
国立大学法人　東北大学　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

理事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和元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令和元年度における改定内容

　　国立大学法人東北大学の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するに
　　あたって、他の国立大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行
　　政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（東北
    大学約5,000人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる、以下の法人等を参考とした。
　　　　(1) 国立大学法人（旧帝国大学）･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事
　　　　　　 業を実施しており、役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、当法人と同
             水準と推定される。同様の考え方により、理事及び監事についても同水準と推定さ
　　　　　　 れる。
        (2) 事務次官年間報酬額･･･23,374,000円

　　当法人においては、期末特別手当において当該役員の業績評価に基づき、その額の１００
　　分の２５の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしている。

            役員報酬支給基準は、主に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、国立大学法人東北大学役員給与規程に則り、本給
　　　　　  （1,175,000円）に地域手当（70,500円）を加算して算出している。期末特別
　　　　　  手当についても、同規程に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋
　　　　　  本給×１００分の２５＋本給及び地域手当×１００分の２０）に１００分の１７０
　　　　　 　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。さらに、その額の１００分の２５
　　　　　　の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしている。
　　　　　  なお、令和元年度では、民間給与との較差に基づく期末特別手当支給率
　　　　　　の引き上げ（年間0.05ヶ月分）を実施した。

            役員報酬支給基準は、主に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、国立大学法人東北大学役員給与規程に則り、本給に地
　　　　　  域手当を加算して算出している。期末特別手当についても、同規程に則り、
   　　　   期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋本給×１００分の２５＋本給及び
            地域手当×１００分の２０）に１００分の１７０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。さらに、その額の１００分の２５の範囲内でこれを増額し、
　　　　　　又は減額することができることとしている。
　　　　　  なお、令和元年度では、民間給与との較差に基づく期末特別手当支給率
　　　　　　の引き上げ（年間0.05ヶ月分）を実施した。
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理事

  （非常勤）

監事

監事

  （非常勤）

            非常勤役員報酬支給基準は、非常勤役員手当としている。非常勤役員手
　　　　　  当は、国立大学法人東北大学非常勤役員手当支給基準に則り月額とし、
            基準額を基本としている。

            非常勤役員報酬支給基準は、非常勤役員手当としている。非常勤役員手
　　　　　  当は、国立大学法人東北大学非常勤役員手当支給基準に則り月額とし、
            基準額を基本としている。

            役員報酬支給基準は、主に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、国立大学法人東北大学役員給与規程に則り、本給に地
　　　　　  域手当を加算して算出している。期末特別手当についても、同規程に則り、
   　　　   期末特別手当基礎額（本給＋地域手当＋本給×１００分の２５＋本給及び
            地域手当×１００分の２０）に１００分の１７０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。さらに、その額の１００分の２５の範囲内でこれを増額し、
　　　　　　又は減額することができることとしている。
　　　　　  なお、令和元年度では、民間給与との較差に基づく期末特別手当支給率
　　　　　　の引き上げ（年間0.05ヶ月分）を実施した。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和元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

21,026 14,100 5,990
846
 89

（地域手当）
（一時金）

千円 千円 千円 千円

16,872 10,740 5,384
644
24
79

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）

千円 千円 千円 千円

15,549 10,278 4,450
616
136
68

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）

千円 千円 千円 千円

15,380 10,278 4,367
616
50
68

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）
3月31日

千円 千円 千円 千円

16,578 9,816 4,723
1,883

 82
71

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）
◇

千円 千円 千円 千円

16,066 10,740 4,563
644
50
68

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）

千円 千円 千円

16,192 10,740 4,654
644
85
68

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）

千円 千円 千円 千円

16,671 10,432 4,787

737
552
88
73

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
（一時金）

3月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

12,684 8,472 3,599
508
50
53

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）

千円 千円 千円 千円

1,260 1,260

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

注４：「前職」欄の「◇」は、役員出向者であることを示す。

その他（内容）

E理事

F理事

G理事

A監事

A理事

B理事

D理事

前職
就任・退任の状況

役名

Ｂ監事
（非常勤）

C理事

法人の長

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し
　　　ているものである。

注３：「一時金」とは、「Ⅰ．１．③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容」のうち、
　　　民間給与との較差に基づく引き上げを令和2年1月1日で実施したことから、期末特別手当にあっ
　　　ては令和元年12月期に実施したものと仮定した場合の差額相当額を一時金として支給したもので
　　　ある。
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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）
　　　　　　　該当者なし

