事業者が国際的なガイドラインや好事例に沿った形となり、借
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金による束縛、搾取、強制労働を防止する目的で、及び公的及び民間の職業紹介事業
者に対する規制を改善し、採用者や雇用主が移民に対して雇用手数料や関連費用を課
すことを禁止する。 

 
d) 移住労働者が理解できる言語で、書面にて契約を交わし、その契約内容、国際的な労

働者の採用における規則と目的国の雇用規則、労働者の権利と義務、また有効な異議
と救済申し立てメカニズムへのアクセス方法について承知できるようにするため、雇
用主、移住労働者組織や労働組合を含む全ての関係者と連携体制を構築する。 

 
e) 特に強制労働と児童労働に関して、人権と労働者の権利の侵害を取り締まる法律を制

定して実施する。働きがいのある人間らしい仕事の条件を整備し、虐待と搾取の防止、
そして採用と雇用の過程における役割と責任を明確に定義し、サプライチェーンの透
明性を強化する連携体制の構築を目指して、雇用主、採用担当者、下請け業者、サプラ
イヤーを含む民間部門と協力する。 

 
f) あらゆる形式の搾取、隷従、隷属、強制、児童労働を防止するために国際人権法及び国

際労働法が遵守されていることを確認し、あらゆる業界の採用担当者、雇用主、サー
ビス提供者の監視を強化するために、労働監督官やその他の関係当局の権限を強化す
ることで、公正で倫理的な採用と、働きがいのある人間らしい仕事の規範及び政策に
ついての執行を強化する。 

 
g) 働きがいのある人間らしい仕事に就ける機会を拡大し、国際人権法や国際労働法を尊

重する一方で、最低限の手続き上の負担で、移民が雇用主を変更し、滞在の条件や期
間を修正できるような、労働移住や公正で倫理的な採用に関するプロセスを構築し強
化する。 

 
h) 虐待、あらゆる形式の搾取、強制、隷属、児童労働、強要やそれと同様の従属的な状況

を防止し、移民が自らの人権を完全に行使できるようにするために、移民から労働契
約書や旅券または身分証明書を没収あるいは同意なく預かることを禁止するための対
策を講じる。 

 
i) 報酬を得て契約労働に就く移住労働者に対して、賃金保護メカニズム、社会的対話、

労働組合への加入などを通じて、公正でより良い労働条件を得る権利、同一価値労働
同一賃金の権利、平和的な集会及び結社の権利、達成可能な限り最高水準の身体及び
精神の健康を享受する権利など、その業界の全労働者に対して保障されるのと同様の
労働者の権利と保護を提供する。 
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j) 非公式経済活動に従事する移住労働者が、職場で搾取、虐待、人権侵害の被害にあっ

た場合に、被害を申し立てる移民の脆弱性を悪化させることなく出身国と目的国のど
ちらにおいても法的手続きを行えるような、報告、異議申し立て、救済への仕組みに
安全にアクセスできるようにする。 

 
k) ジェンダーに配慮した労働移住政策の基本として、特に家事労働者や低技能労働者と

して働く女性移住労働者の特定のニーズや貢献を考慮し、性暴力やジェンダーに基づ
く暴力を含むあらゆる形式の搾取や虐待を防止、報告、対応し有効な救済策提供のた
めの施策を採用するよう、関連する国内の労働法、雇用政策及びプログラムを見直す。 

 
l) ILO の「公正な人材募集・斡旋のための一般原則及び実務指針」、国連の「ビジネスと

人権に関する指導原則」、IOM の「国際採用規範システム(IRIS)」による関連勧告の検
討を含め、国際的な労働力移動に関する国内政策とプログラムを立案・改善する。 

 
目標 7: 移住における脆弱性に対応し、それを軽減する 
 

23. 国際法上の義務に基づいて、その脆弱性が移動中に発生したものか出身国、経由国、目的
国において直面した状況によるものかに関わらず、移民を支援し、移民の人権を守ること
で、脆弱な状況に直面する移民のニーズに対応する。さらに、子どもが関わる状況におい
ては常に子どもの最善の利益を最優先し、様々なカテゴリーの人々が一緒に移動する場合
を含め、ジェンダーに配慮したアプローチで脆弱性への取り組みを進める。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 人権に基づき、ジェンダーや障害に配慮し、年齢や子どもに配慮したアプローチを採

用することを含め、関連政策や取り組みが移民の脆弱性を生み出したり、悪化させた
り、意図せず増大させたりすることの無いよう見直す。 

 
b) 包括的な政策を確立し、脆弱な状況にある移民に対して、移住に関わるステータスに

関わらず、身元確認と支援、人権の保護を通じて、移住のどの段階にあっても必要な
支援を行えるような協力関係を構築する。特に念頭に置くのは、危険にさらされてい
る女性、単身または家族と離別した子ども、少数民族や少数派の宗教に属する人々、
性別やジェンダーに基づく暴力の被害者、高齢者、障害者、いかなる理由でも差別を
受けている人々、先住民、搾取や虐待を受けている労働者、家事労働者、人身取引の被
害者、密入国という状況において搾取や虐待の対象となる移民等である。 
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c) 移民の女性、女児、男児が抱える特定のニーズや脆弱性に対応するために、ジェンダ

ーに配慮した移住政策を策定する。特に性別やジェンダーに基づく暴力、虐待及び搾
取の場合、支援、医療ケア、心理的及びその他のカウンセリングサービス、司法アクセ
ス及び有効な救済手段を含む。 

 
d) 特に民間セクターを含む関係各所と協力して、職場に関連する脆弱な状況と、家事労

働者や非公式経済活動に従事する労働者を含むあらゆる技能レベルの移住労働者に対
する虐待を認知し効果的に対処するため、関連する既存の労働法と労働条件を見直す。 

 
e) 関連する立法・行政・司法手続き及び決定、領事保護政策やサービスと国境を超える

協力の枠組みを含む、子どもに影響を及ぼす全ての移住政策やプログラムにおいて、
子どもの最善の利益が適切に考慮され、一貫して解釈され、児童保護当局との協調と
協力のもと適用されるよう、子どもの移民を保護するために強固な手順を確立し、国
の児童保護システムにおいて子どもの移民の保護に責任を負う。 

 
f) 保護者のいない子ども及び家族と離別した子どもの身元確認、照会、ケア、家族との

再統合のための特別な手順を構築し、移住のどの段階にあっても子どもの移民を保護
する。また、個々の脆弱性と差別に対応し、あらゆる形の暴力から保護し、子どもの最
善の利益となる持続可能な解決策へと導くために不可欠な存在である法的資格を有す
る公平な法定後見人を速やかに指名することも含め、メンタルヘルス、教育、法的支
援と行政及び法的手続きを受ける権利へのアクセスを提供する。 

 
g) 移民は全て、いかなる場所においても、法の下において人として認められ、公正な裁

きを受ける権利は公平であり差別はないことを保障するために、移民が公的または低
廉な価格で独立した法的支援、また本人に関連のある法的手続きを行うために、司法
または行政審理期間を含め代理人にアクセスできるよう体制を確立する。 

 
h) 目的国において非正規の状況に陥ることがないようにし、非正規なステータスによる

極めて危険な状況とそれに伴う脆弱性を軽減し、非正規のステータスに陥った移民を
含め、移民が恣意的な追放の恐れなく個別のステータス審査を可能にすることを含め、
その変更を容易にし、移民に対してその権利と義務を通知するための利用しやすく目
的にかなった手続きを構築する。 

 
i) 特に子ども、若者、家族に関しては、彼らの脆弱性を軽減するための選択肢の一つと

して、また国にとっては居住者の実態をより詳細に把握するために、ケースバイケー
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スで、非正規移民が正規のステータスにつながるかもしれない、明確で透明性のある
基準に基づく、個別調査へのアクセスを容易にする既存の取り組みをさらに継続する。 

 
j) 国境を超えたより広範囲の国際協力を行うことや、危機管理、緊急対応、危機後の活

動において移民を考慮に入れることなどによって、経由国と目的国において緊急事態
に陥っている移民が、領事保護や人道支援を受けられるよう、特定の支援策を適用す
る。 

 
k) 国の保護当局、法的支援やサービスの提供者との協定を通じて、また移動型対応チー

ムがある場合はその関与を含め、脆弱な状況にある移民の身元確認、照会及び支援に
おいて地方自治体や関係者が協力する。 

 
l) 脆弱な状況にある移民の人権保護に関する実務指針と、グローバル移住グループの「原

則及び指針」の関連勧告を考慮することを含め、脆弱な状況にある移民のニーズに取
り組む国レベルでの対応を改善するための政策とプログラムを策定する。 

 
 
