
　　法人の長

　　理事

　　理事（非常勤）

　　監事

　　監事（非常勤）

令和３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

16,267 11,580 4,687 0
千円 千円 千円 千円

14,070 10,047 3,973 50 (通勤手当)

千円 千円 千円 千円

14,125 9,816 3,973 336 (通勤手当)

千円 千円 千円 千円

1,512 1,512 0 0 (　　　　)

千円 千円 千円 千円

該当者なし (　　　　)

千円 千円 千円 千円

1,704 1,704 0 0 (　　　　)

千円 千円 千円 千円

1,704 1,704 0 0 (　　　　)

③ 役員報酬基準の内容及び令和３年度における改定内容

監　　事

該当者なし

役員報酬支給基準は，月額から構成されている。国立大学法人兵庫教育大学役員
報酬規程に則り，月額142,000円を支給している。

２　役員の報酬等の支給状況

役員報酬支給基準は，俸給月額，地域手当，広域異動手当，通勤手当，単身赴任
手当及び期末特別手当から構成されている。月額については，国立大学法人兵庫
教育大学役員報酬規程に則り，本給（965,000円）を支給している。期末特別手
当についても，国立大学法人兵庫教育大学役員報酬規程に則り，期末特別手当基
準額（本給及び地域手当及び広域異動手当の月額＋（本給＋地域手当及び広域異
動手当）×１００分の２０＋（本給×１００分の２５)）に１００分の１６７.５
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。

報酬基準の内容について上記と同じ。
（ただし，本給に関する記載を除く。本給は818,000円～895,000円）

役員報酬支給基準は，月額から構成されている。国立大学法人兵庫教育大学役員
報酬規程に則り，月額126,000円を支給している。

Ａ 理 事

Ｃ 理 事
（非常勤）

4月1日

1　役員報酬についての基本方針に関する事項
Ⅰ 役員報酬等について

国立大学法人兵庫教育大学の役職員の報酬・給与等について

②  令和３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，本学が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において，役員の俸給等
に，その者の職務実績に応じ，経営協議会が定める割合を乗じた額としている。
なお，業績給については未導入であり，今後引き続き検討する予定である。

 ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方
当該法人の主要事業は教育・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（当該法人３００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) 国立大学法人上越教育大学･･･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
　　いる（常勤職員数３０１人）。公表資料によれば，令和２年度の長の年間報酬額は16,387千円
　　であり，公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると，16,317千円と
　　推定される。同様の考え方により，理事については11,951千円と推定される。
　　国立大学法人鳴門教育大学･･･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
　  いる（常勤職員数３２４人）。公表資料によれば、令和２年度の長の年間報酬額は16,576千円
    であり，公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると，16,575千円と
　　推定される。同様の考え方により，理事については12,212千円と推定される。
(2) 事務次官年間報酬額･･･23,374千円

法人の長 ※

Ｂ 理 事

Ａ 監 事
(非常勤)

Ｂ 監 事
(非常勤)

前職
その他(内容)

　注：「前職」欄の「※」は，独立行政法人等の退職者であることを示す。

役名
就任・退任の状況
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　　法人の長

　　理事

　　理事（非常勤）

　　監事

　　監事（非常勤）

兵庫教育大学の理事は，職員数３００名及び学生数１，４１６名が所属する教員
養成系の単科大学の運営について,２名でそれぞれの担当について学長を補佐し
大学の業務を掌理している。兵庫教育大学では，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
容の特性は上記大学の用務内容から，法人化移行前と同等以上であると言える。
また，他の教員養成系単科大学の理事の報酬水準と同水準となっていることか
ら，報酬水準は妥当であると考える。

　兵庫教育大学は，教員の資質能力の向上と学校教育の改善を求める社会的要請
に応えるため，「現職教員に対する高度な専門性と実践的指導力の育成」，「実
践力に優れた新人教員及び心理専門職の養成」，「教育実践学の推進」，「教師
教育の先導的モデルの構築」，「教育研究成果の国内外への発信」を使命として
おり，学校現場のニーズや課題，教育政策などの変化に対応し，新しいカリキュ
ラムと指導方法の開発などの取り組みを，学長のリーダーシップの下で推進して
いる。
　そうした中で，兵庫教育大学の学長は職員数３００名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。
　兵庫教育大学では，学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，学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，他の教員養成系単科大学の長の報酬水準と同水準となっている他，民間
給与実態調査（人事院）による大学の学長の平均報酬月額（964,762円）と比べ
ても同水準であり，報酬水準は妥当であると考える。

