
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（法人番号9011005001123）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

  ②令和３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。）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

当機構は、行政執行法人として、経済産業省が所管する工業製品等に関する技術上の評
価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行う
ことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な
基盤の整備を行うことを目的としている。主要業務として、製品安全、化学物質管理、バイオ
テクノロジー、適合性認定及び国際評価技術の5分野の事業を経済産業省と連携して実施し
ている。

役員報酬水準を検討するにあたっては、同じ経済産業省所管の独立行政法人（①）、類似
事業として国民生活の安全確保を担っている独立行政法人（②）、当機構と同じ行政執行法
人（③）を参考とした。

①独立行政法人工業所有権情報・研修館

当該法人は、同じ経済産業省所管の独立行政法人であり、産業財産権に関する情報の提

供といった事業（工業所有権に関する情報提供、権利化推進、人材育成業務等）を実施して

いる。常勤職員は93人（令和3年度時点）。公表資料によれば、令和2年度の法人の長の年間

報酬額は19,666千円であり、理事の年間報酬額は15,589千円であった。

②独立行政法人国民生活センター
当該法人は、消費者庁所管の独立行政法人であり、国民の消費生活に関する情報収集・

提供、商品テストなど、国民生活の安定及び向上に寄与し、消費者被害の予防と救済に関わ
る事業（相談、商品テスト、広報、ADR業務等）を実施している。常勤職員は132人（令和4年4
月時点）。公表資料によれば、令和2年度の法人の長の年間報酬額は17,151千円であり、理
事の年間報酬額は15,040千円（令和2年度に年間を通じて在籍した理事の年間報酬額のうち
最も高い者）であった。

③独立行政法人統計センター
当該法人は、総務省所管の独立行政法人であり、国勢調査その他国勢の基本に関する統

計調査の製表、これに必要な統計技術の研究等を実施している。常勤職員は645人（令和4
年1月1日時点）。公表資料によれば、令和2年度の法人の長の年間報酬額は19,290千円で
あり、理事の年間報酬額は15,393千円（令和2年度に年間を通じて在籍した理事の年間報酬
額のうち最も高い者）であった。

【参考】事務次官
年間報酬額23,374千円（人事院資料「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント（令和2年

10月）」から抜粋した事務次官の年間報酬額）。

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、

経済産業大臣から通知された令和2年度における業務の実績に対する評価結果に応じて、次

の割合を乗じて得た額を業績給として支給した（支給は令和2年度に在籍していた者に対して

支給）。

S評価： 100分の10 C評価： 100分の2.5
A評価： 100分の7.5 D評価： 100分の零
B評価： 100分の5



法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和３年度における改定内容

役員報酬支給基準は、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）、通勤手当及び業績給から構
成されている。月額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構
役員報酬規程に則り、俸給の月額（965,000円）に地域手当（193,000
円）を加算して算出している。期末手当についても、同規程に則り、（俸
給の月額＋地域手当の月額）＋（俸給の月額＋地域手当の月額）
×0.20＋俸給の月額×0.25に、100分の148.25を乗じて得た額としてい
る。

なお、令和3年度は、給与法指定職俸給表の改定はなかったため、
俸給の月額の引き上げ等は実施しなかった。

役員報酬支給基準は、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）、通勤手当及び業績給から構
成されている。月額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構
役員報酬規程に則り、俸給の月額（761,000円）に地域手当（152,200
円）を加算して算出している。期末手当についても、同規程に則り、（俸
給の月額＋地域手当の月額）＋（俸給の月額＋地域手当の月額）
×0.20＋俸給の月額×0.25に、100分の148.25を乗じて得た額としてい
る。

なお、令和3年度は、給与法指定職俸給表の改定はなかったため、

俸給の月額の引き上げ等は実施しなかった。

非常勤役員手当支給基準は、月額又は日額及び通勤に要する実費
から構成されている。月額又は日額については、独立行政法人製品評
価技術基盤機構役員報酬規程に則り、月額（495,000円）又は日額
（57,000円）としている。

なお、令和3年度は、給与法指定職俸給表の改定はなかったため、

俸給の月額の引き上げ等は実施しなかった。

役員報酬支給基準は、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）、通勤手当及び業績給から構
成されている。月額については、独立行政法人製品評価技術基盤機構
役員報酬規程に則り、俸給の月額（620,000円）に地域手当（124,000
円）を加算して算出している。期末手当についても、同規程に則り、（俸
給の月額＋地域手当の月額）＋（俸給の月額＋地域手当の月額）
×0.20＋俸給の月額×0.25に、100分の148.25を乗じて得た額としてい
る。

