インド政府、外国人対象に規制緩和 ～ビザ・社会保険の 2 分野～
In brief
インド内務省(MHA)による査証(ビザ)の要件緩和、被用者積立基金機構（EPFO）による社会保険の規制緩和が
このほど、それぞれ発表されました。
重要と思われる通知は下記の通りです。

1. 査証(ビザ)


インドで取得できる電子ビザ（E-visa）は観光（Tourist)・商用（Business)・医療（Medical)用だったのが、会
議（Conference)および医療目的で滞在する人の付き添い（Medical Attendant)についても電子取得が可能
に。さらに電子ビザ取得は年 2 回までだったのが 3 回に拡大



外国人登録事務所（FRRO）での手続き(延長、変更など)電子化が全インドに拡大。直接の訪問が免除に



商用/雇用ビザのインド国内での延長が最長 10 年に



インターンビザの要件緩和（報酬基準の年間 78 万ルピーから 36 万ルピーへ引き下げなど）



訪問に許可証（PAP/RAP)が必要なアンダマン・ニコバル諸島などへの渡航手続きを緩和

詳しくは下記（英文)をご参照くださいませ。
PwC News Alert - 23 November 2018 - Liberalisation of visa processes in India

2.

社会保険



被用者積立基金機構(EPFO)はインドで就労する外国人について、社会保障協定に定められる派遣期間
（日印社会保障協定では原則 5 年。同協定第七条参照）を超えたケースについて、派遣元の国で発行され
た適用証明書（COC）*の効力延長のための手続きを公表



インド国外で就労するインド人の派遣期間が上記期間を超過した場合の手続きを明確化

*インドと社会保障協定（SSA）を締結している国に属し、その個人が自国の社会保険に加入していることを証
する自国当局による証明書
詳しくは下記(英文)をご参照くださいませ。
PwC News Alert - 27 November 2018 - EPFO prescribes procedure for extension of COC beyond period
stipulated in SSA
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