目標 8: 移民の人命を救助し、行方不明の移民に関する組織的な国際的な取り組みを構築する 
 

24. 国際法に従って、個別または共同捜索や救助活動、共通した手順による関連情報の収集と
交換、移民の生命を救助することへの共同責任を通じて、人命を守り、移民の死亡や怪我
の防止に責任を持って国際的に協力する。さらに、死亡者や行方不明者の身元確認と、遺
族や行方不明者の家族との連絡について、責任をもって取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 集団的追放の禁止、適正な手続きと個別調査の保障により移民の生命に対する権利を

守ることを主要な目的として、移民の捜索と救助に関する手続きと協定を策定し、受
け入れ及び支援能力を強化し、移民に対する人道目的限定支援の提供は非合法とはみ
なされないことを確認する。 

 
b) 移住関連政策と法律によって、移民が行方不明になるリスクが上昇したり、リスクを

作り出したりすることが無いよう、特に単身または家族と離別した子どもの移民に注
意して、移民が使用するリスクの高い移動ルートの特定、他の国々や関係各所及び国
際機関と協力して状況に応じたリスクを確定し、そのような状況への予防対応メカニ
ズムの確立などを通じて、移住関連政策や法律の影響を見直す。 
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c) 収容施設を含めて、移動中及び目的国において、通信手段へのアクセスの機会を確保

し、移民が速やかに家族に連絡を取り、無事を知らせることが出来るようにする。ま
た、特に単身または家族と離別した子ども及び青年の移民については、領事館、地方
自治体や家族への連絡支援組織などのサービスにつなげる。 

 
d) 領事対応の協力を含め、国を超えた調整ルートを確立し、行方不明の移民を探す家族

のための連絡窓口を創設し、家族が捜索状況について常に確認し、情報を得られるよ
うにする。その際、プライバシーの権利と個人情報の保護を尊重する。 

 
e) 遺体に関するデータを収集、集約し、管理システムを構築する。遺体は国際的に認め

られている法医学的基準に従って埋葬し、埋葬後も追跡できるようにする。国を超え
たレベルで調整ルートを構築して、身元確認を進め、遺族に情報を提供できるように
する。 

 
f) 国際協力を通じたものを含め、亡くなった移民の遺体の回収、身元確認、出身国への

搬送のための全ての取り組みについては、深い悲しみの中にある遺族の意思を尊重し
て行うものとする。身元不明の遺体については、身元確認と遺体のさらなる回収に取
り組み、遺体の取り扱いは威厳と尊厳を持って適切に行うものとする。 

 
 
目標 9: 移民の密入国に対する多国間対応を強化する 
 

25. 密入国ネットワークが処罰されない現状を終わらせるために、移民を密入国させることを
防止、捜査、訴追、処罰するための能力と国際協力の強化によって移民の密入国を防止し
て対策を講じる共同の取り組みを増強し責任をもって取り組む。密入国の客体である移民
については、国の他の法律に違反したとして訴追を受ける可能性はあっても、密入国につ
いて刑事訴追の責任を負うことがないように責任をもって取り組む。密入国した移民、特
に女性と子どもについては特別なニーズを考慮してその人権を保護し、劣悪な状況で密入
国を余儀なくされる移民については国際法に基づいて支援を行う。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(UNTOC)を補足する陸路、海路及

び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書」の批准、加盟、実施を
推進する。 
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b) 密入国ルート、手口、密入国ネットワークの送金方法、密入国した移民が直面する脆

弱な状況に関する情報や、その他密入国ネットワークを解体させ、一致した対応を促
進させるため、データ共有に国を超えた地域及び二国間レベルのメカニズムを利用す
る。 

 
c) 国際法に従って、密入国した移民を適切に把握し、支援するため、また、密入国仲介者

を処罰し、非正規移住を防止する目標のもと、移民の密入国を防止し対策を講じるた
めの国境を超えた法の執行と情報収集協力を行うための、ジェンダーと子どもに配慮
した、段階ごとの協力手順を移住ルートに沿って策定する。密入国対策を講じる際に
は、人権に十分に配慮する。 

 
d) 意図的に、そして金銭またはその他の対価を直接的または間接的に密入国仲介者が得

るために、移民を密入国させることは犯罪行為であることを認める法律及び必要に応
じてその他の対策を採択する。移民を密入国させた際に加重要因があった場合は、国
際法に従ってより重い刑罰に処す。 

 
e) 移民を密入国させる犯罪行為と人身取引の犯罪行為を区別するために、密入国した移

民は人身売買の被害者となる場合もあり、適切な保護と支援を必要とすることも認識
した上で、密入国と人身取引について正確な定義を使用し、これら別々の犯罪に明確
な対処をすることで、関連政策と手続きの設計、見直しまたは修正を行う。 

 
f) 非正規移住の継続的な出発地となっている地域に注意して、国レベル、地方自治体レ

ベルでの研修や技術的な能力強化などと同時に、開発、情報公開、司法の各分野での
協力を行うことも含め、他の国や関係者と協力して移住過程における移民の密入国を
防止するための対策をとる。 

 
 
目標 10 : 国際的な移住における人身取引を防止し、対策を採り、撲滅する 
 

26. 人身取引を捜査、訴追起訴、及び処罰するための能力と国際協力を強化し、人身取引につ
ながる搾取への需要を阻止し、処罰を逃れてきた人身売買ネットワークをしかるべく処罰
することによって、国際的な移住という文脈において、人身取引を予防し、対策を講じ、
撲滅するための法的及びその他の取り組みを行う。さらに、特に女性と子どもに注意を払
って、人身取引の被害者となった移民の認知、保護と支援にあたる。 
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このコミットメントを実現するために、以下の通り行動の中から活動を行う: 
 

a) 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人身（特に女性及び児童）
取引を防止し、抑止及び処罰するための議定書」の推進、批准、加盟と実施を行う。 

 
b) 「人身取引と闘う世界行動計画」の実施を推進し、人身取引に関する国レベル及び地

域レベルでの政策や対策を策定し実施する際には、「人身取引と闘う国連薬物・犯罪事
務所（UNODC）ツールキット」とその他関連する UNODC 文書の関連勧告を考慮す
る。 

 
c) 加害者の阻止、調査、訴追に関する二国間、地域内、地域間の協力を強化するため、同

時に人身取引の被害者の認知、保護及び支援のために、人身取引ネットワークが密入
国者または非正規移住者を勧誘して被害者とするために悪用している可能性のある、
非正規移住ルートを監視する。 

 
d) 人身取引の手口、経済モデルと人身取引ネットワークが暗躍する状況を含む関連情報

を国境を超えた地域メカニズムを通じて共有し、人身取引に関する金銭の流れを確定
して遮断するために、金融面での情報収集組織、規制当局や金融機関を含む全ての関
係者との協力を強化し、人身取引ネットワークに法的責任を負わせ、処罰するために
司法協力と法の執行を強化する。 

 
e) 拘留、強制送還、処罰の恐れのない出頭制度及び司法アクセスを促進し、予防、認知、

適切な保護と支援に焦点を当て、具体的な虐待や搾取に対応することで、移住ステー
タスに関わらず、人身取引やその他の搾取の被害にあった、あるいはそのリスクがあ
る女性、男性、女児、男児特有の脆弱性への対策を行う。 

 
f) 人身取引の犯罪と移民を密入国させる犯罪を区別するため、法律、移住政策と計画、

司法訴追の中で使用される人身取引の定義が国際法にと整合していることを保証する。 
 
g) 人身取引加害者の取り締まりを強化し、人身取引に関連する犯罪の被害者である移民

が人身取引に関連する罪に問われることを避けるため、司法及び関連手続きを強化し、
人身取引加害者に対する捜査への協力を前提とせず、被害者が適切な保護と支援を得
られるようにする。 

