
独立行政法人農業者年金基金の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

理事 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上

監事 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上

２　役員の報酬等の支給状況

平成２５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

1,816 （特別調整手当）

16,448 10,091 4,133 408 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,505 （特別調整手当）

13,422 8,359 3,423 135 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,505 （特別調整手当）

13,430 8,359 3,423 143 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

680 （特別調整手当）

5,960 3,779 1,469 32 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

680 （特別調整手当）

6,138 3,779 1,626 53 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

4,992 4,992 0 0

注１：

注２： 　「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注３： 　「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　
      

10月1日 ◇

　 独立行政法人農業者年金基金役員給与規程第７条第３項において、常勤役員の期末特別手当の額は、その者の職
務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる旨規定している。当基金の業務の実績及び役員の業績を踏ま
え、平成25年度における常勤役員の期末特別手当の額については、増額又は減額を行うことなく役員給与規程で定める
支給割合どおりの支給を行った。
【法人の長の報酬】
　（法人の判断）
　　理事長は、法人の目的とする農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上並びに農業者の確保に資するため、農業
者の老齢について必要な年金の給付業務等を統括しつつ、国内関係機関との連携を図るなど、強いリーダーシップを発
揮し、法人の業務を的確に遂行している。
　また、農業関係機関での経験を生かし、当法人の組織運営を管理するなど高いマネジメント能力を十分に有している人
材である。
　これらを踏まえると、当法人の理事長の報酬水準は適正であると考える。
　（主務大臣の検証結果）
　理事長は、農業者年金に関する業務を的確に遂行しており、当該法人を総理する長の報酬として、適正であると考え
る。

　平成24年２月に成立した国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第
２号、以下「特例法」という。）に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講じ
た。
・実施期間：　平成24年4月～平成26年3月
・措置の内容：　本俸月額（▲9.77％）、特別調整手当（国の地域手当相当。減額後の本俸月額によ
り算出）、期末特別手当（▲9.77％）

前職
就任・退任の状況

その他（内容）

9月30日

Ａ理事長

役名

Ｃ理事

Ｆ監事
（非常勤）

Ｄ監事

Ｂ理事

　「特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給さ
れているものである。

◇

監事
(非常勤)

　特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講じた。
・実施期間：　平成24年4月～平成26年3月
・措置の内容：　非常勤役員手当（▲9.77％）

　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政
法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

Ｅ監事
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３　役員の退職手当の支給状況（平成２５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

4,216 3 0

千円 年 月

2,910 2 6

千円 年 月

2,328 2 0

千円 年 月

注１：

注２： 　「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

注３： 　監事（非常勤）は、退職手当支給規程がないため欄を省略。

理事Ｂ
　独立行政法人評価委員会が
決定した業績勘案率1.0に基づ
き支給した。

摘　　要区分 法人での在職期間

　独立行政法人評価委員会が
決定した業績勘案率1.0に基づ
き支給した。

　独立行政法人評価委員会が
決定した業績勘案率1.0に基づ
き支給した。

該当者無し

理事長

理事Ａ

平成23年9月
30日

平成23年9月
30日

平成23年9月
30日

1.0

1.0

1.0

*

監事

　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政
法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

　「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事
由を記入している。
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針

　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２５年度における給与制度の主な改正点

１． 　特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、国と同様の内容で以下の措置を講じた。

２．

措置の内容：

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 44.1 6,948 5,246 165 1,702

人 歳 千円 千円 千円 千円

44 44.1 6,948 5,246 165 1,702

注１：　常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：　常勤職員のうち、研究職種、医療職種、教育職種については、該当者がいないため欄を省略。
注３：　在外職員、任期付職員、再任用職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略。

事務・技術

区分

常勤職員

うち賞与

給与種目

人員 平均年齢

　国家公務員の給与改定を勘案し、給与水準の適正化を図ることを基礎とする。

　　　　職員の勤務成績に応じて、昇給（５段階）や勤勉手当の成績率の決定を行っている。

　① 人件費管理の基本方針

　中期計画において、政府における総人件費削減の取組を踏まえた人件費の削減、国家公務員の給与改
定を踏まえた役職員の給与の見直し、常勤職員の削減等組織運営の合理化に関する具体的な事項を定
めており、中期計画に定める事項の着実な実施、給与改定における国家公務員との給与較差の縮小努力
を通じ、人件費の抑制を図ることとしている。

