
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の役職員の報酬・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 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　② 令和２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２年度における改定内容
理事長

副理事長

理事

監事

監事
（非常勤） 機構の非常勤役員の給与は「役員給与規程」に則り、非常勤役員手当から

構成されている。

　同上

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）の役員の報酬の支給
水準については、国家公務員の指定職俸給表との均衡を考慮し、国民一般の理解が得ら
れる支給水準となるよう努め、これを維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を
講じる。

独立行政法人通則法に基づく機構に対する業績評価及び理事長の各役員に対する個
人評価を、期末特別手当に反映した。

機構の常勤役員の給与は「役員給与規程」に則り、本給及び諸手当（通勤
手当、単身赴任手当、地域手当、期末特別手当）から構成されている。

期末特別手当についても「役員給与規程」に則り、期末特別手当基準額
（本給＋地域手当＋（本給×２５％）＋（本給及び地域手当の合計額×２
０％）にその者の職務実績に応じて△２０％から＋２０％の範囲内の割合を乗
じて得た額）に６月に支給する場合においては１００分の１７０.０、１２月に支給
する場合においては１００分の１６５．０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。

なお、令和２年度では、国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法
律」等の改正に準拠し、期末特別手当を年間で０．０５月引き下げた。

　同上

　同上
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２　役員の報酬等の支給状況

令和２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

理事長 22,130 13,284 6,190
2,656

0
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

副理事長 19,602 11,412 5,821
2,282

85
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

Ａ理事 16,251 9,888 4,476
1,582

305
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

Ｂ理事 14,536 9,888 2,862
1,582

203
（地域手当）
（通勤手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

Ｃ理事 14,951 9,888 2,862
1,582

619
（地域手当）
（通勤手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

Ｄ理事 15,921 9,888 4,761
1,186

85
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

Ｅ理事 14,636 9,888 2,862
1,582

304
（地域手当）
（通勤手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

Ｆ理事 15,314 9,888 2,837
1,977

611
（地域手当）
（通勤手当）

4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

Ｇ理事 6,328 3,296 2,325
659
47

（地域手当）
（通勤手当）

7月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

Ｈ理事 10,146 6,592 2,173
1,318

63
（地域手当）
（通勤手当）

8月2日 ◇

千円 千円 千円 千円

Ａ監事 15,264 8,928 4,062
1,785

489
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

Ｂ監事
（非常勤）

5,087 5,087 0
0
0

（地域手当）
（通勤手当）

注１：「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。
注２：「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。
　　　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３：単位未満を切り捨てているため、総額が内訳の合計と合わないものがある。

前職
その他（内容）

役名
就任・退任の状況
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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】
理事長

副理事長

理事

監事

監事（非常勤）

　【主務大臣の検証結果】

機構は、宇宙基本計画（平成28年4月閣議決定）において、政府全体の宇宙開
発利用を技術で支える中核的実施機関と位置付けられ、「宇宙安全保障の確保」
「民生分野における宇宙利用の推進」「宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強
化」の３つの重点課題や第５期科学技術基本計画（平成28年1月閣議決定）に対
応する研究開発計画の推進に取り組んでいる他、各国が協調する国際宇宙探査
計画における日本の貢献を着実に実施するために必要な技術研究開発や新型
基幹ロケット（H3ロケット）の開発など、先進的かつ民間で実施するには極めてリス
クの高いチャレンジングな業務を理事長のリーダーシップの下で推進している。理
事長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬３，３３１万
円と比較してもそれ以下となっており、また、事務次官の年間給与額２，３３７万円
と比べてもそれ以下となっている。機構では、理事長の報酬月額を国家公務員指
定職俸給表を準用して決定しており、理事長の職務内容・責任の度合いと報酬水
準を総合的に勘案すると機構の理事長の報酬水準は妥当と考える。

監事は、上述の機構の業務を監査する役員として置かれている。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３，３３１万円と比較しても
それ以下となっている。機構では、監事の報酬月額を国家公務員指定職俸給表
を準用して決定しており、監事の職務内容・責任の度合いと報酬水準を総合的に
勘案すると機構の監事の報酬水準は妥当と考える。