 
h) 人身取引の被害者となった移民に対して、身体的、精神的、社会的な回復を助ける保

護と支援を提供し、同時にそれらの移民に対して、妥当と判断される場合は、目的国
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で一時的または永久に滞在を継続できる対策を提供する。また国際法に従って被害者
に救済と補償の機会を含む司法アクセスを提供する。 

 
i) 市民、雇用主、公務員、法執行機関の職員に向けて注意喚起と教育を行う国と地方の

情報システムと研修プログラムを構築し、出身国、経由国と目的国における強制労働
や児童労働など人身取引の兆候を把握する能力を強化する。 

 
j) 関係者間で協力し、人身取引のリスクや危険性に関する移民や移住予定者向けの啓発

キャンペーンに資源を投じ、人身取引の予防と通報に関する情報提供を行う。 
 
目標 11: 統合され、安全で連携の取れた国境管理を行う 
 

27. 我々の国境を連携の取れた方法で管理し、二国間及び地域の協力関係を推進し、国、コミ
ュニティ、移民の安全を確保し、非正規移住を予防しながら、安全で正規の国境を越える
移動を促進する。さらに、国家主権、法の支配、国際法に基づく義務、移住状況に関わら
ず、全ての移民の人権を尊重し、差別がなく、ジェンダーと子どもに配慮した国境管理政
策の履行に責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 経由国の特別な状況に配慮し、適切な身分証明書、迅速で効果的な身分照会と、国境

または国境付近において脆弱な状況にある移民への支援と適切な保護を提供すること
に関して、国際人権法と整合した、政府全体でのアプローチのもとで国際、地域及び
地域間での国境管理の協力体制を強化する。また、国境を越える共同研修を実施し、
能力強化対策を推進する。 

 
b) 差別禁止の原則を支持し、プライバシーの権利を尊重し個人情報を保護する一方、到

着者の事前審査、輸送業者による搭乗者の事前通知を含む包括的で効率的な入国手続
きを確立し、情報通信技術を活用することにより、効果的で統合された国境管理に向
けた適切な構造とメカニズムを構築する。 

 
c) 国内人権機関やその他の関係機関との協力を通じて、国境での適切な手続きを確立す

るため、そして全ての移民が国際人権法に準じて取り扱われるように、国境での審査、
個人調査及び面談プロセスに関連する国の手続きを見直して改訂する。 

 
d) 特に捜索や救助の分野やその他の緊急事態において、各国が国境管理強化のために装
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備、機材、その他の技術支援を要請または提供できるような技術協力協定を構築する。 
 
e) 家族が離れ離れになることを防止し、家族が離別した場合は再統合できるようにする

など、子どもの人権と子どもに配慮した手続きについて国境管理官に対して研修を行
うことなどで、単身または家族と離別した子どもが国境を超えた場合は、国際法に従
って児童保護当局が速やかに連絡を受け、子どもの最善の利益を確定する手続きに参
加できるようにする。 

 
f) 非正規入国や滞在に対する取り組みとしての制裁が適切かどうかを決めるために関連

法規の見直しと改訂を行い、その場合には、バランスが取れ、公平で、差別的でなく、
適正な手続きや国際法に基づくその他の義務と一貫しているかに細心の注意を払う。 

 
g) 国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）の「国境における人権に関する勧告原則及び指

針」と関連勧告を考慮してベストプラクティスを取り入れるなど、出入国者または出
入国を望む者の取り扱いに関して近隣諸国及びその他の国との間で国境を超える協力
体制を改善する。 

 
 
目標 12: 移住関連手続きにおいて適切な審査、調査、照会に関する確実性、予測可能性を強化
する。 
 

28. 国際法と整合した、適切な身元照会手続きへのアクセスを確立し機能させ、適切で時宜に
かなった審査と全ての移民に対する個人調査を行うために、効果的かつ人権に基づくメカ
ニズムを策定して強化することを通じて、移住手続きの法的な確実性と予測可能性の強化
に責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 入国、入国許可、滞在、就労、就学またはその他の活動についての申請要件について周

知徹底することで、移住手続きの透明性と使いやすさを改善する。また、不要な遅延
や国と移民の負担を避けるために、申請手続きを簡便化するための技術を導入する。 

 
b) 人身取引の被害者、単身または家族と離別した子ども含む脆弱な状況にある移民、及

びあらゆる形の搾取や劣悪な環境での移民の密入国に関連した虐待に遭遇した人々に
対して、標準化された身元確認と照会を行い、適切な支援と文化的背景に配慮したカ
ウンセリングを提供するために、法執行機関、国境管理官、領事館担当者や司法機関



26 
 

に所属する職員を含む最前線で対応する担当者や公務員向けに、地域内及び地域間レ
ベルで、人権とトラウマ（心的外傷）に関する専門的な研修を開発して実施する。 

 
c) 地方自治体、国内人権機関、国際機関及び市民社会と連携して策定された手順書を適

用し、国境や最初に到着した場所での改善された審査方法や個人調査手順など、ジェ
ンダーと子どもに配慮した身元照会メカニズムを確立する。 

 
d) 子どもの移民については、経由国や目的国などの最初に到着した場所で迅速に身元確

認を行い、単身または家族と離別した場合は、速やかに児童保護当局や他の関連サー
ビス当局に照会し、資格を有する公平な法定後見人を任命し、家族の再統合の機会を
確保する。学際的で独立した子どもに配慮した年齢調査の結果、子どもではないと判
断された場合を除き、自らが子どもであると主張する者は、上記の方法で取り扱われ
る。 

 
e) 様々なカテゴリーの人々が一緒に移動している状況において、入国と滞在要件、受け

られる保護の形式、帰国と再統合に関する選択肢などを含む国の法律と手続きに基づ
く権利と義務に関する関連情報が適切、迅速かつ有効に通知され利用しやすいように
する。 

 
 
目標 13: 移民の収容については最後の手段としてのみ利用し、代替策の策定に向けて取り組む 
 

29. 国際的な移住という状況において、収容が入国時、経由地、あるいは帰国の手続き中のい
ずれに行われるかに関わらず、また、収容される場所がいかなる種類の場所かに関わらず、
収容は適正な手続きに基づき、個人的な決定によるものでなく、法律、必要性、相応性及
び個人調査を考慮して、権限のある当局によって行われ、できる限り短期間に限定するこ
とについて責任を持って取り組む。さらに、身柄拘束ではない国際法に沿った収容の代替
措置を優先し、移民のあらゆる収容に関して、人権に基づくアプローチをとり、収容は最
後の手段としてのみ使用することについて責任をもって取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 特に家族や子どもの場合など、身柄拘束ではない代替措置やコミュニティにおける保

護の対応が望ましく、収容は最後の手段の措置であり、人権侵害が起こらないこと及
び、国が収容の代替措置を促進、実施、拡大していくことに取り組んだ上で、移民の収
容制度の独立した監視体制を改善するために、既存の関連する人権メカニズムを用い
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る。 
 
b) 定期的な情報交換や、各国間や国と関係者との間で成功を収めた事例に基づいて取り

組みを策定するなど、国際的な移住という状況において、収容に替わる人権に基づい
た代替策に関するベストプラクティスを普及させるために、包括的な情報レポジトリ
を集約させる。 

 
c) 適正な手続きと保護手続きに準じた手順に則して、移民が恣意的に収容されることが

無いよう、収容の決定が法律に基づき、相応で、正当な目的があり、各事例毎に判断が
行われるように、また、移民の収容が抑止手段として推進されたり、残虐な、非人道的
な又は品位を傷つける取り扱いの一つとして用いられることがないように、関連する
法制、政策及び取り組みを見直し、修正する。 

 
d) 情報や収容命令を定期的に見直す請求の権利へのアクセスや、有資格の独立した弁護

士からの無料または低廉な価格での法律的な助言や支援へのアクセスを容易にするな
ど、収容されている、または収容される可能性のある経由国、目的国にいる全ての移
民に対して、司法へのアクセスを提供する。 

