
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人製品評価技術基盤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 平成２４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

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２４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

16,315 9,874 4,664 1,777 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

13,026 7,795 3,682
1,４０３

１４６
（地域手当）
（通勤手当）

H25.3.31 ※

千円 千円 千円 千円

5,239 2,598 2,174 467 （地域手当） H24.7.27 ◇

千円 千円 千円 千円

7,774 5,197 1,507
９５３
１１７

（地域手当）
（通勤手当）

H24.7.28 ◇

千円 千円 千円 千円

10,854 6,344 2,943
1,１４１

４２６
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,852 3,789 63 （通勤手当）

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。

前職

A監事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

B監事
（非常勤）

C理事

別 添 

 経済産業省独立行政法人評価委員会の前年度の評価結果に応じて、基本俸給（俸給

及び地域手当の月額に１２を乗じて得た額並びに期末手当を加えた額）に次の割合を乗

じて得た額を業績給とした。 
【AA評価：１００分の１０、A評価：１００分の７．５、B評価：１００分の５、C評価：１００分の２．
５、D評価：零】 

Ⅱ１②ウ「平成２４年度における給与制度の主な改正点」に記載 

Ⅱ１②ウ「平成２４年度における給与制度の主な改正点」に記載 

Ⅱ１②ウ「平成２４年度における給与制度の主な改正点」に記載 

Ⅱ１②ウ「平成２４年度における給与制度の主な改正点」に記載 

Ⅱ１②ウ「平成２４年度における給与制度の主な改正点」に記載 



３　役員の退職手当の支給状況（平成２４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

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入する。
注２：「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「※」、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

理事A

法人での在職期間

監事A

摘　　要

９人 



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〕

　ウ 平成２４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

318 45.8 6,775 5,132 188 1,643
人 歳 千円 千円 千円 千円

318 45.8 6,775 5,132 188 1,643

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：常勤職員の区分中の職種、研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、

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記載を省略した。

平成２４年度の年間給与額（平均）

６月と１２月に業績手当として支給する。その支給額は業績評価結果と６か
月における勤務成績に応じた業績率を乗じて反映させる。
なお、一般職員の業績評価結果に対する業績率は、次のとおりとなってい
る。
　業績評価　５　　１００分の７７．５
　業績評価　４　　１００分の７２．５
　業績評価　３　　１００分の６７．５
　業績評価　２　　１００分の６２．５
　業績評価　１　　１００分の５７．５

うち所定内人員

常勤職員

　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

区分
総額 うち賞与平均年齢

事務・技術

 中期計画に基づき、行政改革の重要方針による国家公務員の純減目標及び給与構造
改革を踏まえ、人件費管理の目標設定および実行計画を策定し、人材の効率的・有効活
用、適正配置を図ることにより、職員数および人件費の厳正な管理を行っている。 

 独立行政法人通則法第５７条の規定を基本とし、国家公務員の給与の改定内容（人
事院勧告）を考慮し、わが国社会一般の情勢の変化に応じ決定している。 

 職員の業績評価結果と勤務態度を勘案し、勤務成績を業績手当へ反映させる。 

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講ずることとした。 
（職員について） 
・実施期間：平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日 
・俸給表関係の措置の内容：７級以上（▲９．７７％）、３級～６級（▲７．７７％）、２級以下
（▲４．７７％） 
・諸手当関係の措置の内容：職責手当（管理職手当）（▲１０％）、地域手当（その算定基
礎となる俸給月額、職責手当は前述の減額後の月額により算出）、期末手当（▲９．７
７％）、業績手当（勤勉手当）（▲９．７７％） 
（役員について） 
・俸給月額の措置の内容：理事長，理事，理事（非常勤），監事，監事（非常勤）（▲９．７
７％） 
・諸手当関係の措置の内容：地域手当（▲９．７７％）、期末手当（▲９．７７％）、業績給（▲
９．７７％） 
 



注：在外職員の職種については該当者がないため記載を省略した。

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 39.8 5,331 5,002 235 329
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 39.8 5,331 5,002 235 329

注：任期付職員の区分中の職種、事務・技術、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記載を省略した。

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注：再任用職員の区分中の職種、研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、
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記載を省略した。

注：再任用職員については、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、
人数以外は記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

0 0 0 0 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

0 0 0 0 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

0 0 0 0 0 0

注１：「事務・技術補助職種」とは、常勤職員の業務を補助する職種を示す。
注２：「技術専門職種」とは、専門的技術を必要とする業務を行う職種を示す。
注３：非常勤職員の区分中の職種、事務・技術、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記載を省略した。

事務・技術補助職種

任期付職員

研究職種

技術専門職種

非常勤職員

事務・技術

再任用職員



②

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、⑤まで同じ。

（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 18 55.8 8,172 9,292 9,781

本部課長 44 54.6 8,059 8,328 8,598

本部課長補佐 52 50.4 7,134 7,418 7,748

本部係長 175 44.0 5,474 6,106 6,749

本部係員 29 28.7 3,487 3,678 3,896

③

区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

318 0 2 4 10 46
（割合） (0.0%) (0.6%) (1.3%) (3.1%) (14.5%)

歳 歳 歳 歳 歳

－ 59～52 59～55 59～47

千円 千円 千円 千円 千円

－
8,013～
6,875

7,032～
6,398

7,112～
5,468

千円 千円 千円 千円 千円

－
10,942～

9,086
9,420～
8,374

9,223～
7,278

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

77 109 39 22 9
（割合） (24.2%) (34.3%) (12.3%) (6.9%) (2.8%)