理事は、それぞれの担当業務に関して、上述の理事長及び副理事長を補佐し
て機構の業務を掌理する役員として置かれている。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３，３３１万円と比較してもそれ以下となっ
ている。機構では、理事の報酬月額を国家公務員指定職俸給表を準用して決定
しており、理事の職務内容・責任の度合いと報酬水準を総合的に勘案すると機構
の理事の報酬水準は妥当と考える。

副理事長は、上述の理事長を補佐して機構の業務を掌理する役員として置かれ
ている。副理事長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬３，３３１万円と比較してもそれ以下となっている。機構では、副理事長の報酬月
額を国家公務員指定職俸給表を準用して決定しており、副理事長の職務内容・
責任の度合いと報酬水準を総合的に勘案すると機構の副理事長の報酬水準は妥
当と考える。

職務内容の特性や、参考となる民間企業役員、国家公務員指定職適用官職と
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。

監事（非常勤）は、上述の機構の業務を監査する役員として置かれている。機構
では、監事（非常勤）の報酬月額を国家公務員指定職俸給表を準用して決定して
おり、監事（非常勤）の勤務日数・職務内容・責任の度合いを総合的に勘案すると
機構の監事（非常勤）の報酬水準は妥当と考える。
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区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

理事長 7,644 5 0 H30.03.31 1.1

千円 年 月

副理事長A 8,754 8 0 H30.03.31 1.0 ※

千円 年 月

副理事長B 9,828 7 0 R2.03.31 1.3 ※

千円 年 月

理事A 6,724 5 0 R2.03.31 1.3 ※

千円 年 月

理事B 3,026 2 3 R2.03.31 1.3 ※

千円 年 月

理事C 2,689 2 0 R2.03.31 1.3 ※

千円 年 月

理事D 2,586 2 1 H30.03.31 1.2

千円 年 月

理事E 3,224 2 10 H30.01.31 1.1 ※

千円 年 月

理事F 5,172 5 0 H30.03.31 1.0 ※

千円 年 月

監事 4,592 4 11 H30.08.31 1.0 ※

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している。
　　　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。

注： 理事長、副理事長Ａ、理事Ｄ、理事Ｅ及び理事Ｆについては、既に仮の業績勘案率により
算出した支給額を当該役員に対して仮支給していたが、当該役員が在職した期間の業績
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。
仮の業績勘案率により算出した支給額と支給年度は下表のとおりである。

支給年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2020年度

法人での在職期間

４　役員の退職手当の支給状況（令和２年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

８，７５４千円
２，１５５千円
２，９３１千円
５，１７２千円

区分
理事長

副理事長A
理事D
理事E
理事F

仮の業績勘案率により算出した支給額
６，９４９千円
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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

理事長

副理事長A

副理事長B

理事A

理事B

理事C

理事D

理事E

理事F

監事

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．３と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．３と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．３と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．２と決定された。

　Ⅰ１②にある仕組みを継続して実施し、必要に応じて拡充することを検討する。

判断理由

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．１と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．３と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．０と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．０と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．０と決定された。

　当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び、当該役員の任期
中の個人的な業績の評価に基づき、当該役員の業績勘案率については、文部
科学大臣によって１．１と決定された。
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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。）

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

昇給（１～６号級）、降格（△１号給）及び昇格に反映

Ａ評価を基準として、Ｓ評価が１．４倍、Ｂ評価が０．５倍

　③ 給与制度の内容及び令和２年度における給与制度の主な改正点

　① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

本給

賞与：勤勉手当
（査定分）

　なお、令和２年度における給与制度の主な改正点は以下のとおりである。
・国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律」等の改正に準拠し、期末手当を年
間で０．０５月引き下げた。

職員の給与は「職員給与規程」に則り、本給及び諸手当（研究開発手当、職責手当、主
任手当、上級主任手当、初任給調整手当、宇宙飛行士手当、扶養手当、住居手当、通勤
手当、単身赴任手当、地域調整手当、特地勤務手当、寒冷地手当、超過勤務手当、深夜
手当、交替手当、休日出勤手当、特殊勤務手当及び期末手当）から構成されている。