　　　　　　　東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」と「門戸開放」の理念を
　　　　　　　掲げ、世界最高水準の研究・教育を創造し、また、研究の成果を社会が
　　　　　　　直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、
　　　　　　　平和で公正な人類社会の実現に貢献することを使命としており、その使
　　　　　　　命をより高度に実現するために、「世界最高水準の知を創造」と「未来
　　　　　　　を拓く変革を先導」の取組みを、総長のリーダーシップの下で推進して
　　　　　　　いる。
　　　　　　　そうした中で、東北大学の総長は、常勤職員数約5,000人の法人の代表
　　　　　　　として、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、
　　　　　　　経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。
　　　　　　　総長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
　　　　　　　55,053千円と比較した場合それ以下であり、また、事務次官の年間給与
　　　　　　　額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。
　　　　　　　東北大学では、総長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
　　　　　　　俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、総長の職務内容の特性
　　　　　　　は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの各年
　　　　　　　度における業績評価の結果を勘案したものとしている。
　　　　　　　また、他の旧帝国大学の長の報酬水準と同水準となっている。
　　　　　　　こうした職務内容の特性や旧帝国大学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。

　　　　　　　東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」と「門戸開放」の理念を
　　　　　　　掲げ、世界最高水準の研究・教育を創造し、また、研究の成果を社会が
　　　　　　　直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、
　　　　　　　平和で公正な人類社会の実現に貢献することを使命としており、その使
　　　　　　　命をより高度に実現するために、「世界最高水準の知を創造」と「未来
　　　　　　　を拓く変革を先導」の取組みを、総長のリーダーシップの下で推進して
　　　　　　　いる。
　　　　　　　そうした中で、東北大学の理事は、総長の定めるところにより、総長を補
　　　　　　　佐して本学の業務を掌理する職務を担っている。
　　　　　　　理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
　　　　　　　55,053千円と比較した場合それ以下であり、また、事務次官の年間給与
　　　　　　　額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。
　　　　　　　東北大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
　　　　　　　俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の特性
　　　　　　　は上記のとおりであり、これまでの各年度における業績評価の結果を勘
　　　　　　　案したものとしている。
　　　　　　　また、他の旧帝国大学の理事の報酬水準と同水準となっている。
　　　　　　　こうした職務内容の特性や旧帝国大学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。
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　監事

　監事（非常勤）
　　　　　　　監事に同じ

【文部科学大臣の検証結果】

　　　　　　　東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」と「門戸開放」の理念を
　　　　　　　掲げ、世界最高水準の研究・教育を創造し、また、研究の成果を社会が
　　　　　　　直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、
　　　　　　　平和で公正な人類社会の実現に貢献することを使命としており、その使
　　　　　　　命をより高度に実現するために、「世界最高水準の知を創造」と「未来
　　　　　　　を拓く変革を先導」の取組みを、総長のリーダーシップの下で推進して
　　　　　　　いる。
　　　　　　　そうした中で、東北大学の監事は、本学の業務を監査する職務を担って
　　　　　　　いる。
　　　　　　　監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
　　　　　　　55,053千円と比較した場合それ以下であり、また、事務次官の年間給与
　　　　　　　額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。
　　　　　　　東北大学では、監事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
　　　　　　　俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、監事の職務内容の特性
　　　　　　　は上記のとおりであり、これまでの各年度における業績評価の結果を勘
　　　　　　　案したものとしている。
　　　　　　　また、他の旧帝国大学の監事の報酬水準と同水準となっている。
　　　　　　　こうした職務内容の特性や旧帝国大学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、他の同規模の国立大学
　　　　　　法人、民間企業等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。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和元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

