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フランダース地域がベルギーで初めて地域で

異なる労働許可証法案を提案 
 

2016 年の第 6 次改革によって、ベルギーの各地域が経済移民に関する

権限を持つことになったにも関わらず、今までこの３つの政府（ブリ

ュッセル、フランダース、ワロン）は引き続き同じ条件を欧州経済地

域（EEA）外出身者の雇用に関して適用していました。 

 

これに関して、2018 年 7 月 13 日にフランダース地域は EEA 外の国籍

者の雇用に関する具体的な条件と手続きを含む法案を提出しました。

この法案は、 「イミグレーション ビジョン ドキュメント」で発行

されました。 

 

この法案は、EU 加盟国内での EEA 外国籍者の滞在と就労を許可する 

単一許可証指令 (ベルギー単一許可証指令不履行) に関わる改正も含みま

す。 

 

更に、この法案には、同一の給与レベルと労働基準を保障する駐在員

指令も考慮されています。  

 

フランダース地域が提案した主な改正 

• 特定のカテゴリーの労働者に関しては３年間有効の労働許可証を付

与（現在は、１２か月間） 

• 特定の場合によっては、労働許可証免除期間を 3 か月延長 

• 高度な資格を有する被雇用者の均一の最低給与基準廃止。給与額は

、職務と業務内容に沿ったもので、同一の仕事に対して同一の給与
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が支払われる必要がある。フランダース政府は、目安になる職務別

給与レベルリストを作成する。 

• 人員不足の職業に携わる者の労働許可証取得のための必須要件の削

減。フランダース政府は、人員不足の職業リストを、２年毎に改定

する。 

 

この改正による影響 

労働許可証の有効期限が 3 年に延長されることは、非常に前向きなこ

とだと捉えられます。また、ようやく単一許可証、及び駐在員指令の

施行に向けた動きとなると言えます。 

 

ただし、ベルギー全土における均一の制度がなくなるということは、

EEA 外国籍の雇用を非常に複雑にすることになり、地域を跨いで活動

を行う企業は、地域ごとの異なるルールに従うことになり、複雑な問

題に直面することが予想されます。 

 

今後の進展と施行 

このフランダース地域の提案は、承認を得るために評議会へ提出され

ました。 この新しいフランダースのルールは、2019 年 1 月から施行

される見込みです。  

 

他の２つの政府も単一許可証と駐在員指令の実行に関する法律を作成

中との連絡を受けていますが、現時点では、条件、及び手続きの面で

どのような点がこのフランダースの法案と異なるかについては明確で

はありません。 

 

デロイトイミグレーション・社会保障チームは、この点に関してベル

ギーの各地域とのコンタクトを引き続き行います。また、各地域の進

展に関する情報を記載するウェブサイトを設けます。  
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