
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 平成27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27年度における改定内容

法人の長

副理事長

理事

監事

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（４０１０４０５００９５７３）の役職員の報酬・
給与等について

業績給については導入済であり、経済産業大臣による当該事業年度に係る業務の実績に関す

る評価の結果に基づき、月例支給額に100分の275を乗じて得た額に、評価結果に即した割合

（0～2.0）を乗じた額を業績給として支給。

法人の長の報酬支給基準は、基本俸給、賞与、業績給及び通勤手当から構成さ

れる。月額（基本俸給）については、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源

機構役員報酬規程に則り、月例支給額（1,128,000円）に地域付加額（141,000円）

を加算して算出している。賞与については、基本俸給×100分の215を乗じて得た

額としている。業績給については、月例支給額に100分の275を乗じて得た額に、

評価結果に即した割合（0～2.0）を乗じて得た額としている。

なお、平成27年度では給与法指定職の改定に準拠した業績給支給率の引上げ

（0.07月分）を実施した。

役員の報酬水準については、国家公務員給与、民間企業の役員の報酬等を考慮して定める。

検討するにあたっては、以下のデータ等を参考にした。

・事務次官年間報酬額 22,701千円（平成27年人事院）

・機構と同規模の民間企業の役員報酬 27,916千円（平成27年民間企業役員報酬調査）

役員の業績及び法人業務の実績と役員報酬の関係については、経済産業大臣による当該事

業年度に係る業務の実績に関する評価の結果に基づき、月例支給額に100分の275を乗じて

得た額に、評価結果に即した割合（0～2.0）を乗じた額を業績給として支給する。

副理事長の報酬支給基準は、基本俸給、賞与、業績給及び通勤手当から構成さ

れる。月額（基本俸給）については、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源

機構役員報酬規程に則り、月例支給額（970,000円）に地域付加額（121,250円）を

加算して算出している。賞与については、基本俸給×100分の215を乗じて得た額

としている。業績給については、月例支給額に100分の275を乗じて得た額に、評

価結果に即した割合（0～2.0）を乗じて得た額としている。

なお、平成27年度では給与法指定職の改定に準拠した業績給支給率の引上げ

（0.07月分）を実施した。

理事の報酬支給基準は、基本俸給、賞与、業績給及び通勤手当から構成される。

月額（基本俸給）については、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構役

員報酬規程に則り、月例支給額（839,000円）に地域付加額（104,875円）を加算し

て算出している。賞与については、基本俸給×100分の215を乗じて得た額として

いる。業績給については、月例支給額に100分の275を乗じて得た額に、評価結

果に即した割合（0～2.0）を乗じて得た額としている。

なお、平成27年度では給与法指定職の改定に準拠した業績給支給率の引上げ

（0.07月分）を実施した。

監事の報酬支給基準は、基本俸給、賞与、業績給及び通勤手当から構成される。

月額（基本俸給）については、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構役

員報酬規程に則り、月例支給額（757,000円）に地域付加額（94,625円）を加算し

て算出している。賞与については、基本俸給×100分の215を乗じて得た額として

いる。業績給については、月例支給額に100分の275を乗じて得た額に、評価結

果に即した割合（0～2.0）を乗じて得た額としている。

なお、平成27年度では給与法指定職の改定に準拠した業績給支給率の引上げ

（0.07月分）を実施した。



２　役員の報酬等の支給状況

平成27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

21,279 12,354 7,381 1,544 （地域付加額） 平成28年2月28日 ＊

千円 千円 千円 千円

1,303 1,158 144 （地域付加額） 平成28年2月29日

千円 千円 千円 千円

18,412 10,623 6,347
1,327

112
（地域付加額）

（通勤手当）
平成28年2月28日

千円 千円 千円 千円

1,178 997
124
56

（地域付加額）

（通勤手当）
平成28年2月29日 ◇

千円 千円 千円 千円

16,938 10,068 5,490
1,258

121
（地域付加額）

（通勤手当）
平成28年3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

17,039 10,068 5,490
1,258

223
（地域付加額）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

17,041 10,068 5,490
1,258

224
（地域付加額）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

17,011 10,068 5,490
1,258

194