　基準日以前６箇月以内の期間における勤務成績に応じ、１４０／１００（部長職
にあっては、１８０／１００）を超えない範囲内において成績率を決定し勤勉手当を
支給する。

・実施期間：　平成24年４月～平成26年３月
・俸給表関係の措置の内容：
　俸給月額
　部長　１等級（▲9.77％）、課長、課長補佐、主査　２等級～４等級（▲7.77％）、係員　５等級～
　６等級（▲4.77％）
・諸手当関係の措置の内容：　特別都市手当（国の地域手当相当。減額後の俸給月額により算出）、
　管理職手当及び役職手当（▲10％）、期末・勤勉手当（▲9.77％）

　一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第52号）に基づく国家公
務員の給与の見直しに関連して、国と同様の内容で以下の措置を講じた。

　55歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給停止。また、勤務成績が特に良好、極めて良好の
場合の昇給号俸数を従来より抑制。

制度の内容

　 勤務成績に応じて、昇給区分（５段階）を決定のうえ昇給させる。俸　　　給

賞与：勤勉手当
（査定分）

うち所定内
平成２５年度の年間給与額（平均）

総額
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② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）

〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注１：　①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注２：　年齢５６歳～５９歳の該当者は２人以下のため「平均給与額」は表示していない。
注３：　年齢２８歳～３１歳、４０歳～４３歳、５６歳～５９歳の該当者は４人以下のため「第１四分位」「第３四分位」は表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

部  長 4 55.0 ― 9,869 ―

課  長 5 52.5 8,522 8,750 9,151

課長補佐 13 47.3 7,221 7,370 7,752

主　査 17 40.5 5,179 5,788 6,413

係　員 5 30.9 4,126 4,200 4,319

注１：代表的職位部長の該当者は４人以下のため「第１四分位」「第３四分位」は表示していない。

③　職級別在職状況等（平成２６年４月１日現在）（事務・技術職員）

計 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級

部長 課長 課長補佐 主査 係員 係員

人 人 人 人 人 人 人

44 4 5 13 17 5
(9.1%) (11.4%) (29.5%) (38.6%) (11.4%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 55 54 50 32

～ ～ ～ ～ ～

51 47 41 32 29

千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,636 6,760 5,965 5,322 3,490

～ ～ ～ ～ ～

6,604 6,195 4,842 3,418 3,095

千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,547 9,156 7,953 7,071 4,484

～ ～ ～ ～ ～

8,929 8,374 6,467 4,487 3,943

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給与
年額(最高～

最低)

年間給与額
(最高～

最低)

標準的
な職位

区分

（割合）
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④　賞与（平成２５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

60.9 64.1 62.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

39.1 35.9 37.4

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～34.1 41.8～31.1 43.4～32.7
％ ％ ％

64.4 66.9 65.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.6 33.1 34.3

％ ％ ％

         最高～最低 42.6～33.3 39.8～30.7　 39.1～32.0

⑤ 　職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員）

111.7

107.1
　注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」

　においては、すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換え
　 　た場合の給与水準を１００として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、
   　人事院において算出

