
独立行政法人日本学術振興会の役職員の報酬・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 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、特別手当の額を100分の80以上

100分の110以下の範囲内で増減できることとしている。

改定なし

改定なし

改定なし

改定なし

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０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

18,239 11,376 5,138
1,592

133
（特別調整手当）

（通勤手当） ＊

千円 千円 千円 千円

15,053 9,408 4,249
1,317

78
（特別調整手当）

（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

15,475 9,408 4,249
1,317

500
（特別調整手当）

（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

10,953 6,806 3,074
952
119

（特別調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,164 1,164
（　　　　）

注１：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給するものである。
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。

法人の長

A理事

B理事

前職

A監事

B監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）



３　役員の退職手当の支給状況（平成２０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

該当者なし

千円 年 月

5,068 6 6 H19.9.30 1.0

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

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。

摘　　要

　支給額(総額）には、当法人
の前身である特殊法人日本学
術振興会における在職期間分
（平成13年4月1日～平成15年
9月30日）は含まれていない。
　業績勘案率は、文部科学省
独立行政法人評価委員会が
行う業績評価により決定され
た。
　支給額（総額）のうち、658千
円は平成19年度に支給済。

監事

監事
（非常勤）

法人の長

理事

法人での在職期間



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 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 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

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

本　　給

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：勤勉手当

（査定分）

制度の内容

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）を

踏まえ、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を基準として5%以上を基本とする削減を引き続き着

実に実施する。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、

国家公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

給与水準の決定に際しては、中期計画に定める人件費の総額の範囲内で、人事院勧告を考慮しつ

つ、社会一般の情勢に適合したものとする。

複数の評定者による客観的な勤務評定を行い、職員の処遇に的確に反映させることにより、本

人のインセンティブが高まるようにするとともに、能力に応じた人員配置をきめ細かに実施し、業

務の効率化・効果的な遂行を可能にする。

勤務成績に応じて増減する。

勤務成績に応じて5段階の昇給を実施する。

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

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

58 35.9 6,328 4,647 156 1,681
人 歳 千円 千円 千円 千円

58 35.9 6,328 4,647 156 1,681
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 31.8 5,006 3,700 105 1,306
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 31.8 5,006 3,700 105 1,306
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

本　　給

任期付職員

うち所定内人員

事務・技術

非常勤職員

事務・技術

事務・技術

うち賞与平均年齢
平成２０年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）を

踏まえ、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を基準として5%以上を基本とする削減を引き続き着

実に実施する。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、

国家公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

給与水準の決定に際しては、中期計画に定める人件費の総額の範囲内で、人事院勧告を考慮しつ

つ、社会一般の情勢に適合したものとする。

複数の評定者による客観的な勤務評定を行い、職員の処遇に的確に反映させることにより、本

人のインセンティブが高まるようにするとともに、能力に応じた人員配置をきめ細かに実施し、業

務の効率化・効果的な遂行を可能にする。

勤務成績に応じて増減する。

勤務成績に応じて5段階の昇給を実施する。

・特別都市手当 平成18年度から5年間に渡り、予算の状況に応じ、本給月額の6%→12%に引き

上げ（平成20年度：10%)

・昇 給 給与水準の抑制を図るため、昇給号俸数の１号俸抑制を実施

注1：研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員）については、

該当者がないため省略している。
注2：在外職員、再任用職員については、該当者がないため省略している。
注3：非常勤職員については、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、

員数以外は記載していない。

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）を

踏まえ、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を基準として5%以上を基本とする削減を引き続き着

実に実施する。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、

国家公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

給与水準の決定に際しては、中期計画に定める人件費の総額の範囲内で、人事院勧告を考慮しつ

つ、社会一般の情勢に適合したものとする。

複数の評定者による客観的な勤務評定を行い、職員の処遇に的確に反映させることにより、本

人のインセンティブが高まるようにするとともに、能力に応じた人員配置をきめ細かに実施し、業

務の効率化・効果的な遂行を可能にする。

勤務成績に応じて増減する。

勤務成績に応じて5段階の昇給を実施する。

・特別都市手当 平成18年度から5年間に渡り、予算の状況に応じ、本給月額の6%→12%に引き

上げ（平成20年度：10%)

・昇 給 給与水準の抑制を図るため、昇給号俸数の１号俸抑制を実施

注1：研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員）については、

該当者がないため省略している。
注2：在外職員、再任用職員については、該当者がないため省略している。
注3：非常勤職員については、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、

員数以外は記載していない。



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

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、⑤まで同じ。

注2：年齢48～51歳及び56～59歳の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか

ら、年間給与については、表示していない。

注3：年齢40～43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があることから、年間給

与額の第1・3四分位については表示していない。
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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

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

本部部長 2 － － － －
本部課長 8 44.9 7,811 9,565 10,263
本部課長代理 4 39.5 － 7,575 －
本部係長 23 36.5 5,222 5,760 6,393
本部主任 6 34.8 4,397 4,990 5,342
本部係員 19 29.1 4,045 4,333 4,646

