
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人日本芸術文化振興会の役職員の報酬・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

法人の長

  ②  平成30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。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容

　役員給与の本給月額について、理事長は理事及び監事の職務の困難度、実績等を勘案して
必要と認める場合は、規定の額を超えて本給月額を決定することができる。また、特別手当につ
いては、文部科学大臣が行う業績評価の結果を参考とし、100分の10以内の範囲内で、これを増
額し、又は減額することができる。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　独立行政法人日本芸術文化振興会は、広く我が国の文化芸術の振興又は普及を図るための
活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能の保存及び振興を図るととも
に、我が国における現代の舞台芸術の振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向上に
寄与することを目的としている。
　そうした組織の中で、理事長は、法人全体の業務を総括する一方で、民間との連携を進めるな
ど、高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、芸術文化に対する高度な専門性が求められ
る。理事においても多岐に渡る業務を遂行する理事長の職務を補佐するにあたり、相当の専門
的能力が求められる。
　以上により役員報酬の設定にあたっては、国家公務員の指定職、文化分野の保存・活用等を
図ることを主要な業務とする他法人及び同規模の文部科学省所管である他法人を参考としてい
る。

　役員報酬支給基準は、本給、地域手当、単身赴任手当、通勤手当及び特別手当か
ら構成されている。月額については、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規
程に則り、本給月額（918,000円）に地域手当（本給月額の20%）を加算して算出してい
る。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規程に則り、
本給及び地域手当月額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及
び地域手当月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職給与法第19条の4第
2項及び同法第19条の7第2項に定める指定職俸給表の適用を受ける者に適用される
期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した支給割合を乗じて得た額に在職期間
を勘案した割合を乗じて支給している。
　なお、平成30年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、特別手
当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。
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理事

監事

監事（非常勤）

非常勤役員の報酬基準は非常勤役員手当としている。月額は92,000円である。

　役員報酬支給基準は、本給、地域手当、単身赴任手当、通勤手当及び特別手当か
ら構成されている。月額については、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規
程に則り、本給月額（761,000円）に地域手当（東京は本給月額の20%、大阪は16%）を
加算して算出している。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文化振興会役
員給与規程に則り、本給及び地域手当月額並びに本給月額に100分の25を乗じて得
た額並びに本給及び地域手当月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職
給与法第19条の4第2項及び同法第19条の7第2項に定める指定職俸給表の適用を受
ける者に適用される期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した支給割合を乗じて
得た額に在職期間を勘案した割合を乗じて支給している。
　また、理事長は理事の職務の困難度、実績等を勘案し必要と認める場合は、本給月
額（761,000円）を超える月額を決定することができる。
　なお、平成30年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、特別手
当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。

　役員報酬支給基準は、本給、地域手当、単身赴任手当、通勤手当及び特別手当か
ら構成されている。月額については、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規
程に則り、本給月額（687,000円）に地域手当（本給月額の20%）を加算して算出してい
る。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規程に則り、
本給及び地域手当月額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及
び地域手当月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職給与法第19条の4第
2項及び同法第19条の7第2項に定める指定職俸給表の適用を受ける者に適用される
期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した支給割合を乗じて得た額に在職期間
を勘案した割合を乗じて支給している。
　また、理事長は監事の職務の困難度、実績等を勘案し必要と認める場合は、本給月
額（687,000円）を超える月額を決定することができる。
　なお、平成30年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、特別手
当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成30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

16,777 11,016 3,486
2,203

71
（地域手当）
（通勤手当） 4月1日 *

千円 千円 千円 千円

15,486 9,132 4,308
1,826

219
（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

15,448 9,132 4,308
1,826

182
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,129 9,132 2,808
1,461

648
80

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

6,082 3,435 1,828
687
132

（地域手当）
（通勤手当） 8月31日

千円 千円 千円 千円

1,104 1,104 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

644 644 0 0
（　　　　）

9月1日

注１：前職欄の記号は、以下であることを示す。

注２：総額、各内訳については千円未満切捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

理事A

法人の長
A

理事C

前職
就任・退任の状況

監事A

監事C
（非常勤）

理事B

監事B
（非常勤）

その他（内容）

「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員が独立行政
法人等の役員に就任し退職した後独立行政法人の役員となった者、該当がない場合は空欄

役名

3



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　当法人の監事は、法人の長で記載した多岐にわたる専門性の高い各事業を監査す
る。そのため一般的な会計や業務監査の知識に加え、芸術文化に関する幅広い知識
を持つ者が法人を監査する必要がある。こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬
水準は妥当であると考えられる。

