
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  平成30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

当機構の主要事業は、行政執行法人として、経済産業省がその所掌事務とする工業標準の
整備及び普及その他の工業標準化に関すること、計量の標準の整備及び適正な計量の実施
の確保に関すること、生物化学の知見を利用して製造される化学工業品の輸出、輸入、生産、
流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること、化学物質の管理に関する所掌に係る事務
に関すること及び所掌事務に関する一般消費者の利益の保護に関することを遂行する上で、
中核的な役割を担い、製品安全、化学物質管理、バイオテクノロジー、適合性認定、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することである。役員報酬水準を検討するに
あたって、常勤職員数（当機構420人）を考慮しつつ、類似事業として国民生活の安全確保や
産業競争力の強化を担っており、比較的同等と認められる以下の法人を参考とした。

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として、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95人。公表資料によれば、平成29年度の法人の長の年間報酬額は18,578千

円であり、理事の年間報酬額は14,877千円であった。
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134人。公表資料に
よれば、平成29年度の法人の長の年間報酬額は18,373千円であり、理事の年間報酬額は
15,292千円（平成29年度に年間を通じて在籍した理事の年間報酬額）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（平成30年8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平成29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。

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

　③ 役員報酬基準の内容及び平成30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（895,000円）に地域手当（179,000円）
を加算して算出している。期末手当についても、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＋地域手当の月
額）＋（俸給の月額＋地域手当の月額）×0.2＋俸給の月額×0.25に、6
月に支給する場合においては、100分の153.4、12月に支給する場合に
おいては、100分の176.8を乗じて得た額としている。

なお、平成30年度では、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（706,000円）に地域手当（141,200円）

を加算して算出している。期末手当についても、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＋地域手当の月

額）＋（俸給の月額＋地域手当の月額）×0.2＋俸給の月額×0.25に、6

月に支給する場合においては、100分の153.4、12月に支給する場合に

おいては、100分の176.8を乗じて得た額としている。
なお、平成30年度では、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（460,000円）又は日額（54,400
円）としている。

なお、平成30年度では、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（575,000円）に地域手当（115,000円）
を加算して算出している。期末手当についても、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＋地域手当の月額）
＋（俸給の月額＋地域手当の月額）×0.2＋俸給の月額×0.25に、6月
に支給する場合においては、100分の153.4、12月に支給する場合にお
いては、100分の176.8を乗じて得た額としている。

なお、平成30年度では、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。



監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成30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

19,370 10,740 6,289
2,148

193
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,292 8,472 4,961
1,694

164
（地域手当）
（通勤手当）

H31.3.31
※

千円 千円 千円 千円

15,215 8,472 4,961
1,694

87
（地域手当）
（通勤手当）

H31.3.31
◇

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

12,661 6,900 4,041
1,380

341
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

3,609 3,560 48 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
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

法人の長

A理事

B理事

D理事
（非常勤）

前職

C理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

A監事

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

その他（内容）

B監事

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（435,000円）又は日額
（51,600円）としている。

なお、平成30年度では、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。



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

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

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・安全性の確保や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お
り、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を、関連する分野の独立行政法人である独
立行政法人工業所有権情報・研修館及び独立行政法人国民生活セン
ターの法人の長の平均報酬との比較においても、その報酬水準は妥当
なものと認められる。

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
とされるため、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、また、経済産業政策を支えている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認められ
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認められる。

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認
められる。



【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成30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

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

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「※」、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

監事B

監事A
（非常勤）

理事B
（非常勤）

理事B

理事A
（非常勤）

監事A

法人の長

理事A

監事B
（非常勤）

法人での在職期間

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ージメント能力や幅
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業務実績評価を適切に反
映させるしくみとなっており、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。



５　退職手当の水準の妥当性について

【主務大臣の判断理由等】
区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事A
（非常勤）

法人の長

理事A

理事B

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由
該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

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

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事B
（非常勤）

監事A

監事B

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平成29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。

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平成３０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、わが国の社会一般の情勢の変
化に応じ決定している。給与水準を検討するにあたって、平成30年国家公務員給与等実
態調査及び平成30年職種別民間給与実態調査を参考にした。

①国家公務員給与等実態調査
平成30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410,940

円（平均43.5歳）となっており、全職員の平均給与月額は417,230円となっている。
②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）の大学卒の平成30年4月の平
均支給額は431,008円（平均42.4歳）となっている。

当機構においては、設立当時の平成13年より業績給（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た。平成17年度（管

理職は平成16年度）より業績評価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。
業績手当及び業績率は、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）に合わせ、勤務実績に応じた給与を推進している。

