
帰化とは、国家が特定の外国人の志望に基づいて国籍を付与する創設的行為のことです。日本における帰化とは、外国籍の方からの日本国籍取得の意思表示
（帰化許可申請）とこれに対する国家の許可行為という双方の行為から構成されているものです。他国においては、肌の色によって帰化を制約している時代
はありましたが、現代国家において、日本以外の国においても帰化を認めない国などありません。日本においては、紀元前からすでに中国及び韓国と交易往
来してきた経緯から、渡日後においても祖国に帰らず同化してきた外国籍の方で帰化許可された国籍は、申請件数が多い韓国、中国籍が圧倒的多数を占めて
おり、申請が少数である欧米国籍の方は不利というものでもありません。日本政府は、人種などによって帰化を制約などしていませんが、帰化を許可するし
ないについては日本政府の自由裁量の観点から、申請の際に法定要件を備えていれば、必ず、帰化が許可されるものでもありません。帰化が有効に成立する
ためには、有効な帰化申請行為を前提としており、有効な帰化申請行為とは、日本国籍を有しない外国籍の方からの申請を要し、さらには、帰化申請意思に
基づくことを要します。詳述すると、司法書士又は行政書士が書類作成しても、申請人である外国人の出頭を要し、申請人である外国籍の方の精神状態に問
題無いことが求められており、帰化を求める意思表示は、申請者である外国籍の方の住所地を管轄する法務局（国籍課等）に対して帰化許可申請書類の提出
をもって申請します。

帰化申請（国籍取得）

はじめに

日本国籍取得のメリット

✔ 職業を選択し遂行する幅が広がる
✔ マイホームを購入する際に、住宅ローンが組みやすくなる
✔ 日本のパスポートを取得することで、海外渡航しやすくなる
✔ 新たな氏名を決めることができる
✔ 周囲の差別意識から解放される
✔ 配偶者又は子孫も日本国籍を取得しやすくなる
✔ 入国管理庁からの束縛から解放される
✔ 日本戸籍が新たに編製される
✔ 配偶者又は子孫が日本国籍の場合、家族ともに同一戸籍に登録することができる
✔ 日本における参政権が認められたり、のちのち公務就任する機会も開ける

帰化を許可するかについては国家の自由裁量ですが、恣意的帰化行政がなされないようにする基準を設定し、国籍法においてその基準を明確化しています。
帰化前提要件は、日本の場合、国籍法５条において一般外国籍の方のための普通帰化、国籍法第６条～第８条において普通帰化の要件を若干緩和した簡易帰
化、第９条において日本国に特別功労のあった場合の大帰化のそれぞれ3種に分類し、帰化基準を明文化しています。普通帰化が認められる場合、簡易帰化も
認められることになりますが、簡易許可の手続きが簡易というものではありません。明文規定の要件を満たす場合であっても、内規及び裁量があるため、帰
化許可されるかどうかについては容易に断定できません。帰化申請については一人ひとりの状況に応じて事前に十分に検討する必要があります。

帰化の類型



国籍法が想定する最もオーソドックスな帰化方法であるため、普通帰化と呼ばれています。住所、能力、素行、生計、二重国籍の防止、不法団体加入者の排除を
帰化要件として定めており、次の１～７の要件を全て満たしていることが必要です。

１．居住要件（国籍法第５条第１項第１号）：「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
具体的には、日本に住所を有してはいるものの頻繁に国外渡航してきたことで数か月／（年）にわたり国外で居住していた場合のように、日本における生活実態
が無い期間は５年の期間継続が中断されたと扱われ、たとえ５年以上の継続した期間において日本で住所を有しても日本における居住実態を潜脱しているもので
あり、要件を満たさないことになります。詳述すると、日本の住所及び居所いずれにおいても５年以上の期間において90日未満であり、年間合計100日未満の渡
航期間であれば、およそ日本における生活実態の継続性を有していると考えることができます。なお、日本において留学資格で居住していた場合、帰国前提を通
常としており、留学資格経過後において就労系資格等により5年以上日本に住所を有するに至れば、要件を満たすことはあります。