（地域付加額）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

16,564 10,068 4,913
1,258

324
（地域付加額）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

16,153 10,068 4,627
1,258

199
（地域付加額）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

14,187 7,930 4,953
991
311

（地域付加額）

（通勤手当）
平成28年2月29日 ※

千円 千円 千円 千円

15,294 9,084 4,953
1,135

121
（地域付加額）

（通勤手当）
平成28年3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

965 743
92

129
（地域付加額）

（通勤手当）
平成28年3月1日 ※

注１：単位未満切り捨て表示のため、合計とは合致しない場合がある。

注３：「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。

Ｂ監事

B理事長

前職役名
その他（内容）

就任・退任の状況

Ａ理事

Ｄ理事

Ｅ理事

A理事長

Ａ副理事長

Ｆ理事

Ｃ監事

注２：「地域付加額」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。

Ｂ副理事長

Ｃ理事

Ａ監事

Ｂ理事



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

副理事長

理事

監事

【主務大臣の検証結果】

JOGMEC役員には我が国企業による資源開発の支援、資源備蓄、金属鉱業等

における鉱害の防止に必要な技術及び資金供給等の重要な任務への取組が求

められており、それに見合った適切な処遇が必要である。また、役員報酬には、経

済産業大臣による業績評価が反映される制度となっており、今回の金額について

も、その結果を反映したものであり、適正であると認める。

JOGMECにおいては、報酬等の支払の基準について、国家公務員・民間企業の

報酬・給与等を考慮するなど、適正確保に向けた取り組みを行っており、経済産業

省としてもそうした取り組みを促しつつ、支払水準の適正性について注視していく。

JOGMEC理事長には我が国企業による資源開発の支援、資源備蓄、金属鉱業

等における鉱害の防止に必要な技術及び資金供給等の重要な任務への取組が

求められており、それに見合った適切な処遇が必要である。理事長の報酬水準に

ついては、国家公務員給与（事務次官給与 22,701千円（平成27年人事院））、機

構と同規模の民間企業の役員報酬（27,916千円（平成27年民間企業役員報酬調

査）等を考慮して定めており、また、平成27年度の業績給については、平成26年度

評価結果（A評価）及び役員報酬の水準等を総合的に勘案して、評価結果に即し

た割合1.5で支給しており、妥当である。

JOGMEC副理事長は理事長を補佐し、我が国企業による資源開発の支援、資源

備蓄、金属鉱業等における鉱害の防止に必要な技術及び資金供給等の重要な任

務への取組が求められており、それに見合った適切な処遇が必要である。副理事

長の報酬水準については、国家公務員給与（事務次官給与 22,701千円（平成27

年人事院））、機構と同規模の民間企業の役員報酬（27,916千円（平成27年民間企

業役員報酬調査）等を考慮して定めており、また、平成27年度の業績給について

は、平成26年度評価結果（A評価）及び役員報酬の水準等を総合的に勘案して、

評価結果に即した割合1.5で支給しており、妥当である。

JOGMEC理事は石油開発推進本部、石油開発技術本部、金属資源開発本部、

資源備蓄本部、金属・石炭事業支援本部及び総務・経理・評価担当の各総括責

任者として、重要な任務への取組が求められており、それに見合った適切な処遇

が必要である。理事の報酬水準については、国家公務員給与（事務次官給与

22,701千円（平成27年人事院））、機構と同規模の民間企業の役員報酬（27,916千

円（平成27年民間企業役員報酬調査）等を考慮して定めており、また、平成27年

度の業績給については、平成26年度評価結果（A評価）及び役員報酬の水準等を

総合的に勘案して、評価結果に即した割合1.25～1.5で支給しており、妥当である。

JOGMEC監事は、法人の法令遵守状況、経理や契約の適正性、業務内容の適

正性などについて監査し、理事長に意見を提出する責務を負っており、それに見

合った適切な処遇が必要である。監事の報酬水準については、国家公務員給与

（事務次官給与 22,701千円（平成27年人事院））、機構と同規模の民間企業の役

員報酬（27,916千円（平成27年民間企業役員報酬調査）等を考慮して定めており、

また、平成27年度の業績給については、平成26年度評価結果（A評価）及び役員

報酬の水準等を総合的に勘案して、評価結果に即した割合1.5で支給しており、妥

当である。



４　役員の退職手当の支給状況（平成27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

5,813 7 11 平成28年2月28日 1.0（仮） ＊
千円 年 月

2,296 4 8 平成26年3月31日 1.0（仮） ※
注１．「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２．理事長及び監事Aについては在職期間の業績勘案率が未確定につき、暫定値（1.0）
　　　に基づき算出した額を支給している。