期末手当についても「職員給与規程」に則り、基準日現在の基準内給与（主任手当及び
上級主任手当を除く）の月額及び地域調整手当の月額の合計額を基礎として理事長が別
に定める基準により計算した額に勤務成績を考慮し、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。また、職責等に応じ
て理事長が別に定める基準により計算した額を加算している。

職員の給与水準については、機構の業務を遂行する上で必要となる事務・技術職員の
資質、人員配置、年齢構成等を十分に考慮した上で、国家公務員における組織区分別、
人員構成、役職区分、在職地域、学歴等を検証するとともに、国民の理解を得られるか検
討を行い、これを維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講じる。

給与種目 制度の内容

2019年度から運用を開始した人事制度により、能力考課・姿勢考課・実績考課を総合的
に判断して昇給・昇格及び期末手当の支給額に反映している。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

（一般職員）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,368 45.3 8,757 6,265 158 2,492
人 歳 千円 千円 千円 千円

404 45.2 8,532 6,087 201 2,445
人 歳 千円 千円 千円 千円

849 44.5 8,691 6,223 146 2,468
人 歳 千円 千円 千円 千円

108 51.9 9,941 7,068 96 2,873
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 50.5 13,142 11,012 125 2,130
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 54.2 9,282 6,689 98 2,593

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 43.7 13,464 11,177 16 2,287

（年俸制職員）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

407 45.5 5,566 5,239 150 327
人 歳 千円 千円 千円 千円

97 46.3 4,803 3,502 130 1,301
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

10 32.8 5,056 5,056 101 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

300 45.7 5,829 5,806 158 23

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

40 62.7 4,872 4,872 159 0

注２：研究職種については、該当者が１名のため、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、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。

常勤職員

区分 人員 平均年齢
令和２年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

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：任期付職員、再任用職員及び非常勤職員の区分は該当者がいないため記載を省略した。

その他医療職種
（医師）

常勤職員（その他）

在外職員

事務・技術

研究職種

その他教育職種

再任用職員

研究職種

注３：医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種（高等専門学校教員）の職種は該当
者がいないため記載を省略した。

区分 人員 平均年齢
総額 うち所定内 うち賞与

令和２年度の年間給与額（平均）

注３：在外職員については、該当者が１名のため、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、区分以外の記載を省略した。

在外職員

注５：医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種（高等専門学校教員）の職種は該当
者がいないため記載を省略した。

任期付職員

プロジェクト研究員
（ポスドク）

出向・招聘職員

注４：非常勤職員の区分は該当者がいないため記載を省略した。

事務・技術

注１：任期付職員については、常勤職員、在外職員及び再任用職員を除く。
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②

（事務・技術職員）

（研究職員）

　　　　れがあることから、平均給与額については表示しない。

注１ ： 年齢20-23歳については、該当者がいなかった。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

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 ： 任期付職員の一部を含む。以下、④まで同じ。
注３ ： 年齢20-23歳については、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
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③

