
役員に就いている退職公務員等の状況等の公表

「特殊法人等整理合理化計画」（平成１３年１２月１９日閣議決定）及び「公務員制度改革大綱」（平成１３
年１２月２５日閣議決定）に基づき、当法人及び子会社等の役員について、退職公務員等の状況を公表するも
のです。

１ 公表の基準日
平成２２年２月１日

２ 子会社等
当法人の子会社及び一定規模以上の委託先

（１）子会社
当法人が、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに準ずる

機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支配している場合における当該他の会社等（子会社が、
他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等を含む。）

（２）一定規模以上の委託先
売上高に占める当法人の発注に係る額が３分の２以上である法人

３ 退職公務員等
退職公務員及び独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律

第１４０号）の対象法人）の退職者

法人名：独立行政法人森林総合研究所 （平成２２年２月１日現在）

役 職 氏 名 就任年月日 経 歴

理事長 鈴木 和夫 平成１９年４月 １日 昭和４９年 ４月 農林省採用

平成 元年 ６月 東京大学農学部教授

平成１７年 ３月 東京大学 退職

平成１７年 ４月 日本大学生物資源科学部教授

理 事 福田 隆政 平成２１年１０月１日 昭和５２年 ４月 農林省採用

平成１９年 ９月 林野庁国有林野部長

平成２１年 ９月 林野庁 退職（役員出向）

理 事 大河内 勇 平成２１年４月 １日 昭和５５年 ４月 農林水産省採用

平成２０年 ４月 （独）森林総合研究所研究コーディネータ

平成２１年 ３月 （独）森林総合研究所 退職

理 事 平野 秀樹 平成２１年４月 １日 昭和５２年 ４月 農林省採用

平成２０年 １月 林野庁中部森林管理局長

平成２１年 ３月 中部森林管理局 退職（役員出向）

理 事 町田 治之 平成２０年４月 １日 昭和４４年 ４月 ソニー株式会社入社

平成１６年 ７月 ソニーエンジニアリング（株）取締役副社長

平成１７年 ７月 ソニーエンジニアリング（株） 退職

平成１９年１０月 （独）緑資源機構理事長

理 事 山口 正三 平成２１年４月 １日 昭和５２年 ４月 農林省採用

平成１５年 ４月 林野庁国有林野部管理課監査室長

平成１７年 ２月 林野庁 退職（出向）

平成１７年 ２月 （独）緑資源機構本部企画調整室長

平成２０年 ４月 （独）森林総合研究所森林農地整備センター

総括審議役

理 事 角田 豊 平成２０年４月 １日 昭和５３年 ４月 農林省採用

平成１７年１０月 農村振興局企画部事業計画課長

平成１９年 ９月 農林水産省 退職（役員出向）

平成１９年１０月 （独）緑資源機構理事

監 事 山﨑 榮一 平成２０年４月 １日 昭和４４年 ６月 自治省採用

平成 ４年 ９月 自治省大臣官房付兼参事官

平成１２年 ３月 自治省 退職

平成１５年１０月 （独）国際観光振興機構監事

平成１７年 ７月 （学）自治医科大学監事

監 事 林 良興 平成１９年４月 １日 昭和４１年１２月 文部省採用

(非常勤) 平成１２年 ４月 林野庁森林総合研究所研究管理官

平成１４年１０月 （独）森林総合研究所 退職



平成１７年 ５月 木材利用推進中央協議会専務理事

平成２１年 ８月 全国木材組合連合会主任研究員 (現職）

監 事 龍 久仁人 平成２１年４月 １日 昭和４０年 ４月 農林省採用

(非常勤) 平成 ６年 ８月 林野庁青森営林局長

平成 ７年 ８月 青森営林局 退職

平成１３年 ６月 日本林業土木（株）代表取締役社長

子会社等：社団法人林木育種協会（一定規模以上の委託先） （平成２２年２月１日現在）

役 職 氏 名 就任年月日 経 歴

専務理事 工藤 正憲 平成１９年５月２９日 昭和４７年 ４月 農林省採用

平成１２年 ８月 林野庁国有林野部管理課監査官

平成１４年１２月 林野庁 退職

平成１５年 １月 緑資源公団東京支所長

平成１７年１０月 （独）緑資源機構中国四国整備局長

理 事 宇津木嘉夫 平成２１年５月２９日 昭和３９年 ４月 農林省採用

(非常勤) 平成 ４年 ８月 林野庁林木育種センター所長

平成 ６年 ８月 農林水産省 退職

平成１６年１１月 国際協力事業団日中林業生態研究センター計画

首席顧問

平成１９年１０月 （財）緑の地球防衛基金 監事

理 事 真柴 孝司 平成２１年５月２９日 昭和３８年 ４月 農林省採用

(非常勤) 平成 ２年 ８月 林野庁林業講習所長

平成 ５年 ４月 林野庁 退職

平成１７年 ４月 （独）森林総合研究所監事（非常勤）

理 事 宮田 増男 平成２１年５月２９日 昭和４６年 ４月 農林省採用

(非常勤) 平成 ９年１２月 林野庁林木育種センター育種部育種課長

平成１３年 ４月 （独）林木育種センター遺伝子現部長

平成１９年 ４月 （独）森林総合研究所林木育種センター育種部

長

平成２０年 ３月 （独）森林総合研究所 退職

監 事 茂田 和彦 昭和１７年５月２９日 昭和４０年 ４月 農林省採用

(非常勤) 平成 ５年 ４月 林野庁管理部管理課監査室長

平成 ７年 ８月 林野庁 退職

平成 ９年 ８月 （社）国土緑化推進機構常務理事

平成１９年 ９月 （社）大日本山林会常務理事（現職）

理 事 渡辺 政一 平成２１年５月２９日 昭和５１年 ４月 農林省採用

(非常勤) 平成１４年 ４月 林野庁国有林野部経営企画課監査官

平成１６年 ３月 林野庁 退職

平成１６年 ４月 （独）林木育種センター企画総務部長

平成１９年 ５月 （社）全国林業改良普及協会専務理事（現職）