２.能力要件（国籍法第５条第１項第２号）：「２０歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること」
日本では、成人年齢は２０歳以上ですが、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。

３.素行要件（国籍法第５条第１項第３号）：「素行が善良であること」
帰化を認める国の社会の安全と秩序を保持するために要求されるものであり、日本以外の国においても同様に求められています。素行そのものは抽象的概念です
が、詳述すれば、善良な一般市民であるかどうかについて遵法意識、社会倫理規範の有無、刑罰法令及び行政法規の違反の有無、日常生活・職業生活・社会活動
といった側面を判断材料として、出生から現在に至るまでを個別に審査されます。具体的には、前科、前歴、行政法規違反の有無以外に、年金・納税状況からも
素行が善良で無いと判断されます。再犯のおそれが無い前科（実刑判決を除く）の場合、追徴課税又は道交法違反については、その態様・内容・回数等よりけり
ですが、暴力団に加入又は密接関係者の場合、素行が善良で無いことになります。

４.生計要件（国籍法第５条第１項第４号）：「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
申請者自ら又は生計を共にする配偶者であったり他の親族の支援によって、生計が維持されていることを要します。永住申請と異なり年収要件はありませんので、
具体的には、年収250万円程度でも、家賃、光熱費、食費等を控除し、安定的生計が維持できるのであれば、要件を満たしていると考えることができます。

５.喪失条件(重国籍防止条件/国籍法第５条第１項５号）：「現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと」
地球市民は、いずれかの国の国民としていることを要し、日本政府は、国籍唯一の原則から、他国の国籍と重なる二重国籍の取得を認めていません。要約すると、
帰化許可を求める場合、無国籍又は帰化前の国籍を喪失できる状態であることを要します。中国政府及び韓国政府を詳述すると、双方とも日本政府と同様に重国
籍を認めておらず、中国人又は韓国人が帰化許可されることによって、元の中国又は韓国国籍が喪失することとなります。なお、中国国籍の場合、審査中に国籍
離脱証明書を提出することによって、要件を満たします（韓国国籍の場合、許可後に喪失届提出となります）。

普通帰化の要件



６.思想要件（国籍法第５条第１項第６号）：「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しく
は主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
日本国の存立の基盤から要求されるものであり、合衆国国籍法を範としています。思想概念は曖昧であり、申請者の主観面を客観証明することは困難であり審
査しにくいものですが、詳述すると、日本の統治機構を破壊し、又は日本の領土において国権を排除して権力行使し、日本憲法の定める統治の基本秩序を壊乱
させるといった内乱を企てる思想で無いことです。帰化により日本国籍取得を求める以上、日本国憲法を遵守する思想であることを要し、具体的には、テロリ
ストなど暴力主義的破壊活動を行う団体に加入し行動していた事実認定がなされた場合、思想要件を満たしていないと考えることができます。

７.日本語能力
国籍法が規定する要件でありませんが、日本において社会生活する上での必要な語学力（日本語力）が求められています。帰化後は日本人となりますので、こ
れまでは外国人だからといった特別扱いもされず、日常生活において人と人の相互理解が必須のコミュニケーション能力が求められています。したがって、審
査官との面接の際、日本語でコミュニケーションできる日本語力を修得しているかを試されます。日本人は、漢字、ひらがな、カタカナの３種の文字を混在使
用しており、ライティング時において文字を使い分けする特殊性があるため、特に特別永住者以外の方は、オーラルベースをライティン変換させる努力を要し
ます。すでに母国語によるコミュニケーション能力が備わっているものであり、動機書を作成できるライティング能力が備わっていれば、日本の社会生活にお
いて不自由が無いと考えることができます。