（事務・技術職員）

平均 最高 最低
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

　　・本部部長 42 56.1 12,412 14,425 ～ 9,823

　　・本部課長 80 51.4 10,673 13,966 ～ 8,293

　　・本部課長補佐 184 47.2 8,278 10,688 ～ 6,257

　　・本部係長 70 38.0 6,276 7,670 ～ 5,034

　　・本部係員 125 39.4 3,851 7,339 ～ 3,216

（研究職員）

平均 最高 最低
人 歳 千円 千円 千円

　代表的職位

　　・本部部長 46 56.1 12,547 14,191 ～ 11,028

　　・本部課長 200 51.2 11,027 13,010 ～ 8,771

　　・本部主任研究員 364 47.3 8,639 11,411 ～ 6,523

　　・研究員 240 32.3 5,563 7,566 ～ 3,807

④
（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

92.6 87.8 90.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 7.4 12.2 9.9

％ ％ ％

         最高～最低 9.7～6.5 37.8～-2.5 26.2～2.5

％ ％ ％

91.0 89.7 90.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 9.0 10.3 9.7

％ ％ ％

         最高～最低 15.1～6.7 24.8～0.3 18.1～4.2

（研究職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

92.1 87.8 89.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 7.9 12.2 10.1

％ ％ ％

         最高～最低 11.1～6.5 35.2～-2.6 24.0～2.5

％ ％ ％

90.6 88.7 89.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 9.4 11.3 10.4

％ ％ ％

         最高～最低 21.7～7.2 30.0～0.3 24.6～4.2

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

賞与（令和２年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

注：「本部課長」には、本部課長相当職である「ファンクションマネージャ」、「技術領域リーダ」等を含む。

人員

人員

平均年齢分布状況を示すグループ
年間給与額

分布状況を示すグループ
年間給与額

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

平均年齢

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 １０８.４

・年齢・地域勘案 １０５.７

・年齢・学歴勘案 １０６.３

・年齢・地域・学歴勘案 １０４.４

・ロケットや人工衛星の打ち上げを担う事業所が鹿児島県の種子島にあり、その業務に携
わる職員が常駐している。種子島は特地勤務手当支給地に該当するため、国と支給基準
は同じであるものの、当該手当の支給対象者の割合が、国家公務員の０．８％に対し、機
構は３．０％と高くなっている。

【 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　９８．６％（令和２年度予算）
　国からの財政支出額　２５１，５２２，９２３千円
　支出予算の総額　　　２５５，０３３，１０８千円

・機構は産学官と多岐にわたり密接に連携して業務を行う必要があることから、都市部に
在勤する比率が高くなっている。（１級地、２級地、３級地の在勤割合、ＪＡＸＡ：８０．０％、
国：４６．７％）

【検証結果】

（法人の検証結果）
機構は宇宙基本法において、政府全体の宇宙開発を技術で支える中核的実施機関と

して、「宇宙安全保障の確保」「民生分野における宇宙利用の推進」「宇宙産業及び科学
技術の基盤の維持・強化」の３つの重点課題や第５期科学技術基本計画に対応する研究
開発計画の推進など、先進的かつ民間で実施するには極めてリスクの高いチャレンジン
グな業務の確実な遂行や、社会に対して科学・技術で新たな価値を創造する組織への変
革が求められており、高度な専門知識と豊富な経験、高いマネジメント力と業務遂行能力
を維持するため現在の給与水準となっている。

項目 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

・機構の業務としては、最先端技術を取り扱う企業等との契約交渉、契約締結業務に加え
て、プロジェクト全体の企画・立案・調整等、先端的な宇宙航空分野の技術マネージメント
に係る業務が組織の重要な要素をなしている特殊性がある。このような業務を遂行するた
めに、高度な専門性と豊富な経験を持ったプロジェクトリーダーやマネージメント活動を行
う人材を多く投入する必要があり、相当数の技術系管理職を擁さざるを得ない。これらから
国家公務員（行政職（一）適用者）に比べ大学卒以上の高学歴者の割合や管理職の割合
が高くなっている。

　【 大卒以上の高学歴者の割合 】
　ＪＡＸＡ　 ：７６．２％（うち、修士課程終了以上 ：２０．２％）
　国家公務員 ：５９．４％（うち、修士課程終了以上 ：  ７．６％）
　（令和２年国家公務員給与等実態調査による）

　【 管理職の割合 】
　ＪＡＸＡ　 ：２４．４％
　国家公務員 ：１７．８％
　（令和２年国家公務員給与等実態調査による）

給与水準の
妥当性の検証

【 支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合 】
　　７．７％
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講 ず る 措 置

対国家公務員指数は相対的に決定されるものであることから、将来の具体的数値を予
測することは困難であるが、令和３年度においても、独立行政法人通則法による「職員の
給与等」の趣旨を踏まえ、労働組合、職員の協力も得つつ、手当の見直しや給与改定等
の取り組みを推進することにより、適正な給与水準の維持に努めていく。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を

勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水
準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされて
いる。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与、職員の職務の特性及び人員構成等を総合的に勘案
したうえで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数が全て100を上回ってい
ることについての理由の説明及び給与水準の妥当性の検証結果から、国と職員構成が
異なること及び法人の特性を踏まえ高度な専門性と豊富な経験を持つ人材の確保を図る
必要性があること、また、初公表時の指数との比較から、適正な給与水準への取り組みが
継続されていること等を考慮すると適切な対応が執られていると考える。引き続き、独立行

