
様式 １　公表されるべき事項

国立研究開発法人農業環境技術研究所の役職員の報酬・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

理事長

　当該法人の主要事業は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な
調査及び研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習である。
　役員報酬を検討するにあたって、類似事業を実施している国家公務員における研究所の長
に適用される指定職俸給表を参考とした。
　理事長の報酬は同俸給表を参考としており、一般職の職員の給与に関する法律等を基に試
算した同俸給表が適用される国家公務員の年間報酬額は15,978千円と推定される。

　　　　　　常勤役員の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。

　　　　　　月額については、独立行政法人農業環境技術研究所役員給与規程に則
　　　　　り、俸給（834,000円）に地域手当（100,800円）及び通勤手当（4,200円）を加算
　　　　　して算出している。

　　　　　　期末特別手当についても、独立行政法人農業環境技術研究所役員給与規
　　　　　程に則り、期末特別手当基礎額（俸給＋地域手当の月額＋俸給の月額×
　　　　　100分の25＋俸給及び地域手当の月額×100分の20）に６月に支給する場合
　　　　　においては100分の135、12月に支給する場合においては100分の165を乗じ、
　　　　　さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
　　　　　（100分の30から100分の100）を乗じて得た額としている。

　　　　　　なお、平成26年度における改定内容は次のとおりである。
　　　　　（１）交通用具使用者に係る通勤手当の支給月額を引き上げ。（交通用具の使
　　　　　用距離が片道５km以上10km未満4,100円→4,200円、10km以上15km未満
　　　　　6,500円→7,100円、15km以上20km未満8,900円→10,000円、20km以上25km
　　　　　未満11,300円→12,900円、25km以上30km未満13,700円→15,800円、30km以
　　　　　上35km未満16,100円→18,700円、35km以上40km未満18,500円→21,600円、
　　　　　40km以上45km未満20,900円→24,400円、45km以上50km未満21,800円→
　　　　　26,200円、50km以上55km未満22,700円→28,000円、55km以上60km未満
　　　　　23,600円→29,800円、60km以上24,500円→31,600円）
　　　　　（２）期末特別手当の年間支給月数を引き上げ。（0.15月分2.85月分→３月分）

  ②  平成２６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　当法人においては、常勤役員の俸給の月額や期末特別手当の額について、常勤役員の業
績を考慮して理事長が必要と認めるときは増減することとしている。
　平成26年度においては、農林水産省独立行政法人評価委員会による平成25年度に係る業
務実績の総合評価がＡ評価であったこと等を踏まえ、業績反映による役員報酬の増減は行わ
なかった。

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２６年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

別 添 



理事

監事

監事（非常勤）

　　　　　　常勤役員の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。

　　　　　　月額については、独立行政法人農業環境技術研究所役員給与規程に則
　　　　　り、俸給（720,000円）に地域手当（86,400円）及び通勤手当（7,100円）を加算
　　　　　して算出している。

　　　　　　期末特別手当についても、独立行政法人農業環境技術研究所役員給与規
　　　　　程に則り、期末特別手当基礎額（俸給＋地域手当の月額＋俸給の月額×
　　　　　100分の25＋俸給及び地域手当の月額×100分の20）に６月に支給する場合
　　　　　においては100分の135、12月に支給する場合においては100分の165を乗じ、
　　　　　さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
　　　　　（100分の30から100分の100）を乗じて得た額としている。

　　　　　　なお、平成26年度における改定内容は次のとおりである。
　　　　　（１）交通用具使用者に係る通勤手当の支給月額を引き上げ。（交通用具の使
　　　　　用距離が片道５km以上10km未満4,100円→4,200円、10km以上15km未満
　　　　　6,500円→7,100円、15km以上20km未満8,900円→10,000円、20km以上25km
　　　　　未満11,300円→12,900円、25km以上30km未満13,700円→15,800円、30km以
　　　　　上35km未満16,100円→18,700円、35km以上40km未満18,500円→21,600円、
　　　　　40km以上45km未満20,900円→24,400円、45km以上50km未満21,800円→
　　　　　26,200円、50km以上55km未満22,700円→28,000円、55km以上60km未満
　　　　　23,600円→29,800円、60km以上24,500円→31,600円）
　　　　　（２）期末特別手当の年間支給月数を引き上げ。（0.15月分2.85月分→３月分）