区分 計 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

58 2 7 5 11 16 17 0
（割合） （3.4%） （12.1%） （8.6%） （39.1%） （27.6%） （29.3%） （0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

- 58～39 45～32 46～35 39～29 32～25 -
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

-
8,391

～5,534
6,319

～4,673
5,561

～4,197
4,412

～3,060
3,899

～2,611
-

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

11 690 8 606 7 514 6 060 5 236

（常勤職員）

年間給与
額(最高

係員

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

③  職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員）

部長 課長
課長・

課長代理
係長 係長・主任 係員

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

代表的職位

注1：部長の該当者は2人のため、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、年間給与の平均額

は記載していない。

注2：課長代理の該当者は4人のため、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、第1・3四分位

については記載していない。

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、⑤まで同じ。

注2：年齢48～51歳及び56～59歳の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか

ら、年間給与については、表示していない。

注3：年齢40～43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があることから、年間給

与額の第1・3四分位については表示していない。
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人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円

-
11,690
～7,811

8,606
～6808

7,514
～5,754

6,060
～4,197

5,236
～3,593

-
額(最高～

最低)

注1：部長の該当者は2人のため、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、年間給与の平均額

は記載していない。

注2：課長代理の該当者は4人のため、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、第1・3四分位

については記載していない。

注：1等級における該当者が2人のため、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、「年齢（最高

～最低）」以降の事項については記載していない。

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、⑤まで同じ。

注2：年齢48～51歳及び56～59歳の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか

ら、年間給与については、表示していない。

注3：年齢40～43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があることから、年間給

与額の第1・3四分位については表示していない。
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区分 計 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

4 0 0 0 0 2 2 0
（割合） （0%） （0%） （0%） （0%） （50.0%） （50.0%） （0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

- - - - - - -
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- - - - - - -

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- - - - - - -

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

58.0 61.5 59.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.0 38.5 40.2

％ ％ ％

         最高～最低 45.5～33.6 40.4～30.7 42.9～32.1

％ ％ ％

係員

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

（任期付職員）

部長 課長
課長・

課長代理

④ 賞与（平成２０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

一律支給分（期末相当）

係長 係長・主任 係員

年間給与
額(最高～

最低)

注：5等級及び6等級における該当者が2人のため、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

齢（最高～最低）」以降の事項については記載していない。

％ ％ ％

64.3 67.5 66.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.7 32.5 34.0

％ ％ ％

         最高～最低 38.3～33.0 38.3～33.0 36.1～31.5

⑤

117.2

108.5

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

一般
職員

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

対国家公務員（行政職（一））

対他法人（事務・技術職員）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

注：5等級及び6等級における該当者が2人のため、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

齢（最高～最低）」以降の事項については記載していない。



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０４．９

参考 学歴勘案　　　　　　 １１５．１

地域・学歴勘案　　　１０２．７

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　１１７．２

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

１．研究助成・学術の国際交流等を推進する業務を行っており、職員に大学
卒・修士など高学歴の者が必要であり、実際に高学歴の者が多い。
（大学卒以上の割合　国49.1％　当法人91.7％）
２．文部科学省の施策を同省と一体的に実施している関係から、同省と地理
的に近接している必要があり、勤務地が東京都特別区のみである。また、小
規模な組織であり、地方に出先機関を置く必要がない。
（地域手当支給区分1級地に在職する者の割合　国26.2％　当法人100％）
３．小規模な組織のため、宿舎を保有しておらず、また、人事交流者が69％
を占め、地方大学等から転居を伴い勤務する者が多いため、住居手当の受
給者が多い。
（住居手当を受給している者の割合　国22.8％　当法人51.9％）
４．事業実施に当たり、①職員1人当たりの事業規模が多額（約15億円）で大
きな責任を伴う、②研究費の審査・配分等における学会の有識者との連絡・
調整、③海外の学術研究機関、ファンディング機関との交渉・協力など高度
な判断能力、高い語学力が求められ、優秀な管理職が必要とされる。その
ため、結果として国等と比して、管理職の割合が高くなっている。
（管理職の割合　国13.9％　当法人16.7％　〔国は行政職（一）6級以上、当
法人は課長級以上の者を対象とした。〕）

（上記における国の割合については、平成20年度国家公務員給与等実態
調査の行政職（一）の者を使用した。）

　給与水準の適切性の
　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99.7％
（国からの財政支出額　156,688,783千円、支出予算の総額　157,107,810
千円：平成20年度予算）
支出総額に占める給与、報酬等支出総額の割合　0.48％（決算が確定して
いないため暫定値）

【検証結果】
当法人は、①学術研究の助成、②若手研究者の養成、③学術に関する国
際交流の推進、④大学改革の支援のための事業を行う我が国唯一の学術
振興機関である。これらの事業実施に当たっては、高度な専門性が求めら
れることから、優秀な人材を確保するために、当法人の給与水準は国に比
べて高くなっているものと考えている。

