
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発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）

  月例支給額・諸手当・賞与とは別に、理事長にあっては経済産業省独立行政法人評価委員会

の通知に基づく前年度の法人の業績評価結果に応じて算定した業績給を、その他の役員にあっ

ては理事長が定めた役員毎の業績評価に応じて算定した業績給を、法人の業績評価が決定した

後に支給。 
 （算定方法） 月例支給額×２．２７×評価割合（※）＝業績給 
         （※） ＡＡ（２．０）～Ｄ（０）の範囲で５段階 

 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号、

以下「特例法」という。）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。  
・実施期間 ： 平成24年4月～平成26年3月 
・月例支給額、賞与、業績給の措置の内容 ： △9.77％の減額 
・諸手当関係の措置の内容 ： 特別都市手当 △9.77％の減額 
                    職務手当 △10％の減額 

 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。  
・実施期間 ： 平成24年4月～平成26年3月 
・月例支給額、賞与、業績給の措置の内容 ： △9.77％の減額 
・諸手当関係の措置の内容 ： 特別都市手当 △9.77％の減額 
                    職務手当 △10％の減額 

 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。  
・実施期間 ： 平成24年4月～平成26年3月 
・月例支給額、賞与、業績給の措置の内容 ： △9.77％の減額 
・諸手当関係の措置の内容 ： 特別都市手当 △9.77％の減額 
                    職務手当 △10％の減額 

 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。  
・実施期間 ： 平成24年4月～平成26年3月 
・非常勤手当の措置の内容 ：月額 400千円から361千円（△39千円）の減額  
                   日額 50千円から 45.2千円（△4.8千円）の減額 

 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。  
・実施期間 ： 平成24年4月～平成26年3月 
・非常勤手当の措置の内容 ：月額 400千円から361千円（△39千円）の減額  
                   日額 50千円から 45.2千円（△4.8千円）の減額 



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

17,135 13,637 3,497 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,560 0 1,560 0
（　　　　）

平成23年9月30日 *

千円 千円 千円 千円

16,043 12,282 3,761 0
（　　　　）

◇

千円 千円 千円 千円

827 0 827 0
（　　　　）

平成23年7月15日 *

千円 千円 千円 千円

14,898 10,743 4,028 126
（通勤交通費）

千円 千円 千円 千円

15,060 10,743 4,028 288
（通勤交通費）

※

千円 千円 千円 千円

13,705 10,743 2,796 165
（通勤交通費）

※

千円 千円 千円 千円

7,813 4,476 3,257 79
（通勤交通費）

8月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

7,229 6,267 774 187
（通勤交通費）

9月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

5,058 1,833 3,254 0
（　　　　）

6月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,839 8,910 774 154
（通勤交通費）

6月3日 ◇

千円 千円 千円 千円

1,270 0 1,270 0
（        ）

平成23年9月30日

千円 千円 千円 千円

11,873 9,223 2,400 249
（通勤交通費）

千円 千円 千円 千円

1,090 0 1,090 0
（　　　　）

平成23年9月30日

千円 千円 千円 千円

4,332 4,332 0 0
（　　　　）

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：B法人の長、B副理事長、H理事、B監事については、平成23年度中に退職したが、
　　　平成23年度の業績評価に基づく業績給について、平成24年度中に支給した。

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

A副理事長

G理事

B理事

役名 前職

F理事

その他（内容）

法人での在職期間

A理事

就任・退任の状況

B副理事長

A法人の長

D理事

H理事

摘　　要

C理事

B法人の長

理事

監事

B監事

法人の長

E理事

B監事
（非常勤）

A監事



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

昇給

個人毎の人事評価結果（7段階）に応じ、賞与基礎月額の3割に係数を乗
じ、最大±15%の幅で支給。

個人毎の人事評価結果に応じ、昇給無し、2号俸、3号俸、4号俸、5号俸の
5段階（55歳超の職員は、昇給無し、1号俸、2号俸の3段階）で昇給を実
施。

　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

国家公務員及び民間企業等の給与水準を参考に、給与水準を決定する。 

 人事評価制度により、毎年個人が設定する目標の達成度並びに職務活動に求められる
行動の発揮度に基づき決定した総合評価結果を、賞与の支給率や昇給幅に反映させる。 

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。  
・実施期間 ： 平成24年6月～平成26年5月 
・俸給月額の措置の内容 ： 課長相当職以上  △9.77％の減額 