　　　　　　常勤役員の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。

　　　　　　月額については、独立行政法人農業環境技術研究所役員給与規程に則
　　　　　り、俸給（585,000円）に地域手当（70,200円）及び通勤手当（43,026円）を加算
　　　　　して算出している。

　　　　　　期末特別手当についても、独立行政法人農業環境技術研究所役員給与規
　　　　　程に則り、期末特別手当基礎額（俸給＋地域手当の月額＋俸給の月額×
　　　　　100分の25＋俸給及び地域手当の月額×100分の20）に６月に支給する場合
　　　　　においては100分の135、12月に支給する場合においては100分の165を乗じ、
　　　　　さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
　　　　　（100分の30から100分の100）を乗じて得た額としている。

　　　　　　なお、平成26年度における改定内容は次のとおりである。
　　　　　（１）交通用具使用者に係る通勤手当の支給月額を引き上げ。（交通用具の使
　　　　　用距離が片道５km以上10km未満4,100円→4,200円、10km以上15km未満
　　　　　6,500円→7,100円、15km以上20km未満8,900円→10,000円、20km以上25km
　　　　　未満11,300円→12,900円、25km以上30km未満13,700円→15,800円、30km以
　　　　　上35km未満16,100円→18,700円、35km以上40km未満18,500円→21,600円、
　　　　　40km以上45km未満20,900円→24,400円、45km以上50km未満21,800円→
　　　　　26,200円、50km以上55km未満22,700円→28,000円、55km以上60km未満
　　　　　23,600円→29,800円、60km以上24,500円→31,600円）
　　　　　（２）期末特別手当の年間支給月数を引き上げ。（0.15月分2.85月分→３月分）

　　　　　　非常勤役員の報酬支給基準は、日額により構成されている。

　　　　　　日額については、独立行政法人農業環境技術研究所役員給与規程に則
　　　　　り、非常勤役員手当（25,800円）を支給している。



２　役員の報酬等の支給状況
平成２６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

1,201 (地域手当)

17 (通勤手当)
千円 千円 千円 千円

1,037 (地域手当)

85 (通勤手当)
千円 千円 千円 千円

842 (地域手当)

516 (通勤手当)
千円 千円 千円 千円

258 258 0 0

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 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
注２：「地域手当」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。

就任・退任の状況

理事長 ※

前職
その他（内容）

※

15,214 10,008 3,988

11,176監事

13,205

役名

7,020

理事 3,443

2,797

8,640

監事
（非常勤）



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　理事長

　理事

　監事

　監事
（非常勤）

注：

【主務大臣の検証結果】

　理事長の業務を補佐して研究所の業務を掌理する理事として、一般職の職員の
給与に関する法律の指定職俸給表を参考として報酬水準を設定している。
　なお、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（平成
25年度）」の「役員報酬の支給状況」等を基に、当法人と同等の他の国立研究開発
法人の理事の年間報酬額を算出した（平成25年度における平均報酬額は14,773千
円（推定値）注）ところ、これより低いものとなっている。
　これらを踏まえると、当法人の理事の報酬水準は妥当なものと考える。

　当該法人は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な
調査及び研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行っている。

　このような機関を代表し、その業務を総理する理事長として、当該分野の研究に実
績のある者を招聘する必要があり、当該分野の他機関と同程度の待遇をする必要
があることから、一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表を参考として報
酬水準を設定している。
　なお、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（平成
25年度）」の「役員報酬の支給状況」等を基に、当法人と同等の他の国立研究開発
法人の理事長の年間報酬額を算出した（平成25年度における平均報酬額は17,068
千円（推定値）注）ところ、これより低いものとなっている。
　これらを踏まえると、当法人の理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

　当該法人の役員の報酬は、総務省公表資料による「独立行政法人における役職員
の給与水準等（平成２５年度）」等を基に、同等規模である他の国立研究開発法人の
役員の年間報酬額と比較しても低い水準となっている。
　また、中期目標に定められた業務について、農林水産省独立行政法人評価委員会
による平成２５年度の総合評価結果が「A」評価であったこと、更に、環境問題の調査
研究業務を的確に遂行していることを鑑みると妥当な報酬水準であると考える。