なお、令和3年度は、給与法指定職俸給表の改定はなかったため、

俸給の月額の引き上げ等は実施しなかった。

非常勤役員手当支給基準は、月額又は日額及び通勤に要する実費
から構成されている。月額又は日額については、独立行政法人製品評
価技術基盤機構役員報酬規程に則り、月額（468,000円）又は日額
（54,000円）としている。

なお、令和3年度は、給与法指定職俸給表の改定はなかったため、俸
給の月額の引き上げ等は実施しなかった。



２　役員の報酬等の支給状況
令和３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

937 937 （　　　　） R3.3.31
千円 千円 千円 千円

17,039 11,580 3,143 2,316 （地域手当） R3.4.1
千円 千円 千円 千円

739 （　　　　） R3.3.31 ◇
千円 千円 千円 千円

14,936 9,132 3,813
1,826

165
（地域手当）
（通勤手当）

R3.4.1 ◇

千円 千円 千円 千円

15,759 9,132 4,552
1,826

248
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

12,869 7,440 3,708
1,488

232
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,032 1,998 34 （通勤手当） R3.6.25
千円 千円 千円 千円

2,976 2,970 6 （通勤手当） R3.6.26

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

　理事

法人の長A

法人の長B

理事A

前職
就任・退任の状況

役名

監事A

理事C

監事B
（非常勤）

監事C
（非常勤）

その他（内容）

理事B

近年、我が国を取り巻く、急速な少子高齢化や、経済のグローバル化、
イノベーションの進展といった国民生活や産業活動の変化の中で、当機
構には、製品等の信頼性・安全性の確保を通じた国民生活の安全の確
保や、産業活動における信頼性・安全性の確保、工業製品等の品質の
向上を通じた産業の発展を支える社会基盤として、製品安全分野、化
学物質管理分野、バイオテクノロジー分野、適合性認定分野、国際評
価技術分野のそれぞれにおいて、中核的業務である関係法令の執行
業務・支援業務等を正確かつ確実に実施し、持続可能な経済発展に貢
献していくことが求められている。そのため、当機構理事長は法人の長と
して業務を遂行する高度なマネジメント能力及び幅広い知見が必要とさ
れ、さらに適切な内部統制の下、組織を適正に運営するという責務を
おっている。そのような条件を満たす人材を登用するためには国家公務
員型の法人として、国の試験所、研究所の長又は本府省の局長等の報
酬と同程度の待遇をする必要がある。

また、当機構理事長の報酬は、独立行政法人工業所有権情報・研修
館といった経済産業省所管の独立行政法人の長、独立行政法人統計
センターといった独立行政法人の中でも行政執行法人に該当する法人
の長の年間報酬額との比較においても、その報酬水準は妥当なものと
考えられる。

上記の法人の長の部分で記載したような当該法人の業務を遂行し、
理事長を補佐するためには、高度なマネジメント能力と幅広い知見が必
要とされる。そのため、そのような条件を満たす人材を登用するために
は国家公務員型の法人として、本府省の局次長、審議官等の報酬と同
程度の待遇をする必要がある。

理事の報酬は、経済産業政策を支えている他の独立行政法人の役員
等と比較考慮したうえで決定されており、その報酬水準は妥当なものと
考えられる。



　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和３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

8,723 6 R3.3.31 1.2
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし
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

法人の長Ａ

理事

理事
（非常勤）

法人での在職期間

監事

監事
（非常勤）

２０歳 ５６歳２ ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人 ９人 (人)

考えられる。

該当者なし。

当機構が遂行する非常に幅広い業務を監事として監査するためには、
監査報告の作成等監査を実施するための高度な専門能力、幅広い知
見と判断力が必要とされる。そのため、そのような人材を登用するため
には公務員型の法人として、本府省の審議官、部長等の報酬と同程度
の待遇をする必要がある。

監事の報酬は、経済産業政策を支えている他の独立行政法人の役員
等と比較考慮したうえで決定されており、その報酬水準は妥当なものと
考えられる。

当機構が遂行する非常に幅広い業務を監事として監査するためには、
監査報告の作成等監査を実施するための高度な専門能力、幅広い知
見と判断力が必要とされる。そのため、そのような人材を登用するために
は公務員型の法人として、本府省の審議官、部長等の報酬と同程度の
待遇をする必要がある。