これまでの１～７の要件については、申請前から申請受付後の許可不許可決
定までの全期間において審査対象となりますので、申請受付後において次に
該当する場合、その都度、法務局に報告し説明することを要します。具体的
には、住所又は連絡先に変更が生じた場合（参照：居住要件、住所変更届）、
日本語能力検定試験に合格した場合（参照：日本語要件）、婚姻・離婚・出
生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動が生じた場合（参照：
居住・生計要件）在留資格又は在留期限に変更が生じた場合（参照：生計要
件）、日本からの出国予定が生じた場合及び再入国した場合（参照：居住要
件）、法令違反行為を犯した場合（参照：素行要件）などが該当します。



（１）年齢について
出生から申請現在までの書類を提出することになるため、若年者の場合、高齢者に比して歴史的事実が少ないため提出書類も少なくなりますが、高齢者の場合、
若年者に比して歴史的事実が多いため提出書類も多くなります。提出書類の多寡は審査期間の多少にも影響し、年齢とともに事実関係が複雑になることがある
ため、若年申請の方が高齢申請よりも審査事項は少なく負担が軽いため、許可難易度は低いと考えることができます。

（２）特別永住者について
特別永住者とは、1945年９月2日以前から継続して日本に居住している平和条約国籍離脱者とその子孫のことです。終戦とともに、日本に在留していたため、
外国人登録令により外国人として登録及び管理され、日本国永住権を特別に付与された経緯があります。特別永住者は、国籍の相違以外において、日本で生ま
れ育っている方が多いことから日本人との差異は判別しにくく、このため、帰化許可における要件審査としては、帰化の動機書及び卒業証書の提出を免除され、
住所要件（継続５年以上の日本国居住）も満たします。在勤及び給与明細書を勤務先で作成依頼しますが、特別永住者の方は、給与明細書により代替できます。
納税証明書の要件においても、３年分が緩和され２年分となります。これらのことから、特別永住者の方は、特別永住者以外の方よりも許可難易度は低いと考
えることができます。

（３）男女差について
性差により許可が左右する規定は平等原則の見地から違法であり、女性を家内労働に限定する慣習は時代遅れです。専業主婦（主夫）は、夫（妻）の収入を支
える相互扶助で夫婦共同生活を形成しているものであり、家内労働者が主婦又は主夫であるからといって、帰化許可に有利不利があってはならないことです。
「生計を一にする配偶者」（法第５条第１項４号）から、男性である夫又は女性である妻に安定した収入があれば、専業主婦（夫）が無収入でも生計要件を満
たすことになります。具体的には、日本人と結婚関係にある専業主婦が申請する場合、簡易帰化であるため主婦（主夫）の要件は緩和されます。外国人夫婦の
双方が同時申請する場合、収入ある夫（妻）の帰化許可が、専業主婦（主夫）の帰化許可を左右する傾向にあります。

（４）ローン・融資等借金について
帰化許可申請する際、毎月の収入、支出を具体的に記入することを要します。返済できる金額を毎月返済していれば、ローンの有無など許可に影響ありません
が、返済が滞納したり、返済の見通しが無いのであれば、許可は難しくなります。詳述すると、返済期間が長期であってもこれまで返済していれば収支のバラ
ンスに問題は無いため許可に影響ありませんが、借金が多額であり返済困難な状態であるなど生計に重大な支障を及ぼしている場合、許可は難しくなります。

許可難易度の高低

（５）法令違反について
申請人の法令違反の審査だけでなく、申請人の親族の法令違反についても審査されます。これまでの在留状況は入管庁に、刑事記録は検察庁に照会なされます。
実刑判決の場合、申請してもほぼ許可されませんが、執行猶予の場合、相当期間経過後の申請を要しますが、許可されにくい傾向にあります。交通反則におい
ても、過去５年間の反則程度等により申請時期の検討を要します。他法令違反に比して交通反則が多いにすぎず、税金及び公的年金の滞納状況であったり、許
認可を要する事業において許認可法令違反の場合も、当然、法令違反に該当します。法務局は各官公庁に照会しますので、申請前に慎重な検討を要します。