　当法人の業務を監査する監事として、一般職の職員の給与に関する法律の指定
職俸給表を参考として報酬水準を設定している。
　なお、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（平成
25年度）」の「役員報酬の支給状況」等を基に、当法人と同等の他の国立研究開発
法人の監事の年間報酬額を算出した（平成25年度における平均報酬額は12,560千
円（推定値）注）ところ、これより低いものとなっている。
　これらを踏まえると、当法人の監事の報酬水準は妥当なものと考える。

　当法人の非常勤監事の報酬日額は、一般職の職員の給与に関する法律の非常
勤職員の日額手当の包括人事院承認額（日額26,900円)未満である。
　これらを踏まえると、当法人の非常勤監事の報酬水準は妥当なものと考える。

他の国立研究開発法人の平成25年度における平均報酬額は、常勤職員数が1,000人未満の
国立研究開発法人の平成25年度分の公表値を基に算定。当該公表値は「国家公務員の給
与の改定及び臨時特例法」（平成24年法律第２号）に準じた給与の減額支給が措置されてい
るため、その減額分を上乗せして推定した値（通勤手当を除く。）である。



４　役員の退職手当の支給状況（平成２６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

2,123 2 0 H25.3.31 1.0 ※

千円 年 月

該当者なし

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

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事

該当者なし

該当者なし監事

理事

農林水産省独立行政法人評価委員会による業績評価の結果、法人業績及び個人業績とも
に、年度計画に基づいて適切に業務が行われていたとされ、基本業績勘案率1.0を加減算す
るには至らないとの決定がされた。

法人での在職期間

判断理由

理事長

理事

理事長

　常勤役員の業績を考慮して理事長が必要と認めるときは、俸給の月額や期末特別手当の
額を増減する仕組みとしている。
　なお、今後においても現在の業績給を継続する予定。



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

　当法人においては、業績給を導入し、職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手
当の成績率の決定を次により行っている。
（１）昇給
　勤務成績が適切に反映されるよう職員を初任層と中間層及び管理職層に区分し、さ
らにそれぞれの職員層ごとに、５段階（Ａ～Ｅ）の昇給区分に応じた昇給号俸数を設定
し、毎年１月１日に前年１年間の勤務成績を判定し昇給させる仕組みとしている。
　さらに、研究職員俸給表の適用職員にあっては、顕著な研究業績を挙げたと認めら
れる場合等には、特別な昇給を行っている。
（２）勤勉手当（査定分）
職員の勤務成績に応じ、100分の150（特定管理職員にあっては、100分の190）を超え
ない範囲内において成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等により勤勉
手当を支給している。

　当該法人職員の給与水準については、一般職の職員の給与に関する法律の適用
を受ける国家公務員の給与、業務の実績及び中期計画の人件費の見積りその他の事
情を考慮し決定を行っている。
　人件費管理の基本的方針については、中期計画における職員の人事に関する計画
に基づき、人員の適正な配置及び合理化を行い、中期計画の人件費の見積りの範囲
内で人件費の管理を行っている。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　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（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）



　③　 給与制度の内容及び平成２６年度における主な改定内容

　職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、
住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤
勉手当、任期付研究員業績手当及び特定任期付職員業績手当）としている。
　※職種の別により、支給の対象となる手当が異なる。

　期末手当については、期末手当基礎額（俸給の月額＋扶養手当の月額＋地域手
当の月額［注１］＋役職段階別加算額［注２］＋管理職加算額［注３］）に、６月に支給する場合
においては100分の122.5（特定管理職員にあっては100分の102.5、任期付研究員及
び特定任期付職員にあっては100分の140）、12月に支給する場合においては100分
の137.5（特定管理職員にあっては100分の117.5、任期付研究員及び特定任期付職
員にあっては100分の170）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合（100分の30から100分の100）を乗じて得た額としている。
［注１］地域手当の月額は、（俸給の月額＋扶養手当の月額）×（地域手当の支給割合）とする。
［注２］役職段階別加算額は、（俸給の月額＋地域手当の月額）×（加算割合）とする。なお、この場合の地域手当の月額は、（俸給の月
額）×（地域手当の支給割合）とする。

