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実際の届出については使用しないようお願い致します

NOTE: This form is for the purpose of reference only. For notification, please use the original Japanese form.

森林の土地の所有者届出書
Notification of Forestland Ownership
年
Year

月
Month

日
Day

市町村長 殿
To the Mayor:
住

所 Address of applicant

届出人氏名 Name of applicant
印 Seal
法人にあつては、名称及び代表者の氏名
(If a corporation, please specify the name of corporation and representative)
電話番号 Phone number
次のとおり新たに森林の土地の所有者となつたので、森林法第１０条の７の２第１項の
規定により届け出ます。
I hereby give notice that I became the new owner of the following forestland, in accordance with
the provisions of Paragraph 1, Article 10-7(2) of the Forest Act of Japan.
前所有者の氏名
所有権の移転
に関する事項

前所有者の住所

Name of Previous Owner

Matters
related to
ownership
transfer

Address of Previous Owner

（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）
(If a corporation, please specify the name of
corporation and representative)

所有者となった年月日

所有権の移転の原因

Date of Ownership Transfer

Reason for Ownership Transfer

年
Year

月
Month

日
Day
面積
Land Area (ha)

土地の所在場所 Location
土地に関する
事

番号
市町村
Municipality

項

Matters

1

related to

2

land

3

大字
Oaza

字
Aza

計 Total Land Area (ha)
備

考

Remarks

地番
Lot no.

持分割合

Ownership
Share

注意事項
１ 新たに所有者となつた森林の土地について、その所在する市町村ごとに提出すること。
２ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ 所有権の移転の原因欄には、売買、相続、贈与、会社の合併など具体的に記載すること。
４ 土地に関する事項は、番号欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。
５ 面積は、ヘクタールを単位とし、小数第４位まで記載し、第５位を四捨五入すること。
６ 持分割合は、新たに所有者となつた土地について共有している場合に記載すること。
７ 備考欄には、森林の土地の用途、森林の土地の境界の把握の有無その他参考となる事項を記載すること。
８ 規則第５条の２第２項に規定する次の書類を添付すること。
(1) 当該土地の位置を示す地図
(2) 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

Notes
1 This notification form shall be submitted to all municipalities in which the new owner’s
forestland (“the land”) is located.
2 A seal may not be necessary in cases where the applicant signs his/her name.
3 In “Reason for Ownership Transfer”, the applicant shall write specific reason(s) such as
transaction, inheritance, donation or company merger.
4 In “Matters relating to land”, the applicant shall specify all parcels of land according to lot
number.
5 In “Land Area”, the applicant shall indicate the area in hectare (ha) and round off the figure to
four decimal places.
6 In “Ownership Share”, the applicant shall specify the share of the land in cases where s/he
shares the land with other owner(s).
7 In “Remarks”, the applicant shall indicate information hitherto unspecified, such as the intended
use of the forestland and the recognition of lot boundaries.
8 In accordance with Paragraph 2, Article 5-2 of the Enforcement Regulation of the Forest Act of
Japan, the applicant shall attach the following documents:
(1) A map showing the location of the land
(2) A certificate of registration of the land or other written notification that proves the reason for
ownership transfer