常勤監事の報酬年額を年間出勤必要日数（21日/月×12月）で除した
額を非常勤監事の報酬日額としており、その報酬水準は妥当なものと考
えられる。

独立行政法人製品評価技術基盤機構は、国と密接に関連して国民
生活の安全確保と経済基盤を支えるために製品安全、化学物質管理
等の業務を広範に行っており、業務を遂行する高いマネジメント能力や
幅広い知見が求められ、法人の長等にはそれに見合った適切な処遇
が必要である。

また、役員報酬には、経済産業大臣による毎年度の業務実績評価を
適切に反映させる仕組みとなっており、今回の報酬額についても、その
結果を反映したものであり、適正であると認める。

独立行政法人製品評価技術基盤機構においては、報酬等の支払の
基準について、国家公務員の報酬・給与等を考慮するなど、適正確保
に向けた取り組みを行っており、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。



【主務大臣の判断理由等】

区分

法人の長

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事

理事長の退職手当については、俸給月額に「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役

員の退職金について」（閣議決定）における役員の退職金の支給率を乗じて得た額に、「独

立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（総務大臣決定）に

基づく業績勘案率を乗じて得た額としている。

当該理事長（法人の長A）は在職期間（平成27年度～令和2年度）において、適切に業務を

実施し、経済産業大臣から業績勘案率1.2の決定を受けた。業績を踏まえると、退職手当の

支給水準は妥当であると認められる。

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。

該当者なし

該当者なし

監事

監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし理事
（非常勤）

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、

経済産業大臣から通知された当該年度における業務の実績に対する評価結果に応じて、次

の割合を乗じて得た額を業績給として支給している。

S評価： 100分の10 C評価： 100分の2.5
A評価： 100分の7.5 D評価： 100分の零
B評価： 100分の5



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

　③　 給与制度の内容及び令和3年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　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。）

当機構職員の給与水準の決定に際しては、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、我が国の社会一般の情勢の変
化に応じ決定している。

その他、令和3年国家公務員給与等実態調査及び令和3年職種別民間給与実態調査を
参考とした。

○国家公務員給与等実態調査
令和3年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は407,153円

（平均43.0歳）となっており、全職員の平均給与月額は414,729円となっている。

○職種別民間給与実態調査
当機構と同等の規模（100～500人）の職種（技術系係長）の大学卒の令和3年4月の平均

支給額は422,450円（平均43.3歳）となっている。

当機構においては、設立当時の平成13年から業績給（業績手当）を導入し、その者の業
績評価結果と勤務態度を勘案し、勤務成績を業績手当に反映してきた。平成17年度（管理
職は平成16年度）から業績評価3を標準とする5段階評価を実施し、その業績率は国家公
務員の勤勉手当に係る成績率に準じて見直してきた。

一般職俸給表適用職員の業績手当及び業績率は、人事院勧告により改定している国家
公務員の期末・勤勉手当の支給割合（月数）に合わせた支給としている。

【業績率】 一般職俸給表適用職員 専門スタッフ職俸給表適用職員
業績評価 5 100分の115以上 100分の129以上
業績評価 4 100分の103.5 100分の108
業績評価 3 100分の92 100分の87
業績評価 2 100分の90 100分の80
業績評価 1 100分の85以下 100分の75以下

○給与制度の内容
独立行政法人製品評価技術基盤機構職員給与規程等に則り、俸給及び諸手当（職責手

当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、 地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、
単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤 務手当、期末手当及び業績手当）を支給している。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当＋
役職段階別加算額＋管理職加算額）に100分の120を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の
期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

業績手当については、業績手当基礎額（俸給＋地域手当＋広域異動手当＋役職段階別
加算額＋管理職加算額）に業績手当率基準要領に定める基準に従って定める割合を乗じ、
さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額としている。

○令和3年度における主な改定内容
特になし。



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

342 44.6 7,205 5,236 171 1,969
人 歳 千円 千円 千円 千円

336 44.4 7,175 5,215 169 1,960
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 58.5 8,861 6,385 300 2,476

注：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。
注：在外職員については、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、該当者がないため記載を省略した。
注：非常勤職員については、該当者がないため記載を省略した。
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。