（６）職業等について
職業に貴賎はありませんが、申請後における許可可能性の高低を難易度から考えると、被用者が申請する場合、その人物を主体に許可するしないを判断する
傾向にあります。経営者である個人事業主又は会社経営者が申請する場合、事業所における経営者は事業所と一体関係にあり、経営状況も審査対象となるこ
とから許可難易度はそれだけ高くなります。会社規模が大きくなれば、必然、会社経営状況を証明する資料は多くなるため審査に時間を要するため許可難易
度はそれだけ高くなります。経営状況が不調で無いことを要し、このため、個人事業主よりも法人経営すればより複雑となるため、許可難易度は高くなりま
す。したがって、許可難易度は、概ね会社従業員→自営業者→会社経営者の順に上昇します。このため、申請者個人が会社員の立場なら許可されているよう
な場合においても、経営状態が左右する法人経営状態にある経営者が申請したため不許可となることさえあります。

申請受理され、審査が進む過程で担当官から連絡があり、申請人との面接が設定されますが、日本語力を客観評価しにくいところです。日本国永住申請の場
合、日本語能力は要件となっておりませんが、帰化許可申請の場合、国籍法において日本語能力を求める明文根拠は存しませんが、帰化要件として定着して
います。流暢に日本語オーラルで会話する外国籍の方に驚かされますが、帰化の動機書は手書きで作成することを求められており、日本の教育課程において
も手書きによる書類作成が人的コミュニケーションの原点として重要視されているようです。これまで渡日してきた外国籍の方は、日本で暮らしていくにつ
れて日本語をヒアリングして自然と日本語を身についていったようですが、オーラルのみでは不十分です。動機書を手書きで求められていることは、紙媒体
に文字でライティング表現することであり、紙媒体に手書きで書けば書くほど、同時に、声に出して書く行為を続けていけば、必ず、日本語の筆記能力は向
上するものです。日本人として生活する上で、紙媒体のリーディング及びライティングも必須であり、日常生活における意思疎通の有無は、動機書から審査
されることになります。

帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合を予定して、あらかじめ記載していただくものです。いずれも自由に定めることができますが、次の点に
注意してください。帰化後の氏名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又はカタカナ以外は使用できません。常用
漢字と認められた漢字、ひらがな、カタカナであれば自由に氏名決定できることになりますが、繁体字、簡体字、アルファベットによる登録はできません。
氏名は自由に決めることは可能ですが、これまで日本で常用される氏姓（日本の風土・文化に沿った）にすることをお勧めします。なお、帰化によって外国
人から日本人に変更された際、帰化後に変更された氏名を変更することは困難であるため、別途、氏名変更のため、家庭裁判所に変更許可の申立てを要しま
す。

１．同一戸籍内の者と同一の名をつけることはできない：同じ戸籍に入っている親、兄弟姉妹間で同じ漢字の名前をつけることはできませんが、同一の漢字
でなければ読み方が同一であっても問題ありません。同一戸籍内の者と同一の漢字がつけれないので、先に母親が帰化申請を行い、子が成人後に別の戸籍を
つくって母親と同じ漢字で名をつけることは可能となります。

帰化が認められる語学（日本語）レベル

日本人としての氏名の決定について



帰化許可申請に要する書類（概要）

➂－１履歴書（その１）：出生から現在までの年月日、居住関係（参照：住民票、除票、閉鎖外国人登録原票）、学歴・職歴、身分関係（婚姻・子の出生・
親の死亡など）について時系列により間断無く記入します。詳述すると、年は和暦により記載し、居住関係は住居移転についても記載し、学歴は入学・転
校・中途退学・卒業を最終学歴まで記入し、職歴は、職務内容も記入し、身分関係については、父母の死亡及び事実婚も記入して証明します。
➂―２履歴書（その２）：出入国記録の期間は、渡航初日参入で記入し、技能及び資格は、公的免許及び国家資格等の取得年月日及び番号を記入し、警察署
長発行の感謝状などを賞として記入し、罰金刑以上の刑事確定判決、道交違反の年月日及び反則金額を罰として記入し証明します。

