
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立女性教育会館(法人番号1030005011641)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

    国立女性教育会館は、女性教育指導者その他の女性教育関係者に対する研修、女性教育に関する専門的

　  な調査研究を行うことにより、女性教育の振興及び男女共同参画社会の形成に資することを目的としている。

　  法人の長は、女性教育振興のための研修及び調査研究等における統括者としてのリーダーシップ及び専門

　  性が求められる。また、法人の長の報酬等の支給基準については、独立行政法人通則法において国家公務

　  員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績等を考慮して定めることとされること

　  から、当法人の長の報酬水準については、上記の職務内容の特性・職責等を考慮して外局の次長級と同等

　  の国家公務員指定職俸給表3号俸相当とし、さらに国家公務員指定職の給与改定が行われた際には同様

　  の改定を行うこととしている。

当法人は平成13年度より、役員給与規程に基づき、期末特別手当について文部科学大臣が行う事業評価の

結果を勘案し決定。具体的には、100分の10の範囲内で増額または減額することが可能である。

当法人の業務実績を踏まえ、平成29年度における常勤役員の期末特別手当の額については、増額又は減額を

行うことなく役員給与規程で定める支給割合通りの支給を行った。

法人の長
　　　　　　役員報酬は本給月額および期末特別手当から構成されている。月額については、独立行

　　　　　　政法人国立女性教育会館役員給与規程に則り、本給月額は指定職３号俸（月額818，000円）

　　　　　　で支給している。

　　　　　　期末特別手当についても、同規程に則り、期末特別手当基準額（本給及び広域異動手当

　　　　　　の月額）＋（本給及び広域異動手当の月額）×100分の20＋本給月額×100分の25の合計額）

　　　　　　に6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の175を

            乗じた額としている。

　　　　　　平成29年度は平成29年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法律」の改正

　　　　　  に準じて、12月期期末特別手当の支給割合を100分の175(改正前:100分の170）

　　　　　　に引き上げた。

理事
　　　　　　役員報酬は本給月額および期末特別手当から構成されている。月額については、独立行

　　　　　　政法人国立女性教育会館役員給与規程に則り、本給月額は指定職１号俸（月額706，000円）

　　　　　　で支給している。

　　　　　　期末特別手当についても、同規程に則り、期末特別手当基準額（本給及び広域異動手当

　　　　　　の月額）＋（本給及び広域異動手当の月額）×100分の20＋本給月額×100分の25の合計額）

　　　　　　に6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の175を

            乗じた額としている。

　　　　　　平成29年度は平成29年人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法律」の改正

　　　　　  に準じて、12月期期末特別手当の支給割合を100分の175(改正前:100分の170）

　　　　　　に引き上げた。

理事（非常勤）

　　　　　　該当者なし

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成２９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２９年度における改定内容
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監事

　　　　　　該当者なし

監事（非常勤）
　　　　　　役員報酬は、独立行政法人国立女性教育会館役員給与規程に則り、非常勤役員手当と

　　　　　　して月額17,000円にて支給している。なお、平成29年度の改定はない。

２　役員の報酬等の支給状況
平成２９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

14,018 9,816 3,914 288
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,768 8,472 3,518
424
354

（広域異動手当）

（通勤手当）
4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

204 204 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

204 204 0 0
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 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

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

　　　　　　当法人は研修及び調査研究等を通じて、女性教育の振興および男女共同参画社会の形成

　　　　　　に資することを目的としており、法人の長には、女性教育振興のための研修および調査研究

　　　　　　を目的とする法人における統括者としてのリーダーシップ及び専門性が求められる。

　　      　また、法人の長の報酬等の支給基準（月額818，000円）については、当法人と同様に人材

　　　　　　育成・研修等を目的とする他法人の理事長の報酬月額（国立特別支援教育総合研究所、

　　　　　　国立青少年教育振興機構895，000円)と比較しても報酬水準は妥当と考える。

　理事
　　　　　　当法人は研修及び調査研究等を通じて、女性教育の振興および男女共同参画社会の形成

　　　　　　に資することを目的しており、理事には、女性教育振興のための研修及び調査研究を目的と

　　　　　　する法人の長の補佐的役割が求められる。また、理事の報酬等の支給基準（月額706，000円）

　　　　　　については、当法人と同様に人材育成・研修等を目的とする他法人の理事の報酬月額

　　　　　　（国立特別支援教育総合研究所761,000円、国立青少年教育振興機構706，000円)