【業績率】 業績評価 ５ １００分の１０２．５以上 （１００分の１０５以上）
業績評価 ４ １００分の９７．５ （１００分の１００）
業績評価 ３ １００分の９２．５ （１００分の９５）

業績評価 ２ １００分の８７．５ （１００分の９０）
業績評価 １ １００分の８２．５以下 （１００分の８５以下）

※（ ）内は、人勧反映後の12月賞与の業績率

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、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、時間外勤
務手当、期末手当、業績手当及び寒冷地手当）としている。

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、6月及び12月に支給する場合においては、それぞ
れ100分の130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。

なお、国家公務員の給与（行（一）職）との均衡を基本に、平成30年度実施分では、① 俸
給表の引上げ（平均0.16％）、②期末手当の支給割合を６月期と12月期に均等配分するよう
改正、③業績手当の業績率の見直し（0.05月引上げ）、④業務実績評価結果と業績手当の
業績率を一定割合で調整することの規程化、⑤職責手当の一部改正（8級117,000円
→117,100円）を実施した。



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

325 44.9 7,394 5,392 179 2,002
人 歳 千円 千円 千円 千円

325 44.9 7,394 5,392 179 2,002

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：在外職員の職種については、該当者がないため記載を省略した。

注：任期付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。

注：再任用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。

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。

常勤職員

事務・技術

区分 人員 平均年齢
平成30年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与



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 9 56.3 11,207

本部課長 37 54.3 9,561

本部課長補佐 59 49.9 8,279

本部係長 54 48.2 7,481

本部主任 63 35.5 5,418

本部係員 29 27.5 4,158

④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55.5 55.9 55.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.5 44.1 44.3

％ ％ ％

         最高～最低 52.9～41.3 51.7～41.2 52.3～41.7

％ ％ ％

56.9 57 55.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

43.1 43 56.9

％ ％ ％

         最高～最低 44.9～40.3 44.7～40.3 44.8～40.3

14,310　～　9,653

10,316　～　8,784

9,196　～　6,183

8,411　～　6,626

7,687　～　4,173

4,662　～　3,248

賞与（平成30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）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

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。〕
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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

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　１０２．６

・年齢・地域勘案　　　　　　　　　９７．８

項目

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　95.8％】
（国からの財政支出額　7,447,392,918円、支出予算の総額7,772,544,000
円：平成30年度予算）
【累積欠損額 0円(平成30年度決算) 】
【管理職の割合　16.0％（常勤職員数420名中67名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　78.3％（常勤職員数420名中329名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　41.5％】
（支出総額　7,837,095,790円、給与・報酬等支給総額　3,252,480,957円：
平成30年度決算）

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　９７．０

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１０４．３

【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、97.0と国家公務員よりわずかに
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っており、給与水準は妥当と考える。

（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、年齢・地域・学歴勘案した場合
の対国家公務員指数は97.0であり、ほぼ同水準であるため、適切である。

対国家公務員
指数の状況

　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。

　当機構の年齢勘案の対国家公務員指数が4.3ポイント、年齢・学歴勘案の
対国家公務員指数が2.6ポイント、国に比べて給与水準が高くなっている。
これは、国家公務員の給与水準を算出する時の地域手当支給区分が1級
地及び2級地の者の割合が37.9%（140,093人中53,041人）であるのに対し、
当機構は71.7%（325人中233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わずか
に低いと言える。

　給与水準の妥当性の
　検証

（扶養親族がいない場合）
〇22歳（大卒初任給）

月額 180,700円 年間給与 2,987,814円
〇35歳（本部係長）

月額 335,710円 年間給与 5,677,932円
〇50歳（本部課長補佐）

月額 489,228円 年間給与 8,058,876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。



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

平成29年度 平成30年度

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D) 531,815 546,871
千円 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

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。

注：附属明細書（「役員及び職員の給与明細」）には派遣人件費が含まれていないため、
　　本表の非常勤役職員等給与（C）の金額とは一致しておりません。

福利厚生費

最広義人件費
4,883,613 4,859,163

非常勤役職員等給与
817,919 823,879

退職手当支給額
302,352 235,931

区　　分

3,231,527 3,252,481
給与、報酬等支給総額

当機構においては、設立当時の平成13年より業績給（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を
推進していく方針である。

①「給与、報酬等支給総額」の対前年度比は1.01弱であり、ほぼ前年並みであった。
「最広義人件費」の対前年度比は0.99であり、ほぼ前年並みであった。

②「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、
平成30年1月1日から、役員の退職手当の支給率を10.875/100（12.5/100×87/100）から
10.4625/100（12.5/100×83.7/100）に引き下げ、職員の退職手当の調整率を87/100から
83.7/100に引き下げた。

特になし
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