 
e) 収容されている全ての移民が収容の理由について、移民の理解する言語で知らされる

ことを徹底し、移民が国際法に従って、また適切な手続きが保障されたもとで、それ
ぞれの領事館または外交使節団の職員、弁護士、家族と遅滞なく連絡を取ることがで
きることを含め、自らの権利を行使できるようにする。 

 
f) 適正な手続きと相応性を保障することで、移民への収容による長引く後遺症の可能性

を軽減する。収容はできる限り短期間とし、身体的精神的尊厳を保護し、最低でも、国
際人権法と整合した食事、基本的な医療ケア、法的な説明や支援、情報と通信、適正な
環境が保証される。 

 
g) 移民の収容を管理する正当な任務を持つ全ての政府当局と民間団体は、人権に従って

その活動を行い、差別のない扱いや、国際的な移住という状況において恣意的に逮捕
及び収容を行わないよう訓練を受け、人権侵害に対して責任を負うよう、保障する。 

 
h) コミュニティにおける保護を優先し、身柄拘束ではない収容に代わる実行可能な代替

策が用意されアクセスできるようにすること、また、教育、医療へのアクセスを確立
し、家族生活と家族が共に暮らす権利を尊重し、国際的な移住という状況において、
子どもの収容を終結するように取り組むことで、移住ステータスに関わらず、いかな
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る時も子どもの権利と最善の利益を、保護し尊重する。 
 
 
目標 14: 移住の全過程において、領事業務に関する保護、支援、協力を強化する 
 

30. 外国にいる自国民に対する領事業務による保護・支援を強化し、いかなる時も全ての移民
の権利と利益を保護すること、及び国際法に従って出身国、経由国と目的国の当局と移民
との間の意思疎通を強化する領事館の任務を活用することを目的として、各国間で領事に
関する協力を強化する。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 領事能力の構築、領事職員の訓練、一国が領事サービスを提供できない場合に、技術

支援などを通じて共同で領事任務を提供できる体制を促進させ、領事協力の様々な側
面に関して二国間または地域レベルでの協定を策定するよう協力する。 

 
b) 共通の関心事項である外国にいる国民に係る情報やベストプラクティスを共有し、根

拠に基づく移住政策の立案に貢献するために、既存の移住に関するグローバル及び地
域フォーラムに領事・移民担当者を参加させる。 

 
c) 国が移住に関する効果的な領事業務を強化することに関心があるものの、在外公館ま

たは領事館を置いていない場所での領事支援及び代表業務に関して二国間協定または
地域協定を締結する。 

 
d) 領事職員に対して、人権を尊重し、ジェンダーと子どもに配慮した行動がとれるよう

研修を行うことで、人権及び労働者の権利を侵害された、または虐待された被害者、
犯罪被害者、人身取引の被害者、劣悪な状況下で密入国した移民、採用プロセスにお
いて搾取されている移住労働者を含め、外国に滞在する脆弱な状況に置かれた自国民
の身元確認、保護、支援を行う領事能力を強化する。 

 
e) 電話相談室の設置や国のデータベースをまとめるなど、緊急時の移民への情報、サー

ビス、支援を容易にし、関連する情報を移民が必要な時に入手できるよう、領事館、国
及び地方自治体、関連する移民組織と緊密に協力して、外国に滞在する自国民に対し
て出身国における登録の機会を与える。その際、プライバシー権と個人情報の保護に
は万全を期す。 
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f) 地方の法律や慣習、当局との連絡、金融包摂、起業などに関する助言と、サービスや
緊急事態における支援、銀行口座開設や送金施設へのアクセスに役立つ渡航文書や領
事館発行の身分証明書などの関連文書の発行を通じて、自国民に領事支援を提供する。 

 
 
目標 15: 移民に基本的サービスへのアクセスを提供する 
 

31. 全ての移民が、その移住ステータスに関わらず、安全に基本的なサービスにアクセスでき
ることを通じて、彼らが自らの人権を行使できるよう責任を持って取り組む。さらに、市
民と正規の移民はより包括的なサービスを受ける権利を有しているかもしれないが、処遇
に差がある場合は、それが法律に基づき、相応で、正当な目的があり、国際人権法に従っ
たものであることを確認し、移民を含めた包摂したサービス提供システムを強化するため
に、責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 移住のステータスによって異なるサービスが提供されるかに関係なく、移民の人種、

肌の色、性別、言語、宗教、政治またはその他の思想、国民的もしくは社会的出身、財
産、出生、障害、その他を理由として、サービスの提供が移民への差別へとつながるこ
とが無いよう法律を制定し、対策を講じる。 

 
b) サービス提供者と移民当局の協力が非正規移民の基本的サービスへの安全なアクセス

を困難にし、基本的サービスが提供される場所にいる人のプライバシー、自由、安全
に関する権利が不当に侵害されることにより、非正規移民の脆弱性がさらに悪化する
ことが無いようにする。 

 
c) 移民も含め容易に利用できるサービス拠点を地方レベルで設立し強化する。ジェンダ

ーや障害にも対応し、子どもにも配慮した基本的サービスに関する情報を提供し、安
全にアクセスできるよう整備する。 

 
d) 移民の基本的サービスへのアクセスが、制度的に拒絶または妨害されている状況につ

いての異議申し立てを受けつけ、調査し、監視し、是正を容易にし、実際に変えていく
ための取り組みを行うために、国内人権機関など国または地方レベルで独立機関を設
立または委任する。 

 
e) 世界保健機関（WHO）の「難民と移民の健康増進に関する優先事項と基本理念に関す
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る枠組み」の関連勧告を考慮するなど、移民及びコミュニティ全体の心身両面の健康
を増進するために、サービス提供に関する能力強化、低廉な価格での差別のないアク
セスの促進、言葉の壁の軽減、文化的背景に配慮したサービス提供のための医療提供
者への研修などにより、国及び地方の医療政策と計画に移民の医療・保健面でのニー
ズを組み込む。 

 
f) 教育制度の能力強化と幼児早期教育、正規の学校教育、正規の学校教育が利用できな

い子どもたちには非公式教育プログラム、実地研修及び職業訓練、技術教育、語学研
修への差別のないアクセスが可能であることを含め、この取り組みを支援する全ての
関係者の連携を強化することによって、子どもと若者の移民に対して包摂的かつ公正
な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会へのアクセスを提供する。 

 
 
目標 16: 移民の包摂と社会的結束の実現に向け、移民と社会のエンパワメントを促進する 
 

32. 移民が社会の一員として活躍するためにエンパワメントを行い、法律の遵守と目的国の慣
習の尊重を含め、互いに権利を行使し義務を果たすにあたり、移民を受け入れるコミュニ
ティと移民の相互の関りを促進することで、包括的でまとまりのある社会の発展に責任を
持って取り組む。さらに、十分に社会統合した移民は社会の繁栄により貢献できるという
認識のもと、格差をできる限り解消し、二極化を回避し、移住に関する政策や機関に対す
る市民の信頼感を向上させ、社会で暮らす全ての人々に対する福祉を強化することについ
ても責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 多様性の受け入れや社会的結束と包摂性を推進する方法などを含め、統合政策、プロ