兵庫教育大学の理事は，職員数３００名及び学生数１，４１６名が所属する教員
養成系の単科大学の運営について，常勤理事を含めそれぞれの担当について学長
を補佐し大学の業務を掌理している。その非常勤理事の月額単価は，他の教員養
成系単科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
や他の教員養成系単科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
る。

該当者なし

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

【文部科学大臣の検証結果】

兵庫教育大学の監事は，職員数３００名及び学生数１，４１６名が所属する教員
養成系の単科大学の業務全般について,監査業務を司っている。
その非常勤監事の月額単価は，他の教員養成系単科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他の教員養成系単科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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支給額(総額) 退職年月日 業績勘案率
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし

【法人の判断理由等】

理 事 Ａ 該当者なし

理 事 Ｂ 該当者なし

理 事 Ａ
（非常勤）

該当者なし

理 事 Ｂ

監 事 Ａ
（非常勤）

理 事 Ａ
（非常勤）

区分

【文部科学大臣の検証結果】

該当なし

監 事 Ｂ
（非常勤）

該当者なし

該当者なし

該当者なし

監 事 Ａ
（非常勤）

本学の役員への業績給の仕組みについては未導入である。今後，学長の業績評価も含め，引き続き検討
する予定である。

理 事 Ａ

監 事 Ｂ
（非常勤）

法人の長

５　退職手当の水準の妥当性について

区分 法人での在職期間 前職

判断理由

法人の長

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

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方
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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。）

給与種目

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

国立大学法人兵庫教育大学職員給与規程に則り，俸給及び諸手当（俸給の調整額，管理職手当，職務
付加手当，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，義務教育等教員特別手当，教職調整額，幼稚園教員特別手当，特別貢献手当，特殊勤務手当，超
過勤務手当，休日給，　夜勤手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当，期末特別手当及び
特別調整額）としている。
期末手当については，期末手当基準額（俸給月額＋俸給の調整額＋扶養手当＋教職調整額＋地域手当
＋広域異動手当＋幼稚園教員特別手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に１００分の１２７．５
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、勤勉手当基準額（俸給月額＋俸給の調整額＋教職調整額＋地域手当＋広域異動
手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額俸給）に基準日以前６箇月以内の期間における勤務期間の区
分に応じた割合及び勤務成績に応じて細則で定める割合を乗じて得た額としている。
なお，令和３年度における主な改定内容は以下のとおりである。
・附属幼稚園の教育体制支援のため幼稚園教員特別手当を新設（令和4年2月1日適用）
・研究活動のインセンティブ方策として研究活動活性化貢献手当を新設（令和3年12月1日適用）

③　給与制度の内容及び令和３年度における主な改定内容

１　職員給与についての基本方針に関する事項
Ⅱ 職員給与について

原則，１年間良好な成績で勤務した者には，４号俸上位の号俸に昇給させることが出
来る。

①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

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
準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて，それぞれ支給割合を
決定する。

賞与：勤勉手当
（査定分）

昇格：特に勤務成績が優秀で，かつ本学が定める必要経験年数を有している者は上位
の職務の級に決定することが出来る。
降格：勤務成績が不良な場合は，下位の級に決定することが出来る。

制度の内容

昇格・降格

昇　給

　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，人事院勧告を参
考にした。
(1) 国立大学法人上越教育大学･･･当該法人は，教員養成系単科大学で事業内容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（常勤職員数３０１人）となっている。
　　国立大学法人鳴門教育大学･･･当該法人は，教員養成系単科大学で事業内容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（常勤職員数３２４人）となっている。
(2) 国家公務員･･･令和３年度において，国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は
　　407,153円となっており、全職員の平均給与月額は414,729円となっている。

　人件費管理については，効率的・戦略的な大学運営に資する観点から年度毎に業務等を精査し，学
内組織の職員数の適正化を推進することにより運用している。

　職員の勤務成績等に応じて，現に受けている俸給の昇給・昇格・降格及び賞与時期（６月・12月）
における支給割合の増減を行っている。
　なお，業績給の仕組みについては年俸制適用教職員を除き未導入であり，今後引き続き検討する予
定である。
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うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

