
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25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 
 
【法人の長の報酬水準の妥当性について】 
 理事長は、我が国最大級の技術開発推進機関の代表として、エネルギー・環境及び産業技術
開発関連業務をはじめとする法人の全業務を総理するとともに、中期目標を達成するための基本
的な業務運営方針を立案することを職務内容としている。また政府の政策との整合性を確保しつ
つ業務運営の企画立案を自らの責務として行うとともに、その実現に向けて、法人の役職員を指
揮監督するだけでなく、自らも国内外の民間企業・大学や政府関係機関のトップと折衝や交渉す
ることも職務内容としている。 
  当機構は、こうした職務内容及び成果に対する報酬として、同様の職務を担うことが想定される
他の研究開発型独立行政法人の長や国家公務員指定職（事務次官や局長級）の報酬と比較して
も過大とはなっておらず、妥当な報酬水準であると考える。 
 
【主務大臣の検証結果】 

 当該機構は、我が国のエネルギー・環境、産業技術に係る技術開発を推進する枢要な法人であ

り、理事長には当該機構の運営を担うために必要な識見、能力が求められ、そのような優秀な人

物を迎えていることから、それに見合った適切な処遇が必要である。 

 また、理事長報酬には、経済産業省独立行政法人評価委員会の業績評価が反映される制度と

なっており、平成25年度の報酬についても、その結果を反映したものであり適正であると認める。 

 当該機構においては、報酬等の支払いの基準について、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組を行っており、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。 

改定なし。 

改定なし。 

改定なし。 

改定なし。 

改定なし。 

1



２　役員の報酬等の支給状況

平成25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

18,725 13,637 5,088 0 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

6,762 3,019 3,743 0 （　　　　） 6月27日 ◇
千円 千円 千円 千円

10,148 9,263 885 0 （　　　　） 6月28日 ◇
千円 千円 千円 千円

14,959 10,743 4,090 126 （通勤交通費）
千円 千円 千円 千円

14,998 10,743 4,090 165 （通勤交通費） ※
千円 千円 千円 千円

8,768 5,372 3,315 81 （通勤交通費） 9月30日 ※
千円 千円 千円 千円

5,709 5,372 232 105 （通勤交通費） 10月1日
千円 千円 千円 千円

1,065 0 1,065 0 （　　　　） 平成24年8月31日 ◇
千円 千円 千円 千円

13,956 10,743 3,025 188 （通勤交通費） ◇
千円 千円 千円 千円

431 0 431 0 （　　　　） 平成24年6月1日 ◇
千円 千円 千円 千円

5,534 2,641 2,877 16 （通勤交通費） 6月27日 ◇
千円 千円 千円 千円

9,006 8,102 774 130 （通勤交通費） 6月28日 ◇
千円 千円 千円 千円

7,582 4,612 2,846 124 （通勤交通費） 9月30日
千円 千円 千円 千円

4,888 4,612 199 77 （通勤交通費） 10月1日
千円 千円 千円 千円

2,166 2,166 0 0 （　　　　） 9月30日
千円 千円 千円 千円

2,166 2,166 0 0 （　　　　） 10月1日

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　役員の退職手当の支給状況（平成25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

7,294 6 0 平成25年9月30日 ※

千円 年 月

2,087 2 0 平成25年9月30日

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。

1.0

経済産業省独立行政法人評
価委員会において、業績の評
価について適切に審議された
結果、業績勘案率1.0とした。

1.0

経済産業省独立行政法人評
価委員会において、業績の評
価について適切に審議された
結果、業績勘案率1.0とした。

A監事

前職

法人の長

C理事

A監事

D監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

摘　　要

D理事

B監事

C理事

A副理事長

B副理事長

法人の長

A理事

B理事

E理事

法人での在職期間

F理事

G理事

H理事

I理事

C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

　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25年度における給与制度の主な改正点

　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

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。

昇給

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、毎年度個人が設定する目標の達成度及び職務活動に求められ
る行動の発揮度に基づいて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。 

 当機構の中期計画に定めるとおり、総人件費については、政府の方針に従い、必要な
措置を講じる。 

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、平成24年度に引き続き、以下の
措置を講じた。  
（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 
 
（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 
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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 45.6 6,155 4,964 98 1,191
人 歳 千円 千円 千円 千円

212 43.5 7,390 5,447 160 1,943
人 歳 千円 千円 千円 千円

134 48.9 4,200 4,200 0 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 42.4 13,699 12,100 0 1,599

人 歳 千円 千円 千円 千円

133 41.8 3,495 2,804 178 691
人 歳 千円 千円 千円 千円

133 41.8 3,495 2,804 178 691

人 歳 千円 千円 千円 千円

10 63.5 3,926 3,672 193 254
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 63.5 3,926 3,672 193 254