グラム、活動に関する好事例を共有して実施することで、目的国と移民双方のそれぞ
れのコミュニティの文化、伝統、慣習への尊重を促進する。 

 
b) 目的国における、権利と義務、基礎的な言語研修、社会規範や慣習に関するオリエン

テーションなど包括的でニーズに基づいた出発前、到着後プログラムを策定する。 
 
c) 関係者と良好な協力関係を築いて、労働市場への統合、家族の再統合、教育、差別禁

止、医療など移民の社会への包摂に関する国レベルの短期、中期、長期の政策目標を
策定する。 
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d) 地方及び国の労働市場の需要や技能の供給の状況に従って、移民が働きがいのある人
間らしい仕事や自らの能力に見合った仕事に就けるよう、包摂的な労働市場と移住労
働者による公式経済への完全な参加に向けた取り組みを進める。 

 
e) 女性移民がリーダーシップを発揮し、社会と経済への完全で自由で平等な参加を保証

する方策として、正規雇用におけるジェンダーによる差別的制限を撤廃し、結社の自
由の権利を保障し、関連する基本的なサービスへのアクセスを提供することで、女性
移民にエンパワメントする。 

 
f) 地方レベルでコミュニティセンターまたはプログラムを設置して、移民、コミュニテ

ィメンバー、ディアスポラ団体、移民の団体、地方自治体が、文化間対話、個人的なス
トーリーの共有、メンタープログラム、統合の成果を強め相互理解を促進するビジネ
ス関係の構築に参加することで、移民の受け入れ社会への参加を推進する。 

 
g) ピアトゥピア研修、ジェンダーに配慮した職業訓練や移民の社会統合コースやワーク

ショップを開発し促進することを通じて、移民と受け入れコミュニティの技能、文化、
言語能力を活用する。 

 
h) スポーツ、音楽、芸術、料理フェスティバル、ボランティア活動、その他の社会的イベ

ントなど、移民と目的国コミュニティの文化の相互理解を深める多文化活動を支援す
る。 

 
i) 友好的で安全な学校の環境作りを推進し、学校コミュニティ内での関係を強化し、教

育カリキュラムに移住に関する根拠に基づく情報を取り入れて、多様性と包摂性を尊
重し、人種主義、外国人嫌い（排外主義）や不寛容などあらゆる形の差別をなくすため
に、子どもの移民が多い学校には統合活動に焦点をあてて集中的に資源を配分するこ
とで、子どもの移民の将来への希望を支援する。 

 
 
目標 17: あらゆる形態の差別を撤廃し、移住への理解を形成するために、根拠に基づく幅広い
議論を推進する 
 

33. あらゆる差別を撤廃し、国際人権法に則って、全ての移民に対する人種主義、人種差別、
暴力、外国人嫌い（排外主義）とそれに関わる不寛容の表現、行動及び表明に対し、非難
し、反論する。さらに、社会のあらゆる分野と連携して、より現実的で人道的で建設的な
概念を生み出す移住や移民に関する根拠に基づく議論の形成を促進する。また、開かれた
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自由な議論が移住のあらゆる側面の包括的な理解につながると認識し、国際法に従って表
現の自由の保護に責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) ヘイトクライム及び移民を対象とした悪質なヘイトクライムを罰する法律を制定、実

施し、維持する。法執行機関とその他の公務員が、移民をターゲットにしたヘイトク
ライムと暴力を特定、防止、対応でき、また、被害者への医療面、法律面、心理面での
支援を提供できるよう、訓練する。 

 
b) 利用可能な救済メカニズムを知らせるなどして、移民に対する暴力を煽る行動を非難

できるよう移民とコミュニティをエンパワメントし、移民をターゲットにしたヘイト
クライムに積極的に参加する者には、国の法律に従って処罰する。同時に、国際人権
法、特に表現の自由の権利を支持する。 

 
c) 移住に関する関心事項や用語についてメディアの専門家の意識を高め教育することや、

倫理的報道基準と広告に資源を投じ、報道の自由を十分に尊重しつつも、不寛容、外
国人嫌い（排外主義）、人種差別や移民に対するあらゆる形式の差別を組織的に助長す
るようなメディアに対しては、公的資金や物的支援を停止することで、インターネッ
ト上の情報を含む、独立した客観的で質の高い報道発信を促進する。 

 
d) 公的機関が移民の人種、民族、宗教の情報を収集・解析することや、組織的な対応とし

ての不寛容、外国人嫌い（排外主義）、人種主義やその他の全ての複数またはセクター
を横断する差別に対して、国内人権機関と協力して、傾向を追跡調査して発表し、有
効な異議救済申し立てメカニズムへのアクセスを確立するなどして、防止、検知、対
応する仕組みを構築する。 

 
e) 移民やその家族に対する説明責任の促進と差別的な行動や兆候に関連する政府組織の

対応に取り組むため、国または地方自治体の異議救済申し立てメカニズムへのアクセ
スを、特に女性の移民に対して提供する。 

 
f) 根拠と事実に基づいて、安全で秩序ある正規の移住がもたらす明確な貢献について周

知するため、そして全ての移民に対する人種主義、外国人嫌い（排外主義）とスティグ
マを与えることを終結させるために、出身国、経由国、目的国のコミュニティをター
ゲットにした啓発キャンペーンを展開する。 
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g) 不寛容、人種主義、外国人嫌悪と移民やディアスポラに対するその他あらゆる形態の
差別を検知し予防するために、移民、政治・宗教・コミュニティのリーダー、教育者や
サービス提供者を積極的に活用し、選挙運動という場合も含め相互尊重を推進する地
域コミュニティでの活動を支援する。 

 
 
目標 18: 能力開発に資源を投じ、技能、資格、適性の相互認証を推進する 
 

34. あらゆる技能レベルの移住労働者の技能、資格と適性の相互認証を進め、目的国と帰国し
た場合は出身国において、移民が公式の労働市場で採用される可能性を高めるために、需
要を反映した能力開発を促進し、革新的な解決策への投資に責任を持って取り組む。また、
労働移住において、働きがいのある人間らしい仕事を確保する。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) それぞれの業界と協力して、既存のモデルやベストプラクティスに基づき全世界レベ

ルでの互換性を目指して、外国の資格や異なる業界で非公式に身に付けた技能を相互
認証するための基準とガイドラインを策定する。 

 
b) 標準的な基準、指標、査定パラメーターの作成に合意し、あらゆる技能レベルの効果

的で効率の良い相互認証手続きを進めるために国の技能のプロファイリングツール、
登録システムまたは機関を創設して強化することで、資格の透明性と「国家資格枠組
み」の互換性を向上する。 

 
c) 二国間、地域レベルまたは多国間の相互認証協定を締結する。または、自動化または

管理された相互認証メカニズムのように、国家制度において同等の価値あるいは互換
性を与えるために、労働力の移動または貿易協定などその他の協定に資格等の認証に
関する規定を盛り込む。 

 
d) 公式資格やあらゆる技能レベルにおいて非公式に習得した能力や専門的な経験に基づ

いて、より包括的に技能を評価及び相互認証が行えるように、技術やデジタル化され
た情報を活用する。 

 
e) 国の当局及び民間セクターや労働組合を含む関係者の研修能力の強化を行っている国

の間でグローバルな技能協力体制を構築し、全ての参加国の労働市場において研修者
の雇用の可能性を高められるように、出身国の労働者と目的国に居住する移民の能力
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開発を進める。 
 
f) 機関間ネットワーク及び出身国と目的国の民間セクターと教育機関との間のパートナ

ーシップのための協力プログラムを推進し、「移住と開発に関するグローバル・フォー
ラム」において策定されたビジネス・メカニズムの好事例を活用するなど、相互に利
益のある技能開発の機会を移民、コミュニティ、参加パートナーの全てにもたらすよ
うにする。 

 
g) 交換留学プログラム、奨学金、専門職交換プログラム、研修または見習いプログラム

など技能開発、移動性、還流を推進する関係者と協力して、双務的なパートナーシッ
プやプログラムに携わる。これらのプログラム修了者に対しては、就職や起業の機会
を提供できるようにする。 

 
h) あらゆる技能レベルの移民に対して、初歩的及び職業別の言語研修、実地研修や高度

研修プログラムへのアクセスなど、利用しやすくジェンダーに配慮した遠隔またはオ
ンライン技能開発やマッチングプログラムを提供し、特に女性の経済的地位の向上を
推進しつつ、労働市場の動きを熟知した業界の知識に基づく、労働需要のあるセクタ
ーでの就労可能性を拡大するために、民間セクターや雇用主と協力する。 

 
i) 技能向上の恩恵を最大化させるために、その職で身に付けたあるいは研修を通じて得

た技能を記録した文書を用意することで、移住労働者が職や職場を変える能力を強化
する。 

 
j) 既存の資格を十分に認め、新たに身に付けた技能の確認のための熟練度の証明書を交

付するために、時宜にかない補完的な求職者向け研修、メンター制度、インターンシ
ップ・プログラム等を通じ、公式、非公式に身に付けた技能について相互に認証し評
価するための革新的な方法を開発し推進する。 

 
k) 資格の審査メカニズムを構築し、採用過程または雇用の可能性を高めるために到着後

間もない段階も含め、出発に先立って技能と資格について評価と認証を受ける方法に
関して移民に情報提供を行う。 

 
l) 雇用主が仕事への応募段階において移住労働者の適性を評価できるよう、出身国、経

由国と目的国で認められた労働者の資格、技能、適正の概略を提供する文書記録と情
報ツールの促進のための協力を関係者と共に行う。 

 