【累積欠損額について】
累積欠損額　無し（平成19年度決算）
【検証結果】
非該当

講ずる措置

１．人事院勧告を踏まえた給与改定
　　　人事院勧告を踏まえ国家公務員に準じた給与改定を実施している。
　　　（主な改正　15年度△1.09％、17年度△0.3％、平成18年度△4.8％）
２．給与体系等の見直し
　　　・給与格付の引き下げ〔平成16年7月、平成18年4月、平成20年4月〕
　　　・給与水準の引き下げ（俸給表の見直し）〔平成18年度〕（△4.8％）
　　　・管理職員手当の見直し（本給月額の20%→16%～20%）〔平成18年度〕
　　　・管理職員ポストの削減（課長職△１）〔平成19年度〕
　　　・職員の昇給号俸数の抑制〔平成20年1月～〕　を実施。
３．「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」
（平成18年法律第47号）による総人件費改革を着実に実施。

引き続き対国家公務員指数の削減に努め、平成22年度における対国家公
務員指数において、年齢勘案で115.0、年齢・地域・学歴勘案で102.0を目
指す。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
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

-

最広義人件費
1,286,297 1,301,492 △ 15,195

10.9 -

-

退職手当支給額
4,608

△ 1.2 - -

福利厚生費
125,865 113,495 12,370

非常勤役職員等給与
416,232 458,049 △ 41,817 △ 9.1 -

9,490 △ 4,882 △ 51.4 -

-

-

給与、報酬等支給総額
739,592 720,458 19,134 2.7 -

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成20年度）からの増△減

○ 給与、報酬等総額（A)は対前年度比＋2.7%であるが、主な要因としては、競争的研究資金により雇用される

任期付職員を雇用したためであり、当該部分を除いた削減対象人件費は699,214千円である。

○ 最広義人件費（A+B+C+D)は対前年度比△1.2％であるが、主な要因としては、派遣職員等経費の削減及び

退職手当支給額の減額によるものと考えられる。

○ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及び「行政

改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況については 以下のとおりで

○ 給与、報酬等総額（A)は対前年度比＋2.7%であるが、主な要因としては、競争的研究資金により雇用される

任期付職員を雇用したためであり、当該部分を除いた削減対象人件費は699,214千円である。

○ 最広義人件費（A+B+C+D)は対前年度比△1.2％であるが、主な要因としては、派遣職員等経費の削減及び

退職手当支給額の減額によるものと考えられる。

○ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及び「行政

改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況については、以下のとおりで

ある。

ⅰ）主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項

・平成18年度以降の5年間で、平成17年度を基準として5%以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。

・国家公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。（ただし、今後の人事院勧告を踏まえた

給与改定分については、削減対象から除く。）

・職員の能力と実績を適性かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させるとともに、適材適所の人事配置とし、

職員の能力の向上を図る。

ⅱ）本会が中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針

・国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを行う。また、給与水準の適正化を

図るため、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理職員手当の見直しを行うとともに、職員給与の昇給号俸

の抑制を行うなどにより、総人件費の縮減を図る。

・複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、連続した特別昇給や昇給延伸などを含め、職員の

処遇に的確に反映させることにより、本人のインセンティブが高まるようにするとともに、能力に応じた人員配置を

きめ細やかに実施し、業務の効率的・効果的な遂行を可能にする。

ⅲ）上記ⅱの進ちょく状況

・平成20年度における総人件費改革の取り組みは、基準年度（平成17年度）と比して、△4.8%となり、着実に削減

がなされているところである。



基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

734,615 732,729 720,458 699,214

△ 0.3 △ 1.9 △ 4.8

△ 0.3 △ 2.6 △ 5.5
人件費削減率（補正値）

（％）

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

注1：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を

踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成18年、平成19年、平成20年の

行政職(一)職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%である。

注2：競争的資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金又は国

からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国

策上重要な研究課題（第三期科学技術基本計画（H18.3.28閣議決定）において指定されている戦略重点科学技

術をいう。）に従事する者及び若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）を削減対象人件

費から除いているため、Ⅲ表の「給与、報酬等支出総額」と削減対象人件費の金額とが異なることとなる。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

平成20年度においては、人件費の削減率が補正値で5.5%と大幅に増加しているが、これは、育児休

業及び休職による欠員の補充がやむを得ずできなかったためである。仮に欠員が生じなかった場合の

削減率は、補正値で約3.8％になると推定される。

当法人においては、平成16年の給与実態調査（対国家公務員指数125.6）を踏まえ、給与制度の見

直し等を実施した。その結果、本年の同指数は117.2となり、着実に給与水準の削減が図られていると

ころである。

注1：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を

踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成18年、平成19年、平成20年の

行政職(一)職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%である。

注2：競争的資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金又は国

からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国

策上重要な研究課題（第三期科学技術基本計画（H18.3.28閣議決定）において指定されている戦略重点科学技

術をいう。）に従事する者及び若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）を削減対象人件

費から除いているため、Ⅲ表の「給与、報酬等支出総額」と削減対象人件費の金額とが異なることとなる。
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