
　　　　１　主要事業別人員、支出、収入（国からの財政支出・財投・自己収入等財源別）［予算ベース］

【造林勘定】

運営費
交付金

1９年度 304 38,269        - 16,040        - 13,688 29,728 5,100 3,422 38,250

1８年度 306 38,224        - 15,503        - 13,980 29,483 5,200 3,391 38,074

増減 -2 45        - 537        - -292 245 -100 31 176

1９年度 － 3,405 3,405

1８年度 － 3,399 3,399

増減 － 6 6

1９年度 － 350 350

1８年度 － 360 360

増減 － -10 -10
※金額において、単位未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
※各事業においては総事業費について国費、財投等の予算措置を行っているが、支出項目毎の整理は行っていないため、人件費、一般管理費の収入欄
については支出額と同額を合計欄に記載した。

（単位：人、百万円）

主要事業
(人員（人）)

予算年度 人　員 支　出

収　入

国からの財政支出

財　投
自己収入

等

　　うち人件費

　　うち一般管理費

合　計
補助金等 受託収入 出資金等 小　計

水源林造成事業等
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　　　　１　主要事業別人員、支出、収入（国からの財政支出・財投・自己収入等財源別）［予算ベース］

【林道等勘定】

運営費
交付金

1９年度 138 21,195        - 11,171        -        - 11,171 1,600 8,676 21,447

1８年度 140 21,897        - 11,700        -        - 11,700 1,500 8,724 21,924

増減 -2 -702        - -529        -        - -529 100 -48 -477

1９年度 242 40,053        - 16,348 2        - 16,350    2,000 21,954 40,304

1８年度 253 41,120        - 16,418 26        - 16,444    2,100 21,863 40,407

増減 -11 -1,067        - -70 -24        - -94     -100 91 -103

1９年度 36 894        - 494        -        - 494        - 400 894

1８年度 36 931        - 531        -        - 531        - 400 931

増減 0 -37        - -37        -        - -37        -        - -37

1９年度 416 62,143        - 28,013 2        - 28,015 3,600 31,030 62,646

1８年度 429 63,948        - 28,649 26        - 28,675 3,600 30,987 63,262

増減 -13 -1,805        - -636 -24        - -660 0 43 -616

1９年度 － 4,885 4,885

1８年度 － 5,160 5,160

増減 － -275 -275

1９年度 － 776 776

1８年度 － 796 796

増減 － -20 -20
※金額において、単位未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。
※各事業においては総事業費について国費、財投等の予算措置を行っているが、支出項目毎の整理は行っていないため、人件費、一般管理費の収入欄
については支出額と同額を合計欄に記載した。

緑資源幹線林道事業

（単位：人、百万円）

主要事業
(人員（人）)

予算年度 人　員 支　出

収　入

国からの財政支出

財　投 合　計
補助金等 受託収入 出資金等 小　計

自己収入
等

合　　計

特定中山間保全整備
事業等

海外農業開発事業

　　うち人件費

　　うち一般管理費
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独立行政法人緑資源機構組織図 　　　　　平成１９年４月１日現在

企画調整室    (8)

総務課 東北北海道整備局  (90)
(水源林整備事務所[札幌､青森､盛岡､

人事課  秋田､山形］)

(建設事業所[下閉伊北､郡山])

職員課 関東整備局   (38)
(水源林整備事務所[福島､宇都宮､前橋､

経理課  新潟､甲府､静岡］)

予算課 中部整備局  (39)
(水源林整備事務所[富山､長野､岐阜､津］)

資金管理課

会計課 近畿北陸整備局  (144)

(水源林整備事務所[金沢､福井､京都､神戸､

計画課  奈良､和歌山］)

指導課  黒潮フルーツライン]、調査事務所[邑智西部])

環境課 中国四国整備局   (53)

 徳島､松山､高知］)

林道企画課 九州整備局   (65)
(水源林整備事務所[佐賀､熊本､大分､宮崎､

林道建設課  鹿児島)

(建設事業所[阿蘇小国郷])

水源林企画課 北海道地方建設部 (10)

水源林業務課 盛岡地方建設部 (11)

福島地方建設部 (12)

設計課

岐阜地方建設部 (13)

技術課

松江地方建設部 (11)

業務課

広島地方建設部 (13)

用地課

高知地方建設部 (13)

企画評価課 宮崎地方建設部 (13)

調査設計課

情報整備課

農村開発課

監査室  (5) 役員　　　　８名

職員　　７２０名

建設事業所  (安房南部)

(20)

(36)

(水源林整備事務所[鳥取､松江､広島､山口､

理事長

理事

監　事

(建設事業所[泉州東部､美濃東部､南丹、

(1)

(5)

(2)

(17)

海外事業部

総務部   (20)

経理部  (31)

計画評価部

森林業務部

農用地業務部

(42)

(16)