                   課長代理相当職  △7.77％の減額 
                                      主任相当職他    △4.77％の減額 
・賞与の措置の内容 ： △9.77％の減額  

・諸手当関係の措置の内容 ： 特別都市手当 俸給月額の減額率等に応じて減額 
                                           職務手当 △10％の減額 

                    その他、各種手当についても国家公務員と同様に減額 
 
 平成24年度秋の給与再精査を踏まえ、本府省業務調整手当相当の手当導入の見送り 

等の措置を継続したとともに、政府の方針を踏まえつつ給与水準の引下げの取組みを 
着実に実施した。 
 

 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等に基づく総
人件費削減（平成22年度までの5年間で5%の削減を達成）を図るとともに、経済財政運
営と構造改革に関する基本方針2006に基づき、人件費改革の取組を平成23年度まで
継続した。平成24年度も総人件費の抑制に向けた取り組みを引き続き行う。 



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

346 44.3 6,008 4,887 95 1,121
人 歳 千円 千円 千円 千円

210 42.6 7,179 5,333 156 1,846
人 歳 千円 千円 千円 千円

136 47.0 4,200 4,200 0 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 41.3 12,647 11,101 0 1,546

人 歳 千円 千円 千円 千円

132 45.5 3,734 3,088 194 646
人 歳 千円 千円 千円 千円

132 45.5 3,734 3,088 194 646

人 歳 千円 千円 千円 千円

8 63.0 3,784 3,534 201 250
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 63.0 3,784 3,534 201 250

　①－２　職種別支給状況（年俸制適用者）

人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

研究開発等専門職員

事務・技術

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）及び教育職種（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3：非常勤職員は該当者がないため表を省略した。

うち賞与平均年齢
平成24年度の年間給与額（平均）

総額

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）及び教育職種（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3：在外職員、任期付職員、再任用職員、非常勤職員は該当者がないため表を省略した。
注4：年俸制適用者については該当者が1名のため年齢以下の表を省略した。

在外職員

区分

常勤職員

うち所定内人員

任期付職員

事務・技術

常勤職員

事務・技術

事務・技術

再任用職員

注：任期付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）及び教育職種（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）及び教育職種（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。



②　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。〕

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：任期付職員93名を含む。以下、④、⑤においても同じ。

（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

14 54.0 10,336 10,947 11,474

55 51.0 8,679 9,191 9,668

74 44.7 6,533 7,069 7,492

25 34.9 4,983 5,220 5,392

135 34.7 2,986 3,355 3,678

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

本部部長

本部課長・主幹

本部課長代理・主査

本部主任

本部職員
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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 



③　 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的 部長 課長 課長代理 主任 職員 職員
な職位 統括主幹 主幹 主査

人 人 人 人 人 人 人

210 14 55 74 25 42
（割合） （6.7%） （26.2%） （35.2%） （11.9%） （20.0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 58 58 42 31

～ ～ ～ ～ ～

49 42 36 31 24
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,590 7,941 6,285 4,722 3,407

～ ～ ～ ～ ～

7,070 5,683 4,258 3,436 2,456
千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,191 10,539 8,384 6,158 4,474

～ ～ ～ ～ ～

9,812 7,751 5,645 4,636 3,240

③－２　 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（任期付職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的 部長 課長 課長代理 主任 職員 職員
な職位 統括主幹 主幹 主査

人 人 人 人 人 人 人

93 5 88
（割合） （5.4%） （94.6%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

51 49

～ ～
42 25

千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,907 2,741

～ ～

3,060 1,855
千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,137 3,629

～ ～

3,972 2,455

④　賞与（平成２４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

67.3 67.4 67.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 32.7 32.6 32.7

％ ％ ％

         最高～最低 39.1～27.3 39.1～27.3 39.1～27.3

％ ％ ％

68.3 68.5 68.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 31.7 31.5 31.6

％ ％ ％

         最高～最低 39.1～24.3 39.1～24.3 39.1～24.3

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

年齢（最高
～最低）

区分

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)



⑤　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)