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

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
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　該当なし

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。

該当なし

監事A

　 当法人においては、期末特別手当において、当該役員の業績評価に基づき、その額の
　 １００分の２５の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしている。

法人での在職期間

判断理由

法人の長

理事A

監事A

法人の長

理事A

該当なし

該当なし

6



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令和元年度における主な改定内容

　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。）

　　国立大学法人東北大学職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、
　　国家公務員のほか、平成３１年職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規
　　模別（東北大学約5,000人）・職種別平均支給額を参考にした。
　　　　(1) 国立大学法人（旧帝国大学）･･･当該法人は、教育・研究事業等において類似
　　　　　　 する国立大学法人であり、法人規模についても同等となっている。
        (2) 国家公務員･･･平成３１年において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の
　　　　　　 平均給与月額は411,123円となっており、全職員の平均給与月額は417,683円
              となっている。
        (3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の
             ４月の平均支給額は240,026円となっている。
　　また、教職員の業績及び能力の評価を適切に反映できる給与制度を構築するとともに、
　　各部局等に配置可能な教職員の上限数、総人件費の運用枠を設定し、適切な人件費
　　の管理に努める。

　　職員の勤務成績を考慮し、昇格、昇給を実施しているほか、勤勉手当の成績率に反映
　　している。
　　　(1)賞与：勤勉手当（査定分）
　　　　　　６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、
　　　　　　基準日前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給割合を決定
　　　　　　する。（ただし、人事評価を実施する事務系職員は、基準日直近の人事評価結果
　　　　　　における実績評価評語を勤務成績に反映させる。）
　　　(2)昇給
　　　　　　５段階ある昇給区分のうちから、昇給日（１月１日）前おいて、人事評価を実施する
　　　　　　事務系職員は９月３０日以前１年間、それ以外の職員は１２月３１日以前１年間に
　　　　　　おけるその者の勤務成績に応じて昇給区分が決定される。
　　　(3)昇格
　　　　　　勤務成績が良好な職員で昇格基準に達した者は、その者の資格に応じ上位の級
　　　　　　に昇格させることができる。
　　　(4)降格
　　　　　　勤務成績が不良な場合は、下位の級に降格させることができる。

　　国立大学法人東北大学職員給与規程に則り、基本給及び諸手当（職責手当、初任給調
　　整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特
　　殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手
　　当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、衛生管理手当、特別手当及び招へい手当）
　　としている。
　　期末手当については、期末手当基礎額（本給＋扶養手当＋地域手当＋役職段階別加算
　　額＋管理職加算額）に１００分の１３０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、勤勉手当基礎額（本給＋地域手当＋役職段階別加算額＋管理職
　　加算額）に勤勉手当の支給細則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額として
　　いる。
　　なお、令和元年度では、民間給与との較差に基づく①令和2年1月1日より本給表を平均
　　0.1%の引き上げ、②令和2年1月1日より勤勉手当の支給率を0.05ヶ月分引き上げ、③「①」
　　の改正を平成31年4月1日から実施、「②」については令和元年12月期に実施したもの
　　と仮定した場合の差額相当額を一時金として支給した。

7



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

4,044 43.9 6,954 5,067 67 1,887
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,139 41.9 5,845 4,303 93 1,542
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,800 48.5 8,839 6,383 62 2,456
人 歳 千円 千円 千円 千円

734 36.8 5,094 3,759 35 1,335
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 57.5 5,707 4,171 42 1,536
人 歳 千円 千円 千円 千円