歳 歳 歳 歳 歳

59～43 53～36 44～31 34～25 30～24

千円 千円 千円 千円 千円

6,260～
4,401

5,684～
3,733

4,682～
3,055

3,539～
2,441

2,934～
2,414

千円 千円 千円 千円 千円

8,251～
5,878

7,549～
5,071

6,163～
4,106

4,553～
3,215

3,750～
3,160

注：９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のあることから、

「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（事務・技術職員）

人員

年齢（最
高～最低）

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、⑤まで同じ。〕

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

部長

年齢（最
高～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員

所長 次長 課長

専門官 主査 主任 主任 係員
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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 

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 



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

60.5 64.3 62.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.5 35.7 37.5

％ ％ ％

         最高～最低 48.8～35.4 44.0～32.6 46.3～34.3

％ ％ ％

62.9 66 64.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.1 34 35.5

％ ％ ％

         最高～最低 39.9～33.4 36.0～30.8 37.9～32.0

⑤

104.5

97.9

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

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　　　　　　 　９８．２

参考 学歴勘案　　　　　　 １０２．７

地域・学歴勘案　　　　９７．２

①支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　６４．３%
②管理職の割合　１５．８％
③大卒以上の高学歴者の割合　７０．０％

＜平成２５年度に見込まれる対国家公務員指数＞　１０４．５
（地域・学歴勘案　９７．２％）
＜改善策・目標水準＞
国に準じた給与体系及び給与水準を継続・維持する予定。

【累積欠損額について】
累積欠損額なし（平成2４年度決算）

【検証結果】
累積欠損額がないため、該当なし。

【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　74.86％
（国からの財政支出額　6,834,319千円、支出予算の総額　9,129,731千円：
平成24年度予算）

【検証結果】
独立行政法人製品評価技術基盤機構は、特定独立行政法人として国に準
じた給与体系を採っている。上記に示すとおり、地域・学歴勘案した場合の
対国家公務員指数は９７．２となっている。
こうしたことから、給与水準は適切であると考えられるが、引き続き、国家公
務員の給与水準を十分考慮し、適切性を維持する。

【主務大臣の検証結果】
国に準じた給与体系を採っており、かつ、地域・学歴勘案した場合の対国
家公務員指数は９７．２であり、ほぼ同水準であるため、適切である。

　給与水準の適切性の
　検証

内容

対国家公務員　　１０４．５

国と比較して地域手当支給割合の高い地域に職員が集中しているため、国
に比べて給与水準が高くなっている。
地域・学歴勘案した場合の対国家公務員指数は９７．２であり、ほぼ同水準
となっている。

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））

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、

指数の状況

講ずる措置

項目

管理
職員

一律支給分（期末相当）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　　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

賞与（平成２４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

区分

対他法人（事務・技術職員）



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成24年度）

前年度
（平成23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

Ⅳ 法人が必要と認める事項

福利厚生費

-137,129

406,621 409,215 -2,594 (   △0.6) -2,594

非常勤役職員等給与

-209,6282,775,412

比較増△減

（　 △3.1）4,318,478 4,455,607 -137,129 （　 △3.1）

（ 　△7.0）

88,972 (     38.0)

最広義人件費

88,972234,151

827,201 -13,879

(   △0.6)

(    △1.7)(    △1.7) -13,879

2,985,040

813,322

中期目標期間開始時（平
成23年度）からの増△減

(     38.0)
退職手当支給額

323,123

-209,628 （ 　△7.0）

区　　分

給与、報酬等支給総額

○「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）に基づき、平成２５年１月から以下

の措置を講ずることとした。 
 ・役職員の退職手当について、支給水準の引下げを実施した。 
  役員に関する講じた措置の概要：支給水準の引下げ、８７／１００ 
  （経過措置：平成２６年７月まで段階的に引下げ、平成２５年１月～９月 ９８／１００、平成２５年１０月～平成２６年６月 ９２
／１００） 
 

  職員に関する講じた措置の概要：国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成24年法律第96号）の適用を受

けており、国と同様の支給水準の引下げを実施、８７／１００ 
 （経過措置：平成２６年７月まで段階的に引下げ、平成２５年１月～９月 ９８／１００、平成２５年１０月～平成２６年６月 ９２／
１００） 
 
 
○給与水準については、引き続き国に準じた給与体系及び給与水準を継続・維持する予定。  

①「給与、報酬等支給総額」の対前年度比7.0％減は、年度途中の転入者の増等により25,686千円（0.8％）増と
なるところ、職員の給与の臨時特例による平均7.8％減額の影響により235,314千円減額され、7.0％減に転じたも
の 
②「退職手当支給額」の対前年度比38.0％増は、定年退職者数の増により103,578千円（44.2％）増となるところ、
国家公務員の退職手当の支給水準引下げの影響により14,606千円減額され、増加分が圧縮されたもの 
③「非常勤役職員等給与」の対前年度比1.7％減は、非常勤職員の給与の臨時特例による平均7.8％減額による
もの 
④「福利厚生費」の対前年度比0.6％減は、職員給与の減額による標準報酬月額の減額によるもの 
⑤「最広義人件費の対前年度比3.1％減は、常勤職員及び非常勤職員の臨時特例による平均7.8％の減額によ
るもの 
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