　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

区分 人員 平均年齢
平成25年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

研究開発等専門職員

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。

在外職員

任期付職員

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：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。

事務・技術

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。

再任用職員

事務・技術

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。

常勤職員

       

4



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（23名）及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

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

22 54.9 10,028 10,658 11,158

64 50.9 8,645 9,065 9,416

63 44.7 6,579 7,020 7,520

25 34.3 4,775 5,149 5,365

148 34.8 2,928 3,314 3,510

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

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0  

2,000  

4,000  

6,000  

8,000  

10,000  

12,000  

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） 

 

人 
千円 
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③　 職級別在職状況等（平成２６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

22 64 63 25 38
（割合） (10.4) (30.2) (29.7) (11.8) (17.9)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 59 59 43 32

～ ～ ～ ～ ～

47 41 35 29 24
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,888 7,560 6,230 4,775 3,500
～ ～ ～ ～ ～

6,904 5,596 4,041 3,391 2,437
千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,521 10,290 8,340 6,240 4,553

～ ～ ～ ～ ～

9,642 7,610 5,583 4,509 3,248

③－２　 職級別在職状況等（平成２６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

6 104
（割合） （5.5%） （94.5%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

52 50

～ ～

42 25
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,875 2,745

～ ～
3,092 1,851

千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,098 3,568

～ ～

4,107 2,457

④　賞与（平成２５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
％ ％ ％

66.7 66.9 66.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

33.3 33.1 33.2

％ ％ ％

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

％ ％ ％

68.3 68.4 68.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

31.7 31.6 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

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

区分

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）

年間給与
額(最高～

最低)
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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)

104.1

100.0

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　 102.6

地域・学歴勘案 104.7

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、

　　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

項目 内容

国に比べて給与水準
が高くなっている定量
的な理由

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54％ ＜当機構：約83％）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　104.1
　　学歴を考慮して平均給与額を比較した指数　　  102.6（△1.5）
※（参考文献）人事院(2013)「平成25年国家公務員給与等実態調査報告書」

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25%）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。

指数の状況

対国家公務員　　104.1

比較対象職員の状況
Ⅱ-2-①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の212人及び任期付職員欄の110人　計
322人
　322人の平均年齢41.3歳、平均年間給与額5,988千円

※（参考文献）人事院（2013）「国家公務員給与の概要」 

      <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/kouindex.htm> 
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【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　98.0％】
（国からの財政支出額　1,313億円、支出予算の総額　1,340億円：平成25年度予算）
【累積欠損額　99億円(平成24年度決算) 】
【管理職の割合　15.2％（常勤職員数759名中115名）】
（※国の管理職割合　15.8％）
【大卒以上の高学歴者の割合　83％（常勤職員数759名中633名）】
（大学院卒以上の割合　当機構：約36％　＞　※国：約6％）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　4.1％】
　（支出総額　1,069億円、給与・報酬等支給総額　44億円：平成25年度決算）

※（参考文献）人事院(2013)「平成25年国家公務員給与等実態調査報告書」

【検証結果】
（法人の検証結果）
　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、職員に占める大学卒以上の割合が国家公務員における割合と比べても
高く、大学院修了以上の者の割合をみると大幅に高くなっている。
　また、職員の多くが本部勤務となっており、国家公務員における本府省勤務の割合と
比べても高くなっている。
　これらを踏まえ、対国家公務員指数が100を超えているものの、給与水準は適切であ
ると考えられる。
　なお、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98％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
からの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。
　また、欠損金の主な発生理由については以下の通りである。
　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り、給与水準と
直接結びつくものではないと考えられる。

給与水準の
適切性の検証

（主務大臣の検証結果）
　当該機構は、平成25年度対国家公務員指数は104.1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第2期中期計画の期首である平成20年度に比べ0.9ポイント、
同計画の期末である平成24年度に比べ0.3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。当該機構は今後も政府の方針を踏まえつつ給与水準
の適正化に努めることとしており、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。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成25年度）

前年度
（平成24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

-

最広義人件費

中期目標期間開始時（平成25
年度）からの増△減

24,058 6,835

4,405,928

福利厚生費

-

504,073 575,199 △ 71,126

（　　－　　）

（△12.4）

（　　－　　）
給与、報酬等支給総額

比較増△減

退職手当支給額

非常勤役職員等給与
（△28.4） -

（　　－　　）4,981,131 5,558,581 △ 577,450 （△10.4）

-

（△80.4）40,237

（　　－　　）

（　　－　　）

-

区　　分

30,893

4,754,109

205,216 △ 164,979

（△7.3）△ 348,181

 特になし。 

●「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、退職者の不補充及び組織改編による人員
の減少等による減。 
  （※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 
      
●「退職手当支給額」に関する「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に 
 基づく措置 
 「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」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） 
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