244 38.5 5,333 3,930 54 1,403
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 57.3 14,918 10,664 27 4,254
人 歳 千円 千円 千円 千円

114 45.4 3,529 2,630 96 899
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 44.8 5,637 4,107 122 1,530
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

47 62.8 3,178 2,669 73 509
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 62.8 2,996 2,520 88 476
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 62.6 3,486 2,921 34 565
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.1 3,040 2,563 130 477
人 歳 千円 千円 千円 千円

再任用職員

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院医療技術職員）

（限定）

指定職種

事務・技術（限定）

事務・技術（限定）

教育職種
（歯科技工士養成学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

うち所定内平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

区分 うち賞与

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（大学教員）（限定）

技能・労務職種（限定）

総額
人員
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人 歳 千円 千円 千円 千円

408 44.2 3,808 2,953 89 855
人 歳 千円 千円 千円 千円

214 44.2 3,372 2,477 96 895
人 歳 千円 千円 千円 千円

94 47.9 5,664 4,061 77 1,603
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 57.5 3,750 2,739 85 1,011
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 36.2 4,225 3,105 54 1,120
人 歳 千円 千円 千円 千円

37 40 3,669 3,669 62 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

57 40.7 2,458 2,458 108 0

〔年俸制適用者〕
人 歳 千円 千円 千円 千円

901 44.1 5,457 5,457 65 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

74 47.7 6,416 6,416 105 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

528 41.9 6,639 6,639 47 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 50.2 5,031 5,031 139 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 61.6 2,423 2,423 121 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 53.8 3,708 3,708 36 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

256 46.5 3,042 3,042 87 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 43.2 4,769 4,769 79 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 42.9 3,675 3,675 53 0

事務・技術

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

　　・常勤職員のうち、「教育職種（歯科技工士養成学校教員）」

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院医療技術職員）

（限定）

　　・非常勤職員のうち、医療職種（病院看護師）、「教育職種（歯科技工士養成学校教員）」及び「指定職種」

注７：常勤職員の技能・労務職種（限定）、医療職種（病院医療技術職員）（限定）、再雇用職員の技能・労務職種、
　　　教育職種（歯科技工士養成学校教員）、事務・技術（限定）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、常勤職員全体、再雇用職員全体の数値
　　　からも除外している。

注８：常勤職員のうち事務・技術（限定）、教育職種（大学教員）（限定）、技能・労務職種（限定）、医療職種（病院
　　　医療技術職員）（限定）は、本学では常勤職員として取り扱っているが、職務等を限定しその他の常勤職員の
　　　職種とは給与基準が異なる。

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

事務・技術（限定）

教育職種
（大学教員）（限定）

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

注３：「技能・労務職種」とは、自動車運転手、機械操作員、実験助手、用務員などの業務に従事する者を示す。
注４：非常勤職員のうち「研究支援職種」とは、給与を教育職本給表（一）相当で決定され、賞与が支給されない職
　　　種を示し、「研究補助職種」とは、給与を一般職本給表（一）相当で決定され、賞与が支給されない職種を示す。
注５：「在外職員」及び「任期付職員」は該当者がいないため記載を省略した。
注６：次に掲げる各区分中の職種については、該当者がいないため記載を省略した。
　　・各区分共通で、「医療職種（病院医師）」

　　・再任用職員のうち、「教育職種（大学教員）」及び「指定職種」

研究支援職種

研究補助職種

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「指定職種」とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。

非常勤職員
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人 歳 千円 千円 千円 千円

5 61.5 2,897 2,897 55 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 61.5 2,897 2,897 55 0

注１：年俸制適用者については、本学では常勤職員として取り扱っているが、年俸制非適用の常勤職員と
　　　は給与基準が異なる。

事務・技術（限定）

再任用職員

注２：常勤職員の教育職種（歯科技工士養成学校教員）、医療職種（病院医師）及び指定職種については、該当者が
　　　いないため記載を省略した。

注３：常勤職員のうち事務・技術（限定）、教育職種（大学教員）（限定）、医療職種（病院医療技術職員）（限定）は、
　　　本学では常勤職員として取り扱っているが、職務等を限定しその他の常勤職員の職種とは給与基準が異なる。
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②