　　　　　　と比較しても報酬水準は妥当と考える。

　理事（非常勤）
　　　　　　該当者なし

　監事
　　　　　　該当者なし

A理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

法人の長

Ｃ監事
（非常勤）

Ｂ監事
（非常勤）
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　監事（非常勤）
　　　　　　当法人は研修及び調査研究等を通じて、女性教育の振興および男女共同参画社会の形成

　　　　　　に資することを目的としており、監事は、女性教育振興のための研修及び調査に関する会計・

　　　　　　財務面や事業面に対する監査業務に携わっている。また、監事の報酬等の支給基準に

　　　　　　ついては、当法人は研修及び調査研究等を通じて、女性教育の振興および男女共同参画

　　　　　　社会の形成に資することを目的としており、監事は、女性教育振興のための研修及び調査

　　　　　　に関する会計・財務面や事業面に対する監査業務に携わっている。

　　　　　　また、監事の報酬等の支給基準については、当法人と同様に研修等を目的とする独立行

　　　　　　政法人日本学生支援機構の非常勤役員手当額も同額（月額17，000円）であり妥当と考える。

【主務大臣の検証結果】

　　　　　　職務内容の特性や参考となる国家公務員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　役員の退職手当の支給状況（平成２９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

該当者無し

千円 年 月

該当者無し

千円 年 月

該当者無し

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
【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

文部科学大臣が行う業務評価の結果を勘案して、期末特別手当の額をその100分の10の範囲内で増額又は減額

することができる。　　　

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。

該当者無し

法人での在職期間

監事
（非常勤）

判断理由
該当者無し

該当者無し

理事

法人の長

理事

法人の長

監事
（非常勤）
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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

　　平成29年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の事務・技術職の平均給与月額は410,719円、
　研究職の平均給与月額は554,595円である。当法人の全職員の平均給与月額は393,492円となっている。

　③　 給与制度の内容及び平成２９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

20 45.5 5,986 4,433 192 1,553
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 44.1 5,829 4,309 181 1,520
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 53.5 6,874 5,133 251 1,741

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 39.1 3,216 2,350 76 866
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 39.1 3,216 2,350 76 866
人 歳 千円 千円 千円 千円

0 0 0 0 0 0

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。

総額
人員

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

非常勤職員

研究職種

　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。）

常勤職員

うち賞与平均年齢

　当法人の給与水準を検討するにあたって、当法人の給与算出は国に準じているため、国家公務員のうち

　事務・技術職および研究職の平均給与月額を参考にした。

  勤勉手当について、①職員の勤務期間による割合(0/100～100/100)の間、②職員の勤務成績による割合

　(成績率:6月期:上限105/100、12月期:上限115/100)を基に算定した。（なお、②における12月期については、

　人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法律」の改正に準じた会館規程の改正によって、

　成績率が改定されている。）

   給与制度について、独立行政法人国立女性教育会館職員給与規程に則り、基本給(本給)および、諸手

　 当(扶養手当、管理職手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務

　 手当、管理職員特別手当、期末手当および勤勉手当)とする。

   期末手当については、期末手当基準額(俸給＋扶養手当＋(俸給＋扶養手当)×地域手当率＋(俸給＋

　 扶養手当)×広域異動手当率)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、

　 6月に支給する場合は100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5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の区分に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＋俸給×地域手当率＋俸給×広域異動手当率)の合計に

   理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の総額

　 は、その者に所属する職員の勤勉手当基礎額に職員が基準日現在において受けるべき扶養手当の月額

　 およびこれに対する地域手当、広域異動手当の合計額を加算した額に100分の90を乗じて得た額の総額

　 を超えてはならない。

　

　  なお、平成29年度における主な改定内容は以下のとおりである。

　　・人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法律」の改正に準じた会館規程の改正によって、

　　本給表の改正と勤勉手当の成績率引き上げを行った。

　　(本給表、勤勉手当は平成29年4月1日付け適用)