208   47.9 7,530  5,467  172  2,063  
人 歳 千円 千円 千円 千円

75   45.1 6,076  4,490  147  1,586  
人 歳 千円 千円 千円 千円

104   52.8 8,849  6,342  197  2,507  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

29   37.5 6,561  4,853  145  1,708  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

9   48.4 4,814  4,473  110  341  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
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

9   48.4 4,814  4,473  110  341  

人 歳 千円 千円 千円 千円

7   63.2 3,851  3,581  167  270  
人 歳 千円 千円 千円 千円

7   63.2 3,851  3,581  167  270  

〔年俸制適用者〕
人 歳 千円 千円 千円 千円

5   44.7 8,091  8,091  234  0  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

5   44.7 8,091  8,091  234  0  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

平均年齢

その他

その他医療職種
（医療技術職員）

うち所定内

指定職種

医療職種
（病院医師）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

常勤職員

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

任期付職員

再任用職員

特定教職員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

その他医療職種
（看護師）

総額

常勤職員

うち賞与

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

特任教員

教育職種
（大学教員）

２　職員給与の支給状況

令和３年度の年間給与額（平均）

注１：常勤職員については，在外職員，任期付職員，再任用職員及び年俸制適用者を除く。
注２：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には，附属幼稚園教員を含む。
注３：「任期付職員（特任教員）」とは，専門分野について高度な実務経験及び教育上の能力を有する者を，
　　教育上の職務に関して特別の契約により教育・研究に従事するもので，特任教授及び特任准教授をいう。
注４：「任期付職員（特命教員）」とは，高度の専門的知識を有する者を，特定のプロジェクト遂行の業務に
　　関して特別の契約により研究に従事するもので，特命教授，特命准教授，特命講師及び特命助教をいう。
注５：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」については，該当者が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，区分以外は記載せず，常勤職員全体の数値からも除外している。
注６：任期付職員の「特任教員」及び「特命教員」については，該当者がそれぞれ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，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。
注７：在外職員及び非常勤職員については，該当者がいないため記載を省略した。

区分

①　職種別支給状況

特定教職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

人員

医療職種
（病院医師）

特命教員
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②

千円
　
人

千円
　
人

③
（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円 千円

1

1

8 57.3 7,734 9,080 7,141

15 52.2 6,961 7,943 5,775

22 48.3 5,848 6,822 5,142

10 42.9 5,557 6,317 4,942

18 30.3 3,900 4,771 3,218

　 ・課長

人員

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

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））

　注１：「課長」には，課長相当職である「室長」を含む。
　注２：本法人では「係員」は「課員」，「係長」は「主査」，「課長補佐」は「副課長」の職名を用いている。
　注３：局長及び部長の該当者はそれぞれ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の平均額については記載していない。

 　・課長補佐

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））

平均年齢

　注１：年齢28～31歳の該当者は3人及び40～43歳の該当者は4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。

　 ・局長

　 ・部長

　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））
　〔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。〕

　 ・主任

　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。

（最高～最低）

　 ・係員

　 ・係長

年間給与額
分布状況を示すグループ

代表的職位

　注２：年齢32～35歳の該当者は1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，
　　　年間給与については表示していない。
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額
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6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位
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（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円 千円

64 56.6 9,421 11,359 7,912

32 48.6 7,729 9,182 6,720

4 44.5 6,639

4 32.8 5,758

④

（事務・技術職員）

夏季(６月) 冬季(12月) 計

％ ％ ％

55.7 55.7 55.7

％ ％ ％

44.3 44.3 44.3

％ ％ ％

49.9～
40.4

49.9～
40.4

49.9～
40.4

％ ％ ％

57.5 57.8 57.7

％ ％ ％

42.5 42.2 42.3

％ ％ ％

47.4～
39.8

47.4～
39.4

47.4～
39.8

（教育職員（大学教員））

夏季(６月) 冬季(12月) 計

％ ％ ％

56.2 54.0 55.1

％ ％ ％

43.8 46.0 44.9

％ ％ ％

47.4～
40.8

58.6～
40.8

53.2～
40.8

％ ％ ％

57.5 56.9 57.2

％ ％ ％

42.5 43.1 42.8

％ ％ ％

47.4～
39.8

47.4～
34.6

47.4～
38.5

　賞与（令和３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))