給与水準の
妥当性の検証
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○研究職員

・年齢勘案 ９９.４

・年齢・地域勘案 ９９.１

・年齢・学歴勘案 ９９.５

・年齢・地域・学歴勘案 ９９.０

講 ず る 措 置

【検証結果】

（法人の検証結果）
機構は宇宙基本法において、政府全体の宇宙開発を技術で支える中核的実施機関と

して、「宇宙安全保障の確保」「民生分野における宇宙利用の推進」「宇宙産業及び科学
技術の基盤の維持・強化」の３つの重点課題や第５期科学技術基本計画に対応する研究
開発計画の推進など、先進的かつ民間で実施するには極めてリスクの高いチャレンジン
グな業務の確実な遂行や、社会に対して科学・技術で新たな価値を創造する組織への変
革が求められている。対国家公務員指数はいずれの指数においても国を下回っている
が、高度な専門知識と豊富な経験、高いマネジメント力と業務遂行能力が必要とされるこ
と及びイノベーションに資するべく世界の第一線で活躍する極めて優れた研究者等の確
保が求められていることから、業務の特殊性を踏まえた適切な給与水準としていく。

給 与 水 準 の
妥当性の検証

　国家公務員指数の給与水準を考慮し、引き続き適正な給与水準としていく。

【 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　９８．６％（令和２年度予算）
　国からの財政支出額　２５１，５２２，９２３千円
　支出予算の総額　　　２５５，０３３，１０８千円

【 支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合 】
　　７．７％

【管理職の割合】
　ＪＡＸＡ　 ：２８．９％
　国家公務員 ：７２．７％（令和２年国家公務員給与等実態調査による）

【大卒以上の高学歴者の割合】
　ＪＡＸＡ　 ：９２．９％（うち、修士課程終了以上 ：８１．５％）
　国家公務員 ：９７．８％（うち、修士課程終了以上 ：８０．７％）
　（令和２年国家公務員給与等実態調査による）

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を

勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水
準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされて
いる。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与、職員の職務の特性及び人員構成等を総合的に勘案
したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結
果から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めて
いただきたい。

対国家公務員指数のうち年齢勘案は９９．４であり、国家公務員よりも低い給与水準と
なっている。
　その他の指数も国家公務員と同水準以下である。

国 に 比 べ て
給 与 水 準 が
高くなっている

理 由

内容

対国家公務員
指 数 の 状 況

項目
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４　モデル給与

○　２２歳 （大卒初任給）

月額： 202,100円 年間給与： 3,324,545円

○　３５歳 （本部係長）

月額： 364,014円 年間給与： 6,067,509円

○　５０歳 （本部課長）

月額： 610,114円 年間給与： 10,512,279円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　Ⅱ１②にある仕組みを継続して実施し、必要に応じて拡充することを検討する。

　※ 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。
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Ⅲ　総人件費について

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

千円 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 千円

(Ｂ)
千円 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 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注 ：

注 ：

　総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

「退職手当支給額」は、定年退職者及び自己都合退職者の減により約３．０億円の減となった。ま
た、「非常勤役職員等給与」は、労働者派遣契約経費の増により約１．２億円の増となった。これに
より最広義人件費は総額約１．４億円の減となっている。

19,668,049

990,564

2,683,957

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

特に無し

最広義人件費
26,652,982

非常勤役職員等給与

「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２９年１１月１７日閣議決定）に基
づき、役員退職手当について、平成３０年１月１日から国家公務員に準じた措置を講じた。また、職
員退職手当については、労使交渉により平成３０年４月１日から国家公務員に準じた措置を講じ
た。

福利厚生費

25,842,517

2,560,0012,610,990

26,508,033

区　　分

給与、報酬等支給総額
19,653,210

退職手当支給額

3,153,341

1,286,430

19,168,538

1,005,318

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。

単位未満を切り捨てているため、最広義人件費が（Ａ）から（Ｄ）の合計と一致しない。

3,057,670 3,165,462
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