35 
 

 
目標 19: 移民とディアスポラが、持続可能な開発に十分に貢献できる環境を全ての国で創出す
る 
 

35. 移住が出身国、経由国、目的国の持続可能な開発にとって最も関係の深い、多様な側面を
持った現実であることを再認識し、移民とディアスポラが発展のためのきっかけになれる
よう、また、移住の利益が持続可能な開発の源となるよう責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 全ての「持続可能な開発目標」の達成のために移住の肯定的な影響を拡大促進するこ

とで、完全かつ効果的に、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」と「アディス
アベバ行動目標」を履行する。 

 
b) 政策の一貫性と開発協力の有効性を高めるために、「移住を開発計画の主流にすること

に関するグローバルマイグレーショングループ（GMG）ハンドブック」など関連する
既存の政策指針と勧告を考慮して、地方、国、地域、グローバルレベルにおいて、移住
を開発計画と分野別政策に統合する。 

 
c) 根拠に基づく政策立案とグローバルな政策議論の強化という見地から、知識や技能の

移転、社会や市民への関わり、文化交流など、移民とディアスポラが出身国と目的国
において持続可能な開発に財政面以外でどのような影響を与えるのかに関する研究に
資源を投じる。 

 
d) ディアスポラ専門部署または担当者、移住と開発の政策立案おける移民やディアスポ

ラの持つ可能性について政府が説明するためのディアスポラ政策諮問委員会、在外公
館のディアスポラ担当官など、あらゆるレベルで政府の組織や仕組みを設置あるいは
強化することで、移民とディアスポラの出身国への貢献を捉えるようにする。 

 
e) ビジネスの創出、起業資金のマッチング、ディアスポラ債券やディアスポラ開発ファ

ンド、投資ファンドなどへの行政面及び法的支援の提供、特化した展示会の開催など、
移民とディアスポラの投資と起業を推進するための支援プログラムと金融商品を開発
する。 

 
f) 領事館の関与も含め、特に出身国で人道的危機が起こった場合に、デジタルプラット

フォームを含め、移民とディアスポラが連携して効果的に財政的、自発的または慈善
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的な支援に関与できる目的に合ったメカニズムを通じ、アクセスしやすい情報と助言
を提供する。 

 
g) 国の法律に従い国外在住市民の選挙登録制度の構築や議会への代表参加を通じて、移

民が、平和や調停プロセス、選挙や政治改革など、出身国で政治参加し関与できるよ
うにする。 

 
h) 必要に応じた査証、滞在許可、市民権規則の見直しや修正を含め、旅行、就労、投資に

おける行政上の負担が最低限で済む柔軟な手続きを促進することで、出身国と目的国
とそのコミュニティにとってディアスポラの利益が最適化されるものになるような移
住政策を推進する。 

 
i) 特に高度技術分野と需要が高い分野の移民とディアスポラが、就労、在留資格または

既に享受している社会福祉を失うことなく、その職業活動の一部を彼らの出身国で行
い知識を移転できるように、他の国々、民間セクター、雇用主の団体と協力する。 

 
j) ディアスポラとその出身国の間のつながりを維持するために、ディアスポラと彼らが

有する技能の所在を把握するなど、出身国と目的国の間で彼らの知識と技能の移転を
促進させるため、地方自治体、地方コミュニティ、民間セクター、ディアスポラ、地元
団体、移民団体間でパートナーシップを構築する。 

 
 
目標 20: より迅速で安全で経済的な送金手段を促進し、移民が金融包摂されるようにする 
 

36. 送金市場において競争、制御、革新を可能にするのに役立つ既存の政策と規制環境をさら
に発展させ、また移民とその家族が財政的に社会に適応できるようにジェンダーに配慮し
たプログラムや手段を提供することで、より迅速で安全で経済的な送金手段の推進に責任
を持って取り組む。さらに、民間資本にとって送金が重要な資金源となっており、外国直
接投資、政府開発援助または他の公的資金源などのその他国際的な資金の流れと同一視で
きないことを踏まえたうえで、移住労働者とその家族の健やかな暮らしと、国の持続可能
な開発に送金が与える変革的影響を最適化できるよう責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う 
 

a) 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の目標 10.c に沿って、2030 年までに移
民の送金手数料を 3%未満にまで引き下げ、送金手数料が 5％を超える送金手段をなく
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すためのロードマップを作成する。 
 
b) あらゆる関係者と協力し、国連の「家族送金の国際デー」と「外国送金、投資、開発の

農業開発世界フォーラムのための国際基金」を、より経済的で迅速で安全な送金の革
新的解決法のためにパートナーシップを構築し強化する重要なプラットフォームとし
て推進し支援する。 

 
c) 不当で、過剰で差別的な政策により違法な金融の流れや資金洗浄をなくすための対策

が、移民の送金を妨げないようにすることで、送金市場の規則を調和させ、送金経路
のインフラについて相互運用性を高める。 

 
d) 送金サービス提供者と金融規制当局間で協議し、競争的で革新的な送金市場を推進し、

非銀行系送金サービス提供者が支払いシステムのインフラにアクセスする際の、根拠
のない障壁を除去し、送金に際する免税またはインセンティブ制度を適用し、多様な
サービス提供者の市場参入を奨励し、民間セクターの送金サービス拡大にインセンテ
ィブを提供し、低額送金の安全性と予測可能性を強化する有効な政策や規則枠組みを
構築する。その際、銀行によるリスク回避の懸念を考慮し、違法な金銭の流れと合法
な送金を区別する方法を開発する。 

 
e) 地方の人々、識字能力が乏しい人々、障害者などを含む十分にサービスを享受できて

いない集団に対して、手数料軽減、スピード向上、安全性強化、正規の経路を通じた送
金拡大、ジェンダーに配慮した流通経路開拓をするため、携帯端末からの支払い、デ
ジタルツール、ネットバンキングなど送金手続きに関して革新的技術による解決法を
開発する。 
 

f) 送金市場の透明性及び競争を推進し、教育と研修を通じて移民とその家族の金融リテ
ラシーと包摂を推進するために、比較サイトのように送金手数料や経路に関して、ア
クセスし易い情報を提供する。 
 

g) 全ての技能レベルの移住労働者の世帯を超えて、送金がもたらす革新的な可能性を促
進させるために、マッチンググラント、地方債や地元の団体とのパートナーシップな
どを通じて、送金者による出身国の地方開発や起業への投資を推進するプログラムと
手段を開発する。 
 

h) ジェンダーの不平等に対処し、経済への積極的な参加を拡大するために、女性移民が
銀行口座の開設、資産、投資、事業の管理並びに金融リテラシー研修及び正規の送金
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システムにアクセスできるようにする。 
 

i) 銀行業界と協力して、雇用主が直接入金できる銀行口座、貯蓄口座、融資や貸付のよ
うな、低所得世帯や母子世帯を含む移民向けのバンキングソリューションや金融商品
へのアクセスを提供し、開発する。 