④申述書：原則として実母が作成し、実母が死亡等の場合は実父に作成し、父母双方が死亡等の場合、申請人の兄弟姉妹のうち長男又は長女が作成します。
なお、国外に居住されている場合においても、郵送により記入依頼します。

⑤帰化の動機書：帰化を求める動機は、身分的、社会的、個人的、経済的な理由によるはずです。申請者本人の意思で作成することを期待されているもので
あり、マニュアルも正解もありません。日本語でボールペン使用した手書きの作成によるものであり、パソコンで活字入力した動機書は認められていません。
したがって、帰化申請する前に、日ごろの日本語ライティング（筆記）能力を向上させてきた成果が試されるものでもあり、文章によって申請者個人のパー
ソナリティや性格が顕著に現れてきます。

⑥国籍・身分関係を証明する書面：（韓国籍の方の場合）
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものです。韓国政府は、２００８年をもって戸籍制度を廃止し、戸籍を代替する家族関係登
録簿によって自国民を登録公証することとしました。詳述すると、戸主を中心とした家族に属する人で編成するので無く、人それぞれに着目して個人単位で
編成することとしたのです。このため、韓国籍の方の帰化申請をする場合、戸籍を取得するのでは無く、家族関係登録簿における目的別で５種類（次表
（１））に分離編成された家族関係登録事項別証明書のうち、申請において必要証明書を個別に取得（次表（２））して日本語訳を要しますが、家族関係登
録事項別証明書では十分では無いため、申請人は全て、父は婚姻以降、母は婚姻適齢期以降の除籍謄本を取得し、それぞれ日本語訳を要します。家族関係
登録簿は、一般証明書、詳細証明書、特定証明書の３つに分類されており、一般証明書は、現在の事項のみ記載されており、詳細証明書は、現在事項に加え
て過去の履歴・訂正事項などが全て記載されます。特定証明書は、家族関係登録簿等の証明書５種のうち基本証明書のみに適用されるものであり、帰化申請
の場合、詳細証明書のうち次表（１）から必要な証明書を取得します。