　監事としての職務内容と出勤日数を考慮した報酬水準としており、他法人と比較して
もほぼ同程度であるため、報酬水準は妥当であると考えられる。

　該当者なし

　日本芸術文化振興会は、文化芸術活動に対する助成金の交付、伝統芸能の公開
及び現代舞台芸術の公演の実施、伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実
演家等の研修の実施、伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究・資料収集並
びに劇場施設の貸与等の非常に幅広い事業を実施している。そのため芸術文化に精
通し、かつ優れた経営感覚を持ち合わせた者が法人を運営していく必要がある。
　理事長の年間報酬額は、事務次官の年間給与額（23,274千円）と比べてもそれ以下
となっている。文部科学省所管のうち当法人と同規模の法人（日本スポーツ振興セン
ター、日本学生支援機構）の長の給与も同程度である。また、法人の長の報酬月額を
国家公務員指定職俸給表4号俸と5号俸の間の額とし、国家公務員指定職の給与改
定が行われた際には4号俸の改定率を準用して見直しを行っている。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

　当法人は、文化芸術活動に対する助成金の交付、伝統芸能の公開及び現代舞台
芸術の公演の実施、伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家等の研修
の実施、伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究・資料収集並びに劇場施設
の貸与等の非常に幅広い事業を実施している。そのため芸術文化に精通し、かつ優
れた経営感覚を持ち合わせた者が法人を運営していく必要がある。また、文部科学省
所管のうち当法人と同規模の法人（日本スポーツ振興センター、日本学生支援機構）
の理事の給与も同程度であり、こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえる
と、報酬水準は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の独立行政法人、民間
企業との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

4



４　役員の退職手当の支給状況（平成30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

11,093 8 9
平成30年
3月31日

1.1

千円 年 月

7,356 7 0
平成30年
3月31日

1.1 ※

千円 年 月

該当者なし

注：前職欄の記号は、以下であることを示す。

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

法人の長
B

理事D

　退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100
分の10.4625の割合を乗じて得た額に文部科学大臣が0.0から2.0の範囲内で業務実
績に対する評価に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。
　引き続き適切な業績給制度の維持に努める。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし監事

法人の長

理事D
当該理事は、伝統芸能の公開について、特に能楽公演が継続的に高い成果を達成している点等に大
きく貢献したことから、当該理事の業績勘案率については、算定ルールに基づき文部科学大臣によって
1.1と決定された。

備考

平成29年度に仮の業績
勘案率により算出した額
（10,084千円）を仮支給し
ていたが、業績勘案率が
決定したことにより確定し
た退職手当の総額であ
る。

平成29年度に仮の業績
勘案率により算出した額
（6,688千円）を仮支給し
ていたが、業績勘案率が
決定したことにより確定し
た退職手当の総額であ
る。

「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員が独立
行政法人等の役員に就任し退職した後独立行政法人の役員となった者、該当がない場合は空欄

法人での在職期間

判断理由
当該理事長は、文化芸術の振興に関する基本的な方針（第3次基本方針）で方針が示されたアーツカウ
ンシルの本格導入や事業移管に至るまでの取組等に大きく貢献したことから、当該理事長の業績勘案
率については、算定ルールに基づき文部科学大臣によって1.1と決定された。

監事
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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

　③　 給与制度の内容及び平成30年度における主な改定内容

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

257 45.3 7,346 5,374 161 1,972
人 歳 千円 千円 千円 千円

210 46.9 7,646 5,578 163 2,068
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 37.1 6,040 4,488 144 1,552
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 54.5 5,490 4,120 258 1,370

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注1：常勤職員については、任期付職員を除く。

注2：「舞台技術職員」とは、舞台技術職俸給表の適用者で、舞台監督、舞台操作等に従事する職員である。
注3：「労務職員」とは、自動車運転手及び庭園管理士である。
注4：在外職員、再任用職員、非常勤職員は該当者がいないため、欄を省略している。
注5：任期付職員の事務・技術については、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
　　  おそれのあることから、区分以外は記載せず、任期付職員全体の数値からも除外している。

総額
人員 うち賞与平均年齢

事務・技術

舞台技術職員

うち所定内

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

任期付職員

事務・技術

区分

労務職員

　当法人は、勤務評価制度により年1回の昇給に反映させているほか、賞与や昇格についても
勤務成績を反映させている。

　文部科学省所管の同規模の独立行政法人及び国家公務員の職員給与と比較して、支給水
準を設定している。

　独立行政法人日本芸術文化振興会職員給与規程に則り、本給及び諸手当（扶養手当、管
理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、深夜手当、管
理職員特別勤務手当、制作・演出手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当）としている。
　期末手当については、期末手当基準額（本給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対
する地域手当の月額の合計額）に職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額を基礎として
一般職給与法の適用を受ける者の例に準じて別に定める支給割合を乗じて得た額に基準日
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を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合
計額）を基礎として、勤務評価制度の活用により別に定める支給割合を乗じて得た額としてい
る。
　なお、平成30年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、俸給表の引き上
げ（約0.2％）、賞与の引き上げ（0.05月分）を実施した。

　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。）

平成30年度の年間給与額（平均）

常勤職員
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②

注：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。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