 
目標 21: 安全で尊厳ある帰国及び再入国、持続可能な再統合の推進に向けて協力する 
 

37. 国際人権法に基づく義務に従い、殺害、拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を
傷つける取り扱い又は刑罰又は回復不能の損害を被るリスクが現実的かつ予測可能な場合
は、集団的国外追放及び移民の送還の禁止を順守することで、安全で尊厳のある帰還の推
進と協力及び適正な手続き、個人調査、有効な救済策の保証に責任を持って取り組む。さ
らに、自国に戻る権利及び国が自国民を受け入れる義務を尊重し、国民が正式に受け入れ
られ再入国できるよう責任を持って取り組む。また、自国への帰国に際して、移民の再統
合を持続可能なものにするため、個人の安全、経済的地位の向上、コミュニティへの包摂
及び社会的結束が実現可能な環境を創出することについても、責任を持って取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う: 

 
a) 移民の自国への帰国と再入国が、安全で尊厳があり、子どもの権利の尊重を含めた国

際人権法に完全に整合したものであるために、手続き上の保護手段の維持や個別審査
と法律の確実性の保障を明確で双方が合意できる手続きで確定し、持続的な再統合を
推進する規定を含めることで、二国間、地域レベル、多国間での協力枠組みや再入国
のためのものを含む合意を策定し遂行する。 

 
b) 法的、社会的、財政的支援を含むジェンダーと子どもに配慮した帰国と再統合プログ

ラムを推進する。自主的帰国プログラムにおいては、移民がその自由意志に基づいて
事前に十分な説明を受け同意した上で行われるものであること、自国への帰国に際し
て行き場が無いことを避ける等、帰国する移民が効果的なパートナーシップを通じた
再統合過程において支援を受けられることを保証する。 

 
c) 住民登録に生体認証を追加することや市民登録台帳制度のデジタル化などで信頼でき

効率の良い自国民の身分証明方法を開発し、帰国者が別の国の領土に滞在する法的権
利を有していない場合は、安全で尊厳ある帰国と再入国のために、身分証明及び渡航
文書の発行において協力する。その際、プライバシー権と個人情報の保護には十分に
注意を払う。 
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d) 帰国と再入国において予測可能性、安全性、及び尊厳を確保し、出身国と目的国の領

事当局や関係当局による組織レベルでの連絡を促進して、関連書類、渡航文書、その
他のサービスへのアクセスを進めることで帰国前に移民に対して領事館から必要な支
援を提供する。 

 
e) 公正手続及びその他国際人権法に基づく義務に従い、他国の領土における滞在許可の

ない移民の帰国が、安全で尊厳が保障され、個人調査に従ったもので、出身国と目的
国の迅速かつ有効な協力を通して適格な当局によって手続きが進められ、またあらゆ
る法的救済策が適用されるよう責任をもって取り組む。 
 

f) 帰国する移民全員の安全、尊厳、人権を保障するため、説明責任を強化する方法と手
段に関して独立した勧告を提供する、帰国に関し国のモニタリング体制を関係各所と
連携して構築または強化する。 
 

g) 子どもの帰国と再入国のプロセスは、帰国時に出身国で適切な受入れ、保護、再統合
の体制が整っていることを確保し、必ず子どもの最善の利益を確定した後に実施し、
家族生活や家族が一緒に過ごせる権利を考慮に入れ、保護者、法定後見人または専門
の公的付添人が帰国プロセスの全てに同伴するよう責任をもって取り組む。 
 

h) 帰国後、出身国の社会の活発な一員及び持続可能な開発への貢献者として起業家精神、
技能、人的資源を最大限活用するために、社会的な保護とサービス、司法、心理社会的
支援、職業訓練、雇用機会とディーセントワーク、外国で身につけた技能の認定、金融
サービスに平等にアクセスできる権利を提供し、帰国する移民のコミュニティへの持
続的な再統合を促進する。 

 
i) 国や地方の開発戦略、インフラ計画、予算配分とその他の関連政策決定に関連規定を

取り入れ、地方自治体や関係各所と協力して、移民が帰国したコミュニティのニーズ
を調査し対処する。 

 
 
目標 22: 社会保障制度の権利及び受給資格を通算できる仕組みを構築する 
 

38. あらゆる技能レベルの移住労働者が、目的国において社会的保護にアクセスでき、出身国
または別の国で仕事を開始する際に、適切な社会保障制度の権利及び受給資格を通算でき
るよう取り組む。 
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このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う 

 
a) ILO の「社会的な保護の土台勧告（第 202 号）」に従い、市民と移民向けの社会的保護

の土台を含む差別的でない国の社会的保護制度を構築または維持する。 
 

b) 年金、医療またはその他権利を得た給付金などの該当する各国の社会的保護の土台、
及び社会保障制度の権利及び規定に言及した、あらゆる技能レベルの移住労働者のた
めの受給資格の通算に関する相互的な二国間、地域間または多国間の社会保障協定を
締結する。または、それらの規定を長期的および一時的な労働力の移動に関する他の
関連協定に統合する。 

 
c) 受給資格と権利の通算に関する規定を国の社会保障枠組みに統合し、出身国、経由国

及び目的国において、移民からの通算要請を処理する担当者を任命し、社会的保護へ
のアクセスに際して女性と高齢者が直面することのある困難に対処し、移住労働者と
その家族を支援する出身国における移民福祉基金などの特化した手段を整備する。 

 
 
目標 23: 安全で秩序ある正規の移住に向けた国際協力とグローバルな連携を強化する 
 

39. 更なる国際協力、再活性化されたグローバルパートナーシップ、及び連帯の精神を通じて
本グローバル・コンパクトにおいて提示された目標とコミットメントの実現に向けて、互
いを支援していく。また、安全で秩序ある正規の移住を促進する包括的で統合的なアプロ
ーチの重要性を再確認し、全ての国々が出身国、経由国、目的国であることを認識する。
さらに、特にアフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国と中所
得国が直面する課題を重視し、本グローバル・コンパクトを履行する上で各国が直面する
課題に共同で取り組む。「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」、「アディスアベバ行
動目標」等の既存の国際的な法的及び政策枠組み及び移住と持続可能な開発は多面的で相
互依存的であることを認識に沿って、本グローバル・コンパクトを履行することで、本グ
ローバル・コンパクトと既存の枠組みの相互補完性の促進に取り組む。 

 
このコミットメントを実現するために、以下の行動の中から活動を行う 

 
a) 政府全体及び社会全体によるアプローチで、各国の優先事項、政策、行動計画及び戦

略に沿った財政的・技術的支援を提供すること等で、本グローバル・コンパクトを一
丸となって履行するために他の加盟国を支援する。 
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b) 各国の主権と共有された責任を支持しつつ、適切な協力枠組み、革新的なパートナー

シップや全ての関係者が参加することで、貧困、失業、気候変動と災害、不平等、汚
職、不十分なガバナンスによる根強い影響やその他構造的要因により非正規移住が体
系的に起きている地域において、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の実施
を加速するために国際及び地域レベルでの協力を拡大する。 

 
c) 本グローバル・コンパクトの効果的な履行に向けた国際協力のニーズと機会を把握す

るため、地方自治体と協働し、支援する。また、政府及び政策セクターの全てのレベル
において優れたガバナンスや政策の一貫性を確立させ、国際的な開発協力の有効性と
効果を最大化させるために、地方自治体の観点や優先事項を移住に関する開発戦略、
プログラム及び計画に統合する。 

 
d) 本グローバル・コンパクトで示されたコミットメントを実現する全ての国を支援する

ために、国、国際金融機関、民間セクター、国際機関及びその他の技術、財政、人的資
源を活用し、関係当局の能力を強化するためのメカニズムを利用し既存の手段を強化
する。 

 
e) 本グローバル・コンパクトに沿って、国際法に基づいた共通する移住政策課題に対す

る解決法を策定し、移住がもたらす機会と課題に対応し、相互利益につながる適合性
と透明性の高い二国間、地域レベルまたは多国間のパートナーシップを締結する。 

 
 

履行 

 
40. 本グローバル・コンパクトを効果的に履行するためには、一貫性のある国連システムを含

め、グローバル、地域、国、地方の各レベルで協調した努力が必要となる。 
 

41. 安全で秩序ある正規の移住をあらゆるステージにおいて円滑にし、全てのレベルで効果的
な方策を取ることで、本グローバル・コンパクトで示された目標とコミットメントをビジ
ョンと指導原則に従い達成するよう取り組む。それぞれの国の異なる状況、能力及び開発
レベルを考慮し、国の政策と優先課題を尊重したうえで、本グローバル・コンパクトを国、
地域、グローバルのそれぞれのレベルにおいて履行する。また、国際法へのコミットメン
トを再確認し、本グローバル・コンパクトが国際法の定める権利と義務に一致した手法で
履行されることを強調する。 
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42. 二国間、地域、多国間の協力を連帯の精神で強化し、グローバルなパートナーシップを再

