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グローバル・エンプロイヤー・サービス 

イミグレーション 

 

 

外国籍の学生と研修生雇用の際のイミグレー

ション手続き 
 

夏が近づく中、外国籍の研修生や学生を雇用することを考え始める方もいらっしゃ

るのではないでしょうか。このニュースレターでは、外国籍の研修生や学生を雇用する

際に注意すべき点をまとめました。 

 

欧州経済領域（EEA）及びスイス国籍の労働許可証免除 

EEA、及びスイス国籍を所持する者は、ベルギー人と同様の権利と義務を持ちま

す。その者がベルギーで居住、または学習をしていない場合でもイミグレーション手続

きを行わなくとも就労ができます。 

 

例: 中国で学習をしているスイス国籍の学生は、イミグレーション手続きを行わずに

ベルギーで６か月間の研修を行うことができます。ただし、研修期間が３か月を超

えるので、スイス国籍所有者は、ベルギー到着後８日以内にコミューンで登録を行

わなくてはなりません。 

 

研修が必須の場合の労働許可証免除 

ベルギー・スイス・またはその他の EEA内で学習をする外国籍所持者は、その研修

が行う学習の範囲内であれば、労働許可証の取得は義務づけられていません。 



 

例: フランスで学習する日本人学生が、学習必須履行要件としの研修をベルギー

に立地する企業で行う場合、労働許可証は必要ありません。 

 

このような研修は、実際の就労を行っていると捉えられることはなく、給料の支払い

は求められません。ただし、通常、経費の払い戻しはされます。 

 

外国籍学生の労働許可証免除 

ベルギーで合法的に居住する外国籍を持つ学生は、通常労働許可証タイプ C を

取得しなければなりません。ただし、この労働許可証は、学校が法的な休暇期間

中に就労を行う場合は、必要ありません。  

 

手当、及び報酬は、ベルギーの社会保障の対象となり、法で定められる最低額を

下回ることはできません（企業が所属する合同委員会によります。） 

 

例: ベルギーで学習する中国人学生は、学年度中に就労する場合、労働許可証

C の取得が義務づけられます。ただし、夏休み期間中は、労働許可証取得の必

要はありません。 

 

国際的な協定の枠組み内での労働許可証免除 

外国籍の学生がベルギー政府が認める国際的な協定の範囲内で雇用される場

合、労働許可証は必要ありません。 

 

例: エラスムス・プログラムの一環でベルギーで学習するインド国籍の学生は、その国

際機関によって作成された公式な書類に記載がある期間内であれば、就労が認

められることがあります。 

 

研修生労働許可証タイプ B 

上記の条件に該当しない場合は、研修生用の労働許可証タイプ B の取得が必

要となります。この許可証は、最近行った研究に関わる研修を行う個人に対して

有効になります。ただし、いくつかの（年齢、給与、契約の種類・期間等）に関し

ての制限があります。 

 

デロイトの観点 

外国籍の学生を雇用する際、雇用者は必要なイミグレーション手続きがあるか否

かを確認しなければなりません。もし、労働許可証が必要であれば、取得までに必

要な時間を考慮に入れなければなりません。 

 

さらに、雇用者はその外国籍者の社会保障、給与計算、及び税金に関しても検

討しなければなりません。 
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