管理
職員

区分

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

　対国家公務員（行政職（一））

　対他法人（事務・技術職員）

一般
職員
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給与水準の比較指標について参考となる事項 　

○事務・技術職員

地域勘案 96.9
参考 学歴勘案 110.6

地域・学歴勘案 97.3

　（参考）

【支出予算の総額に占める国からの財政支出割合　57.1％】

【累積欠損額　なし（平成24年度決算）】

【管理職の割合　20.0％（常勤職員数75名中15名）】

【大卒以上の高学歴者の割合　64.0％（常勤職員数75名中48名】

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　0.3％】

【検証結果】

　（法人の検証結果）

　（主務大臣の検証結果）

１．平成26年度に見込まれる対国家公務員指数
　　対国家公務員指数 113.5
　　地域勘案 98.7
　　地域・学歴勘案 99.7

２．具体的な改善策

３．給与水準是正の目標水準及び具体的期限

　職員の全員が東京特別区の勤務であるため、民間賃金が高い地域に在職する職員に
支払われる手当（特別都市手当）の支給を受けていることから、指数が高くなっている。

　　　国家公務員（行一）　30.0％
　　　（平成25年国家公務員給与等実態調査より、支給区分１級地の人員構成比）

国に比べて給与水準が
高くなっている定量的な
理由

給与水準の適切性の
検証

　　給与水準については、今後とも国家公務員の給与改定を勘案し給与水準の適正化
に努める。

　　対国家公務員地域・学歴別指数について、中期目標期間（平成25年度～平成29年
度）において、毎年度、１００を上回ることがないよう措置する（中期計画に明記）。

講ずる措置

　職員全員が東京特別区勤務であること及び大卒以上の者の割合が多いため国家公務
員より高い水準であるが、勤務地による諸手当及び大卒以上の者の割合の影響が少な
い年齢・地域・学歴勘案の指数は、国家公務員より低い水準であり、法人の給与は適切
な水準にあると考える。

　（国家公務員（行一）15.8％（平成25年国家公務員給与等実態調査より、6級以上の割合））

項目

　（国からの財政支出額　124,901,457千円、支出予算の総額　218,567,910千円：平成25年度予算）

対国家公務員　　111.7

　（支出総額　205,585,391千円、給与・報酬等支給総額　591,994千円：平成25年度決算）

　農業者年金は、農業者の確保という農政上の政策目的を達成するため、①農地制度と
密接に関連する年金給付や被保険者資格等に関する審査・決定、②年金資金の運用、
③年金数理に関する専門的事務等、高い専門性と判断能力が求められる多岐にわたる
業務を行っている。
　このため、各業務ごとにこれらの能力と実績を有する責任者を配置する必要がある一方
で、一般職員は必要最小限の者に留めていることから、管理職及び大卒以上の高学歴
者の割合が高くなっているが、当基金の給与水準については、国の職員と同水準とする
ことが適切との考え方にたち、対国家公務員地域・学歴別指数について１００を上回らな
いものとしており、平成２５年度における同指数は９７．３であり、給与水準の適切性を確
保している。

指数の状況

内容
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成25度）

前年度
（平成24度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注１：本表の「給与、報酬等支給総額」と財務諸表の附属明細書「役員及び職員の給与明細」
　　については、本表において、健康保険料負担金等社会保険料事業主負担金を「福利厚　 
　　生費」に計上しているため一致しない。
注２：本表の「非常勤役職員等給与」と財務諸表の附属明細書「役員及び職員の給与明細」　　　
　　については、本表において、人材派遣費用が含まれているため一致しない。

総人件費について参考となる事項

１． 　給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度比について

 （１）　給与、報酬等支給総額が対前年度比０．１％減少した要因

・ 55歳超職員の昇給抑制措置等

 （２）　最広義人件費が対前年度比２．３％減少した要因

・ 退職手当支給額の減少等

２．

　措置の概要：

Ⅳ 法人が必要と認める事項

 　

　対国家公務員指数（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）の調査対象者が少ない小規模法人にあっては、人事
交流等による職員分布の変化によって、指数が大きく変動する場合があり経年変化をみる上で留意することが必
要である。

　「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に基づく国家公務員
の退職手当の見直しに関連して、国と同様の内容で以下の措置を講じた（役員については平成25年１月、職員
については平成25年６月から実施。）。

　従来の退職手当の額に100分の87の割合を乗じ、引下げを実施（段階的に引き下げる経過措置を設定：
H25.1.1（職員についてはH25.6.1）～H25.9.30　100分の98、H25.10.1～H26.6.30　100分の92）

(－）

（△ 2.3) －

717

－(4.1)1,330

747,910730,380

区　　分 比較増△減

給与、報酬等支給総額
592,514 （△ 0.1)

(0.8) －

32,367

(－）

－△ 19,0579,454 28,511

(－）

（△ 66.8)

591,994

中期目標期間開始時（平成
25年度）からの増△減

退職手当支給額

最広義人件費

33,697

福利厚生費
95,235 94,518

非常勤役職員等給与

△ 17,530 (－）

－△ 520

(－）
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