帰化許可申請書（➀） 宣誓書（➁） 履歴書（➂） 申述書（④） 帰化の動機書（⑤） 国籍・身分関係を証す
る書面（⑥）

親族の概要を記載した
書類（⑦）

生計の概要を記載した
書面（⑧）

事業の概要を記載した
書面（⑨）

在勤及び給与証明書
（⑩）

納税・公的年金関係書
類（⑪）

居住付近の略図（⑫）



（注）：基本証明書については、父又は母が生存している場合、取得することを要しませんが、死亡している場合、取得することを要する
ことがあります。

証明書の名称 本人との関係 証明する事項 取得先

1 家族関係証明書 家 族 本人の父母、配偶者、子 韓国領事館

2 基本事項証明書 基本事項 出生、死亡、改名、国籍変更等 韓国領事館

3 婚姻関係証明書 配偶者 配偶者、婚姻、離婚等 韓国領事館

4 入養関係証明書 普通養子 養父母、養子、入養、罷養等 韓国領事館

5 親養子入養関係証明書 特別養子
養生父母、養父母、親養子、親養子入養、親養子
罷養等

韓国領事館

韓国の家族関係登録事項別証明書（１）

証明書の名称 本人 父 母

1 家族関係証明書 〇 〇 〇

2 基本事項証明書 〇 △（※） △（※）

3 婚姻関係証明書 〇 〇 〇

4 入養関係証明書 〇 （不要） （不要）

5 親養子入養関係証明書 〇 （不要） （不要）

家族関係登録事項別証明書を取得する関係者（２）



⑦親族の概要を証明する書面：在日及び在外する申請人の父母、配偶者、子、兄弟姉妹、婚姻者、内妻（夫）、配偶者の父母まで記入します。

⑧-1「生計の概要を記載した書面（その１）について：生計を同一とする世帯を単位とした記載が求められており、世帯を異にする申請者を含んで申請する
場合、その申請者を分離して作成することが求められています。詳述すると、申請の前月分の収入及び支出その他不動産、預貯金等を記入し、生計維持でき
る状態であることを記入して証明します。毎月の収入、支出又は借金等については、月収の多少よりも生計が維持できる安定性の側面が求められおり、公的
扶助又は親族からの送金がある場合も記入し、収入の合計と支出の合計は同額であることが必要です。収入は、個人ごと収入ごと１行ずつ記入し、複数事業
所からの収入は複数記入し、会社経営者・役員、正規従業員、時短従業員は給与明細及び在勤証明書により記入し、個人事業主は、確定申告書により記入し
ます。月収は、前月分の金額を記入し、給料は、手取りの金額を記入し、種目は、給料・役員報酬・事業収入（建物賃貸収入）・仕送り・年金・児童手当等
を記入し、住居費は、家賃・共益費・駐車場代等の合計額を記入し、備考欄は、家賃（○○を含む）と記入します。なお、社宅等で暮らしている場合、給料
から家賃等を控除されることから支出額を０円と記入し、備考欄の社宅費は、「給与から天引き」と記入します。住宅ローンは返済金襴に記入し、教育費は、
正規課程の学費以外に要した課外スクーリング費、通信教育費、書籍代も記入し、返済金は、住宅、自動車、教育、カードなどのローン返済金を記入し、生
命保険掛金等は、死亡、医療、養老、学資、火災地震保険等の毎月の支払額を記入し、社会保険料の支払いの記入は要しません。預貯金は、１か月分の貯金
額を記入し、その他は、水道光熱費、スマホなどの通信費、娯楽・交際費、その他少額のものを記入し、備考欄には代表的なものを羅列し、末尾に「等」と
記入します。具体的には、水道光熱費、医療費、通信費「等」です。空欄は、仕送りがある場合、支出科目を仕送り又は海外送金などにして、備考欄には申
請者との関係及び氏名を記入します。主な負債とは、借金のことであり、支出欄の「返済金」の内容を補完する項目です。各内容については、銀行等との借
入先との契約書、計算書によって確認します。借入の目的は、お金を借りた目的でありローン名を記入します。具体的には、自動車購入・住宅ローン・教育
ローンであり、借入先は、支店名まで記入し、完済予定は、完済予定日元号で記入します。
⑧-２「生計の維持の概要を記載した書面（その２）」について：申請者を含む世帯全体について、所有している不動産や主な動産（預貯金・有価証券・自
動車・貴金属等）の内訳や金額（時価・評価額等）を記入します。

⑨「事業の概要を記載した書面」について：申請者等が個人事業又は法人経営又は会社役員である場合に要します。個人経営の場合は前年分、法人経営の場
合は直近の決算期について作成し、複数の事業を営んでいる場合は、一事業ごとに作成することを要します。事業の経営状況は、申請者の生計能力と密接関
連するものであり、詳細に記入します。

⑩「在勤及び給与証明書」について：申請月の直前の申請者の勤務先及び職種並びに１か月分の給与等について、勤務先に作成依頼します。申請者や配偶者、
また生計を一緒にする親族が、給与等の収入がある場合、その方の分も記入します。

⑪納税・公的年金関係書類：納税は、国民の義務（憲法第３０条）により求められており、年金保険料の支払いは、国民年金法第８８条により求められてお
り、憲法及び法令遵守義務の履行を申請者が明らかにします。