事務・技術

事務・技術

研究職種

うち所定内
平成２９年度の年間給与額（平均）
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②

②

注:当法人における研究職員の該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定されることからグラフを省略した。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

3 47.8 8,096

1

8 48.4 5,757

2

3 25.5 3,463

平均年齢および年間給与額の平均額および最低額・最高額については記載していない。

最低額・最高額については記載していない。

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。〕

平均年齢
年間給与額

人員

課　　　長

課長補佐

注１：課長、係員の該当者は３名以下のため、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、年間給与額の

最高～最低

注2：課長補佐、主任の該当者は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れがあることから、

係　　　員

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

7,355～4,304

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40-43歳、48-51歳、52-55歳、56-59歳については該当者は2名以下のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれがあることから人数以外は記載していない。

年齢別年間給与の分布状況（研究職員）〔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。〕

係　　　長

主　　　任

２０歳 ５６歳２８歳２４歳 ６０歳……………………………………………………

（国）（平均）

（第１分位）

（平均）

(人)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,000

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

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円
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③

④

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

59.4 59.3 59.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

40.6 40.7 40.6

％ ％ ％

         最高～最低 　　～　　 　　～　　

％ ％ ％

59.2 58.5 58.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

40.8 41.5 41.2

％ ％ ％

         最高～最低 　43.3～38.1 　45.5～40.1 　44.5～39.6

④

一律支給分（期末相当）

一般
職員

賞与（平成２８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

注１：管理職員の該当者は３名以下のため、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、査定支給分（勤勉相当）の最低額・最高額については記載していない。

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２８年度）における査定部分の比率（研究職員）

注:当法人における研究職員の該当者は管理職員1名、一般職員2名のため、当該個人に関する情報が特定されること
から表を省略した。

職位別年間給与の分布状況（研究職員）

注:当法人における研究職員の該当者は室長1名、係員2名のため、当該個人に関する情報が特定されることから表を省
略した。
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

研究職員

４　モデル給与
　内閣人事局作成の「国家公務員モデル給与例」に準ずる。

(扶養親族がいない場合)

　25歳（地方機関係員）月額給与189,400円　年間給与3,095,000円

　35歳（地方機関係長）月額給与 270,600円　年間給与4,480,000円

　50歳（地方機関課長）月額給与411,800円 　年間給与6,986,000円

※扶養親族がいる場合は、扶養手当（満２２才に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子については1人につき

月額1万円、それ以外の扶養手当の対象親族については1人につき、月額6，500円）を支給

（主務大臣の検証結果）
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。

（主務大臣の検証結果）
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　　　　　　　　６１．９

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　６２．１

・年齢・地域勘案　　　　　　　　８２．２

・年齢・地域・学歴勘案　　　　９０．９

今後も国家公務員に準じた適切な給与水準を維持する。

該当無し

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員
指数の状況 ・年齢・学歴勘案　　　　　　　　８１．４

講ずる措置

内容

（法人の検証結果）
対国家公務員指数はすべて100未満であり、妥当と考える。

項目

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　８３．３

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・地域・学歴勘案　　　　７４．９

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
対国家公務員指数はすべて100未満であり、妥当と考える。

・年齢・地域勘案　　　　　　　　９２．０

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

該当無し

今後も国家公務員に準じた適切な給与水準を維持する。
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５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　 勤勉手当の支給について、①職員の勤務期間による割合(0/100～100/100)の間、②職員の勤務成績に基

づき算定する。(②における成績率は「一般職の職員の給与に関する法律」に準ずる。)

今後も同様に継続していく方針である。

Ⅲ　総人件費について

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 31,905 33,834
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

「公務員の給与改定に関する取り扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、

役職員の退職手当について、国家公務員に準じ、平成30年1月1日から以下の措置を講じた。

Ⅳ　その他

特になし

福利厚生費

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。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

263,361252,965

退職手当支給額

58,134 54,810

162,300 174,717

626 0

区　　分

給与、報酬等支給総額

役員退職手当：

　役員退職手当規程を改正し、調整率を１００分の１０．８７５から１００分の１０．４６２５

職員退職手当：

　職員退職手当規程を改正し、調整率を１００分の８７から１００分の８３．７に引き下げた。

　に引き下げた。
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