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

専門スタッフ職

事務・技術

うち所定内
令和２年度の年間給与額（平均）

総額
人員



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、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

本部部長 13 57.3 10,555

本部課長 39 53.1 9,237

本部課長補佐 74 51.4 8,017

本部係長 45 50.7 7,619

本部主任 87 35.9 5,642

本部係員 48 28.0 4,259 4,914 ～ 3,706

8,505 ～ 6,713

7,623 ～ 4,249

年間給与額
人員

最高～最低

11,977 ～ 9,281

8,902 ～ 6,679

11,290 ～ 7,552

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。〕

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

平均年齢
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人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円



④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.1 54.6 54.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.9 45.4 45.6

％ ％ ％

         最高～最低 56.4 ～ 40.8 56.2 ～ 40.2 55.0 ～ 40.8

％ ％ ％

55.9 56.3 56.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.1 43.7 43.9

％ ％ ％

         最高～最低 47.4 ～ 0.0 47.4 ～ 0.0 47.4 ～ 0.0

３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

４　モデル給与

賞与（令和３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

対国家公務員
指数の状況

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　94.2

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　102.7

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　100.9

項目

一般
職員

一律支給分（期末相当）

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　勤務形態の多様化に対応しつつ、引き続き、国家公務員の給与水準を十分考慮し、妥
当性を維持する。

　給与水準の妥当性の
　検証

　当機構の年齢勘案の対国家公務員指数が2.7ポイント、年齢・学歴勘案の対国家公務
員指数が0.9ポイント、国に比べて給与水準が高くなっている。これは、国家公務員は、給
与水準を算出する際の地域手当支給区分のうち1級地及び2級地の者の割合が39.4%
（139,627人中54,948人：令和３年国家公務員給与等実態調査第10表の行政職俸給表
（一））であるのに対し、当機構は80.7%（337人中272人）と著しく高いことが要因と考えられ
る。
　地域を考慮した、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案の指数は100を下回ってお
り、実質、当機構の職員の給与水準は国家公務員より低いと言える。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　94.4％】
（国からの財政支出額　7,689,492,000円、支出予算の総額8,146,354,000円：令和3年度
予算）
【累積欠損額 0円(令和3年度決算) 】
【管理職の割合　14.9％（常勤職員数416名中62名）：令和4年1月時点】
【大卒以上の高学歴者の割合　81.0％（常勤職員数416名中337名）：令和4年1月時点】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　39.6％】
（支出総額　8,168,842,524円、給与・報酬等支給総額　3,232,536,229円：令和3年度決
算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　年齢・地域・学歴の全てを勘案した場合、94.2と国家公務員より低い給与水準となって
いる。当機構は、公務員型の独立行政法人として国に準じた給与体系を採用しており、
給与水準は妥当と考える。

講ずる措置

（主務大臣の検証結果）
　国に準じた給与体系を採用しており、かつ、年齢・地域・学歴勘案した場合の対国家公
務員指数は94.2であり、適切である。

・年齢・地域勘案　　　　　　　　　95.2

一律支給分（期末相当）

２人 ５人 ９人

（扶養親族がいない場合）



５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和3年度

千円

(A)
千円

(Ｂ)
千円

(Ｃ)
千円

(D)
千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

3,232,536

237,177

給与、報酬等支給総額

退職手当支給額

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

区　　分

935,427

4,987,121

福利厚生費
581,981

（扶養親族がいない場合）
〇22歳（本所職員 (大卒初任給)）
月額 218,640円 年間給与 3,574,112 円

〇35歳（本所主任）
月額 353,160円 年間給与 5,832,866 円

〇50歳（本所専門官）
月額 467,400円 年間給与 7,594,536  円

※扶養家族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円/月、子1人につき10,000円/月）を支給。

当機構は、設立当時の平成13年から業績給（業績手当）を導入し、その者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てきており、業績手当及び業績率は国家公務員の勤勉手当に係
る成績率に準じて見直してきた。

今後とも、法人の業務実績評価の結果を適切に反映させ、かつ、民間の特別給に応じ改定している国家
公務員の期末・勤勉手当の支給割合（月数）を反映させ、勤務実績に応じた給与としていく。

特になし

「給与、報酬等支給総額」の対前年度比は約0.98であった。
「最広義人件費」の対前年度比は約0.98であった。


