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ベルギーの単一許可証指令不履行に関して欧州裁

判所に取い合わせ 

2017年 7月 13日、欧州委員会は、ルクセンブルグにある欧州裁判所にベル

ギーの単一許可証指令不履行に関して照会することを決定しました。この指令で

は、2013年 12月 25日までにベルギー法に置き換えることが義務付けられてい

ました。これに関して委員会は、70,828.80 EUR/日の罰金を提案しています。 

この照会によってベルギーのイミグレーションは大きく変わり、結果として企業は内部

の手続きを適応させなければならないでしょう。未だにベルギーの法律に完全に組み

込まれていないものの、この指令に基づいて、当局に労働許可証を発行させること

を義務付けたベルギーの判例法があります。 

単一許可証 

いくつかの加盟国では、滞在許可証と労働許可証を別々に申請しなければなりま

せんでした。この単一許可証指令によって、現在は欧州外からの労働者は労働許

可証と滞在許可証を単一の手続きで取得することができるようになりました。 

この指令は、欧州域外出身の労働者は、労働条件、年金、社会保障、及び公

的サービス等の EU国籍者と同様の権利を得ることができると制定しました。ただ



し、労働移民者の受け入れ条件に関しては、各加盟国の管轄になるので、国ごと

で異なります。 

欧州裁判所 

欧州委員会の欧州裁判所照会は、遅れを取っているとみなされる事項に関して

加盟国に対して行動を起こさせるために使われる最終的な手段です。2018年の

初め（2月）頃にこの件が裁判所で議論される可能性が高く、判決が下った直

後から 70,828.80 EUR の日割り罰金が発生することになります。 

今後の動向は？ 

現在、この件は、連邦政府と地域政府が管轄機関、及び単一の手続きの具体

化に関しての完全合意を得られないため、保留状態になっています。政府間交渉

が行われており、近々合意が取れるという情報もあります。欧州委員会の照会

は、ベルギーが多額の罰金を防ぐために単一許可証指令を履行するための迅速な

行動を取らなければならないことを意味します。 

なぜ重要なのか？ 

この進展によって、おそらくベルギーのイミグレーション全体が近い将来変化するでしょ

う。労働許可証承認条件が変化することはありませんが、手続きのみが変化しま

す。ただし、この影響で連邦政府、地方政府、領事機関間のやり取り、及び労働

許可証の申請方法に関する重要で複雑な内部改革が必要となります。これが内

政手続きの変更、より長い処理時間の発生等の混乱を招くことが予想されます。 

単一許可証は既に適用可能？ 

2017年 2月にベルギーの裁判所は、注目すべき判決を下しました。中国人男性

が、滞在許可証更新の際に有効な労働許可証を追加するのを忘れました。彼

は、有効な労働許可証を持って勤務していましたが、期限が切れる直前に更新申

請を行いました。しかし、この申請は、不法滞在という理由で拒否されました。 

裁判所は、ベルギーにもし単一許可証（労働許可証兼滞在許可証）が取得可

能であった場合、当人はこのような問題に直面することはなかったであろうとみなさ

れるため、当局に労働許可証を更新することを命じました。単一許可証がまだ完

全に履行されていないものの、重要で積極的な役割を果たしているということがうか

がえます。 

デロイトの観点 

労働許可証取得条件に関しての変更はないものの、単一許可証指

令は、イミグレーション手続きに大きな影響を及ぼします。これは、連邦



政府、地域政府、そして領事機関の協力の仕方を再定義することにな

るでしょう。そして、全体的にベルギーのイミグレーション手続きがどのよう

に行われるのか、そしてそれが内政手続きの組織的な再考を要すること

になります。初期段階では、混乱と遅延が発生するでしょう。 

弊社では、ベルギーの内政交渉と欧州レベルの改正に関して引き続き

注意深く観察します。 
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