⑫「居宅付近の略図」について：過去３年において転居している場合も含め、最寄りの交通機関からの経路や所要時間なども記入します。



給与所得者
（確定申告義務無し）

給与所得者
（確定申告義務有り）

個人事業経営者 法人経営者（役員を含む）

源泉徴収票 １年分 １年分 １年分

源泉徴収簿、納付書 １年分 １年分

市町県民税納税証明書 １年分 １年分 １年分 １年分

市町県民税課税（非課税）
証明書

１年分 １年分 １年分 １年分

所得税納税証明書
（その１、その２）

３年分（特別永住者は２年分） ３年分（特別永住者は２年分）

確定申告書 １年分 １年分 １年分

消費税納税証明書 ３年分（特別永住者は２年分）

事業税納税証明書 ３年分（特別永住者は２年分）

法人市町民税納税証明書 １年分

法人県民税納税証明書 １年分

法人事業税納税証明書 ３年分（特別永住者は２年分）

法人税納税証明書
（その１、その２）

３年分（特別永住者は２年分）

法人消費税納税証明書 ３年分（特別永住者は２年分）

納税関係書



法務局による調査について

申請者が法務局に提出し、申請受付けされた時点において、提出された書類の内容が真正であるかについては定かでありません。申請後の審査の途中にお
いて、申請受付け当時で判明しなかった事実関係に相違していないかについて調査することがあります。申請後において担当官が関係機関等に照会、又は、
自宅訪問（近所の聞き取り）により、提出された書類の記載内容の事実と調査結果による事実の相互の事実の真偽を判定し、事実関係を確定させることが
なされます。入管庁の在留許可は、いつでも帰国される可能性がある外国籍の方に応対するのに対し、法務局の帰化許可は、永続的な日本国籍を付与する
ものであるため多角的かつ総合的に審査をするため、審査期間中の実態調査を見据えた申請準備をしておくことを要します。申請後の申請人と担当官との
面接時におけるヒアリングもまた調査の一環であり、提出書類に相違が無いかについて審査し、その詳細は、これまでの経緯、仕事のこと、親族のこと、
婚姻関係のこと、法令の遵守のこと、税金保険料のことについて日本語でコミュニケーションされます。なお、特別永住者の方の場合も、都度、実態調査
はありえます。

担当官との面接におけるヒアリングについて

帰化申請の受理はあくまで形式要件を具備していることが確認されたにすぎず、実質要件の審査
のための実態審査を要します。受理から3～4か月経過後、面接のための出頭依頼が法務局から通
知されますが、面接官と申請者との会話は日常的な日本語によりなされます。帰化要件である日
本語力は、日常的な日本語会話であり、日本の義務教育課程における小学３～４年程度とされて
いますが、日本語能力の試験を実施しているのではありません。渡日してからこれまでの歴史的
経緯は、申請者にヒアリングされます。詳細は、母国の先祖、渡日に至った動機、日本とのゆか
り、これまでの生活全般をオーラル回答できるようにしておきます。担当官も申請者と同じ人間
ですが、日本人であるため、構えず和やかなコミュニケーションが求められます。帰化申請の審
査中は、申請当時の変化に対応できる事前の計画が必要です。具体的には、身分関係の変動、住
居移転等があった場合、再審査となるためそれだけ長期化しますが、担当官に連絡を要します。
具体的には、申請時以降における出産については、身分関係の変動も審査対象となります。出産
育児と帰化は別物であり、帰化が不利になるものでは無いため申請時において出産予定日を担当
官に連絡することを要します。出生子の戸籍については、韓国籍の父母が帰化申請の審査中にお
ける出生子の場合、出生時における父母の戸籍は帰化許可が未決状態であるため、出生子の国籍
は父母の国籍にしたがいます。出生後に父母の帰化が許可されたからといって、出生子の国籍が
日本国籍に変更されるのでは無く、あくまで出生当時の父母の国籍に帰属することになります。



帰化許可後について

（１）外国人証明書の返還
外国人登録原票を閉鎖させるため、申請人が居住する市区町村役場（外国人登録係）に外国人登録証明書返納届を提出します。日本国籍に帰化してから2
年後に除籍されることになっていますが、特に韓国籍の方の場合、元韓国籍の方については2年経っても除籍されません。日本は二重国籍を認めていませ
んので、帰化申請許可後は、原則として、国籍喪失屆を領事館に提出した場合、韓国籍は除籍されます。
（２）帰化の届け出
法務局より交付された帰化者の身分証明書を添付した帰化届を、申請人が居住する市区町村役場に提出します。
（３）国籍喪失の届け出
元韓国国籍の方の場合、韓国領事館に必要書類を添付して国籍喪失届を提出します。