［注３］管理職加算額は、（俸給の月額）×（加算割合）とする。

　勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給の月額＋地域手当の月額［注１］＋役職
段階加算額［注２］＋管理職加算額［注３］）に、理事長が定める基準に従って得られる割合
（成績率）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に
応じた割合（100分の5から100分の100）を乗じて得た額としている。
［注１］地域手当の月額は、（俸給の月額）×（地域手当の支給割合）とする。
［注２］役職段階別加算額は、（俸給の月額＋地域手当の月額）×（加算割合）とする。なお、この場合の地域手当の月額は、（俸給の月
額）×（地域手当の支給割合）とする。

［注３］管理職加算額は、（俸給の月額）×（加算割合）とする。

　なお、平成26年度における改定内容は次のとおりである。
（１）俸給月額を引き上げ。（平均改定率0.3％ 初任給及び若年層が在職する号俸に
ついて2,000円引き上げ、50歳台後半層が在職する号俸及び指定職員は改定なし。）
（２）交通用具使用者に係る通勤手当の支給月額を引き上げ。（交通用具の使用距離
が片道５km以上10km未満4,100円→4,200円、10km以上15km未満6,500円→7,100
円、15km以上20km未満8,900円→10,000円、20km以上25km未満11,300円→12,900
円、25km以上30km未満13,700円→15,800円、30km以上35km未満16,100円→18,700
円、35km以上40km未満18,500円→21,600円、40km以上45km未満20,900円→24,400
円、45km以上50km未満21,800円→26,200円、50km以上55km未満22,700円→28,000
円、55km以上60km未満23,600円→29,800円、60km以上24,500円→31,600円）
（３）期末手当・勤勉手当の年間支給月数の引き上げ。（0.15月分）
（４）平成26年４月１日における45歳未満職員の１号俸上位への号俸調整



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

127 48.0 8,739 6,575 89 2,164
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 45.4 6,920 5,112 107 1,808
人 歳 千円 千円 千円 千円

93 48.5 9,491 7,167 81 2,324
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 48.7 6,109 4,575 118 1,534

人 歳 千円 千円 千円 千円

10 35.9 6,412 5,080 129 1,332
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 35.9 6,412 5,080 129 1,332

人 歳 千円 千円 千円 千円

37 38.2 3,270 3,270 77 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

37 38.2 3,270 3,270 77 0

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：在外職員及び再任用職員の区分については該当者がないため記載を省略している。

注４：任期付職員の区分のうち、事務・技術については該当者がないため記載を省略している。
注５：「技術専門職員」とは、試験圃場管理、その他庁務及びこれらに準ずる専門的業務に従事する職種を示す。
注６：「委託費等雇用職員」とは、委託費等から給与を支給している非常勤職員を示す。

区分 総額

非常勤職員

平成２６年度の年間給与額（平均）平均年齢

注３：標記の区分のうち、医療職種及び教育職種については当法人において職種が存在していないため記載を
省略
　　　している。

技術専門職員

任期付職員

常勤職員

事務・技術

委託費等雇用職員

研究職種

人員
うち所定内 うち賞与

研究職種



②

①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
年齢20-23歳、28-31歳の該当者は0人である。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職
員を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：
注２：
注３： 年齢24-27歳、32-35歳、36-39歳及び56-59歳の該当者はそれぞれ2人以下のため、当該個人に関す

る情報が特定されるおそれがあることから、平均給与額及び第１・第３四分位については表示していな
注４： 年齢44-47歳、48-51歳及び52-55歳の該当者はそれぞれ４人以下のため、当該個人に関する情報が

特定されるおそれがあることから、第１・第３四分位については表示していない。

注１： 年齢20-23歳、24-27歳及び28-31歳の該当者は0人である。
注２： 年齢32-35歳の該当者は４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

第１・第３四分位については表示していない。



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

2 － －

5 53.5 7,750

11 44.0 6,650

5 39.5 5,610

1 － －

（研究職員）

平均
人 歳 千円

8 56.8 11,685

4 54.5 10,658

78 47.9 9,252

3 34.8 5,756

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ
人員 平均年齢 年間給与額

最高～最低
千円

本部課長 －

本部課長補佐 8,309 ～ 6,938

本部係長 7,373 ～ 5,072

本部主任 5,958 ～ 4,991

本部係員 －

注： 本部課長及び本部係員の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
人員以外の事項については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