104.4

98.4

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　　 105.4
参考 学歴勘案　 102.9

地域・学歴勘案 104.8

内容

比較対象職員の状況

項目

指数の状況

対国家公務員　　104.4

国に比べて給与水準
が高くなっている定量
的な理由

【主務大臣の検証結果】
当機構は、平成24年度対国家公務員指数は104.4ポイントと100ポイントを超えているが、上記の要因を踏まえれ
ば合理的な理由があるものと認められる。また、給与水準を引き下げる取組みにより平成20年度に比べ0.6ポイン
ト低減させていること、経済産業省独立行政法人評価委員会において給与水準は適正であると評価されているこ
とから給与水準は適切であると判断できる。当機構は今後も政府の方針を踏まえつつ給与水準の引下げの取組
みを適切に行っていくこととしており、当省としてもその取組みを促しつつ、給与水準の適正性について注視して
いく。

１．学歴要因
　当機構は技術的知見を駆使した専門性の高い研究開発マネジメント業務を実施していることから、職員に占め
る高学歴者の割合が国家公務員に比べて高い（大学卒以上の割合・・・国：約53％ ＜当機構：約83％、大学院卒
以上の割合・・・国：約5％ ＜ 当機構：約35％）ことが、対国家公務員指数を引き上げる一因となっている。
　　学歴を考慮せずに平均給与額を比較した指数　104.4
　　学歴を考慮して平均給与額を比較した指数　　  102.9（△1.5）
※平成24年国家公務員給与等実態調査における行政職（一）の学歴別人員構成比を引用。

２．その他要因
①国家公務員は、相対的に給与の高い本府省に勤務する職員割合が低い（※全体の約24%）状況であるのに対
し、当機構は本部に勤務する職員の割合が高い（※全体の約98%）ことが、対国家公務員指数を引き上げている
一因となっている。

※人事院ＨＰ　平成24年8月　国家公務員給与の概要　「資料⑦行政職俸給表(一)の組織区分別平均給与月額、
平均年齢、人員構成比」より、本府省の人員構成比を引用。（数値等は平成24年4月現在のものである。）

②特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して講じた措置について、当機構は労使交渉に時間を要し
たため、国家公務員より2ヶ月遅れて開始したことが、対国家公務員指数を引き上げる一因となっている。なお、実
施期間は国家公務員と同様の2年間としている。

対国家公務員（行政職（一））

Ⅱ-2-①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の210人及び任期付職員欄の93人　計303人
　303人の平均年齢41.0歳、平均年間給与額5,983千円

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

　　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

＜行政職俸給表（一）の組織区分平均給与月額、平均年齢＞

本府省 管区機関 府県単位機関 その他の地方支分部局 施設等機関等

平均給与月額 405,056円 377,139円 362,918円 356,530円 339,014円

平均年齢 40.0歳 43.7歳 44.4歳 43.6歳 39.8歳

人員構成比 24.0% 21.4% 14.3% 37.0% 3.3%



【上記以外の独立行政法人の給与水準に係る総点検の視点に関する検証結果】
・当機構に対する法人業績評価は、平成15年以降平成23年度まで9年連続Ａとなっている。

・当機構の支出総額1,500億円に占める給与、報酬等支給総額48億円の割合は約3.2％であり、割合としては僅
少である。

・当機構の平成24年度の全職員における管理職の割合は13.9％であり、国の管理職割合（※15.7％）を下回って
いる。
※平成24年国家公務員給与等実態調査における行政職（一）６級以上の割合を引用。

・当機構は技術的知見を駆使した専門性の高い研究開発マネジメント業務を実施していることから、職員に占める
高学歴者の割合が国家公務員に比べて高くなっている。
　大学卒以上の割合・・・国：約53％ ＜当機構：約83％
　大学院卒以上の割合・・・国：約5％ ＜ 当機構：約35％
※平成24年国家公務員給与等実態調査における行政職（一）の学歴別人員構成比を引用。