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、④まで同じ。

注２：年齢20～23歳の該当者は３人であるため、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、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔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。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

　代表的職位

　　部長 11 56.6 9,610

次長 1

　　課長 71 53.2 8,157

　　課長補佐 96 49.5 6,934

　　係長 426 45.4 6,103

　　主任 279 40.0 5,447

　　係員 255 31.6 4,208

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

　代表的職位

   教授 663 54.9 10,627

   准教授 534 46.8 8,560

   講師 113 45.9 7,892

   助教 460 42.1 6,730

   助手 30 46.8 6,470

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

　代表的職位

　　看護部長 1

　　副看護部長 5 55.1 8,059

　　看護師長 39 50.7 6,639

　　副看護師長 112 45.6 5,949

　　看護師 577 34.0 4,746

人員 平均年齢

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

年間給与額
分布状況を示すグループ

千円

注１：「次長」の該当者は１人のため、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、
　　　 平均年齢及び年間給与額は表示していない。

注２：「課長」には、課長相当職である事務長及び室長を含む。
　　　「課長補佐」には、課長補佐相当職である専門員を含む。
　　　「係長」には、係長相当職である専門職員を含む。

分布状況を示すグループ 人員

（最高～最低）

11,699～8,569

千円

5,999～3,129

9,478～6,910

8,162～5,497

7,335～4,468

6,587～4,207

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

22,662～8,089

10,890～5,980

9,063～6,228

7,927～5,494

7,231～5,580

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

8,298～7,818

7,141～5,903

6,899～4,888

7,036～3,639

注１：「看護部長」の該当者は１人のため、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、
　　　 平均年齢及び年間給与額は表示していない。

注２：「看護師」には、看護師相当職である助産師を含む。
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④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

58.4 57.5 58.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 42.5 42.0

％ ％ ％

         最高～最低 54.7～33.9 54.7～38.0 54.7～38.0

％ ％ ％

59.3 59.2 59.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.7 40.8 40.7

％ ％ ％

         最高～最低 49.8～36.5 46.9～36.5 48.4～36.5

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

57.1 57.2 57.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.9 42.8 42.8

％ ％ ％

         最高～最低 54.6～39.2 54.5～39.2 54.5～39.2

％ ％ ％

59.2 59.2 59.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.8 40.8 40.8

％ ％ ％

         最高～最低 53.7～36.9 53.1～33.4 53.2～36.4

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

53.0 50.4 51.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.0 49.6 48.3

％ ％ ％

         最高～最低 49.9～46.4 51.4～46.4 49.9～46.4

％ ％ ％

59.3 59.0 59.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.7 41.0 40.8

％ ％ ％

         最高～最低 45.7～37.5 46.4～37.5 44.7～37.5

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

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）

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）
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

医療職員（病院看護師）

（文部科学大臣の検証結果）
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。

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　８６．６

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　８７．０
・年齢・地域勘案　　　　　　　　９４．１

項目

　給与水準の妥当性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　41.6％
（国からの財政支出額　61,113百万円、支出予算の総額　146,961百万
円：平成31年度予算）
【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成30年度決算）

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　１００．１

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　　９４．０

引き続き適正な給与水準の維持に務める

・年齢・地域勘案　　　　　　　 　  ９８．５
・年齢・学歴勘案　　　　　　 　　  ９６．７
・年齢・地域・学歴勘案　　　　   ９９．９

（法人の検証結果）
国からの財政支出の割合は41.6％であり、累積欠損額もなく、対国家公務
員の指数の状況等を総合的に勘案して、給与水準は適切であると考える。

講ずる措置

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　  ９９．７

（文部科学大臣の検証結果）
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。

項目

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　 　　９９．６
　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
国からの財政支出の割合は41.6％であり、累積欠損額もなく、対国家公務
員の指数の状況等を総合的に勘案して、給与水準は適切であると考える。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　41.6％
（国からの財政支出額　61,113百万円、支出予算の総額　146,961百万
円：平成31年度予算）
【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成30年度決算）