本部部長 9 60.8 12,324

本部副部長 7 59.2 11,321

主席芸能調査役 1 - -

本部課長 23 56.6 9,932

本部主任専門員 3 60.8 9,860

本部課長補佐 9 50.7 8,213

本部専門員 16 55.2 8,134

本部係長 46 48.2 7,225

本部主任 26 41.1 6,103

本部係員 35 29.0 4,888

地方部長 1 - -

地方課長 3 54.8 9,846

地方主任専門員 1 - -

地方課長補佐 4 53.3 8,361

地方専門員 3 49.5 8,138

地方係長 3 57.8 6,582

地方主任 11 42.6 6,255

地方係員 3 30.5 4,977

事務員 6 50.5 5,879

注1：本部主任専門員、地方課長、地方課長補佐、地方専門員、地方係長、地方係員の該当者は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のあることから最高～最低は記載していない。

注2：主席芸能調査役、地方部長、地方主任専門員の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が
　　　特定されるおそれのあることから、平均年齢以下の項目を記載していない。

-

-

6,807～4,840

-

6,158～5,647

9,416～6,996

8,248～4,686

7,015～4,583

6,178～4,033

-

-

-

分布状況を示すグループ

10,954～8,572

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

代表的職位

12,763～11,954

11,682～10,626

-

-

-

8,523～7,338

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔任期付職員を除く。以下、④まで同じ。〕

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
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④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

48.5 50.5 49.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 51.5 49.5 50.4

％ ％ ％

         最高～最低 60.3～40.1 58.1～40.1 56.4～40.8

％ ％ ％

57.4 58.0 57.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.6 42.0 42.3

％ ％ ％

         最高～最低 53.0～39.3 51.5～36.1 52.2～38.5

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成30年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

106.6

95.4

103.9

93.5

４　モデル給与

（扶養親族がいない場合）

○22歳（大卒初任給）
月額　196,400円 年間給与　3,058,458円

○35歳（本部主任）
月額　360,468円 年間給与　5,930,299円

○50歳（本部課長補佐）
月額　498,864円 年間給与　8,237,415円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者108,186円、子1人につき
　166,440円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置
引き続き適正な給与水準の維持に努める。

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域勘案

・年齢勘案

・年齢・地域・学歴勘案

項目

　勤務地が1級地及び2級地のみであり、国家公務員と比較して地域手当支
給割合の大きい地域に勤務する職員の比率が高い。（1級地：国31.2%、当法
人84.9%）
　学歴別で、大学卒以上の職員が、短大卒・高校卒・中学卒の職員と比較し
て多い。（大学卒：国57.4%、当法人90.4%）
※国家公務員の比率については、平成30年度国家公務員給与等実態調査
の行政職（一）適用職員を対象として比較している。

（主務大臣の検証結果）
地域差及び地域・学歴差を是正した給与水準の比較指標では国家公務員
の水準未満となっていること等から給与水準は適正であると考える。引き続き
適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　79.7%】
　（国からの財政支出額　17,155,504千円、支出予算の総額　21,522,569千
円：平成30年度予算）
【累積欠損額　なし（平成29年度決算）】
【管理職の割合　13.9%(常勤職員数　166名中 23名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　90.4%(常勤職員数　166名中　150名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合　12.4%】
　（支出総額　20,722,700千円、給与・報酬等支出総額　2,572,177千円：平
成30年度決算）

（法人の検証結果）
地域及び学歴を勘案したところ、国家公務員の水準を下回っていることから、
給与水準は適切と考える。

　当法人は、勤務評価制度により年1回の昇給に反映させているほか、賞
与や昇格についても勤務成績を反映させている。
　今後も適正な評価制度の維持に努めたい。

　給与水準の妥当性の
　検証
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Ⅲ　総人件費について

平成30年度

千円

(A)
千円

(Ｂ)
千円

(Ｃ)
千円

(D)
千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし。

区　　分

給与、報酬等支給総額
2,572,177

285,112

最広義人件費

非常勤役職員等給与

退職手当支給額

①給与、報酬等支給総額：新規事業の実施体制整備に伴う組織再編に
よる人員増、給与改定に伴う俸給表の引き上げ及び賞与支給率の引き
上げにより対前年度比2.6％増となった。
②退職者数の増により対前年度比217％増となった。
③非常勤役職員等給与：派遣業務の業務委託への変更に伴う派遣職員
数の減等により対前年度比13％減となった。
④福利厚生費：給与等の増額に伴う社会保険料額等の増額により対前
年度比7.4%増となった。
⑤「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣
議決定）に基づき、平成30年3月31日から以下の措置を講ずることとし
た。
　役職員の退職手当について、減額措置を実施した。
　役員に関する講じた措置の概要：役員退職手当の支給基準を100分の
10.875から100分の10.4625に引き下げ
　職員に関する講じた措置の概要：職員退職手当の調整率を100分の87
から100分の83.7に引き下げ
　なお、役員及び職員への周知、説明及び調整が必要であったことか
ら、措置の開始時期は、国家公務員に係る措置時期（平成30年1月1日）
と異なる取扱いとした。

190,073

3,541,836

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

福利厚生費
494,473
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