帰化不許可後について

（１）取消訴訟を検討する場合
日本政府による帰化に関する許可又は不許可行為を行政不服審査法は除外していることから、帰化不許可処分の取消訴訟として日本政府に対して争う余地が
あります。「帰化申請者は、処分が適法になされることにつき権利ないし法律上の利益を有しており、申請に対してなされた処分が、その手続または内容に
おいて違法であるときは、これにつき裁判所の審査を求めるため処分の取消しの訴えを提起することができるものであり、したがって、不許可の処分をした
場合、申請者は、所定の手続の違背または裁量権濫用等の処分の内容についての違法を主張してその取消しを求めることができる・・・（略）・・・原裁判
所に差し戻すべきである（事件番号：昭和４７（行コ）７．国籍帰化不許可処分取消処分請求事件.東京高裁第１７民事部判決理由〈要旨〉より抜粋）。」と
判示しています。
（２）改めて、再度申請する場合
再申請を、禁止する規定は存しません。不許可事由を検討し、改めて申請する道も残されています。

申請取下げ又は追加書類提出について

法務局において申請受理されても、審査の過程で明らかに不許可となる場合は申請を取下げすべきであり、許可要件が十分に具備されてから申請した方が
賢明です。申請を取下げなかったために不許可となると、法務局において不許可記録が残り、数年経過してからの再申請となります。申請受理されれば必
ず許可されるものでは無いため、不許可決定される前に、後戻りのための政策的見地から申請取下げすることを促されることもあります。担当官の調査に
よって不許可の見込みが強い場合、申請取下げに関する通知がなされ、面接連絡に前後して資料提出通知がなされることがあります。帰化申請の事前相談
における担当官からの指定書類は、あくまで必要最低であり、追加書類の多少は、申請者ごと多種多様です。追加書類は許可に要すると担当官が判断した
ものであるため、提出しなければ許可されることは無いと考えることができます。



１．MLフォーム又はお電話よりご相談ください（MLからの相談費用は無料です）。→２．ご相談いただいた情報をもとに、日程調整→３．法務局における帰化事前
相談→４．指定書類の収集開始→５.法務局に対する帰化許可申請→６、法務局にて審査開始→７.担当官と申請者の面談→８.決裁→９.許可通知→10.法務局にて帰
化者の身分証明書の受取り→11.帰化許可後の手続き（外国人登録証・帰化届・各種書類の名称変更手続き等）がおよその流れとなります。
次表における成功報酬は、税抜き表示し、交通費、郵送費などの実費を含み、法務局との折衝・同行、市町村役場、税務署、県税務事務所、警察署、社会保険事務
所その他官公庁が発行する証明書取得に要した実費、及び動機書原案作成指導等も報酬合計に含みます。帰化許可申請において、日本語以外の文書の翻訳費用は、
別途となります。申請のご意向をヒアリングした上、許可される蓋然性があると判断した場合、受任します。業務開始において成功報酬の約半額、法務局における
申請受理時をもってその残額をご請求します。なお、帰化許可後の手続きについては、都度、応対いたします。

申請類型 特別永住者 特別永住者非該当 成功報酬

会社員等給与所得世帯の単身である場合における 〇 150,000

単独申請 〇 170,000

個人事業主・会社経営者等事業を経営している場合における 〇 180,000

単独申請 〇 200,000

夫婦２人（事業経営者と専業主婦（夫））の場合における 〇 275,000

共同申請 〇 300,000

夫婦とご子息の計３名（ご子息が15歳以上であり、家族全員同居し、かつ、会
社従業員である場合）である場合における

〇 235,000

共同申請 〇 250,000

夫婦とご子息の計３名（ご子息が15歳以上であり、全て会社従業員であるが、
ご子息とは別居）である場合における

〇 310,000

共同申請 〇 330,000

帰化許可申請費用（単位：円）

ご相談から許可までの流れ