内容

講ずる措置 引き続き適正な給与水準の維持に務める

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　【９５．８】

注：上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和元年度の
　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（扶養親族がいない場合）
事務・技術職員
　　○ ２２歳（大卒初任給）
　　　　月額 180,700円 年間給与 2,693,000円
　　○ ３５歳（主任）
　　　　月額 289,486円 年間給与 4,823,000円
　　○ ５０歳（係長）
　　　　月額 393,790円 年間給与 6,648,000円
　　※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000
　　　円）を支給

（扶養親族がいない場合）
教育職員（大学教員）
　　○ ２７歳（大学院卒初任給）
　　　　月額 306,976円 年間給与 4,575,000円
　　○ ３５歳（助教）
　　　　月額 354,888円 年間給与 5,913,000円
　　○ ５０歳（准教授）
　　　　月額 497,458円 年間給与 8,399,000円
　　※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000
　　　円）を支給

職員の勤務成績を考慮し、昇格、昇給を実施しているほか、勤勉手当の成績率に
反映している。
　　(1)賞与：勤勉手当（査定分）
　　　　　６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に
　　　　　対し、基準日前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支
　　　　　給割合を決定する。（ただし、人事評価を実施する事務系職員は、基準日
　　　　　直近の人事評価結果における実績評価評語を勤務成績に反映させる。）
　　(2)昇給
　　　　　５段階ある昇給区分のうちから、昇給日（１月１日）前おいて、人事
　　　　　評価を実施する事務系職員は９月３０日以前１年間、それ以外の職員
　　　　　は１２月３１日以前１年間におけるその者の勤務成績に応じて昇給区
　　　　　分が決定される。
　　(3)昇格
　　　　　勤務成績が良好な職員で昇格基準に達した者は、その者の資格に応じ上
　　　　　位の級に昇格させることができる。
　　(4)降格
　　　　　勤務成績が不良な場合は、下位の級に降格させることができる。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 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

福利厚生費
7,776,125 7,785,594 7,915,067

非常勤役職員等給与
20,140,398 20,086,907

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

8,058,322

最広義人件費
62,949,893

20,350,346 20,620,480

62,864,682 63,885,04163,325,097

退職手当支給額
2,140,934 2,656,589 2,170,758 2,493,639

給与、報酬等支給総額
32,682,487 32,742,515 32,691,949 32,712,599

区　　分

① 「給与、報酬等支給総額」は、対前年比「0.1％」である。
　これは、平成31年人事院勧告に伴う民間給与との較差に基づく給与の引上げ改定を行ったこと
　が大きな要因と考えられる。

② 「非常勤役職員等給与」は、対前年比「2.7%」である。
　これは、平成31年人事院勧告に伴う民間給与との較差に基づく給与の引上げ改定を行ったこと、
　自己収入等による非常勤教職員の増加及び限定正職員の増加が大きな要因と考えられる。

③ 「最広義人件費」は、対前年比「1.6%」である。
　これは、平成31年人事院勧告に伴う民間給与との較差に基づく給与の引上げ改定を講じたこと、
　自己収入等による非常勤教職員の増加及び限定正職員の増加が大きな要因と考えられる。

④「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
　1月1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、退職手当基本額の調整率の引下げを実施した。
　　役員に関する講じた措置の概要：退職手当の基本額の調整率を、87/100から83.7/100に引下げ
　　職員に関する講じた措置の概要：退職手当の基本額の調整率を、87/100から83.7/100に引下げ
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