一律支給分（期末相当）

区分

査定支給分（勤勉相当）管理職員

査定支給分（勤勉相当）

一律支給分（期末相当）

（平均）

一般職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）

（平均）
最高～最低

一般職員

（平均）

　注：講師及び助教の該当者はそれぞれ4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，
　　　年間給与の最高額・最低額については記載していない。

　・教授

代表的職位

区分

（最高～最低）

最高～最低

人員

最高～最低

最高～最低

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）

　・講師

　・准教授

分布状況を示すグループ
年間給与額

　・助教

平均年齢

（平均）

管理職員
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○事務・技術職員

９０．６○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

　　注：上記比較指標は，法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，令和３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。

対国家公務員
指数の状況

項目

（参考）対他法人　　　　　　　９８．０

・年齢・学歴勘案　　　　　　　８５．３

・年齢・地域勘案　　　　　　　９４．１

・年齢・地域・学歴勘案　　　　９４．０

講ずる措置

内　容

３　給与水準の妥当性の検証等

・年齢勘案　　　　　　　　　　８５．５

国からの財政支出割合を考慮しつつ，引き続き適切な給与水準を設定す
る。

（文部科学大臣の検証結果）
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、国家公務員の給与及び他の国立大学法人の給与等を総合的に
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。

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　７６％】
　（国からの財政支出額　4,169百万円，
　　支出予算の総額　　　5,490百万円：令和３年度予算）
【累積欠損額　0円（令和２年度決算）】
【管理職の割合　１６％（常勤職員数300名中48名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　８７％（常勤職員数300名中262名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　４６％】
　（支出総額　5,061百万円，
　　給与・報酬等支給総額　2,310百万円：令和２年度決算）

【検証結果】
国からの財政支出割合は７６％であるが，対国家公務員の指数
は８５．５，令和２年度決算における累積欠損額は無いことか
ら，給与水準は適切であると考える。

国に比べて給与水準が
高くなっている理由
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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) 2,451,211 2,356,975 2,397,279 2,364,274 2,309,560 2,215,366
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ) 229,570 131,023 386,815 306,191 301,100 347,812
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ) 281,851 276,980 283,657 270,598 259,028 258,411
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｄ) 393,336 382,169 400,700 394,996 385,132 375,005
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,355,968 3,147,147 3,468,451 3,336,059 3,254,820 3,196,594

特になし

Ⅳ　その他

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

最広義人件費

　注１：「非常勤役職員等給与」においては，受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用
　　　及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書の「(11)役員及び教職員の給与の
      明細」における非常勤の合計額と一致しない。
　注２：「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上して
　　　いる。

福利厚生費

退職手当支給額

事務・技術職員
（扶養親族がいない場合）
○　２２歳（大卒初任給）
　　月額　182,200円　年間給与　2,688,543円
○　３５歳（主任）
　　月額　273,600円　年間給与　4,501,267円
○　５０歳（係長（主査））
　　月額　342,000円　年間給与　5,626,584円

教育職員（大学教員）
（扶養親族がいない場合）
○　２４歳（助教，大学院修士課程修了初任給）
　　月額　243,200円　年間給与　3,743,597円
○　３５歳（講師）
　　月額　352,700円　年間給与　6,075,694円
○　５０歳（准教授）
　　月額　451,100円　年間給与　7,728,763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

本学の職員への業績給の仕組みについては年俸制適用教育職員を除き未導入であり，今後引き続き検討
する予定である。

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

非常勤役職員等給与

区　　分

①「給与，報酬等支給総額」が対前年度比4.1％減となったこと及び「最広義人件費」が対前年度比1.8％
減となったことの主な理由は，退職した教職員の後任補充を抑制したこと及び任期付職員により補充した
こと等が考えられる。

②役員及び教職員の退職手当については，「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，人事院から示された退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏まえ，官
民均衡を図るために設けられている調整率を，平成30年1月1日より，87/100から83.7/100に引き下げを
行った上で支給した。

給与、報酬等支給総額

　 総人件費について参考となる事項

注１：年間給与には期末・勤勉手当も含める。
注２：年間給与に含まれる期末・勤勉手当について，大卒後（大学教員は修士課程修了後）
      すぐに採用した職員を想定しているため，6月期に支給される期末・勤勉手当については，
　　　期間率を割り引いて算出している。
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