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

注：平成２７年度支給においては業績勘案率の確定した役員がいなかったため、該当無しとしている。

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事長

法人での在職期間

該当者無し

監事Ａ

判断理由

役員の業績及び法人業務の実績と役員退職手当の関係については、在職期間１月につき、そ

の者の退職日における月例支給額に100分の10.875を乗じて得た額に、経済産業大臣の定め

る業績勘案率を乗じて得た額を退職手当として支給する。



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

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

基本給：本俸
賞与：勤勉手当（査定分）

職員表彰制度に基づき、顕著な功績を挙げた職員に対し、その功労
を表彰し、昇給及び賞与に反映させる制度

　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

　③ 給与制度の内容及び平成27年度における主な改定内容

基本給：本俸 業績評価等によって昇給・昇格を行う制度

　① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

算定基礎額から賞与の固定部分の基礎額を減じた額に、基準日以
前６か月間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別に定める割
合を乗じて得た額に、職員各人の業績評価に応じて0.8から1.2の間
の評価係数を乗じた額を業績給とする制度

制度の内容

　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

国家公務員及び民間企業の給与動向を参考に、給与水準を決定する。検討するにあ

たっては、以下のデータ等を参考にした。

①人事院勧告（平成27年８月）

・民間給与との較差（0.36％）を埋めるため、世代間の給与配分の観点から若年層に重

点を置きながら俸給表の水準を引上げ

・ボーナスを引上げ（0.1ヶ月分）、勤務実績に応じた給与の推進のため勤勉手当に配分

②民間資源業界各社（大手５社平均） 平均年齢：41.5歳 平均年間給与額：926万円

（有価証券報告書のデータによる）

また、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、必要な取組を実施していく。

目標管理による人事考課制度により、職員の業績評価及び行動評価を処遇に反映するとと

もに、民間企業の動向や人事院勧告等を参考に、社会一般の情勢に適合した給与水準とな

るよう努めている。また、職員表彰制度に基づき、顕著な功績を挙げた職員に対し、その功

労を表彰し、職員の処遇に反映させている。

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構職員給与規程に則り、基本給（本俸、

扶養手当）、諸手当（職責手当、特別都市手当、広域異動手当、超過勤務手当、通勤手

当、単身赴任手当、住居手当、寒冷地手当、坑内作業手当、特地勤務手当、特地勤務

手当に準ずる手当、夜勤手当）及び賞与としている。

賞与は算定基礎額（本俸及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当、

広域異動手当の月額の合計額）に職務に応じた割合を乗じた額に、基準日以前６か月間

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を固定部分として支給している。

算定基礎額から賞与の固定部分の基礎額を減じた額に、基準日以前６か月間における

その者の勤務期間の区分に応じた割合を乗じて得た額に、職員各人の業績評価に応じ

て0.8から1.2の間の評価係数を乗じた額を業績給として支給している。

なお、平成27年度では、①本俸について平均0.4％引上げ、②賞与について0.1ヶ月引

き上げを実施した。



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

385 45.1 8,074 5,914 196 2,160
人 歳 千円 千円 千円 千円

385 45.1 8,074 5,914 196 2,160

注：区分中の職種、研究職種、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）については、該当者がいないため記載を省略した。

人 歳 千円 千円 千円 千円

17 46.7 14,280 12,694 - 1,586

注：任期付職員については該当者がいないため記載を省略した。

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 63.1 4,103 3,607 249 496
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 63.1 4,103 3,607 249 496

注：区分中の職種、研究職種、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）については、該当者がいないため記載を省略した。

人 歳 千円 千円 千円 千円

153 53.2 6,061 4,915 176 1,146
人 歳 千円 千円 千円 千円

153 53.2 6,061 4,915 176 1,146

注：区分中の職種、研究職種、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）については、該当者がいないため記載を省略した。

注：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。

再任用職員

事務・技術

非常勤職員

常勤職員

事務・技術

在外職員

区分 人員 平均年齢
平成27年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

事務・技術



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　職位別年間給与の分布状況
（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 33 56.4 11,821 12,917 10,121
　　・地方部長 2 － － － －
　　・本部課長 115 50.4 10,131 11,985 7,155
　　・地方課長 12 56.9 10,063 12,375 8,844
　　・本部課長代理 68 45.6 7,843 10,015 6,065
　　・地方課長代理 16 52.9 8,097 8,648 7,487
　　・本部係員 125 34.6 4,918 7,242 3,417
　　・地方係員 14 46.4 4,314 5,727 2,836
注：地方部長における該当者が２名のため、平均年齢及び平均額は記載しない。

年間給与額

　②年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
    〔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。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢



夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

46.0 46.2 46.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 54.0 53.8 53.9

％ ％ ％

         最高～最低 63.8～32.8 63.3～34.5 63.5～40.0

％ ％ ％

58.4 58.4 58.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 41.6 41.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.9～34.2 43.4～35.9 43.6～37.1

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 116.3

105.6

113.5

103.5・年齢・地域・学歴勘案

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

　当機構の業務は、資源国との資源外交を推進するとともに、地質構造調
査、探鉱・開発プロジェクトの審査・資金供給、技術開発、情報の収集・分
析・提供等の極めて高度で専門的なものである。
　このため、上記の機構の業務を行うためには物理探査、地質学、地質構
造解析などの専門技術のほか、語学能力等多岐にわたる高度な専門性が
必要であるため、職員の大学卒以上の割合が高く、特に技術系職員の
65.7％が大学院修了者となっている。
　職員の大学卒の割合を国と比較すると国が54.7％（行政職（一））に対し、
当機構は80.3％（平成27年度における常勤職員）であり、大学卒の比率が
国と比べて高い。
　また、勤務地で比較すると、東京都特別区内に勤務する国家公務員の割
合は24.9％であるのに対し、当機構は74.0％（平成27年度における常勤職
員）であり、地方出先機関に多くの職員を配する国家公務員とは異なり、当
機構職員の多くは東京都港区の本部事務所に配している。これらのことが
対国家公務員指数(年齢)を押し上げる要因となっている。
　なお、地域及び学歴を勘案した場合の対国家公務員指数は「103.5」であ
る。

※国については、平成27年国家公務員給与等実態調査より記載した。

　さらに、JOGMECは民間企業が参入困難な物理探査等の探鉱段階での
先駆的業務を担っており、このような業務を行うためには技術的専門性を有
する優秀な人材が必要。地質学、物理探査、地球科学、製錬及び石油工
学その他これらに準ずる分野での高度な技術的専門性を有する優秀な資
源開発人材を確保するため、一定程度の処遇が求められる。これらの人材
には、組織の管理を行う管理者に加え、資源外交推進のための産油・資源
国の政府や国営企業、海外企業との交渉、資源開発を行う我が国企業との
調整、高度な技術的専門性を必要とするプロジェクトの推進等を機構を代
表して行うスタッフ管理職員として職務を遂行している者が多数おり、対国
家公務員指数は高いものとなっている。
　なお、民間資源業界各社の給与が高水準のなか、JOGMECの平均給与
は、業界大手各社の従業員平均給与を大幅に下回る水準である。

（参考）民間資源業界各社との平均年間給与額との比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均年齢　　　平均年間給与額
民間資源業界各社（大手５社平均）※　　　　  41.5歳　　　　　926万円
JOGMEC　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  45.1歳　　　　　807万円

※各社の有価証券報告書のデータによる

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

④　賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

項目 内容

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）



・民間企業が活況を呈する中、給与水準については、上記のとおり不断の
見直しを行っており、今後も民間及び国家公務員の動向を見つつ、人事制
度の厳格な運用を図る等により、引き続き給与水準の適切な運営を行って
いく。

・平成24年6月から職員の本俸を平均▲0.23%引き下げるとともに、国家公
務員の給与削減に準じ、平成24年6月から平成26年5月までの間、職員の
本俸（最大▲9.77%）、管理職手当（▲10%）及び賞与（▲9.77%）並びに特別
都市手当等の本俸に連動する手当を削減。また、役員の月例支給額につ
いては、平成24年3月から▲0.5%の引き下げを実施するとともに、平成24年
4月から平成26年3月までの間に支給される報酬の▲9.77%を減額。

【主務大臣の検証結果】
　JOGMECの給与水準は、対国家公務員指数（年齢・学歴・地域勘案）をみ
ると103.5となっているが、同種の民間企業（資源開発会社・商社等）と比べ
ると低い状況。また、JOGMECの業務は、資源国との資源外交の推進、地
質構造調査、探鉱・開発プロジェクトの審査・資金供給、技術開発、情報の
収集・分析・提供等、極めて専門性が高く、これを遂行するためには、物理
探査、地質学、地質構造解析などの専門技術のほか、語学能力等多岐に
わたる高度な専門性を有する人材が必要であることから、現在の給与水準
はやむを得ないと考えられる。なお、総人件費は平成１７年度に比し、6.8％
の削減を実現している。今後も、民間及び国家公務員の給与動向等を見つ
つ、人事制度の適切な運用を図る等、引き続き給与水準の適正化を図るよ
う指示していく。