本部研究部長 12,074 ～ 11,185

本部研究課長 －

本部主任研究員 11,518 ～ 7,025

本部研究員 －

注： 本部研究課長及び本部研究員の該当者は４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあるこ
とから、人員、平均年齢、平均給与額以外の事項については表示していない。



④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

63.4 62.6 63.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.6 37.4 37.0

％ ％ ％

         最高～最低 45.1～33.0 43.2～34.9 42.8～34.2

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.0 53.0 53.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.0 47.0 46.1

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～33.9 50.4～44.4 48.5～40.5

％ ％ ％

63.7 62.7 63.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.3 37.3 36.8

％ ％ ％

         最高～最低 48.0～32.4 44.3～34.5 42.5～33.5

賞与（平成２６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

注： 管理職員については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから記載
していない。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

９人 

９人 



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員
項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　９９．９

・年齢・地域勘案　　　　　　　　１００．６

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　１０１．８

・年齢・地域・学歴勘案　　　　１０１．０

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一般
職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水準は国
家公務員と同水準である。
　なお、年齢・地域勘案、年齢・学歴勘案、年齢・地域・学歴勘案が対国家
公務員以上となった要因としては、当法人の勤務地はつくば市のみに所在
しており、その全員が地域手当（12％）を受給していること、また、扶養手当
及び住居手当の受給者の割合が国家公務員に比べ高くなっていること等
が、指数が１００を超える要因となっていると推察される。

　<各種手当の受給者の割合>
　地域手当：100.0％（国79.1％）
　扶養手当：62.5％（国57.6％）
　住居手当：20.8％（国18.0％）

※国家公務員の数値は、平成26年度国家公務員給与等実態調査報告書
（人事院）より算出

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　99.9％】
　　（国からの財政支出額　3,804百万円、
　　　支出予算の総額　3,805百万円：平成26年度予算 ）
【累積欠損額：なし（平成25年度決算）】
【管理職の割合　3.2％】
　　（常勤職員数31名中１名：平成27年４月１日現在）
【大卒以上の高学歴者の割合　29.0％】
　　（常勤職員数31名中９名：平成27年４月１日現在）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　30.8％】
　　（支出総額　5,517,885千円、
　　　給与・報酬等支給総額　1,698,386千円）

（法人の検証結果）
　当法人は、国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、
受託収入等で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高く
なっている。
　なお、当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定してい
る「一般職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与
水準は国家公務員と同水準であり、妥当性を確保している。

（主務大臣の検証結果）
　給与水準は国家公務員とほぼ同じ水準であり、国家公務員に準拠した給
与規程に基づき支給が行われていることから、法人の給与は妥当な水準に
あると考える。
　なお、年齢・地域勘案、年齢・学歴勘案、年齢・地域・学歴勘案の指数が
100.0を超えているのは、全職員が地域手当（12％）を受給していることや、
その他の諸手当を受給している職員の割合が高いためである。

講ずる措置 　－



○研究職員
項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　９９．４

・年齢・地域勘案　　　　　　　　１００．５

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　　９８．８

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　９９．９

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一般
職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与水準は国
家公務員と同水準である。
　なお、年齢・地域勘案が対国家公務員以上となった要因としては、扶養
手当及び住居手当の受給者の割合が国家公務員に比べ高くなっているこ
とが、指数が１００を超える要因となっていると推察される。

<各種手当の受給者の割合>
扶養手当：73.1％（国59.2％）
住居手当：22.6％（国20.9％）

※国家公務員の数値は、平成26年度国家公務員給与等実態調査報告書
（人事院）より算出

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　99.9％】
　　（国からの財政支出額　3,804百万円、
　　　支出予算の総額　3,805百万円：平成26年度予算 ）
【累積欠損額：なし（平成25年度決算）】
【管理職の割合　11.7％】
　　（常勤職員数120名中14名：平成27年４月１日現在）
【大卒以上の高学歴者の割合　100.0％】
　　（常勤職員数100名中100名：平成27年４月１日現在）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　30.8％】
　　（支出総額　5,517,885千円、
　　　給与・報酬等支給総額　1,698,386千円）

（法人の検証結果）
　当法人は、国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、
受託収入等で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高く
なっている。
　なお、当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定してい
る「一般職の職員の給与に関する法律」等に準拠して規定しており、給与
水準は国家公務員と同水準であり、妥当性を確保している。