以上をふまえれば、給与水準は適切であると考えられる。

給与水準の適切性の
検証

講ずる措置

【累積欠損額について】
累積欠損額　503億円（平成23年度決算）

【検証結果】
上記の欠損金の主な発生理由は下記の通りである。
石炭経過業務については、主に政府から出資を受けた資金を取り崩す形で業務にかかる経費を賄っているため、
業務の進捗に伴って、会計上の欠損金が不可避的に生じるものである。
基盤技術研究促進事業については、政府出資金を原資として事業を実施する仕組みとなっていること及び民間
企業と同一の会計処理を法律により義務化されていることから、事業を遂行する過程で、会計上の欠損金が不可
避に生じるものである。平成24年度は、委託先への現地調査や売上等による納付慫慂を実施した結果、約23百
万円の納付実績を挙げたところであり、引き続き終了案件に対する資金回収の徹底を図る。
上述の通り、当機構の累積欠損は会計上不可避に発生するものであり、給与水準と直接結びつくものではないと
考えられる。

平成25年度に見込まれる対国家公務員指数　103.8
給与水準是正の目標水準　　対国家公務員指数　103.8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域・学歴勘案　104
給与水準是正の具体的期限　 平成25年度

・平成24年度対国家公務員指数は104.4ポイントとなったが、今後も引き続き、本府省業務調整手当相当の手当
導入の見送り等の措置を継続するとともに、政府の方針を踏まえつつ給与水準の引下げの取組みを着実に実施
して参りたい。

【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　95.5％
（国からの財政支出額　1,307億円、支出予算の総額　1,369億円：平成24年度予算）

【検証結果】
上記のとおり、当機構の支出予算の総額に占める国からの財政支出は約96％と高い割合を占めているが、当機
構が実施している日本の産業競争力強化、エネルギー・地球環境問題の解決のための産業技術開発関連事業、
新エネルギー・省エネルギー関連事業、京都メカニズムクレジット取得事業等は、いずれも民間単独で行うことが
困難であり、国からの財政支出によって実施されることを前提としていることによるものである。従って、国から財政
支出の割合の高さは給与水準と直接結びつくものではないと考えられる。



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

（△7.3）

（8.3）

598,559 △ 23,360 （△3.9）

最広義人件費

△ 15,419
非常勤役職員等給与

比較増△減

189,444 15,772

中期目標期間開始時（平成20年
度）からの増△減

給与、報酬等支給総額
5,171,297

区　　分

△ 1,334,9514,754,109 （△8.1）△ 417,188 （△21.9）

△ 146,590 （△20.3）

（△25.7）5,558,581 5,998,777

（△48.2）（△39.1） △ 22,374

退職手当支給額

24,058

△ 416,318 （△67.0）

△ 440,196

205,216

39,477

福利厚生費

△ 1,920,234

575,199

 「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6月14日から
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、民間との較差を是正するため国家公務員の退職手当と同様に「調整率」を導入した。 
  役員に関する講じた措置の概要 ： 調整率 100分の87 （平成26年6月30日までは段階的に調整率の引下げを実施） 
  職員に関する講じた措置の概要 ： 調整率 100分の87 （平成26年6月30日までは段階的に調整率の引下げを実施） 
 
 平成24年秋の給与再精査を踏まえ、平成25年度も本府省業務調整手当相当の手当導入の見送り等の措置を継続する
とともに、政府の方針を踏まえつつ給与水準の引下げの取組みを着実に実施する。 
 

 
  

●「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」に関する増減要因 
 特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して講じた措置（※1）による減（※2）、民間出向者の抑制、退職者の
不補充による人員削減等による減。 
  （※1）講じた措置 
    ＜役員について＞ 
     ・実施期間 ： 平成24年4月～平成26年3月 
     ・月例支給額、賞与、業績給の措置の内容 ： △9.77％の減額 
     ・諸手当関係の措置の内容 ： 特別都市手当 △9.77％の減額 
                         職務手当 △10％の減額 
    ＜職員について＞     
     ・実施期間 ： 平成24年6月～平成26年5月 
     ・俸給月額の措置の内容 ： 課長相当職以上  △9.77％の減額 
                        課長代理相当職  △7.77％の減額 
                                           主任相当職他    △4.77％の減額 
     ・賞与の措置の内容 ： △9.77％の減額  
     ・諸手当関係の措置の内容 ： 特別都市手当 俸給月額の減額率等に応じて減額 
                         職務手当 △10％の減額 
                         その他、各種手当についても国家公務員と同様に減額 
  （※2）特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して講じた措置のうち、給与減額支給措置に関する削減額 
           約3.0億円 
     
●「退職手当支給額」に関する増減要因 
 勤続期間の長い者の退職による増。なお、「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）に基づく措置は、平成25年6月14日から実施。 
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