　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：9.7％】
（国からの財政支出額 214,381百万円、支出予算の総額 2,212,009百万
円：平成27年度予算）

【累積欠損額 93,448百万円（平成26年度決算）】

【管理職の割合：42.1％】
（平成２７年度における常勤職員数385名中162名）

【大卒以上の高学歴者の割合：80.3％】
（平成27年度における常勤職員数385名中309名（大学卒164人、大学院修
了者145人））
大学院修了者の割合では、国6.2％（行政職（一））に対し機構37.7％（技術
系職員の65.7％は大学院修了者である）。

【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合：0.2％】
（給与、報酬等支給総額 4,665百万円　支出総額 1,980,326百万円：平成
27年度決算見込み）

【法人の検証結果】
　国からの財政支出があることに鑑み、給与水準を引き下げる取り組みによ
り、平成18年度126.1、平成19年度122.7、平成20年度122.3、平成21年度
121.2、平成22年度117.0、平成23年度116.7、平成24年度118.9、平成25年
度118.2、平成26年度115.4であった対国家公務員指数は、平成27年度で
116.3と平成18年度に比べ9.8ポイント低減させている。また、総人件費削減
の取り組みにおいて、給与、報酬等支給総額は、平成17年度に対して平成
27年度で6.8％の削減を行っている。
　　今後、第3期中期計画において、運営費交付金を充当して行う業務につ
いては、中期目標期間中、一般管理費（退職手当を除く。）及び業務経費
（特殊要因を除く。）の合計について、新規に追加されるものや拡充される
分を除き、毎年度平均で前年度比1.13％以上の効率化を行うこととしてい
る。
　また、累積欠損額は探鉱段階における出資株式について、出資額の1/2
を機械的に評価損として会計処理していることが主な要因であり、給与水準
に直接結びつくものではない。
　職員数に占める管理職員の割合が高いことについては、機構業務を行う
に当たり、組織の管理を行う管理者に加え、資源外交支援のための産油・
資源国の政府や国営企業、海外企業との交渉、資源開発を行う我が国企
業との調整、高度な技術的専門性を必要とするプロジェクトの推進等を機構
を代表して行うスタッフ管理職員を設けていることによるものである（スタッフ
管理職員を除く管理職員の割合は28.8％）。

講ずる措置



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

Ⅲ　総人件費について

平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

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管理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。

総人件費について参考となる事項

１．「給与、報酬等支給総額」及び「最広義人件費」について
　①「給与、報酬等支給総額」については、俸給表改定（平均0.4％）及び賞与引上げ（0.1ヶ月）
　に伴い、前年度と比較して増額となっている。
　②「最広義人件費」については、非常勤役職員等給与が減額となったものの
　給与、報酬等支給総額が増額となったため、前年度と比較して増額となっている。

２．退職手当支給水準の引下げについて

Ⅳ その他

特になし。

・職員の退職手当の現行額に「調整率」100分の87を乗じて引下げを実施。

　「調整率」の段階的引下げ措置として、平成25年6月1日～同年9月30日まで100分の98、平成

　25年10月1日～平成26年6月30日まで100分の92、平成26年7月1日以降100分の87とした。

4,503,953

退職手当支給額
461,421 216,853

給与、報酬等支給総額

福利厚生費
932,764 985,332

最広義人件費
8,160,096 8,171,026

4,137,354

　「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

非常勤役職員等給与
2,628,556 2,464,886

4,665,048

づき、以下の措置を講ずることとした。

・役員の退職手当の現行額に「調整率」100分の87を乗じて引下げを実施。

　「調整率」の段階的引下げ措置として、平成25年4月1日～同年9月30日まで100分の98、平成

　25年10月1日～平成26年6月30日まで100分の92、平成26年7月1日以降100分の87とした。

300,407

2,453,641

1,028,324

8,447,421

区　　分

○２２歳（大卒初任給、独身）

月額 196,200円 年間給与 2,925,000円

○３５歳（本部課長代理、配偶者・子１人）

月額 413,407円 年間給与 6,718,000円

○４５歳（本部課長、配偶者・子２人）

月額 590,569円 年間給与 9,655,000円

賞与において算定基礎額から賞与の固定部分の基礎額を減じた額に、基準日以前６か月

間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別に定める割合を乗じて得た額に、組織及び

職員各人の業績評価に応じて0.8から1.2の間の評価係数を乗じた額を業績給として支給し

ており、今後も継続していく。