（主務大臣の検証結果）
　給与水準は国家公務員とほぼ同じ水準であり、国家公務員に準拠した給
与規程に基づき支給が行われていることから、法人の給与は妥当な水準に
あると考える。
　なお、年齢・地域勘案の指数が100.0を超えているのは、諸手当を受給し
ている職員の割合が高いためである。

講ずる措置 　－



４　モデル給与

○　 ２２歳（大卒初任給、独身）
月額　174,200円　　年間給与　2,794,168円

○　 ３５歳（本部係長、配偶者・子１人）
月額　321,104円　　年間給与　5,210,958円

○　 ４５歳（本部係長、配偶者・子２人）
月額　436,800円　　年間給与　7,170,973円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率の決定を行っ
ている。
　昇給については、勤務成績が適切に反映されるよう職員を初任層と中
間層及び管理職層に区分し、さらにそれぞれの職員層ごとに、５段階
（Ａ～Ｅ）の昇給区分に応じた昇給号俸数を設定し、毎年１月１日に前年
１年間の勤務成績を判定し昇給させる。
　さらに、研究職員俸給表の適用職員にあっては、顕著な研究業績を
挙げたと認められる場合等には、特別な昇給を実施することができる。
　勤勉手当（査定分）については、職員の勤務成績に応じ、100分の150
（特定管理職員にあっては、100分の190）を超えない範囲内において成
績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支
給する。
　現在の業績給を継続する予定。



Ⅲ　総人件費について

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

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：

総人件費について参考となる事項

312,737 325,376

区　　分

給与、報酬等支給総額
1,448,699 1,295,996 1,331,960 1,466,142

2,045,646 2,141,143

退職手当支給額
214,594 103,059 174,528 102,528

非常勤役職員等給与
360,524 344,813

平成25年度非常勤役職員等給与には、人材派遣サービスに対する支出額（34,347千
円）を含んでいるため、平成25年度財務諸表附属明細書「役員及び職員の給与の明
細」における非常勤役職員に対する報酬又は給与の支給合計額(278,389千円）とは
一致しない。また、平成26年度非常勤役職員等給与には、人材派遣サービスに対す
る支出額(28,940千円)を含んでいるため、平成26年度財務諸表附属明細書「役員及
び職員の給与の明細」における非常勤役職員に対する報酬又は給与の支給合計額
(296,435千円)とは一致しない。

① 給与、報酬等支給総額の対前年度比は＋10.1％であり、要因として
は、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例法」（平成24年法律第２
号）に準じた給与減額支給措置が平成25年度をもって終了したこと及び
給与制度の改正（俸給月額の引き上げ、通勤手当の支給月額の引き上
げ、賞与の年間支給月数の引き上げ）等を行ったことによるものである。
　また、最広義人件費については、対前年度比＋4.7％となったが、上
記の要因に加えて、退職者数の減少に伴う退職手当支給額の減少（対
前年度比△41.2％）、非常勤職員数の増加による非常勤役職員等給与
の増加（対前年度比＋4.0％）、共済組合負担金率の変更等に伴う福利
厚生費の増加（対前年度比＋9.1％）によるものである。

② 「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）に基づき、平成25年１月から以下の措置を講ずること
とした。

・役員の退職手当について、平成25年１月より、在職期間に応じて計算
される支給額に以下の割合を乗じて得られる額へ引き下げの改正を
行った。
　平成25年１月１日から平成25年９月30日までの期間、100分の98の割
合を乗じて得た額。
　平成25年10月１日から平成26年６月30日までの期間、100分の92の割
合を乗じて得た額。
　平成26年７月１日以降の期間、100分の87の割合を乗じて得た額。

・職員の退職手当について、平成25年２月より、退職する者の退職する
理由及び勤続期間に応じて計算される支給率に以下の割合を乗じて得
られる支給率へ引き下げの改正を行った。
　平成25年２月１日から平成25年９月30日までの期間、100分の98の割
合を乗じた支給率。
　平成25年10月１日から平成26年６月30日までの期間、100分の92の割
合を乗じた支給率。
　平成26年７月１日以降の期間、100分の87の割合を乗じた支給率。

福利厚生費
236,455 219,503 226,421 247,097

最広義人件費
2,260,272 1,963,371



Ⅳ　その他

特になし。