活性化することで、本グローバル・コンパクトを履行する。移住のあらゆる局面に取り組
むために、既存のメカニズム、プラットフォームと枠組みの強化を継続する。目標とコミ
ットメントの効果的な達成のための国際協力の中心的役割を認識し、南北、南南及び三者
間協力と支援を強固にするために努力を続ける。このための協調努力を、「持続可能な開発
のための 2030 アジェンダ」と「アディスアベバ行動目標」と整合させる。 

 
43. 本グローバル・コンパクトを履行する加盟国の取り組みを支援する能力強化メカニズムを

国連の既存のイニシアチブの上に、設立することを決定する。これによって加盟国、国連
及び民間セクターや慈善財団を含む関係者は、能力の強化や複数パートナー間の協力を促
進するために、自主的に技術的、財政的、人的資源に貢献できるようになる。能力強化メ
カニズムは以下で構成される: 

 
a) 需要と個別事例に対応し、統合的解決策を推進する連携ハブ: 

 
i. 各国からの解決法策定の要請に対して助言、調査及び処理を行う。 
 
ii. その優位性と履行能力に応じて、国連システムの内外で主要な履行パートナーを

選定する。 
 
iii. 類似のイニシアチブや解決策への要請があった場合は、当事者間の情報交換及び

既存の手法が妥当であるなら適用の可能性を探るためにその要請を繋げる。 
 
iv. 複数機関や複数関係者による履行のための効果的な体制を整える。 
 
v. スタートアップ資金など資金調達機会を探る。 

 
b) プロジェクトによる解決策を実現するための初動資金に充てるためのスタートアップ

資金: 
 

i. 特定のプロジェクトを立ち上げるための、必要に応じたシード資金の提供 
 
ii. 他の資金源の補完 
 
iii. 加盟国、国連、国際金融機関と民間セクターや慈善財団を含むその他の関係者か
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らの自主的拠出金の受領 
 

c) 以下を通じた、オンライン上のオープンデータソースとしてのグローバルなナレッジ
プラットフォーム: 

 
i. 既存の根拠、実践、イニシアチブのレポジトリとして機能する 

 
ii. ナレッジへのアクセス及び解決策の共有を推進する 
 
iii. パートナーシップのための「移住と開発に関するグローバル・フォーラム」 プラ

ットフォーム及びその他の関連する取り組みをもとに構築する。 
 

44. 移民、市民社会、移民とディアスポラ団体、宗教団体、地方自治体とコミュニティ、民間
セクター、労働組合、国会議員、国内人権機関、国際赤十字・赤新月社運動、教育・研究
機関、メディアとその他の関係者と協力しパートナーシップを構築して、本グローバル・
コンパクトを履行する。 

 
45. 加盟国のニーズに対応した、本グローバル・コンパクトの能力強化メカニズムとフォロー

アップとレビューを含む、効果的かつ一貫した、履行のためのシステム全体の支援確立の
ため、国連移住ネットワークを設立するという事務総長の決定を歓迎する。これに関して、
以下について記する: 

 
a) IOM は、ネットワークのコーディネーターと事務局としての役割を果たす。 
 
b) ネットワークは国連システム内の技術的知見と関連団体の経験を十分に活用する。 
 
c) ネットワークの取り組みは、既存の調整メカニズムと国連開発システム改革と完全に

足並みを揃えて実施される。 
 

46. 事務総長に対して、ネットワークを利用して、2 年に一度、本グローバル・コンパクトの
履行状況、国連システムの活動、組織の取り決めが機能しているかについて国連総会で報
告することを要請する。 

 
47. 移住に関する国際的な対話を推進する国主導のプロセス、グローバル及び地域レベルのプ

ラットフォームの重要な役割をさらに認識し、「移住と開発に関するグローバル・フォーラ
ム」、地域協議プロセスとその他のグローバル、地域、準地域的なフォーラムに、本グロー
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バル・コンパクトの履行に関する情報交換、政策や協力関係における良い実践例の共有、
革新的アプローチの推進、そして特定の政策課題について多様な関係者によるパートナー
シップを育成するための場を提供するよう求める。 

 
 

フォローアップとレビュー 

 
48. 国主導のアプローチ及び関係者の参加を得て、地方、国、地域、グローバルレベルでの本

グローバル・コンパクト履行に係る進捗状況のレビューを国連の枠組みにおいて行う。フ
ォローアップとレビューのため、我々の目標とコミットメントの達成を支援する政府間で
の手段に合意する。 

 
49. 国際的な移住には、加盟国が進捗状況のレビューを行い、また国連の取り組みの方向性を

示すことのできるグローバルレベルのフォーラムが必要であることを考慮し、以下につい
て決定する: 

 
a) 現在、国連総会 4 回ごとに 1 回の開催が予定されている「国際移住と開発に関するハ

イレベル対話」について、その目的を刷新し「国際移住に関するレビューフォーラム」
に改称する。 

 
b) 「国際移住に関するレビューフォーラム」は、「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」に関するものを含む、全ての関係者の参加を受けて、本グローバル・コンパクト
の進捗状況を加盟国が議論し、共有する、最上位の政府間グローバルプラットフォー
ムとしての役割を果たす。 

 
c) 「国際移住に関するレビューフォーラム」は 2022 年に初回を開催し、その後は 4 年に

一度開催する。 
 
d) 「国際移住に関するレビューフォーラム」では、地方、国、地域とグローバルの各レベ

ルにおける本グローバル・コンパクトの履行状況について議論し、これまでの成果の
積み上げと、さらなる協力の機会を確認するために、他の関係者との交流を可能にす
る。 

 
e) 「国際移住に関するレビューフォーラム」の各回では、「持続可能な開発に関するハイ

レベル政治フォーラム」において検討されることもある、政府間で合意した「進捗状
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況宣言」を発出する。 
 

50. ほとんどの国際的な移住が地域レベルで起こっていることを考慮し、全ての関係者の参加
のもと、「国際移住に関するレビューフォーラム」の各会合において効果的に報告するため
に、2020 年よりグローバルレベルの議論と交互に４年周期で、それぞれの地域における本
グローバル・コンパクトの履行状況についてレビューを行うことを、国連の地域経済委員
会または地域協議プロセスを含む関係する準地域、地域または地域間レベルのプロセス、
プラットフォーム及び機関に求める。 

 
51. 本グローバル・コンパクトの履行状況に関する非公式の意見交換を毎年開催し、成果、好

事例と革新的アプローチを「国際移住に関するレビューフォーラム」に報告するよう「移
住と開発に関するグローバル・フォーラム」に求める。 

 
52. 国際移住に関する国主導のイニシアチブが重要な役割を果たしていることを考慮し、「安

全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクト」の履行に関連するデータ、根
拠、好事例例、革新的アプローチと提言を提供してもらうことで「国際移住に関するレビ
ューフォーラム」に貢献するよう、 IOM の「移住に関する国際対話」、「地域協議プロセ
ス」やその他のフォーラム等に求める。 

 
53. 全加盟国に対して、可及的速やかに、本グローバル・コンパクトの履行に関する野心的な

国内対応策を制定し、自主的な検討や国の履行計画の実施等を通じて、国レベルで定期的
かつ包括的に進捗状況のレビューを行うことを推奨する。それらの見直しは、全関係者並
びに議会や地方自治体等の貢献をもとに行い、「国際移住に関するレビューフォーラム」や
その他の関係フォーラムの参加加盟国に効果的に報告されるものとする。 

 
54. 国連総会の議長に対して、本グローバル・コンパクトで示されたフォローアップとレビュ

ーの全体的な有効性と一貫性をさらに強化する手段として、「国際移住に関するレビュー
フォーラム」の詳細な手順と組織的側面を確定し、地域的なレビューとその他の関連プロ
セスからの貢献をどのようにフォーラムに報告するかを明確にするために、公開され、透
明性があり、包括的な政府間協議を 2019 年に発足させ完了させることを要請する。 


